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図書館利用ガイド

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。これから新しい生活が始まります。在学生の
皆さんも、新しい学年が始まります。図書館長として、皆さんを図書館でお待ちしています。
　皆さんにとって図書館とはどんなところでしょうか。本を読んだり借りたりする場所でしょう
か。高校だと勉強する場所だったでしょうか。本学の図書館は、高校の図書館と比べるとだいぶ
印象が異なるのではないかと思います。図書館の３階では、音楽が流れていたり、飲食ができた
り、おしゃべりもできます。これは、友達と勉強を教えあったり、何かについて議論したりするた

めの場所になっているからです。４階から５階にかけては、静寂度が増しますから、いわゆる図書館のイメージの場所か
もしれません。本学図書館でのサービス内容については、この図書館報に紹介していますので、皆さんがそれぞれの必要
に応じて、自由に使い分けて活用してください。
　ところで最近は、思考力、判断力、表現力が重要になってきています。これらは、普段の講義・演習・実験だけで身に
付くものではありません。いろいろな経験などから身に付くものですが、一人の経験では限りがあります。まして、皆さ
んは若いのでこれから多くの経験を積んでいくことになりますが、まだ限られた世界しか知らないと思います。他の人の
考え方、経験、表現法を、そのまま自分のものにする必要はありませんが、大いに参考になると思いますので、多様な書
籍を読み親しむことをお勧めします。若者の活字離れが指摘されていますが、学生の間にいろいろな本と出合うことは
大切なことだと思います。そのために、図書館としてお手伝いをしたいと考えています。� （生命環境化学科・教授）
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　平　日　９：00～20：00
　土曜日　９：00～17：00
休 館 日
　�日曜日・祝日・夏季休館日・開学記念日（11/５）・
年末年始・その他館長が必要と認めた日

臨時開館
　�定期試験中の日曜日・祝日など臨時開館することがあ
ります。臨時開館日は図書館ホームページや学内掲示
板にてお知らせします。

開館時間

利用区分
図　書

雑誌 音楽
CD冊数 日数

１～３年生・
短 大 生   5冊   15日

  2冊
15日

2点
８日

４ 年 生   8冊   60日
大学院生 10冊   60日
教 職 員 30冊 365日

　※ 資格就職、英語科、話題書、指定図書は利用区分に関わらず貸出期間
は15日間です。

　※ 参考図書、新聞、映像資料など貸出のできない資料があります。

◆貸出
　�借りたい資料と学生証をサポートデスクまでお持ち
ください。貸出期間内であれば貸出延長もできます。
ただし、予約が入っている場合は延長できませんので
ご了承ください。

◆返却
　�借りている資料をサポートデスクまでお持ちくださ
い。閉館後は入口前の返却ポストをご利用くさだい。

　※ 返却期限の過ぎた資料を返却された場合、その当日は貸出できま
せんのでご注意ください。

　※ B棟２F情報基盤センター管理室前の返却BOXでも返却できます。

◆借りたい資料が見つからない時は…
　�貸出中の場合、予約することができます。また、読み
たい資料が所蔵されていない場合はリクエストする
ことも可能です。お気軽にサポートデスクまでご相談
ください。

貸出について

◆お静かにお願いします。
　�３Fは話しながらの学習ができますが、大声での歓談
はお控えください。
　なお、４F・5Fでの私語はご遠慮ください。

◆食事はご遠慮ください。
　�３Fのみ、軽食（パン・おにぎり等）を許可しています。
カップ麺や弁当等臭いの強いものはご遠慮ください。

◆蓋付きの飲み物は持ち込みできます。
　�ペットボトルや水筒などは許可していますが、蓋の閉
まらないカップや紙パックなどは持ち込み禁止です。

◆荷物放置禁止
　�貴重品は必ず身に着けて自己管理をお願いします。
　場所取りとしての荷物置きはご遠慮ください。

利用マナー

図書館の出入口は３Ｆと４Ｆの２カ所です。
学生証を忘れた方はサポートデスクへお申し出ください。

入館・退館
個人専用のページです。借りている資料の返却日や予
約状況の確認、リクエストの申込みなど、図書館の各種
サービスをWeb上でご利用
いただけます。情報基盤セン
ター提供の「ユーザーID」「パ
スワード」でログインしてく
ださい。

My Library

学修や研究を進める上で必要な資料や情報を効率的に
利用できるよう援助するサービスです。お気軽に質問・
相談をサポートデスクまでお申し出ください。

レファレンス

学生証を入館ゲート・退館ゲート
にかざして入館・退館します。

利用ガイド
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見たい資料をキーワードで検索し、閲覧することができます。

　図書・雑誌・新聞・電子資料（電子書籍や電子ジャーナルなど）・DVD（語学・映画など）・CD（音楽）
　※DVDは館内視聴のみ

図書館資料の種類

紙の書籍だけでなく、電子書籍（eBook）もあります。その数なんと約500タイトル！レポートの書き方、資格・就活対策、
「地球の歩き方」、辞典類など幅広いジャンルでご用意しています。学内ネットワークに接続した状態ならどこからでもアク
セス可能です。思いついたキーワードで簡単に検索でき、URLで友人と共有できるのも魅力です。紙の書籍と併用してぜひ
ご活用ください。
図書館ホームページ、トップページのバナーから「Maruzen�eBook�Library」のリンクを開いてアクセスできます。
OPACの検索結果からもリンクをたどれます。
　※学内ネットワーク環境に限定されます。学外からの場合はFIT VPNをご利用ください。

電子書籍（eBook）を使おう！  

こちらのＱＲコードから
直接アクセスできます！

！注 意！
最大60ページまでダウン
ロードできます。
印刷・保存は著作権法に
沿った個人利用の範囲に
限られます。

OPACからも検索できます

①キーワードで検索

ページめくり
②クリックして開く

閲覧後はクリックして閉じる

印刷とダウンロードは
こちらをクリック

eBookのバナーをクリックし
てMaruzen eBook Library
のリンクからアクセスできます

図書館資料をご紹介
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グループ学習がしたい！

資料を 見たい！

グループで話しながら勉強やディスカッションの練習をしたい時には３Ｆを利
用しましょう！壁面ホワイトボードに書いたり、プロジェクター投影したりも
できます。

３Ｆにはシラバスや指定図書、雑誌や新 聞、視聴覚資料があります。DVDはメ
ディアブースで視聴ができます。
４Ｆには和書（情報、文学等）の他に、 新着図書や話題書、資格試験・就職活
動対策、英語学習のコーナーがありま す。
５Ｆには和書（社会科学・自然科学・技 術・工学）、洋書、辞書類があり、学修や
研究に役立てていただけます。

ちょっとひと息いれたい！
講義の合間に一休みしませんか？メディアブースでは映画のＤＶＤを視聴でき
ます。ブックカフェエリア前には自動販売機があるので一服しながら雑誌を読
むこともできます。

フロアごとに環境が異なります。
目的に合せてご利用ください。

ディスカッションエリア

一般雑誌・新聞 資格就職図書コーナー

シラバス・指定図書 話題書コーナー
ブックカフェエリア メディアブース

グループ学習ブース

ふたつき飲み物 軽　食 会　話

記号の意味

CD音響資料

ブックカフェエリアブックカフェエリア

プレゼンテーションコートプレゼンテーションコート

DVD映像資料

ディスカッションエリアディスカッションエリア　　

電動集密書庫電動集密書庫
（学術洋雑誌)(学術洋雑誌)

自動販売機自動販売機
一般雑誌

新聞

検索端末

サポートデスク

シラバス図書
指定図書
教員著作

グループ学習オープンエリアグループ学習オープンエリア

インフォエリアインフォエリア

メディアブースメディアブース

積層書庫
（和書 /洋書 /学術和雑誌ほか）

クリエイティブブースクリエイティブブース

グループ学習ブース
　　　　　　　（３室）

３F　Active Floor
　　　グループワークに最適

４F　Quiet Floor
　　　静粛スペース

５F　Silent Floor
　　　超静粛スペース

3F

「やりたい」が見つかる
図書館

グループ学習オープンエリア

フ ロ ア 案 内

4



資料を 見たい！

一人で集中して勉強したい！

３Ｆにはシラバスや指定図書、雑誌や新 聞、視聴覚資料があります。DVDはメ
ディアブースで視聴ができます。
４Ｆには和書（情報、文学等）の他に、 新着図書や話題書、資格試験・就職活
動対策、英語学習のコーナーがありま す。
５Ｆには和書（社会科学・自然科学・技 術・工学）、洋書、辞書類があり、学修や
研究に役立てていただけます。

５Ｆは私語厳禁の静粛エリアです。静かに集中したい時におすすめです。個人
ブースは最大３時間利用できる個室です。

フロアごとに環境が異なります。
目的に合せてご利用ください。

資格就職図書コーナー

話題書コーナー

個人ブース 集中カウンター席

検索端末

検索端末

学習エリア

和書（大型本） 和書（参考図書）

個人ブース（５室）

集中カウンター席
　　　　　（８席）

スタッフルームスタッフルーム

検索端末

サポートデスク

資格就職図書・留学生図書 文庫・新書

英語科図書

特集コーナー

学習エリア

話題書

返却BOX

リラックスエリア

３F　Active Floor
　　　グループワークに最適

５F　Silent Floor
　　　超静粛スペース

5F

4F

「やりたい」が見つかる
図書館

フ ロ ア 案 内
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　図書館ホームページのOPAC※（オーパック）で福工大図書館にある資料を検索することができます。
　館内のパソコンだけでなく、自宅のパソコンやスマートフォンからもご利用いただけます。
　書名や著者名など探したい資料の手がかりとなるキーワードを入力して検索します。
　複数のキーワードを入力する時は間にスペースを入れます。� ※Online�Public�Access�Catalog

検索結果詳細画面で資料の�①状態�②所在�③請求記号�を確認して、書架に探しに行きます。
　①[状態]が「貸出可」になっていることを確認します。※「貸出中」の場合は予約可能
　②[所在]で資料の置いている場所を確認します。※所在名（青文字）からフロアマップ確認
　③[請求記号]を確認します

007.3

Su58

2418000

キーワードを入力して検索ボタンをクリック

細かく条件を指定したい場合はコチラから

分類番号（テーマの番号）

著者番号（著者の頭文字）

資料ＩＤ（資料識別番号）

①状態 ②所在 ③請求記号

＝ 請求記号と資料の並び ＝
資料は図書の背についている請求記号の順番
（分類番号順⇒著者記号順）で書架の左から
右へ並んでいます。
※�一部、所在場所によって違う並べ方の所が
あります。案内表示を参考にしてください。

OPACを使って資料を探そう！

検索結果から見たい資料のタイトルをクリックして検索結果詳細画面を表示します。
検索結果が多い時はファセットから形態や著者、出版年などで絞り込むことができます。

ファセットから絞り込む 見たい資料のタイトルをクリック
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新入生オリエンテーション（4月・通年）
�図書館の基本的な利用方法を学んでいただくためのオリエンテーションです。新入生はも
ちろん、在校生の方も参加できます。個人、ゼミ、グループなど参加形態は自由です。
�お申し込みはご希望日の3日前までにお願いします。４月の自由参加型では申込みなしで
ご参加いただけます。

選書ツアー（６月・11月）
�図書館では年2回、「自分が読みたい本」「人に薦めたい本」をテーマに、学生自身が書店で
好きな本を自由に選ぶことができる「選書ツアー」を開催しています。選ばれた本は4Fフ
ロアにて展示、貸出もできます。
本学の学生であれば誰でも応募できますので、興味のある方はぜひご参加ください。

データベースセミナー（夏・秋）
�図書館が契約しているデータベースの効果的な利用方法・操作方法を、外部から講師の方
を招いて具体的に実習方式で教えていただきます。論文を書くために必要な資料検索の方
法を学んでみませんか？
�（2019年度にはWeb�Of�Science、Academic�OneFile、EBSCO�Discovery�service、
J-DreamⅢのデータベースのセミナーが行われました。）

文献検索オリエンテーション（通年）
�主に卒業研究生や大学院生を対象に、研究・論文作成に必要な文献の探し方について学ん
でいただくためのオリエンテーションです。基本的な検索ツールの紹介、図書館契約デー
タベースの使い方など、実習方式で行います。
お申込みはご希望日の１週間前までにお願いします。

企画展示（通年　年４回）
�3Fフロアのサポートデスク前では、毎回テーマに沿った本や雑誌を集めて展示をしていま
す。普段は手に取らないような資料に触れ、新しい分野へ興味を広げてみてください。

　福岡工業大学の図書館は、設備が充実していて気軽に訪れることが出来る施設

です。どういう本があるのか、どんな設備を利用することが出来るのかなどは、新

入生オリエンテーションで図書館を短時間で回りながら聴くことが出来るので、

気になっているのであれば参加してみることをお勧めします。イベントも開催し

ていて、年２回「選書ツアー」が開催されています。選書ツアーでは実際に書店に行って、そこで自分が

読みたい本を選び取って図書館で借りて読むことができ、さらにお薦めとして紹介することもできます。

勉強する所の確保、リラックスするための場所、そして何より読書する空間として、福工大の図書館を

訪れてみてはいかがですか？

情報工学科

後盛　瑞稀さん学生からのメッセージ

図書館のイベント・オリエンテーション
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データベースや電子ジャーナルで論文検索したい時は「検索サービス」を
クリック。指定図書の一覧もあります。

福工大図書館の蔵書を
調べたい時はこちらから
※詳細は6ページ

福工大図書館からの
お知らせはこちら

個人専用ページ
「My Library」は
こちらから
※詳細は2ページ

年間の開館情報が
確認できます。
試験期間中などは
臨時開館する場合
があります。

電子書籍(eBook)は
こちらから
※詳細は3ページ

図書館アルバイトスタッフ募集します！
責任を持って図書館の仕事に取り組んでくれ
る方を募集します。詳しくは図書館ホームペー
ジや掲示でお知らせします。
一緒に図書館で働いてみませんか？

募集中

図書館をフルに活用するために、
まずは図書館ホームページにアクセス！

情報がいっぱい！図書館ホームページ
https://www.lib.fit.ac.jp/

　みなさんはじめまして。さっそくですが、皆さんの抱く図書館のイメージはどのようなもので
しょうか。ちょっと堅苦しい場所を想像してはいませんか？そんなイメージは福岡工業大学附属
図書館で払拭しましょう。図書館は本部棟３、４、５階の３つのフロアに分かれています。３階
は音楽の流れる明るい雰囲気のフロアとなっており、友達と話しながら勉強したり、勉強に疲れ
たら映画や音楽を楽しんだりすることもできます。プロジェクターを備えたグループ学習室は、
グループ学習やミーティングにもってこいです。
　小腹が空けば軽食をとる事もでき、館内にはお菓子や飲み物の自販機があります。一方で４、
５階は静かに作業に集中できる空間となっており、とりわけ１人で集中したい時には個室を利用

する事も可能です。本や資料も豊富に取り揃えてあります。皆さんの興味を刺激する本、勉強や研究に役立つ本が
きっと見つかる事でしょう。探している本が見つからない時や利用の仕方が分らなければ、スタッフがサポートし
てくれます。普段の勉強で、講義の合間で、図書館を活用して皆さんの学生生活を充実したものにしましょう。

先輩からの後輩へのメッセージ

知能機械工学専攻
坂田　賢祐さん
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