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■施設・サービス紹介
●情報ラウンジ〔1F〕
普段はオープンスペースとして⾃由に利⽤できま
す（カフェの商品持ち込み可）
。
サークル活動や卒業制作の展⽰スペースとして My
Library（p4）から予約して借りることができます。
（展⽰予約は学内者のみ）
●メディアホール〔1F〕
階段状のホールです。講座・講演会等のために利⽤
することができます。My Library（p4）から予約
できます。
（予約できるのは教職員のみです。）
*学外の⽅が参加可能な講座・講演会等も開催され
ています。
●カフェ"shoca.(ショカ)"〔1F〕
勉強や研究に疲れた時、おいしいコーヒーと軽⾷で
リフレッシュできます。
●ラーニングアドバイザー席〔2F〕
授業期間中の平⽇に、LA（ラーニング・アドバイザ
ー）による学習相談を⾏っています。各専攻の⼤学
院⽣に、レポートの書き⽅や勉強のための資料の探
し⽅を聞くことができます。活動時間の詳細は館内
掲⽰物、または図書館ウェブサイトで確認してくだ
さい。
●グループ学習エリア（ボックス席）〔2F ⑤〕
ソファ席です。情報基盤センター管理 PC（学内者
のみ利⽤可能）も設置されています。
●コピーコーナー〔2F〕
4 台のコピー機があり、館内資料の複写のために利
⽤することができます。コピーカードが必要なもの
とコイン式のものとがあります。コピーカードは⼤
学⽣協で購⼊することができます。
●PC プラザ〔2F〕
情報基盤センター管理 PC65 台があり、インターネ
ット、メール、マイクロソフトオフィスのワープロ
等のアプリケーションソフトを利⽤できます。プリ
ンタを使う際は、交通系 IC カード（Suica や
PASMO 等）が必要です。

・・学内者向けエリア

●AV エリア〔3F〕
、視聴覚資料（DVD 等）
〔3F ⑮〕
映画等の DVD や VHS,CD 等の視聴覚資料が
あります。視聴覚資料は貸出できませんが、AV エ
リアや PC のプレーヤーで視聴することができま
す。
●YNU-WiFi〔1F（カフェ側）
、2F・3F（ほぼ全域）〕
YNU ログイン ID を使⽤して無線 LAN に接
続できます。接続⽅法は情報基盤センターウェブサ
イト▸を参照してください。
*eduroam のアカウントをお持
ちの⽅も無線 LAN が使⽤できま
す。接続⽅法は発⾏元の所属機関
に確認してください。

階 No.
名称 *O 内は OPAC の所在に表⽰される名称
※以下のエリアに⾏くには、2F ⼊館ゲートを通過し、B 階段または
C 階段から階下に下ってください。
1F

㉒

1F 書庫

㉓

貴重書庫（⽴⼊禁⽌）

㉔

マイクロ室（⽴⼊禁⽌）中央図-ﾏｲｸﾛ室

㉕
BF

集密書庫

請求記号 000-335.19 中央図 BF/1F-書庫
中央図-貴重書庫 等

Ａ〜Ｊ中央図 1F-集密 A/B/C(洋雑誌) 等

㉖

BF 書庫

㉗

美しきもの

請求記号 335.2-799

㉘

地図コーナー

・・資料があるエリア

階

No.

名称 *O 内は OPAC の所在に表⽰される名称

階

No.

名称 *O 内は OPAC の所在に表⽰される名称

2F

①

新着図書コーナー

4F

⑱

和雑誌閲覧フロア す〜わ

②

⼤学院⼊学試験過去問(理系)

⑲

⼤学紀要コーナー

③

ラーニングアドバイザー席

⑳

新聞縮刷版

④

常設展⽰コーナー

⑤

グループ学習エリア(ボックス席)

⑥

⼤学研究

⑦

参考図書・地図コーナー

⑧

年鑑・統計・⽩書 中央図 2F-参考図書(年鑑･統計･⽩書)

3F

中央図 2F-⼤学研究(教員著書) 等
中央図 2F-参考図書 等
等

アクセスコーナー(中央図 2F)

⑨

アクセスコーナー

⑩

情報基盤センター管理プリンタ

⑪

パスワード再発⾏機

中央図 4F-新聞縮刷版

㉑

名誉教授席

⑫

図書閲覧フロア

中央図 3F-図書

⑬

国際交流コーナー

国際交流(中央図 3F)

⑭

⼤型図書コーナー ⼤型本(中央図 3F))

⑮

視聴覚資料（DVD 等）

⑯

新着雑誌コーナー

⑰

和雑誌閲覧フロア あ〜し

中央図 3F-DVD 等

中央図 3F/4F-和雑誌

中央図 BF/1F-書庫

中央図 BF-特別図書(美しきもの)
中央図 BF-書庫(地図)

OPAC（蔵書検索）▸

PC プラザ

図書館ウェブサイト▸

中央図 3F/4F-和雑誌

中央図 4F-⼤学紀要

My Library▸
２

集密書庫

パノラマ閲覧席
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OPAC（蔵書検索）▸

PC プラザ

図書館ウェブサイト▸

中央図 3F/4F-和雑誌

中央図 4F-⼤学紀要

My Library▸
２

集密書庫

パノラマ閲覧席

3

ڸڶۅۄٹदऔऋघ

૯ଘবয়প৾ OPAC(https://opac.lib.ynu.ac.jp/opc/)मड़থছॖথभછ৯ஈदघ؛
ॖথॱॺॵॿش୭ऊै 24 ৎਹ৷घॊऒधऋदऌؚ૯ଘবয়প৾दਚघॊછ؞හ؞ଳലಁৱમ؞ਗ਼४
কॼشঝृਗ਼ঈॵॡ॑ॱॖॺঝؚ෩ಉऊैਫ਼ดघॊऒधऋदऌऽघ؛

ਫ਼ด

ਹ৷੧ڭڮڬڮ

ਫ਼ดટق༮ك

َถਫ਼ดُ॑ॡজॵॡघॊधؚਫ਼ดඨ৯॑
खथਫ਼ดघॊऒधऋदऌऽघ؛

ᡸ௭Ἷܢ

૯ଘবয়প৾ဟരછை

એमਫ਼ดୁपَभॉُधো
ৡखथਫ਼ดखञટदघ؛ధल౹इ؞
ॉाਫ਼ดऋষइऽघ؛

ਫ਼ดટقถك
ਫ਼ดટऊैৱમभ
ॱॖॺঝ॑ॡজॵॡ
घॊधถએऋऱ
ैऌऽघ؛

ਫ਼ดટقਚੲਾك

ৱમभ૾ଙقল૾யऩनपঢ়घॊੲਾؚك
ਚ઼قःथँॊৃਚكಉऋ੶ൗऔोथः
ऽघ؛
૾ଙऋَলরُपऩढथःऩःऒध॑ન
ੳखؚਚधட੶ಀ॑નੳखथৱમ॑ർ
खपষऌऽखॆअ؛

ᡸ௭Ἷܣậၛ੪

ٹ৫ைৎ

ٹলदऌॊၻਯध

છைؚय़কথঃ५ਧડपँॊ৶ੵ৾௺ଢ଼છைؚ

છਹ৷ढ़ॻشऋਏदघ؛ঽলਃऋઞइऽघभद

৽ੋ৾ڭಀைपँॊভఐ৾௺ଢ଼છைभگणभ

ओਹ৷ऎटऔः৾؛ਗभ্पेॊછਹ৷ढ़ॻشभண

છைऋँॉऽघ؛

டपणःथमછைक़ख़ঈ१ॖॺ॑નੳखथऎटऔः؛

૯ଘবয়প৾पमؚय़কথঃ५রੱपਜ਼઼घॊরఙ


রఙ
છை
ভ௺
છை
৶ੵ௺
છை

پਚऋଢ଼ऩनَরఙَُ৶ੵُਰਗदऽ
ॊৱમभਹ৷पঢ়खथमؚढ़क़থॱشपৼखथऎ
टऔः؛
پਚऋَ৶ੵُق৶ੵ௺છைَؚكভُق
ভ௺છைكदऽॊৱમभਹ৷पणःथमৣभହ
॑ओનੳऎटऔः؛

ЈɶƔƲƏƔƳƲŴ
ཞ७ǛᄩᛐưƖǇƢŵ

૰ƕƋǔئ
ǛᄩᛐưƖǇƢŵ

 জথॡ॑ॡজॵॡघॊधؚ
ৱમभৃਚ॑ંघইট॔ঐ
ॵউृؚৱમभਹ৷্১ऋ
ંऔोऽघ؛

૰ƷɳƼǛᘙƠƯƍǇƢŵ
ड़থছॖথदછைभرऩ१شঅ५ق
म৾भा॑كਹ৷घॊऒधऋदऌऽघ؛
টॢॖথपम <18 টॢॖথ ,' ऽञमછਹ৷
ढ़ॻشಀधঃ५ডॻشऋਏदघ؛

ওॽগ؟شନేभનੳ؞భশ / ৺রभৱમभੲਾभનੳ
ওॽগ৾قشभा؟كডشय़থॢ५ॱ४ड़ಉभ৺ /
છභোজॡग़५ॺ / ILL ൂقളؚك

ভఐ৾௺ଢ଼છை

ভఐ৾ীभහ॑রੱपਚखथःऽघ؛૮যदଵ৶औोथ
ःॊञीؚোைपम௧৷भढ़ॻشय़شऋਏदघ؛
৾मਰৣभษઠदढ़ॻشय़॑شॉथোைदऌऽघ؛ؚ
হपணऋਏऩৱમऋँॉऽघ؛প৾ে؞ઇ৩मؚ౸
भଅ  प્શਹ৷ऋ૭ચदघ؛
ٷ  ॔४॔৽ੋভଢ଼७থॱ৾ੋ৽قش  ಀ
ை  మؚভఐ৾௺ଢ଼છைๆك
ٷ ൷ைৎ রఙછைওॖথढ़क़থॱش
৾ਗभ্मোைदऌऽच॒؛ৱમभਹ৷पमহपরఙછை
ওॖথढ़क़থॱشषभணऋਏदघ؛

य़কথঃ५ਧડपँॊ  మ૦थ
भછைदघ؛৶ੵ৾ীभහ
॑রੱपਚखؚৱમभၡ༮
ृളऋষइऽघ؛ੲਾ੦ೕ७
থॱشଵ৶ 3& ध
6FL)LQGHU ௧৷ഈଜऋँॉऽघ
ऋؚ০ফ২भਹ৷मؚऊऩॉ
ऋෳऊॊदघ؛
োைभல্मরఙછைधग
दघ؛



৴
൪


OLEPDLQ#\QXDFMS
রఙ ওॖথढ़क़থॱش
છை ঞই॓ঞথ५ॹ५ॡ OLEUHI#\QXDFMS
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ମী

پ

ଅ؞؞໑ 

౸
 

೬ ை

پپ

৶ੵ௺
  
છை

ٹোைभல্قরఙછை؞৶ੵ௺છைك

ম৾भ৾েुखऎमઇ৩؞છਹ৷ढ़॑ॻشো
ை।ॺشभഭाॉীपॱॵॳऔचॊध।ॺشऋ৫
ऌऽघ؛उठदऩःৃ়म।ॺشदুਢऌ॑खथ
ऎटऔः؛

ڭگ

প৾ে؞ઇ৩

ڱڭၻਰ

ڮڲ

ڮၻਰ

ڰڭ

ڱၻਰ

ڰڭ

پپ


پپ



৾ਗभোைরमলऋदऌऽच॒؛

¾ ନే

मછைक़ख़ঈ१ॖॺ؞ைൕં॑નੳखथऎटऔः؛
೬भଅ؞؞໑म৸ை೬ைधऩॉऽघ؛

ڰڭ

ڬڭၻਰ

෮েؚপ৾ఊവে

೬ ை

ল

෮ফઃে؞ଢ଼ে
ಹড়

؞໑೬৫मधग৫ைৎधऩॉऽघ؛

پ

লၻਯ

৾েق෮ফઃ॑ऎڬڭ كၻਰ

؞৫ைৎमಌऔोॊৃ়ऋँॉऽघ؛ਈৗभੲਾ

0\/LEUDU\

৶ੵ৾௺ଢ଼છை



ৱમ॑ॉॊपमম৾भ৾েؚઇ৩ؚऽञम

ৱમमନేऽदपؚরఙછைभढ़क़থॱشभ
ନేॵॡ५पନేखथऎटऔः؛রఙછைभਗप
ँॊନేএ५ॺपোोॊऒधुदऌऽघऋؚନే૪৶
मઃभ৫ைधऩॉऽघ؛ନే॑ૌऍथऊैନ
ేघॊधؚोञਯীৱમऋॉैोऩऎऩॊঌॼ
ঝॸॕऋणऌऽघभदିਔखथऎटऔः؛

¾ భশ

ਠॉथःॊমभନే॑ My Libraryقp4كऊ
ैభশघॊऒधऋदऌऽघ؛భশदऌॊभमڭटऐ
दؚभ্ऋ৺खथःॊৃ়मభশदऌऽच॒؛

¾ ৺

লরभমम 23$&قS भਫ਼ดટपંऔोॊ৺
ॱথऊै৺खथउऎधؚઃपરपॉॊऒध
ऋदऌऽघ؛৺ৎपम <18 টॢॖথ ,' ऽञमછ
ਹ৷ढ़ॻشಀधঃ५ডॻشऋਏदघ؛

ڭ

 ফ  া ڲষ
૯ଘবয়প৾ဟരછை

