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  Contents　

◆新しい図書館の目玉コーナー

◆休館前の貸出について（予定）

◆工事に関するお知らせ

  ＆改修日記 (ブログ )のご紹介

総合図書館は平成 25 年 2 月 25 日から工事のため休館します。

今回の Library News Letter では、工事に関して、皆さんにお伝え

したいことを選りすぐって掲載しております。

　　　　　　　　　　　　　　　   

工事に関するお知らせを掲載しています

photo： 工事着工前の総合図書館 ( 平成 24 年 11 月撮影 )

完全休館中も
臨時窓口を設置します！
■場所：共通教育棟本館 2F

　　　　自主学習スペース

■職員が平日 8:30 ～ 17:30 の間常駐い

　たしますので、お困りの際はこちらへ。

　できる限りサポートいたします。

資料室も設置します！
■場所：共通教育棟本館 3F ラウンジ

■完全休館中も下記の資料の閲覧・

　貸出・返却ができます。

　　　　◇シラバス掲載図書

　　　　◇ TOEIC 参考書

　　　　◇日本語学習用図書

　　　　◇新着図書

　　　　◇新着雑誌

卒論特別貸出
・現 3年生（新 4年生）が対象

・2月 1日から 2月 22 日までにカウンターで手続き

・返却期限は平成 25 年 10 月 11 日

長期貸出 10冊＋ 5冊貸出

長期貸出
・全利用者対象

・2月 1日から 2月 22 日までにカウンターで手続き

・返却期限は平成 25 年 10 月 11 日

貸出限度冊数 2倍

図書館職員が工事の進捗状況を紹介しています。

普段見られない図書館の裏側が覗けちゃうかも !?

ぜひご覧ください♪

図書館のWEB サイトよりご覧ください。
http://www.lib.yamaguchi-u.ac.jp

要チェックです！
総合図書館休館前
の貸出について（予定）



■新営書庫
新しく建設される書庫。

なんと 6階建て。

埋蔵文化財資料館の正

面に建設予定。

1F ～ 2F は自由に出入

りのできる開架書庫で、

3F ～ 6F は閉架書庫。

■ラーニングコモンズ
現在のブラウジングルームの機能を

この場所に移し、パワーアップしま

す。仲間と一緒に机や椅子、ホワイ

トボード等を自由に動かして独自の

学修空間を創り、議論し、考え、学

び合うことのできる場所となります。

■交流ラウンジ
飲食可能な談話スペースです。

各種自動販売機を完備し、屋外にはウッド

デッキを設けます。

電子掲示板では、休講や各種イベント情報

などの学内インフォメーションも発信する

予定です。

■屋上緑化
屋上には芝生を整備します。

利用者の皆さんにも開放し、

リフレッシュ空間として提供

します。

■情報ラウンジ
積層書庫跡に情報ラウンジを移設します。

パソコンやプリンターを備え付け、TOEIC

などの e-Learning や、パソコン・ネットワー

クを利用した自学自習の環境を整備します。

吹き抜けの開放的な学修空間です。

今回の改修工事によって、総合図書館は大きく変わります。
ここでは、新しい図書館についてご紹介します。　　　　　　　　　　
　     　　　　　　　※写真やイラストはすべてイメージです。　
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