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情報技術サービス・教育技術サービス
　（窓口：ユージニア館１階）

ICT を活用した授業の支援、情報関連設備およびネットワーク環境
の整備などにより、研究・教育をサポートしています。
また、学内で利用可能なノートパソコンを貸し出しています。

図書館サービス
　（窓口：ユージニア館１階）

学生・教職員、さらに卒業生などを対象に資料を提供しています。
また、資料の探し方から他館利用の手続きなど、研究に必要な文献
収集のサポートをおこないます。
・資料の貸出・閲覧
・他館利用の手続き
・情報収集のサポート

開 館 時 間

月～金曜日 8：45 ～ 20：00

延長開館日 8：45 ～ 21：00

土曜日・休暇中 9：00 ～ 17：00

第４金曜日 12：00 ～ 17：00
（休暇中の第４金曜日は休館）

対 応 時 間

月～金曜日 8：45 ～ 17：15

休暇中 9：00 ～ 16：45
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は じ め に   －情報検索・選択・活用能力を身につけよう！－ 
図書館情報センター 

各 サ ー ビ ス 窓 口 に つ い て

　自ら情報を入手し、選択し、さらに活用する能力を身につけることは、大学で

の学問に従事する者にとって不可欠なことです。単位取得のためのレポート作成

に始まり、専門分野の研究、そしてその集大成ともいえる卒業・修士・博士論文

の作成などあらゆる場面でこの能力は必要となります。さらには卒業後の就職や

進学のためにも、情報収集・選択・活用能力は役立ちます。

　私たちはこの小冊子で、本学の学生が情報を収集する場合に知っていて欲しい

基本的な手段をまとめました。的確な方法を知らなければ情報は入手できません

し、なんとか情報が入手できたとしても、効果的な方法を使っているのといない

のとでは、それに費やす時間が大きく違ってくるからです。

　従来は、学術的な情報を入手する主な場所は図書館であり、そこにある文献で

したが、近年のコンピュータネットワークの発達、および情報のデジタル化によっ

て、学術的な情報を入手する主な場所が図書館だけではなくなり、利用する文献も、

紙に書かれたものだけではなくなりました。図書館で、CD や DVD に保存された

情報を利用したり、情報演習室等のコンピュータでインターネットから情報を入

手したり、その他の場所でその他の情報を入手するなど、その方法は多岐にわた

ります。

　学生のみなさんがこの小冊子を参考にして、大学生として必要最低限の情報収

集能力を身につけられることを応援しています。

　そして、図書館や情報演習室をフルに活用し、情報収集能力だけでなく、情報

選択 ・ 活用能力も磨いてください。

京都ノートルダム女子大学 図書館情報センター

情報サポート
　（窓口：ユージニア館２階）

コンピュータ利用に関するさまざまなサポートをおこないます。
・トラブルシューティング
・利用相談
・機器貸出（スキャナー・カードリーダー）
・Word・Excel 等アプリケーションソフトウェアのサポート

フリーレッスンとは・・・
全学生がレポートや卒業論文作成をはじめとするさまざまなパソコン操作に関する質問に対応してもら
える時間帯です。「情報演習」科目担当教員が情報演習室に待機しています。
待機時間や待機場所は曜日により異なりますので、各演習室前入り口の利用予定で確認してください。

フリーレッスンについて

コンピュータに関することで
困ったことがあれば、

こちらで相談してください。

※17：30 以降は情報技術サービス窓口で対応

対 応 時 間

月～金曜日 8：50 ～ 18：15

休暇中 9：00 ～ 16：45

・「情報演習 I、Ⅱ」の授業内容を教えてほしい。課題を教えてほしい
・レポートや卒業論文に入れる表や図の作り方や目次の作り方を知りたい
・レポートや卒業論文で指定された「ページ設定」の通りにレイアウトしたい　　
                                                                                                                                       ・・・など

こんな質問
に

対応しても
らえます。

※
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E305(情報演習室)
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入口■図書館情報センター施設
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ユーザ名とパスワード

取り扱い上の注意点

ユーザ名とパスワードは絶対に他人に知らせてはいけません。特に、パスワードを他人に知られると、個人的な
情報が見られたり、犯罪行為に悪用されたりする可能性があります。パスワードは本人の責任で使用・管理して
ください。

本学では、全学生に「ユーザ名とパスワード（利用者アカウント）」を発行しています。（入学時の情
報オリエンテーションで全員に配布しています。）「ユーザ名とパスワード」は、情報演習室のコンピュー
タを利用するときやメール等のサービスを利用する際に必要です。授業の際にも「ユーザ名とパスワー
ド」がないとコンピュータは使用出来ません。情報演習室を使用する初回の授業から忘れずに持って
いきましょう。

本学でのユーザ名の考え方

例えば、２０１ 8 年 度の英語英文学科入学の学部生で、学籍番号の下３桁が０２６番の野々神明子 (Nonogami 
Akiko) さんのユーザ名は、an8be026　となります。

【学部】「b」　※2017年度以降入学者

《人間文化学部》
　・英語英文学科「e」
　・人間文化学科「h」

《現代人間学部》
　・福祉生活デザイン学科「w」
　・心理学科「p」
　・こども教育学科「k」

【修士課程】「m」
《人間文化研究科》

　・応用英語専攻「e」
　・人間文化専攻「h」
　・生活福祉文化専攻「w」

【博士前期課程】「m」
《心理学研究科》

　 ・発達・学校心理学専攻「d」
　・臨床心理学専攻「c」

【博士後期課程】「d」
《心理学研究科》

　・心理学専攻「p」

学科・専攻について

本学でのメールアドレスは、　各自のユーザ名＠notredame.ac.jp となります。

メールの使い方については、「メールの利用について」（P.15 ～）を参照してください。

パスワードについて

パスワードを他人に知られてしまうと、誰かがあなたになりすまして電子メールを読んだり、知らない内にプラ
イバシーを侵害されたりすることがあります。また、場合によってはあなたが加害者となり、被害が他人や大学
全体に及ぶ場合があります。
パスワードを他人に知られないように注意すると同時に、パスワードは定期的に変更しましょう。

※ ただし 1年次生は「情報演習Ⅰ」の授業でパスワード変更方法を教わるまで、自分でパスワードを変更しない
ようにしてください。

パスワードの変更方法

学内からのみ変更可能です。

へアクセスします。

次の画面で全ての必要事項を入力した後、「変更」ボタンをクリックします。

※変更ボタンは “１度だけ “押すこと。

https://sedna.notredame.ac.jp/iumus/

「パスワード変更処理を受け付けました。」というメッセージの後、反映状況確認画面で「●正常終了」が表示さ
れれば変更完了です。

＜本学でのパスワードの設定上の注意＞
・他人から推測されにくいものにしましょう。
・パスワードは６文字以上８文字以内で指定する。
・文字と数字をランダムに組み合わせる。

・パスワードを忘れたり紛失した場合は、調べる方法はありません。再発行が必要です。
　再発行の手続きは情報サポートまたは情報技術サービスの窓口でおこなってください。

・本人確認の為、学生証を必ず持参してください。
・電話やメールでの再発行は受付られません。
・パスワードは各自責任をもって厳重に管理してください。

・新パスワードと旧パスワードは
   ３文字以上違うものを指定する。

・誕生日や電話番号を使用しない。

パ ス ワ ー ド を 忘 れ た ら …

a n 8 b e 0 2 6
名前・名字

入学年 学科・専攻

学籍番号

学部：b
修士課程、博士前期課程：m
博士後期課程：d
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情報演習室を利用するには

ログオン

ログオンとは、ユーザ名・パスワードを入力することによって、「コンピュータやサービスを利用しているのがあ
なたである」ということを確認することです。本学で情報演習室のコンピュータやメールサービス等を利用するた
めに、必要な作業です。

ログオフとシャットダウンについて

ログオフとはコンピュータや
サービスの利用を終了し、あな
たのデータを他人が使えない
ようにする作業です。シャット
ダウンはコンピュータを終了
し、電源がO F F になります。

ログオフまたはシャットダウン
をしないで席を離れると、他の
利用者に個人的な情報が盗ま
れたり、あなたを装って悪用さ
れる可能性があります。
利用を終了する際には必ずロ
グオフまたはシャットダウンの
作業をおこなってください。

ユーザー認証画面に変わりますので、
「ユーザ名」と「パスワード」を入力し、

矢印→ボタンをクリックします。

※パスワードは入力しても ***** で表示されます。

画面左下のWindowボタンをクリック

シャットダウンをクリック
（ログオフした後、パソコンの電源がOFF になります。）

　　　　　　　　　と　　　　　　　と　　　　　　　　

　　　キーを同時に押すと
DeleteAltCtrl

左の画面でキーボードの

画面左下の
Windowボタンをクリック

シャットダウン横の
三角クリック

ログオフをクリック
（ログオン画面に戻ります。）

各演習室では通常 Windows が起動するように設定されていますが、デュアルブート環境（２つの OS がインストー
ルされている環境）となっているので、Windows 以外の OS も利用可能です。

　　　　　演習室１、演習室２、 Ｅ３０５：Windows と Linux (  CentOS)

電源を入れた後、何もしなければ Windows が起動します。OS を切り替える手順は次のとおりです。
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情報演習室を利用しよう

開室時間および各演習室の環境

演習室で授業が実施される場合には、自習のための利用は基本できません。
利用前に、各演習室入り口の利用予定で確認しましょう。
また、行事等により終日演習室を利用できない日があります。
詳細は情報技術サービスの Web サイト（https://nais.notredame.ac.jp/its/）で確認してください。

OS の切り替えについて

情報演習室（以下演習室）は授業で使用されていない時間帯に、自由に利用することができます。　
携帯電話の通話やおしゃべりは、他の利用者の迷惑になります。マナーを守って利用しましょう。

演習室１

演習室２

編集工房
8：50～21：00

開室時間
月～金 土・休暇中

8：50～17：00

モノクロ／カラー

モノクロ／カラー

モノクロ／カラー

モノクロ

Windows7 ／ Linux48

収容人数

48

33

30

プリンタOS環境

Windows7 ／ Linux

MacOSX ／Windows7

Windows7 ／ LinuxE305

Enter

電源を入れて、左の画面が表示されたら
キーボードの　　　　 で OS を選択し、
　　　　　を押すとログオン画面が表示されるので
引き続きログオンをおこなってください。

ログオフ

シャットダウン
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　　　 印刷可能枚数の確認

Windows でログオンした直後と印刷完了後に画面上に現在の利用枚数が表示されます。
印刷状況を随時確認してください。
利用枚数が制限数の 80％を超えると警告を表示します。規定上限枚数を超えると印刷ができなくなります。

　　  印刷枚数の節約

印刷前にプレビューで確認し不要なページのプリントをしない、２ページ分を１枚にまたは両面印刷するなどの
工夫をして印刷枚数を節約する努力をしましょう。
※両面印刷は両面で枚数１枚とカウントされます。

　　  印刷可能枚数の追加について

枚数の追加は可能ですが申請手続きが必要です。即時追加が難しい場合もありますので、印刷可能枚数を計画的
に利用しましょう。追加申請手続きは情報技術サービスの窓口でおこなってください。

※印刷物の汚れなどプリンタ側が原因のミスがあった場合は、その枚数分のみ手続きなしで追加します。学生証
とミスのあったすべての印刷物を持って情報サポートまたは情報技術サービス窓口まで申し出てください。
ただし、利用者の操作に伴う印刷ミス（印刷ボタンを２回押すなど）については対象外となりますので、十分注
意して操作してください。

　　　禁止事項

印刷用紙の持ち込みを禁止します。はがきや厚紙などを印刷するとプリンタが故障します。

　　　リサイクルボックスについて

やむなく印刷に失敗してしまった用紙は、プリンタ横にあるリサイクルボックスに入れてください。
回収しリサイクルします。
ただし、氏名・住所・メールアドレス・電話番号など、個人情報が記載されている印刷物は、失敗した印刷物で
も必ず持ち帰ってください。個人情報が漏れてしまいます。

印刷について

各演習室および印刷室に設置されているプリンタにて印刷が可能です。
なお、プリンタ用紙やトナーなどのムダを削減し、資源の有効利用をはかるため印刷可能枚数を制限しています。

　　　  印刷可能枚数

枚数は年度（4月1日～翌年3月31日）でカウントします。年度末でリセットされ、新年度への繰り越しはできません。

白黒の印刷物をカラープリンタで出力する場合、「モノクロ設定」にしない限りカラーの印刷枚数としてカウント
されます。

　　　 編集工房：Windows と MacOS

編集工房は iMac が設置されていますが、電源を入れると Windows が起動します。
OS を切り替える手順は次のとおりです。

キーボードの左下　　　　　　を
押した状態で電源を入れる。

option

MacOS WindowsOS

印刷種別

モノクロ カラー

450 枚 50 枚

1350 枚 150 枚

1800 枚 200 枚

所属

学部４年次生以上

院生

学部１年次生～３年次生
研究生、非正規学生

左のように選択画面が表示されたら
OS を選択し、　　　　　　を押すと
ログオン画面が表示されるので
引き続きログオンをおこなってください。

Enter

OS 選択画面が表示されるまで option は押したまま。

追加した枚数を次年度に引き継ぐことはできません。
印刷可能枚数は、年度末でリセットされます。

注　　意
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　　　　バックアップ（データの控え）について

例えば、レポートや論文の提出日前日にデータが壊れ、しかもバックアップをとっていなかった場合、どうなるで
しょうか。印刷しておいた場合はそれを手がかりに文字を打ち直すことができますが、印刷もしていなかった場合
は、記憶を頼りに最初から書き直さなくてはなりません。　　

このような事態に備え、重要なデータは一カ所に保存するのではなく USB メモリなどの外付け記憶媒体に必ず複
数バックアップをとっておくようにしましょう。

　　　　保存可能な容量について

学内で個人のデータとして保存できる容量は次の通りです。

USB メモリや… 演習室コンピュータの
「マイドキュメント」や…

自宅のコンピュータや…もしデータが壊れても…

同じデータを
他の場所に

コピーしておけば
大丈夫！

データの保存について

学内のコンピュータ（各演習室や貸出ノートパソコンなど）でデータを保存する場合は、マイドキュメントに保存
してください。デスクトップに保存してもシャットダウン後すべて削除されます。
貸出ノートパソコンでのデータ保存については p.13 を参照してください。

200MB の容量を超えるとファイルを保存す
ることができなくなったり、メールの送受
信でトラブルが発生したりします。
いらないファイルや電子メールはこまめに
整理して削除することをお勧めします。

貸出ノートパソコンでのデータ保存について

貸出ノートパソコンでマイドキュメントにデータを保存する際は、次の方法でマイドキュメントに接続し、保存します。

　　　 接続方法

インターネットブラウザを立ち上げて無線 LAN を接続し、ネットワークを使用可能状態にしてください。（p.14 参照）

デスクトップの「マイドキュメント接続ツール」をダブルクリックします。

下の画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力し、｢接続｣ボタンをクリックします。

自分のマイドキュメントが開くことができれば、
接続成功です。

ユージニア館 1 階総合カウンター窓口でノートパソコンを貸し出しています。図書館の本を使ってレポートをまとめた
いときや演習室が満室でパソコンを使用できないときなどに利用してください。
貸し出しの際には、学生証が必要です。利用は学内に限ります。学外への持ち出しは禁止です。当日の図書館閉館時間
までに返却してください。

※印刷は、図書館館内１階にある印刷用パソコンまたはユージニア館２階の印刷室で可能ですが、
　データはUSB メモリで持参または、下記の要領でマイドキュメントに保存しておいてください。

現在の接続状況が表示されます。

容　量 含まれるデータ内容

200MB

③ マイドキュメントが開きます。

①ユーザ名とパスワード入力欄

※終了時は必ず切断してください。

※一度押しても接続できない場合は
再度押してみてください。

② 接続ボタン

貸出ノートパソコンについて

④ 切断ボタン　

⑤ 終了ボタン

・個人のマイドキュメント内のファイルデータ
・電子メール
・作成したWebページデータ
・Linux ホーム

利用期間 利用方法

在籍期間中に限ります。
学生であれば卒業等で学籍を失うと
サービスが利用できなくなります。

以下 URL の手順書に沿ってご利用ください。
https://nais.notredame.ac.jp/itsyriyou/kndu-office365.pdf

なお、各人の責任において利用してください。
パソコンへの影響等については、大学では一切責任を負いません。

Microsoft Office365 (Word,Excel ,PowerPoint,OneNote など ) のアプリケーションが無償で利用可能な
サービスです。利用には本学に籍をおいていることが条件となります。
個人利用のパソコン（Mac を含む）に最大 5 台までインストール可能です。

Office365サービスについて

データ保存の際の注意

※後悔する前に、こまめに保存し、
　バックアップも取りましょう。

データは、マイドキュメントに保存すると同時に、
USBメモリにも必ず控えで保存してください。ま
た、貸出ノートパソコンで作成されたデータは、
シャットダウン後すべて削除されます。デスクトッ
プなどにデータは残さないでください。
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本学で利用できる各自のメールアドレスは、以下の通りです。

                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユーザー名は p.6 を参照してください。

接続方法

インターネットブラウザを立ち上げるとユー
ザー認証画面が表示されますので、「ユーザ名と
パスワード」を入力し、ログインしてください。

無線 LAN の接続時間について

一定時間（15 分間）通信がないと自動的に接続が切断されます。接続が切断された場合は再度ユーザー認証画面
からログインしてください。

無線 LAN の初回接続時には対象の SSID（= アク
セスポイント）に接続するための設定が必要です。
設定には暗号キーが必要となります。暗号キーは
情報サポートまたは情報技術サービス窓口までお
問い合わせください。

※問い合わせる前にウイルス対策ソフトを各自でインストール
しておいてください。

学内では次の場所で、無線 LAN（WiFi）によるインターネットの接続が可能です。

ユニソン会館
・大ホール（2 階）

ユージニア館

ユージニア館別館
・各教室

・スタディールーム

テレジア館
・各教室

キャロライン館
・アセンブリホール

マリア館
・ゼミ A～E（地下）
・スタディールーム

学内でのインターネットの接続について

使い方

「ユーザ名」と「パスワード」を入力し、
「ログイン」ボタンをクリックします。

「ユーザ名」と「パスワード」は入学時に各自に
発行しています。
パスワードを失くしたり、忘れた場合は、情報
サポートまたは情報技術サービス窓口で再発行
の手続きをおこなってください。（P.7 参照）

本学では Active! Mail というメールサービスを
提供しています。学外のパソコンやスマート
フォンからも利用可能です。インターネットブ
ラウザを起動して、「情報技術サービス」のペー
ジ（https://nais.notredame.ac.jp/its/）を 表 示
し、「Active! mail 」をクリックし、起動します。

スマートフォン利用の方は、右記の QR コードからアクセ
スしてください。または、インターネットブラウザからロ
グイン後、「ツール」＞「スマートフォン設定」で表示され
るスマートフォン専用URLよりアクセスしてください。

メールの利用について

スマートフォン版　Active! mail

ログイン

本学でのメールアドレス

ユーザー名＠notredame.ac.jp 

個 人 の パ ソ コ ン や
ス マ ー ト フ ォ ン な ど を
接 続 す る 場 合

スマートフォン版 Active! Mai について

ソフィア館
・各教室

エラー画面が表示されなければ接続されています。
引き続き開きたいサイトへアクセスしてください。
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メールの作成と送信

新規にメールを作成するときは、メインメニューの①メール作成タブをクリックします。

「メール作成」画面が表示されます。

すべて入力したら②「送信」ボタンをクリック。

メールの返信

返信したいメールの「件名」をクリックし、内容が表示されたら、メニューの①「返信」ボタンをクリックします。

「メール作成」画面が表示されます。

返信メッセージが入力できたら、②「送信」ボタンをクリックします。

　　　Active!mail の初期画面

　　     　受信メールと送信済みメールの確認

受信メールの内容を読むときは、メニューバーの①メール受信タブをクリックします。
一覧が表示されますので、②読みたいメールの「件名」をクリックすると、③画面下部に内容が表示されます。
送信したメールを読むときはメールボックス内の「送信箱」、削除したメールを読むときは「ゴミ箱」を選択し
てください。

メールの内容を読み終わったら④「閉じる」ボタンをクリックします。

宛先 ：返信する相手のアドレスを表示

宛先 ：送信先メールアドレスを入力

件名 ：内容をあらわすタイトルを入力

件名　 ：「Re:」返信の意味
　　　　　メール返信時、自動的に件名に追加
　　　　　される。

Cc　 ：同じ内容を他の送信先に同時に送る
（全ての送信先メールアドレスが表示されます。）

Bcc　 ：同じ内容を他の送信先に同時に送る
（送信先メールアドレス以外は送信相手先に表示されません。）

本文 ：相手のメールには、
　　　　　引用マーク「＞」が表示される。

メールボックスの
切り替え

新着メールがある場合は
ここに受信の有無が表示されます。

本学のシステムでは、メッセージサイズが
約10MB 以上のメールは送受信できません。
添付ファイルが大きいとメールが届かない
ことがあります。

メインメニュー：ここで各機能を切り替えます。

1

2

3
4

ここに表示されているのが
各自のメールアドレスです。

本文：メール内容を入力
本文にはまず相手の名前と
自分の名前を書くことがマナーです。

2

1

1

2

注　　意
署名を設定している場合はここで選択（p.18 参照）
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署名の作成

①ツールタブをクリックし、②「署名管理」を選択し、署名リスト画面で③「新規作成」をクリックします。

署名の新規作成画面が表示されたら、次のように入力し、最後に「OK」ボタンをクリックします。

メール作成画面 (p.17) の「署名選択」で設定した署名を選択すると、送信メールに署名が挿入されます。

ログアウト

Active! mail を終了するときは、メニュー右上のログアウトボタンをクリックしログイン画面に戻します。
※ログアウトを忘れると、他人にメールの内容を読まれたり、あなたを装って悪用されたりする可能性があります
ので十分気を付けてください。

設定名　 ：  署名の名前を
                       設定する。

署名内容：メール本文の最後    
　　　　　に表示させたい
　　　　　内容（自分の情報）  
　　　　　を入力。

1

2 3

図書館サービス

署名はメール本文の最後に表示する自分の情報です。ここでは署名の作成方法を説明します。
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開館時間・休館日

貸出と返却について

　　　　　時間

　　　　　休館日

※お知らせや開館カレンダーは、図書館の Web サイト（https://opac.notredame.ac.jp/drupal/）で確認できます。
※Twitter のアカウント（@KNDU_lib）でも情報発信中です。

　　　　貸出

貸出を希望する資料と学生証をカウンターまたはセルフ貸出機へ
お持ちください。（学生証に図書館利用者ＩＤが付記されています）

右のラベルがある資料は、禁帯出資料（貸出不可）です。

　　　返却

返却期限までに借りた資料をカウンターに返却してください。延滞図書があると新たな貸出はできません。
（※事情があって返却が遅れる場合には、期限までに図書館に連絡してください。郵送での返却も可。）

閉館時は図書館１階入口横の図書返却ポストに返却してください。
ただし、視聴覚資料は破損の恐れがあるので必ずカウンターに返却してください。
資料を紛失、損傷した場合は同じ資料もしくはそれに相当する代価を弁償していただきます。

…12：00 ～ 17：00（休暇中の第４金曜日は休館）第４金曜日

…  8：45 ～ 20：00月～金曜日

…  8：45 ～ 21：00延長開館日

…  9：00 ～ 17：00土曜日・休暇中

・日祝日、創立記念日 (12 月 8 日) …いずれも開講日を除く
・クリスマス (12 月 25 日)
・夏期・冬期休暇中の一定期間

図書館への入館、図書や
ノートパソコンの貸出手
続き等、図書館の利用に
は学生証が必要です。

＋ カウンター

※禁帯出資料

禁帯出資料

※定期試験開始の 7 日前
から、終了前日まで、およ
び卒業論文提出締切の 7
日前から提出締切日の前日
まで、この間の月～金は
21時まで開館します。

図 書 の 返 却 期 限 を 必 ず 守 り ま し ょ う ！

資料 学生証

TwitterWeb サイト

図書館利用ガイド
貸出期間と冊数

資料の閲覧について

貸出中の資料の予約

　　　 休暇中　長期貸出
・学部生・大学院生を対象に、長期休暇時（夏期・冬期・春期）に一般図書と軽読書の長期貸出を実施します。

　　　 延長
・貸出期間は１回に限り延長できます。指定図書や、他の利用者の予約がある場合は延長できません。
・返却期限までに資料と学生証をカウンターに提示してください。「マイライブラリ」でも延長できます。（→P.27）

利用者区別

一般図書

指定図書

禁帯出資料
貴重資料

軽読書

未製本雑誌
製本雑誌
付属資料
上記以外

資料種別

図書

雑誌

視聴覚
資料

1 ～ 2 年次生

無制限 当日中 無制限 当日中 無制限 3 日間
（10 冊★） 当日中 （20 冊★） 当日中 （20 冊★） 1 週間

貸出不可

無制限 2 週間 無制限 2 週間 無制限 4 週間 無制限 2 週間

貸出不可

資料本体に同じ
貸出不可

20 冊 4 週間
10 冊 2 週間 20 冊 2 週間

（20 冊★） 2 週間
5 冊

大学院生 / 研究生 非正規生
科目等履修生 / 聴講生 / 単位互換生 / 京カレッジ生

★一般貸出の冊数に含む

返却台

・必要とする資料が他の利用者に貸し出されている場合、同時に５冊まで、OPACで予約が可能です。
　予約の際にはマイライブ ラリ (→p.27) の ID とパスワードが必要です。

・予約した図書が返却されたときの連絡方法は、予約の際に表示される「連絡先」に電話番号やメールアドレス
　を入力して指定してください。指定がない場合は図書館内の掲示板でお知らせします。

・予約した図書が返却されると、翌日から 3 開館日までカウンターで取り置きます。

　　　　貴重書、卒業論文（英語英文学科の A ペーパーのみ）・修士論文の閲覧
閲覧希望者は、申込用紙に必要事項を記入し、カウンターで申し込んでください。
館内で閲覧ができます。コピーや貸出はできません。
英語英文学科以外の卒業論文の利用はカウンターでお尋ねください。

　　　　返却台
書架から取り出して利用した資料（貸出手続をしていない資料）は、
各階にある返却台に返却してください。

注　　意

3 ～ 4 年次生

2 週間

　　　図書館資料の汚破損について

本や CD などの図書館資料は大切にご利用ください。
ぬらす、汚す、破るなどの損害を与えた場合、弁償していただきます。
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　　　　他の図書館の資料の利用（相互利用）

必要な資料が本学図書館にない場合は、他大学・機関の図書館の資料を利用することができます。
利用の方法には、
　 1．訪問して利用する
　 2．資料の必要部分のコピーの取り寄せ
　 3．現物資料の取り寄せ
があります。学内にないからといってあきらめる必要はありません。カウンターで相談しましょう。
ただし、2．および 3．はコピー代と送料の実費がかかります。

購入希望図書について

・学生のみなさんからの図書館に置く図書の購入希望を受付しています。
・購入希望図書の対象は、本学図書館に所蔵がなく、学習・研究や教養に役立つ資料です。
・「図書購入申込書」に記入して図書館カウンターに提出するか、マイライブラリ(→p.27)の「図書の購入」から　
　申し込んでください。

・本によっては入手に時間がかかる場合や、購入できない場合があります。
・より多くの購入希望に応えるため、申込み冊数は1年（4月～翌年3月）につき1人10冊までとします。
・当該予算がなくなり次第、締め切ります。

複写（コピー）

・著作権の範囲内で図書館資料を複写することができます。
・複写申込書に必要事項を記入し、カウンターで確認を受けてください。
・図書館内の資料のみ複写が可能です。
・コピー料金は白黒・シングルカラー・2色は1枚10円、
　フルカラーは1枚50円です。

レファレンスサービスについて

図書館では利用者の研究・調査や読書等のための情報検索の支援をおこなっています。
次の場合は気軽にカウンターで相談してください。 

図書館のコピー機は、著作権
法により図書館資料の複写の
みを目的として設置されてい
ます。ノートなど私物のコピー
はできません。

・探している資料が見つからない
・資料の探し方を知りたい
・特定のテーマについてどんな文献があるのか知りたい
・特定のテーマについてどのように調べたらいいのかわからない
・検索端末の操作方法を知りたい

例えば…
こんな場合

館内では・・・

　　　ご利用ください

■ OPAC（オンライン蔵書検索）端末
　本学所蔵の資料や他大学の資料を検索できます。各フロアにあります。

■ ノートパソコン
　学内で利用するノートパソコンを貸し出します。総合カウンター窓口で
手続きをします。その他、1 階と 2 階の閲覧席に 25 台を常設しています。

■ 電子黒板、インタラクティブホワイトボード
　映像機器やパソコンとつないで、共同学習やプレゼンテーションに用います。
ラーニング・コモンズやグループワークスペースに設置しています。

■ 拡大読書器
　文字を拡大して読むことができます。１階にあります。

■ マイクロリーダープリンター
　マイクロフィルム（ロール状フィルム・シート状フィルム等）資料を投影し、
閲覧することができます。１階にあります。

　　　館内の主な機器

電子黒板

ラーニング・コモンズ

セルフ貸出機

グループワークスペース

■ 総合カウンター窓口（１階 ）
　資料の貸出・返却、レファレンス、情報機器の貸出・返却、図書館資料のコピー、
相互利用など各種手続きをおこないます。

■ セルフ貸出機（１階）
　資料の貸出と延長の手続きを自分でおこなえます。

■ ラーニング・コモンズ（１階 ）
　可動式の閲覧席が 60 席。情報機器と組み合わせて自由に学習空間をつくります。
電子情報や印刷物を含めた様々な資源から得られる情報を用いて議論をしながら
学習を進めていく共同学習エリアです。
本学の大学院生による学習サポートもあります。

■ グループワークスペース（１階、地階）
　グループワーク用の個室です。２名以上のグループで利用できます。
予約制です。

■ マルチメディアエリア（２階）
　視聴覚資料とブースを配置しています。
図書館内に備える視聴覚資料を視聴します。

■ 図書館ラウンジ
　新聞や娯楽雑誌、就職関係の読み物、その他の実用書などを配架し、
くつろいで閲覧することができます。

注　　意
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　　　　他の図書館の資料の利用（相互利用）

必要な資料が本学図書館にない場合は、他大学・機関の図書館の資料を利用することができます。
利用の方法には、
　 1．訪問して利用する
　 2．資料の必要部分のコピーの取り寄せ
　 3．現物資料の取り寄せ
があります。学内にないからといってあきらめる必要はありません。カウンターで相談しましょう。
ただし、2．および 3．はコピー代と送料の実費がかかります。

購入希望図書について

・学生のみなさんからの図書館に置く図書の購入希望を受付しています。
・購入希望図書の対象は、本学図書館に所蔵がなく、学習・研究や教養に役立つ資料です。
・「図書購入申込書」に記入して図書館カウンターに提出するか、マイライブラリ(→p.27)の「図書の購入」から　
　申し込んでください。

・本によっては入手に時間がかかる場合や、購入できない場合があります。
・より多くの購入希望に応えるため、申込み冊数は1年（4月～翌年3月）につき1人10冊までとします。
・当該予算がなくなり次第、締め切ります。

複写（コピー）

・著作権の範囲内で図書館資料を複写することができます。
・複写申込書に必要事項を記入し、カウンターで確認を受けてください。
・図書館内の資料のみ複写が可能です。
・コピー料金は白黒・シングルカラー・2色は1枚10円、
　フルカラーは1枚50円です。

レファレンスサービスについて

図書館では利用者の研究・調査や読書等のための情報検索の支援をおこなっています。
次の場合は気軽にカウンターで相談してください。 

図書館のコピー機は、著作権
法により図書館資料の複写の
みを目的として設置されてい
ます。ノートなど私物のコピー
はできません。

・探している資料が見つからない
・資料の探し方を知りたい
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注　　意
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京都ノートルダム女子大学の資料をさがす

検索結果の見方

資 料 を 探 す と き は、ま ず 本 学 の OPAC（Online 
Public Access Catalog）で検索します。
キーワードを入力して検索すると、そのワードを含
む資料が表示されます。表紙や目次を参考にして、
気になる資料を見つけたら、書名をクリックして資
料の配架場所を確認し、本棚へ行きましょう。

資料検索 本学の図書館以外の資料や、学術論文をさがす

OPAC の検索タブを切り替えて、検索ボタンを押すだけで様々なデータベースを検索できます。

この他の便利なデータベース

図書館では様々なデータベースをご利用いただけます。OPAC
のトップページ左上の「調べる・探す」からアクセス可能です。
学術論文を探したり、新聞記事や雑誌記事を見つけたり、用途
に合わせてデータベースを使い分けて活用してください。デー
タベースによっては、学内 PC や Wi-Fi 等の大学内からの利用に
制限されているものもあります。
使い方がわからないときは、カウンターでお尋ねください。

データベースの詳細は下記のとおりです。

貸出区分 資料の種類（一般・軽読書・指定図書・貸出不可など）

所　　在 図書館の何階にあるか

配架場所 個別コーナーの名前（指定図書・児童図書・軽読書（実用書）など）
※指定図書は注記欄（画面中央下）の教員名（○○先生指定図書）を確認してください

請求記号
本の内容（テーマ）を表す番号で、背表紙の下に貼られたシール
図書館の資料は請求記号の番号やアルファベット順に並んでいます
黄緑色→和書、　赤色→洋書、　水色→軽読書（貸出冊数の上限なし）

資料 ID 本を管理している番号（バーコードシールの番号）

空欄なら利用できます
貸出中のときは返却期限日が記載されます。
予約ボタンから予約しておくと、返却後にカウンターで取置きします。

状　　況

CiNii Books

他の大学図書館の資料を探す。
他大学への訪問や、取り寄せ（有料）が可能です。図書館
1F カウンターまでお問い合わせください。

NDL Search

国会図書館の資料を探す。
国会図書館の所蔵資料やデジタルコレクションなどを検索
できます。

Google Scholar

インターネット上にある論文を探す。
学術情報の検索に特化したGoogleです。PDFがダウンロー
ドできるものも有ります。

私の本棚

自分がブックマークした資料を探す。
「私の本棚」へ登録した資料の中で検索します。機能の詳
細は P.26 をご覧ください。

カーリル

近所の図書館の資料を探す。
本学学生は京都市や京都府の図書館等と、京都工芸繊維大学
の図書館で貸出可能です。

CiNii Articles

国内の論文を探す。
PDF でダウンロード可能な論文があります。使い方の詳細
は図書館カウンターまで。

関連する資料へリンクしています
件名とは、その資料のテーマ（主題）です

目次ボタンを押すと、
本の内容と目次が表示されます

（資料によってデータがない場合もあります）

配架場所の情報はコチラ
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マイライブラリ

マイライブラリは貸出中の資料の確認などができる、図書館に関する個人のページです。
次の表の機能を備えています。

予約やブックマーク機能を活用しよう

ログインすると、他の人が貸出している資料に対する予約や、検索して見つけた資料をブックマークすることができ
ます。

マイライブラリの画面

お知らせ 図書館からの連絡事項を表示します。

あらかじめ指定したキーワードと一致する新着図書を表示します。

予約・取り寄せ・購入希望など状況を確認できます。

現在借りている資料と返却期限が表示されます。

借りている本の貸出期間を延長できます。延長は１回のみ。
指定図書や、他の利用者の予約がある場合は延長できません。

OPAC でブックマークした資料情報を保存することができます。

他図書館からの資料の取り寄せ（有料）・購入希望図書の申し込みなど

新着情報

入手待ちの資料

貸出中の資料の確認

貸出期間の延長

マイフォルダ

操作メニュー

・マイライブラリへは、図書館のWebサイトまたはOPACからリンクしています。
・マイライブラリの利用には、ログインの際に図書館の利用者 IDとパスワードが必要です。
　はじめて使う前に図書館カウンターでお尋ねください。

どちらも共通ですが、
図書館独自の IDとパスワードです
カウンターまでお尋ねください

テーマカラーや検索結果を
カスタマイズできます

ブックマーク機能です
「私の本棚」ページに保存されます
本棚の名前やタグ、メモを入力しておくことで、
ブックマークの情報を整理することができます

した資料の情報をメールに送信できます

ブックマークすると左記のように表示
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ラーニング・コモンズ

ｸﾞﾙｰﾌﾞ
ﾜｰｸ
ｽﾍﾟｰｽ事務室

ラウンジ（新聞）

総合カウンター窓口

指定図書

展示エリア

参考図書

書誌・索引

軽読書（就職・資格、実用書）

★OPAC

★OPAC

集密書架

ｸﾞﾙｰﾌﾞ
ﾜｰｸ
ｽﾍﾟｰｽ

貴重資料室 蒔苗文庫

和書000総記

新聞
紀要

和雑誌B.N.

洋雑誌B.N.
洋書（P言語、文学を除く）

学術雑誌（新着） 大型本 地図

和書100哲学 和書200歴史 和書300社会科学 和書400自然科学 和書500技術・工学

和書700芸術

和書600産業

★OPAC

編集
工房

視聴覚エリア

情報演習室1 情報演習室2

★OPAC

和書900文学
和書800言語

ラーニングエリア 情報サポート

洋書
P言語および文学

児童書

軽読書（小説、文庫）

英語Readers

2階

１階

地下

拡大読書器、マイクロリーダープリンター

図書館内フロア案内

 

情報演習室・図書館を利用する際のルールとマナー
違反行為には退室、アカウント停止などの措置をとることがあります。

個人情報

騒音

ふた付きの飲み物以外の飲食は厳禁です。
資料保存・機器の故障防止の為、演習室・図書館ではふた付きの飲み物以外の飲
食は、禁止しています。

携帯電話の通話を禁止します。
他の利用者の迷惑になりますので、室内での通話は禁止です。
必ず携帯電話の電源を切るか、マナーモードに設定してください。

騒音について
ラーニング・コモンズやグループワークスペースは共同学習エリアです。大いにディ
スカッションしてください。ただし過剰な騒音にならないよう、お互いに心がけま
しょう。その他のエリアは私語を慎みましょう。

貴重品は必ず携帯しましょう。
盗難防止のため、席を離れる際は、かばん、携帯電話、財布などの貴重品は必ず
携帯してください。長時間離れる場合はすべての荷物をもって移動しましょう。

個人情報は各自で持ち帰ること。
印刷物は責任をもって各自処理するようにしてください。特に自分の名前、学籍番
号、連絡先など個人情報が記載されているものについては必ず持ち帰りましょう。

マナーを守り、心地よく学習できる演習室・図書館づくりにご協力をお願いします。

忘れ物について
各演習室や図書館での忘れ物の取り扱いについては、次の通りです。

・USB メモリ等の記憶メディア　⇒　情報サポートで保管　（半年保管後、破棄します）
・現金や財布などの貴重品　⇒　学生課で保管
・その他文房具など　⇒　図書館または情報サポートで数日保管後、学生課で保管

※引き渡しには学生証が必要です。

●  セルフ貸出機
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印刷物は責任をもって各自処理するようにしてください。特に自分の名前、学籍番
号、連絡先など個人情報が記載されているものについては必ず持ち帰りましょう。

マナーを守り、心地よく学習できる演習室・図書館づくりにご協力をお願いします。

忘れ物について
各演習室や図書館での忘れ物の取り扱いについては、次の通りです。

・USB メモリ等の記憶メディア　⇒　情報サポートで保管　（半年保管後、破棄します）
・現金や財布などの貴重品　⇒　学生課で保管
・その他文房具など　⇒　図書館または情報サポートで数日保管後、学生課で保管

※引き渡しには学生証が必要です。

●  セルフ貸出機
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