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図書館を利用するために

大阪公立大学の図書館について目　次

LIBRARY RULES

資料を大切に 飲食ルールを守ってください 撮影は禁止です

フタのできる（密閉できる）入れ物に入った飲み
物に限り、閲覧室で飲むことができます。
※パソコンや書棚のそばで飲まないでください。

2022年4月に大阪市立大学と大阪府立大学が統合し、大阪公立大学が開設されました。

大阪公立大学には、5つのキャンパス（杉本キャンパス、中百舌鳥キャンパス、阿倍野キャンパス、

羽曳野キャンパス、りんくうキャンパス）に図書館があります。大阪公立大学、大阪市立大学、大阪

府立大学の学生のみなさんはすべての図書館を利用することができます。
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杉本図書館は、地下3F・地上10Fからなる、国内最大規模の大学図書館です。
200万冊以上の蔵書数を誇り、学習・研究のための資料が充実しています。

各フロアに多種多様な資料を配架しています。
学習用図書・教養図書は3F・4F、雑誌はB1F、図書と雑誌のバックナン
バーはB2F・B3Fに配架されています。他にも研究用図書、貴重書や学
術価値の高い特殊資料を配架しているフロアがあります。
資料を探すときは、あらかじめどこに配架されているか、蔵書検索シス
テムで確認してください。
館内には、広々とした閲覧室、静かに学習できるサイレントエリア、閲覧
個室など、様々な学習スタイルに対応したスペースがあります。目的に
合わせてご利用ください。

杉本図書館
Sugimoto Library

図書館の総合窓口です。図書やノートPCの
貸出・返却、グループ学習室の予約など施設
利用の手続きを行うことができます。

メインカウンター2F

レポートやゼミの発表に備えて資料を探す
ときの相談窓口です。職員がじっくり話を聞
いてアドバイスします。

レファレンスコーナー2F

レファレンスコーナーの前には、電子ジャーナ
ルやデータベースなどを閲覧するための端末
を設置しています。

情報検索コーナー2F

新しく受け入れた図書を1週間展示してい
ます。

新着図書コーナー2F

趣味・生活情報の雑誌、最近の新聞などがあ
り、勉強の合間の気分転換に最適です。
就職に役立つ本が並んだ就職応援コーナー
もあります。

ブラウジングコーナー2F

DVDなどのマルチメディア資料の利用、英語学習コーナーの図書の貸出などの手続きを行います。

マルチメディアカウンター5F

普段は分野別に並んでいる本の中から、様々な
テーマに合わせた本を集めて展示しています。

企画展示コーナー2F

学生が勉強に役立つ本を選ぶイベント「学生
選書」で選ばれた本が並んでいます。

学生選書コーナー2F

03 04
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杉本図書館

Sugimoto Library

グループ学習や発表の練習ができるアクティブラーニングスペースです。可動式の机やイ
スを自由に動かして使うことができます。ホワイトボードやプロジェクタを使った授業の準
備やゼミ発表の練習、友だち同士の勉強会などに活用してください。
ラーニングコモンズ内にも貸出用ノートPCが設置されています。

ラーニングコモンズ5F

PC100台を設置し、レポートや授業の資料作成などに利用されています。
ルーム内にはシステム相談コーナーがあり、学生スタッフがPCの操作方法
の質問などを受付けています。

情報教育PCルーム5F

大型スクリーンに投影できるプロジェクタがあり、防音効果
もしっかりしているので、マイクを使った大人数向けの研究
会や発表会、グループ学習などに利用できます。

AVホール5F

地上10F建てのビルである学情センターの屋
上からは、大阪市内の恵まれた景色を眺める
ことができます。豊かな緑の中で風や植物の香
りを感じながら、ゆったりと読書が楽しめます。

屋上庭園

館内には静かに集中して勉強できるスペースもあります。こ
のエリアでは、ノートPC、電子辞書、電卓など音の出る機器
は使用できません。

サイレントエリアB1F・4F・7F

英語学習のための教材や読み物を揃えています。英語学習
だけでなく中国語、韓国語などの語学雑誌もあります。

英語学習コーナー5F

1席ずつ仕切られたブースにAV機器・ヘッドセットを備え、
外国語を「聞く」「話す」「読む」「書く」学習に利用できます。

語学学習ルーム5F

グループで集中して学習できるスペースです。全部で9室あり、グループ学
習室は4～16名、ミニ学習室は2～3名で利用できます。

グループ学習室・ミニ学習室2-5F

RF

10F

9F

8F

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F

B1F

B2F

B3F

特別会議室　大会議室　会議室10A～C　研究者交流室

持込PCルーム　情報教育実習室9B, 9C, 9D
事務室

貴重書庫　特殊資料書庫　近世資料室　新聞保管庫

利用書庫　文庫書庫　研究者閲覧室　サイレントエリア　
休憩ラウンジ

アカデミックコモンズ　恒藤記念室　大学史資料室
事務室（庶務・受入等）

マルチメディアカウンター　ラーニングコモンズ
AV資料視聴ルーム　語学学習ルーム　英語学習コーナー
AV ホール　グループ視聴室　グループ学習室
情報教育PCルーム　情報教育実習室5A

開架閲覧室　グループ学習室　サイレントエリア

開架閲覧室　グループ学習室　自由閲覧室
開高健コーナー　卒業生著作コーナー

一般集密書庫　閲覧個室

雑誌閲覧室　雑誌利用書庫　サイレントエリア

雑誌集密書庫　一般集密書庫　閲覧個室
研究者閲覧室

エントランスホール　インフォメーション　文化交流室
展示コーナー　ツクルマ　自由学習コーナー
カフェテリア

メインカウンター　レファレンスコーナー　情報検索コーナー
参考図書コーナー　ブラウジングコーナー
新着図書コーナー　企画展示コーナー
学生選書コーナー　就職応援コーナー　ミニ学習室
事務室（情報サービス）

情報処理センター
ゾーン

特殊資料ゾーン

研究閲覧ゾーン

事務管理ゾーン

マルチメディア
ゾーン

図書閲覧ゾーン

レファレンスゾーン

文化交流ゾーン

雑誌センターゾーン

デポジットゾーン

研究・交流ゾーン

屋上庭園

館内では無線LANに
接続することができます。
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2F

1F

B1F

開架図書　シラバス図書　新入生に薦める本　文庫・新書　大型本（美術全集など）　OPAC・蔵書検索用端末

カウンター　情報教育パソコンエリア　複写機（現金用、コピーカード用）
AVブース、ロッカー（無料）、OPAC・蔵書検索用端末　拡大読書器
新着図書　出身作家　語学教材　参考図書　学生選書　雑誌　新聞　中尾佐助コレクション

和図書　文庫・新書　和装本　貴重書庫　OPAC・蔵書検索用端末
B2F

閲覧室

閲覧室

グループ研究室

ラーニングコモンズ　　ロビー　　返却ポスト
書庫
書庫 雑誌バックナンバー　新聞バックナンバー　洋図書　複写機（校費用）　OPAC・蔵書検索用端末

中百舌鳥図書館（C5棟）は、中百舌鳥キャンパスの各学部・学域・研究科に関わる資料を、幅広く所蔵しています。
1F、2Fの閲覧室には学生用図書を、B1F、B2Fの書庫には雑誌のバックナンバーや研究用資料等を置いています。
A4棟2FとB3棟6Fに分室、B2棟にバックナンバーセンターがあります。

中百舌鳥図書館
Nakamozu Library

図書館に新しく入った本を置いています。
新着図書コーナー

大阪府立大学、大阪女子大学出身の作家の
小説、エッセイ、詩、評論等を置いています。

出身作家コーナー

中百舌鳥キャンパスで開講される授業を担当する教員がシラバス（講義概
要）に記載している教科書、参考書を置いています。

シラバス図書コーナー
シリーズで継続して購入している岩波文庫、岩波新書、中公新書、講談社ブルー
バックスなどを文庫別・新書別に置いています。

文庫・新書コーナー

寄贈図書や出版年の古い図書、雑誌のバック
ナンバー、学内紀要等を置いています。
B2Fを利用する場合は、カウンターで手続き
をしてください。

電動集密書架

語学授業に関連する教材、また、留学生のた
めの日本語学習教材（CD等音声資料を含
む）を置いています。

語学教材コーナー
大阪府立大学後援会の寄附金を活用して学
生の皆さんに選んでいただいた図書を置いて
います。

学生選書コーナー

1F

2F

B1F・B2F

入退館ゲート

カウンター
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中百舌鳥図書館

Nakamozu Library

・入退室の際は、出入管理リーダに学生証（教職員証、図書館利用者カード）をかざしてください。
・B2棟プレゼンテーションエリアは、カウンターで予約すると利用できます。
（予約時間になったらカウンターへお越しください）
・B2棟プレゼンテーションエリア以外は、開室時間内で自由に利用できます。
（※ラーニングコモンズの開室時間は、図書館の開館時間と異なる場合があります）

ロビー・自主学習スペースを利用する

パソコンを利用する

特色あるコレクション

ラーニングコモンズ（C5棟、B2棟）

・カウンターで予約すると利用できます。
（予約時間になったらカウンターへお越しください）
・2～6名用4室、6～10名用1室です。
・ディスプレイ、ホワイトボードがあります。

グループ研究室

B1F貴重書庫に約14,500冊の江戸期を中心とする和本・古書類を置いています。
・絵巻・和装本2,700点
（14世紀前半の書写とされる『伊勢物語』や『物臭太郎絵巻』などの古写本が
含まれています）
・日本蘭学英学資料450点
・山崎文庫1,200点
・上方古典芸能研究資料　など
B3棟6F分室には近世文書類を主に置いています。

貴重書コレクション

照葉樹林文化論を提唱した故・中尾佐助大阪府立大学名誉
教授の研究資料コレクション。
・図書　約3,500冊
・雑誌　60タイトル
・各種オリジナル資料　約3,000点
（スライド・記録ノート、アルバム、写真ネガ等）

中尾佐助コレクション

明治初期から大正、昭和初期にかけての詩歌、小説戯曲、評論等の初出誌、
初刊本を中心とした400点。

近代文庫

大阪女子大学名誉教授𡈽田衛氏の寄贈書で、役者評判記や絵尽・番付などの
近世演劇関係資料。

椿亭文庫

カウンターで借りることができます。学生証（教職員証、図書館利用者カード）が必要です。
貸出当日の閉館時間15分前までにカウンターに返却してください。

貸出パソコンサービス

開館時間内で自由に利用できます。
プリンターもあります。
利用の際に、大学から発行されたIDとパスワードが必要です。

情報教育パソコンエリア

開館時間内は自由に利用できます。
（飲食可能）

ロビー

C5棟ラーニングコモンズ B2棟ラーニングコモンズ

道明寺縁起絵巻　写　二巻

物臭太郎絵巻　写　一巻

歌舞伎人形芝居番付

・メインエリア ・プレゼンテーションエリア ・ファミレスエリア
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中百舌鳥図書館
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医学・看護学の資料を中心に収集・提供している医学専門の図書館です。
閲覧席・個室・マルチメディアコーナーを有し、
医学部・看護学部における教育・研究のための施設として広く活用されています。

阿倍野医学図書館
Abeno Medical Library

学生の視点で学習
に役立つ図書を選
ぶイベントを開催し
ています。

学生選書

グループ学習やディスカッションができる、
アクティブラーニングスペースです。
発表の練習や、実習の打ち合せ等に利用できます。

iーコモ(イーコモ)8F

勉強に疲れたら・・・ホッと一息。
よみものコーナーには、医学系まんが等、
医学書以外の本も置いています。

リラックスコーナー8F

PC約50台（無線LAN完備）を揃えており、医学系データベースも充実しています。
授業の調べものやレポート作成に活用できます。

インターネットコーナー9F

9F

図書・雑誌
メインカウンター
インターネットコーナー
個室

8F

雑誌
iーコモ(イーコモ)
グループ学習室
リラックスコーナー

あべのメディックス

蔵書数

約10万冊

PC

約50台

閲覧席

約340席

１人で集中したい時は、個室を利用できます。

閲覧・研究個室9F

館内には医学書が充実しています。

8F・9F

最新の医学・看護系雑誌をチェック
することができます。

雑誌最新号展示コーナー

9F

11 12
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羽曳野図書センター（N棟）には、看護学・リハビリテーション学及び栄養学とその関連領域を中心とした資料を置いています。

閉架書庫　雑誌のバックナンバー、出版年の古い図書やAV資料等を置いています。2Fカウンターで手続きすると利用できます。

▲ この階段を上がると、入退館
ゲートがあります（エレベー
ターもあります）。

羽曳野図書センター

Habikino Health Sciences Library

開架閲覧室

りんくう図書室（りんくうキャンパス学舎２F）には、獣医学とその関連領域を中心とした資料を置いています。
以下のようなコーナーがあります。
・専門書　・雑誌　・学生選書　・新聞　・AV資料　・AVブース
ノートパソコンの貸出サービスも行っています。受付は1Fりんくうキャンパス事務所です。

入室するには、入口横の出入管理リーダに学生証（教職員
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ライブラリーラウンジ
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図書貸出・返却、レファレンス、ノートパソコンの貸
出などを行う図書館サービスの窓口です。
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羽曳野キャンパスで開講される授業の
担当教員がシラバスに記載している教
科書・参考書を置いています。
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新入生向けに本学教員が推薦した本を
置いています。
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病気を経験した患者や家族、患者を支える
人々によって書かれた闘病記を置いています。
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自主学習スペースを利用する
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利用案内の詳細は図書館ウェブサイトをご確認ください。

　　　  はウェブ上でも手続き可能なサービスです。詳細はp.18をご覧ください。

図書館の基本情報とサービス（学生・院生向け）

返却
借りた図書は必ず返却期限までにカウンターに返却してください。閉館時は返却ポストをご利用ください。
CDやDVDが付属している図書、他機関から借りた図書は、返却ポストには入れずに必ずカウンターに返却してください。

WEB

貸出期間の延長
返却期限日までに手続きすることで貸出延長（継続貸出）ができます。他の利用者から予約がある場合、延長はできません。

WEB

開館時間
その他の休館日等、最新の情報は図書館ウェブサイトの開館カレンダーをご確認ください。

杉本図書館 阿倍野医学図書館 羽曳野図書センター りんくう図書室中百舌鳥図書館※2

開
講
期

閉
講
期

月～金 8:30-22:00※1

10:00-19:00

10:00-17:00

8:30-21:00

10:00-17:00

10:00-17:00

9:00-21:00

10:00-19:00

休館

8:30-21:00

10:30-19:00

休館 休館

土

日

7:00-24:00※3

月～金 9:00-22:00

10:00-19:00

休館

9:00-19:00

休館

休館

9:00-21:00

10:00-19:00

休館

9:00-19:00

10:30-19:00

休館 休館

土

日

7:00-24:00※3

※1 8:30-9:00のカウンターサービスは貸出・返却受付のみ　※2 分室ごとに開室時間は異なります　※3 職員対応可能時間:月～金の9:00-17:30

図書館を使う

退館
杉本図書館、阿倍野医学図書館では、退館ゲートにカードをかざしてください。
中百舌鳥図書館、羽曳野図書センターでは、退館ゲートのアームを手で押してください。
なお、貸出処理が済んでいない図書をもっている場合はアラームが鳴ります。その際は係員の指示に従ってください。

入館
学生証または図書館利用者カード（以下「カード」という。）を入館ゲートにかざしてください。カードを忘れた場合は、手続きが必要です。

杉本図書館 阿倍野医学図書館 羽曳野図書センター りんくう図書室中百舌鳥図書館

学生（1-3年生）

期間冊数

2週間5冊10冊

期間
期間期間

開架 書庫
冊数冊数

2週間

2週間 2ヵ月

10冊

開架 書庫
冊数

2週間

2週間

4週間

10冊

20冊

期間冊数

2週間

4週間

10冊

20冊2ヵ月20冊
学生（4-6年生）

大学院生

貸出
各カウンターに借りたい図書とカードをお持ちください。貸出冊数・期間は以下のとおりです。

長期休業中は特別貸出（貸出期間の延長等）を行っています。

予約
貸出予約
他の利用者に貸出中の図書を予約することができます。

他キャンパス図書取り寄せ予約
利用したい図書が学内の他キャンパス図書館にある場合、取り寄せることができます。一部、予約ができない図書があります。

WEB

資料の複写（コピー）
図書館の資料は著作権法で認められた範囲内で複写することができます。
以下の注意事項を守り、複写申込書に必要事項を記入して提出してください。
貴重な資料や、破損のおそれのある資料は複写できない場合があります。

他キャンパス資料の複写物取り寄せ
必要な文献が学内の他キャンパス図書館にある場合、複写物を取り寄せることができます。
複写代金は有料ですが、送料はかかりません。

・複写は調査研究目的に限ります。
・図書は1冊の半分を超えて複写することはできません。

・最新号の雑誌や新聞は複写できません。
・複写部数は1人1部に限ります。

WEB

レファレンスサービス
図書館を利用するにあたって、わからないことや困ったことがあれば各カウンターでご相談ください。
たとえば…

・蔵書検索の方法がわからない。
・インターネットやデータベースで情報検索したい。

図書館ウェブサイト上のフォームから申し込むこともできます。

・特定のテーマについての情報を調べたい。
・本学以外の図書館や情報機関の利用方法を知りたい。

授業関連図書（シラバス図書）
シラバスで授業担当教員が指定した教科書、参考書は授業を開講するキャンパスの図書館に置いています。
中百舌鳥図書館、羽曳野図書センターではコーナーに集めています。
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WEB

WEB

相互利用サービス
利用したい資料が学内にない場合は、他の図書館の資料を利用することができます。
手続きの詳細は、各図書館カウンターでおたずねください。

学外文献複写（有料）
図書館を通じて、国内外の図書館等から著作権法で認められた範囲内で文献複写物を取り寄せることができます。

学外図書借受（有料）
図書館を通じて、国内外の図書館等から図書を取り寄せることができます。
大阪府立図書館および大阪市立図書館からは学術研究に必要な図書を無料で取り寄せることができます。

訪問利用（事前申込制）
図書館を通じて申請することで、他大学図書館などに行って資料を利用することができます。

関西大学図書館の利用（連携協力）
正規学生（院生含む）は利用者登録により個人貸出ができます。

WEB

学生選書
学生・院生のみなさんが図書館に置く本を選ぶ「学生選書」を実施しています。
学生選書委員の募集は毎年1回、図書館ウェブサイトやポスターでお知らせします。
※大学教育後援会のご協力により実施しているイベントです。

購入希望(リクエスト)
図書館に所蔵していない資料を、購入希望（リクエスト）することができます。

その他のサービス

図書館ウェブサイトから利用できます。

ディスカバリーサービス（まとめて検索）
大阪公立大学が所蔵する紙の図書・雑誌をはじめ、
電子ジャーナル・電子ブック、データベース、インターネット情報などをまとめて検索できるサービスです。

電子資料を探す

市大OPAC

杉本キャンパス、阿倍野キャンパス、梅田サテライトの所蔵資料を探すことができます。

府大OPAC

中百舌鳥キャンパス、羽曳野キャンパス、りんくうキャンパスの所蔵資料を探すことができます。

蔵書検索システムOPAC （オパック）
蔵書を検索する際は、図書館ウェブサイトからOPACにアクセスしてください。
2023年度から新しい蔵書検索システムがスタートする予定です。
それまでは大阪市立大学蔵書検索（市大OPAC）と大阪府立大学蔵書検索（府大OPAC）があります。

図書や雑誌を探す

利用できるデータベース（一部）

データベース
雑誌論文や新聞記事、辞書事典など多くのデータベースを利用することができます。

雑誌論文を探す（全分野）
CiNii、Scopus

新聞記事を探す
朝日新聞、日本経済新聞、毎日新聞、読売新聞

一般雑誌の記事を探す
日経BP記事検索、大宅壮一文庫

化学分野に特化して探す
SciFinder、化学書資料館

医学・医療・看護学分野の情報を探す
PubMed、CINAHL、医中誌Web

経済学・法律分野の情報を探す
EconLit、Westlaw

2022年度は（市大）Webサービスと（府大）MyLibraryを継続するため、いずれかにログインの上ご利用ください。
なお、メニューによって一部利用できない場合があります。ご不明な点は各図書館へお問い合わせください。

ウェブ上でサービスを受けるには

（市大）Webサービス

杉本図書館、阿倍野医学図書館、梅田サテライト図書コーナーでサービスを受けたい場合にログイン。
・｢利用状況の確認｣画面で、“借りている図書の期間延長”や、“申込中のサービスの状況確認”ができます。
・市大OPAC画面から、“貸出中図書の予約”、“複写物や図書の取り寄せ”、“購入希望図書の申込”ができます。

（府大）MyLibrary

中百舌鳥図書館、羽曳野図書センター、りんくう図書室でサービスを受けたい場合にログイン。
・MyLibraryの各メニューから、“借りている図書の期間延長”や、“申込中のサービスの状況確認”、“複写物や図書の取り寄せ”、
“購入希望図書の申込”ができます。
・府大OPAC画面から、“貸出中図書の予約”ができます。

WEB
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WEB

WEB
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大阪府立図書館および大阪市立図書館からは学術研究に必要な図書を無料で取り寄せることができます。

訪問利用（事前申込制）
図書館を通じて申請することで、他大学図書館などに行って資料を利用することができます。

関西大学図書館の利用（連携協力）
正規学生（院生含む）は利用者登録により個人貸出ができます。

WEB

学生選書
学生・院生のみなさんが図書館に置く本を選ぶ「学生選書」を実施しています。
学生選書委員の募集は毎年1回、図書館ウェブサイトやポスターでお知らせします。
※大学教育後援会のご協力により実施しているイベントです。

購入希望(リクエスト)
図書館に所蔵していない資料を、購入希望（リクエスト）することができます。

その他のサービス

図書館ウェブサイトから利用できます。

ディスカバリーサービス（まとめて検索）
大阪公立大学が所蔵する紙の図書・雑誌をはじめ、
電子ジャーナル・電子ブック、データベース、インターネット情報などをまとめて検索できるサービスです。

電子資料を探す

市大OPAC

杉本キャンパス、阿倍野キャンパス、梅田サテライトの所蔵資料を探すことができます。

府大OPAC

中百舌鳥キャンパス、羽曳野キャンパス、りんくうキャンパスの所蔵資料を探すことができます。

蔵書検索システムOPAC （オパック）
蔵書を検索する際は、図書館ウェブサイトからOPACにアクセスしてください。
2023年度から新しい蔵書検索システムがスタートする予定です。
それまでは大阪市立大学蔵書検索（市大OPAC）と大阪府立大学蔵書検索（府大OPAC）があります。

図書や雑誌を探す

利用できるデータベース（一部）

データベース
雑誌論文や新聞記事、辞書事典など多くのデータベースを利用することができます。

雑誌論文を探す（全分野）
CiNii、Scopus

新聞記事を探す
朝日新聞、日本経済新聞、毎日新聞、読売新聞

一般雑誌の記事を探す
日経BP記事検索、大宅壮一文庫

化学分野に特化して探す
SciFinder、化学書資料館

医学・医療・看護学分野の情報を探す
PubMed、CINAHL、医中誌Web

経済学・法律分野の情報を探す
EconLit、Westlaw

2022年度は（市大）Webサービスと（府大）MyLibraryを継続するため、いずれかにログインの上ご利用ください。
なお、メニューによって一部利用できない場合があります。ご不明な点は各図書館へお問い合わせください。

ウェブ上でサービスを受けるには

（市大）Webサービス

杉本図書館、阿倍野医学図書館、梅田サテライト図書コーナーでサービスを受けたい場合にログイン。
・｢利用状況の確認｣画面で、“借りている図書の期間延長”や、“申込中のサービスの状況確認”ができます。
・市大OPAC画面から、“貸出中図書の予約”、“複写物や図書の取り寄せ”、“購入希望図書の申込”ができます。

（府大）MyLibrary

中百舌鳥図書館、羽曳野図書センター、りんくう図書室でサービスを受けたい場合にログイン。
・MyLibraryの各メニューから、“借りている図書の期間延長”や、“申込中のサービスの状況確認”、“複写物や図書の取り寄せ”、
“購入希望図書の申込”ができます。
・府大OPAC画面から、“貸出中図書の予約”ができます。

WEB
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杉本図書館
〒558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138
TEL 06-6605-3240

阿倍野医学図書館
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7
あべのメディックス9F
TEL 06-6645-3491

中百舌鳥図書館
〒599-8531 堺市中区学園町1-1
TEL 072-254-9152

羽曳野図書センター
〒583-8555 羽曳野市はびきの3-7-30
TEL 072-950-2956

りんくう図書室
〒598-8531 泉佐野市りんくう往来北1-58
TEL 072-463-5763

問合せ先


