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図 書 館図 書 館

Floor Layout

▲図書館　Library Building

・学生　・教職員　・一般市民
　Our resources are available to students, staff, and  
citizen members.

学生／教職員
・館内設備全般
・図書館WEBサービス（電子ジャーナル等）
一般市民
・１階設備全般（開架書庫等）
　Students and staff can access the whole library 
resources plus online services such as electronic journals. 
Citizen members have a limited access to the resources 
on the first floor.

学　生　・５冊　・１週間
教職員　・10冊　・４週間
一般市民（要利用者申請）・５冊　 ・２週間
　Students can borrow 5 books for a week at a time, staff 
10 books for 4 weeks, and citizen members 5 books for 
two weeks.Citizens need to apply for membership at the 
Reception Desk.

１階　Floor1
・事務室　・受付カウンター
・閲覧室（要静粛）　読書机15台、自習机３台
・パソコンコーナー
　　検索用パソコン２台（図書検索用）
　　利用者用パソコン10台（レポート作成、インターネット
　　の利用等）
　　視聴覚資料

・メディア閲覧室（談話可）
　　テーブル12台
・新聞／雑誌コーナー
　　新聞：13紙（英字新聞３紙）、雑誌：36タイトル
・開架書庫　30.0千冊

（0総記　1哲学　2歴史　3社会科学　4自然科学　5技術　6産業
 7芸術　8言語　9文学　の順に並んでいます）

・閉架書庫　49.3千冊
（１階　自然科学， ２階　文学， ３階　技術，産業，芸術，言語， 
 ４階　総記，哲学，歴史，社会科学，洋書）を配架しています

・その他（研究室等）　5.9千冊
・女子トイレ　　・障がい者用トイレ
・エレベータ　　・図書返却ポスト（玄関前）

　Entering the building, you will find the Reading Room 
on the left and the Media Room on the right. The space 
adjacent to the Media Room is for newspapers and 
magazines. The Reading Room has 18desks for readers, 
2 PCs for book search and 10 for Internet browsing 
and data processing. 30,000 books are available on the 
open shelves, 49,300stored on the closed shelves, and 
5,900 are loaned to the faculty for extra long periods. 
Audiovisual materials are also available. The Media 
Room with 12 tables is for group study making use of the 
Internet. There is a book return box at the front door.

▲閲覧室　Reading Room

１ 利用者　Users

２ 利用範囲　Facilities available

３ 貸出冊数・期間　Loan quotas and periods

４ 館内構成　Facility organization
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図書館／ Library

２階　Floor2
・総合メディア教室　　　・情報演習室１
・情報演習室２　　　　　・情報教育ゼミナール室
・サーバ室　　　　　　　 ・男子トイレ
・エレベータ
　Information technology is taught on the second floor in 
Comprehensive Media Room, Information Laboratories 1 & 
2, and Seminar Room for Information Education.

５ 障がい者用設備 補助が必要な場合は受付にお知らせください

　　Facilities for the Disabled Ask for help at the reception.

１階　Floor1
・玄関前駐車スペース
・車椅子用スロープ（玄関・館内）
・車椅子用書架スペース
・障がい者用トイレ　　・エレベータ
　Cars can be parked in front of the entrance. There are 
wheelchair ramps in and out of the building. The aisles 
between shelves are wide enough for two wheelchairs to 
pass. There is a toilet for disabled people on the first floor. 
You can go upstairs by elevator.

６ 開館時間　Opening Hours

・授業期間
　　平　日　９：00～20：00
　　土曜日　10：00～17：00
　　日曜日　閉館
　　祝　日　閉館
・休業期間（夏季・冬季・春季）
　　平　日　9：00～17：00　
　　土曜日　閉館
　　日曜日　閉館　
　　祝　日　閉館
　　夏季一斉休業　　　　閉館
　　12月28日～１月４日　閉館

Regular session periods
Monday to Friday 9:00-20:00
Saturday 10:00-17:00
Closed on Sundays and holidays except during 
examination periods.

Summer, winter and spring vacations
Monday to Friday 9:00-17:00
Closed on weekends and holidays, and for the 
following periods:
Summer closure
December 28-January 4

７ サービス　Services offerd

・蔵書貸出（図書館所蔵の資料が貸出できます）

・蔵書検索（パソコンで図書館所蔵の資料が検索できます）

・横断検索（パソコンで県内の図書館所蔵の資料が検索できます）

 ・WEBサービス（電子ジャーナル、2次データベース等が利用できます）

　http://onct.oita-ct.ac.jp/library/campus/kensaku.html
・レファレンス（資料を探すお手伝いをします）

・パソコン利用（レポート作成やインターネットの利用ができます）

　You can take out resources with permission, search for 
resources owned not only by our library but also by other 
libraries in the prefecture, or utilize electronic journals and 
databases. We are ready to help your search. You can 
work on your papers on our PCs and browse through the 
Internet.

８ 刊行物　Publications
・「図書館報」　　・「もさく」
・「図書館だより」・「大分高専紀要」

９ 開催行事　Events
・読書会　　　　　・読書感想文コンクール表彰
・貸出上位者表彰　・ブックハンティング

10 学生図書委員会  The Student Librarian Committee
　各学級２名の図書委員で構成され、図書館行事や刊行物の
制作に主体的に関わっています。学生の希望書籍や雑誌を調査
し図書購入に反映しています。新規購入図書の紹介や図書館利
用の啓蒙活動を全学級に展開しています。

11 意見箱の設置等　Suggestion Box
　学生からの要望事項を汲み取り、改善するため、館内に意
見箱を設置しています。また、購入してほしい学生用図書の
リクエストも受け付けています。
　We look forward to your feedback and comments on 
our services. The box is placed in the Reading Room.

▲総合メディア教室　Comprehensive Media Room

問い合わせ
For further information, please contact us at:

・電話（Phone）　　  097-552-6084
・FAX　       　　 097-552-6786
・電子メール（Email） tosho@oita-ct.ac.jp
・住所  〒870-0152  大分市大字牧1666番地
  Address：1666 Maki, Oita-shi, Oita 870-0152

・図書館ウェブサイト　Library website
  URL : http://onct.oita-ct.ac.jp/library/lib_index.html
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