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1.図書館の利用方法



EA棟 1階

成田キャンパス図書館

EA棟正面から入り、左手にあります

WA棟 3階

医学図書館

WA棟正面大階段を上って２階へ
右手にみえる階段で3階へ
廊下を右手に進むとあります



月-金 8：30 - 21：30

Service Hours

土 8：30 - 17：00

日曜・祝日は原則休館です

および長期休暇期間

※開館時間は都合により変更になる場合があります



Our Services

資料の閲覧

資料の貸出・返却

複写

貸出中資料の予約

レファレンスサービス

資料取り寄せ

学外からのアクセス

電子コンテンツの提供



入退館には、学生証/教職員証が必要です

EA WA

カードをタッチして、ひとりずつ入館してください
連続して通過しようとすると、ゲートバーにぶつかり破損の恐れがあります



視聴覚コーナー

学生は館内のブースで視聴できます
（貸出は教職員のみ）
カウンターにケースをお持ちください

EA棟1階 成田キャンパス図書館内

展示・特集コーナー



図書の貸出

 2館あわせての冊数です

 他の人から予約が入ってい
ない場合は、1回延長が可能
です

 貸出中の図書に限り、予約を
受け付けます



図書貸出には自動貸出機をご利用ください

 複数冊同時に処理できます

 IC情報を読み取って貸出します

 レシートに返却期限日が印字さ
れます

全ての処理が終了し、レシートが印刷
されるまで本を動かさないでください



雑誌の貸出

 最大3冊、翌開館日まで貸出可

 自動貸出機は利用できません
カウンターで受け付けます

 最新号は貸出不可・コピー不可

※多くの雑誌が電子で提供されています
電子ジャーナル検索はこちら http://sfx5.usaco.co.jp/iuhw/az/all

http://sfx5.usaco.co.jp/iuhw/az/all


返却 カウンターまたはブックポストへ

CD・DVD類や大型本など破損の恐れがある資料、水濡れ・汚損資料などは、
ブックポストに入れないでください

WB棟1階に
あります



延滞罰則

遅れた日数分、貸出停止となります1

30日以上遅れると、1冊につき1000円の延滞金が発生します2

図書館より、督促メールが送られます narita-lib@iuhw.ac.jp

迷惑メール設定にご注意ください

※病気等やむを得ない理由で返却できない場合はご相談ください



利用状況照会 オンラインサービス

 延長申請

 貸出中図書への予約申請

他の方から予約が入っている場合は延長
不可となります
1時間程度後に、返却期限を必ずご確認く
ださい

利用者コード ： 学籍番号

パスワード ： 入学時に配付

→ログインして変更できます



資料の弁償

紛失、汚損、水濡れ等の場合、原則として同一資料で弁償1

資料への書き込みは汚損とみなされます2

修理は図書館で行いますので、そのままカウンターにお持ちください
×セロハンテープや市販の糊で修理するのは絶対にやめてください

図書館資料は防水の袋に入れるなどして、大切に取扱いましょう！



外部図書館の利用

他大学・他施設の図書館を利用するには
紹介状が必要となる場合があります
カウンターにてお申し込みください

本学教員・学生は成田市立図書館を利用できます

メールでのお問い合わせは
こちらまで
narita-lib@iuhw.ac.jp

https://www.library.city.narita.lg.jp/

mailto:narita-lib@iuhw.ac.jp
https://www.library.city.narita.lg.jp/


Search

2.資料の探し方



図書館ホームページ

各種データベースや、
各キャンパス図書館の
OPAＣへリンクする
トップページ

資料探しの入口です

https://www.iuhw.ac.jp/library/

https://www.iuhw.ac.jp/library/


OPAC(所蔵検索）
https://opac.iuhw.ac.jp/Narita/opac/top

 キーワードを入力して検索

 「詳しく探す」

 成田キャンパス図書館の
開館カレンダー・お知らせ

教科書や課題の図書など
成田キャンパスで所蔵する冊子の資料を調べたいとき

https://opac.iuhw.ac.jp/Narita/opac/top


キーワード検索

 キーワード「解剖学」を
フリーワードに入力

 資料区分「図書」に限定

（例）成田キャンパス所蔵の
解剖学の図書を探したい場合



ひとつ選んでクリック

配架場所

成田EA棟図書館

請求記号

QS4-GRA
この情報を使って
図書を探します

検索結果



図書を探す

配架場所

・成田EA棟図書館

請求記号

・QS4-GRA

QSの棚を探し・・・

図書の背のラベル
を見て・・・

本を発見！



クロスサーチ

トップページのクロスサーチから、

全キャンパスの蔵書検索や電子ブック等の
一括検索が可能です

他キャンパスの資料をご利用に
なりたい場合は、カウンターに
ご相談ください

（取寄せ可能な資料かどうか確認いたします）

他キャンパスの資料など、より広く調べたいとき



E-Resources

3.電子資料へのアクセス



電子コンテンツを自分のPCで利用する

成田看護学部生
成田保健医療学部生
大学院生 特別専攻科学生

eリソースコネクト経由

医学部生

※一部、対象外あり
Wi-Fiで契約コンテンツに接続できない場合は、
有線接続またはVPN接続をお試しください

学内/学外ともに

W棟内

学内Wi-Fi※
W棟外/学外

VPN
Pulse Secure



成田看護学部生
成田保健医療学部生
大学院生 特別専攻科学生

医学部生

①図書館ホームページにアクセス

②「インフォナビ」や「電子リソース案内」を利用

①eリソースコネクトにログイン

②医中誌WebやPubMedなどのデータベース、
電子ブック等を利用できます

W棟内
学内Wi-Fi

W棟外/学外
VPN

Pulse Secure

電子コンテンツを自分のPCで利用する



文献検索 → 本文の入手

IUHWのアイコンをクリックして
本文がオンラインで読めるか確認

例 図書館HPのPubMedから

本学で契約のない文献については学外に
複写を依頼できます（有料）



臨床実習先での疑問解決やレポート作成には

電子ブックの検索機能が便利です

. 

（例）丸善eBookLibrary （例）ProQuest Ebook Central



各種オンラインツール

• 医書.ｊｐ
• 看護師保健師国試WEB
• 今日の診療
• インパクトファクター（JCR)
• Cochrane Library
• EBSCO CINAL
• EBSCO Psyc INFO
• EBSCO MEDLINE
• UP To Date(医学部・病院向け）

※学外からアクセス不可の場合もあります。詳しくは図書館までお問い合わせください

https://www.iuhw.ac.jp/library/

各ツールの利用方法については、
図書館HP「電子リソース案内」をご参照ください



大量ダウンロードや配布は絶対にやめてください

大学全体の利用が停止される場合があります

×禁止事項

特定雑誌の大量ダウンロード
個人の調査・研究以外の目的による利用
第三者への再配布
電子ブックのグループ共有
短時間での機械的な大量ダウンロード

ブラウザの「リンク先読み機能」により、利用者の意図しないアクセスがバックグラウンドで行われ、
大量ダウンロードとみなされるケースがあります。各ブラウザの設定にご注意ください。

Google等で「リンク先読み機能」と検索すると、各ブラウザでの設定方法を調べられます。



資料探しでお困りのときは

お気軽にご相談ください

Option 3
メールで図書館司書に質問する

narita-lib@iuhw.ac.jp

Option 2

図書館カウンターで
スタッフに質問

Option 1
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個別レファレンスサービスの
お申込

mailto:narita-lib@iuhw.ac.jp


IUHW Narita Library

図書館はあなたの探究を
サポートします


