
基本情報共有館一覧 ＯＰＡＣ公開 学外者利用 学外者貸出 複写受付 貸借受付

1 飯田女子短期大学図書館 ○ △ × ○ ○

2 上田女子短期大学附属図書館 ○ △ × ○ ○

3 佐久大学図書館 ○ ○ ○ ○ ○

4 信州大学附属図書館中央図書館 ○ ○ ○ ○ ○

5 信州大学附属図書館教育学部図書館 ○ ○ ○ ○ ○

6 信州大学附属図書館医学部図書館 ○ ○ ○ ○ ○

7 信州大学附属図書館工学部図書館 ○ ○ ○ ○ ○

8 信州大学附属図書館農学部図書館 ○ ○ ○ ○ ○

9 信州大学附属図書館繊維学部図書館 ○ ○ ○ ○ ○

10 信州豊南短期大学図書館 ○ ○ × ○ ○

11 公立諏訪東京理科大学図書館 ○ △ ○ × ○

12 清泉女学院大学・短期大学図書館 ○ ○ ○ ○ ○

13 長野県看護大学付属図書館 ○ ○ ○ ○ ○

14 長野県立大学図書館 ○ ○ × ○ ○

15 長野工業高等専門学校図書館 ○ ○ ○ ○ ○

16 長野女子短期大学図書館 × △ × ○ ○

17 長野大学附属図書館 ○ ○ ○ ○ ○

18 松本歯科大学図書館 ○ ○ △ ○ ○

19 松本大学図書館 ○ ○ × ○ ○

20 松本短期大学図書館 △ △ × ○ ○



決済方法 ILL料金相殺　・　切手可

備考

FAX 郵送

決済方法 ILL料金相殺　・　切手可

貸借　受付 可 貸出期間 3週間前後 貸出冊数

利用条件 館内閲覧のみ

申込方法 ILL

申込方法 ILL FAX 郵送

応相談

カラー1枚 100 FAX1枚

相互利用について

NACSIS-ILL 参加 料金相殺 参加

複写　受付 可 料金 モノクロ1枚 20

メール

サービス

担当部署 図書館 担当者

利用手続き ※館長が許可した方について閲覧をすることができる。事前に電話でご相談ください。

特になし

注： 受付していません

月-金 8：45-18：30

連絡先 電話 0265-53-6962

メール HPアドレス

長期休業中
(月-金）

9：00-17：00

家政・幼児教育・看護

学外者の利用について

利用の可否 不可

開館日・時間

公開 OPACアドレス https://iidawjc.opac.jp/opac/Top

library@iidawjc.ac.jp

（直通）

蔵書冊数 80,000冊 主要分野

図書館名 飯田女子短期大学図書館

住所 長野県飯田市松尾代田610

http://www.iidawjc.ac.jp/?page_id=3489

FAX 0265-53-5576 （直通）

アクセス JR飯田線　伊那八幡駅より徒歩15分

電話 0265-53-6962

OPACの公開

https://iidawjc.opac.jp/opac/Top
mailto:library@iidawjc.ac.jp
http://www.iidawjc.ac.jp/?page_id=3489


OPACアドレス

備考 同窓会員、附属幼稚園保護者は利用ができます。図書館にて受付をしてください。

利用条件 館外貸出可

決済方法 ILL相殺サービス、　ILL未加入館の場合は切手　

決済方法 ILL相殺サービス、　ILL未加入館の場合は切手　

貸借　受付 可 貸出期間 １ヶ月 貸出冊数 5冊まで

学外の利用者については、事前の申込みと館長の許可が必要となります。館内閲覧、資料のコピーが
可能です。

ILLについて

複写　受付 可 料金 モノクロ1枚 30円 カラー1枚 50円 FAX1枚

lib@uedawjc.ac.jp

学外者の利用について

利用の可否 不可

連絡先 電話

サービス

0268-38-6019 メール

担当部署 附属図書館 担当者

その他

上原友恵

利用手続き

土・日・祝 休館

蔵書冊数 81,000冊 主要分野

開館日・時間

月-金 9：00-18：00

長期休業期 9：00-16：00

幼児教育・日本文学・日本語・図書館学

図書館名 上田女子短期大学附属図書館

住所 〒386-1214　上田市下之郷乙６２０

アクセス
※電車利用の場合･･･JR上田駅より上田電鉄別所線「大学前駅」下車 徒歩7分
※東京方面より自動車利用の場合･･･上信越自動車道：上田菅平インターより車で約20分

http://www.uedawjc.ac.jp/libhp/

FAX 0268-38-6019 （直通）

OPACの公開 公開
http://sv2.opac.jp/pbop/cgi-
bin/index.cgi?LibId=081xs0q

電話 0268-38-6019 （直通）

メール lib@uedawjc.ac.jp HPアドレス

mailto:lib@uedawjc.ac.jp
http://www.uedawjc.ac.jp/libhp/
http://sv2.opac.jp/pbop/cgi-bin/index.cgi?LibId=081xs0q
http://sv2.opac.jp/pbop/cgi-bin/index.cgi?LibId=081xs0q
mailto:lib@uedawjc.ac.jp


決済方法 　切手（返却時に同封）、着払い

備考 長期休業中・試験期間等、開館時間を変更する場合があります。また臨時に休館する場合があります。

FAX 郵送 　メール（申込書を添付）

決済方法 　NII相殺、切手、現金書留、銀行振込

貸借　受付 可 貸出期間 1か月 貸出冊数

利用条件 館外貸出可

申込方法 ILL

カラー1枚 FAX1枚

　メール（申込書を添付）申込方法 ILL FAX 郵送

5冊まで

複写　受付 可 料金 モノクロ1枚 40円

相互利用について

NACSIS-ILL 参加 料金相殺 参加

電話 0267-68-6680 メール lib@saku.ac.jp

利用手続き 　身分証明書（運転免許証）持参の上、申込書に記入。利用証を発行。

担当部署 図書館 担当者 佐藤有妃

連絡先

サービス 貸出可 　5冊まで2週間

学外者の利用について

利用の可否 可 利用時間 月-金 9：00-19：00

OPACの公開 公開 OPACアドレス
https://sv2.opac.jp/pbop/cgi-
bin/index.cgi?LibId=076sn9v

土 10：00-16：00

蔵書冊数 40,000冊 主要分野 看護・福祉

開館日・時間

月-金 9：00-20：00

メール lib@saku.ac.jp HPアドレス http://www.saku.ac.jp/library/

FAX 0267-68-6687 （代表）

アクセス 長野新幹線/JR小海線　佐久平駅より徒歩15分

電話

図書館名 佐久大学図書館

住所 〒385-0022　佐久市岩村田2384

0267-68-6680 （代表）

https://sv2.opac.jp/pbop/cgi-bin/index.cgi?LibId=076sn9v
https://sv2.opac.jp/pbop/cgi-bin/index.cgi?LibId=076sn9v
mailto:lib@saku.ac.jp


NII料金相殺、切手（返送時に同封）決済方法

貸出冊数貸借　受付 可 貸出期間 20日

決済方法

3冊

備考 開館時間：図書館ホームページで確認して下さい。

申込方法 ILL FAX

利用条件 館外貸出可

NII料金相殺、前納（現金書留）、後納

申込方法 ILL FAX

80円 FAX1枚モノクロ1枚 35円 75円複写　受付 可 料金

サービス 貸出可
原則として来館可能な満18才以上の一般市民の方。(高校生は除く）
2冊、2週間

利用手続き 身分証明書持参のうえ申込書に記入。

担当部署 図書館サービスグループ

相互利用について

NACSIS-ILL 参加 料金相殺 参加

カラー1枚

担当者 後閑壮登

連絡先 電話 0263-37-2179 メール matsulib@shinshu-u.ac.jp

学外者の利用について

利用の可否 可 利用時間 月-金 8：45-22：00 土・日・祝 10：00-19：00

総合

開館日・時間

月-金 8：45-22：00
試験期

土・日・祝
9：00-21：00

土・日・祝 8：45-17：00

蔵書冊数 533,708冊(平成30年3月末現在）

10：00-19：00 休業期間

主要分野

図書館名 信州大学附属図書館中央図書館

住所 〒390-0891　長野県松本市旭3-1-1

0263-37-2296FAX0263-37-2172

http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/

（直通）

アクセス JR篠ノ井線松本駅　松本電鉄バス「大学西門」停留所下車

電話

OPACの公開

http://www.shinshu-
u.ac.jp/institution/library/

（直通）

メール matsulib@shinshu-u.ac.jp

公開 OPACアドレス

HPアドレス



決済方法 　NII料金相殺。　非相殺館は、切手（返却時に同封）、または着払いで送付。

備考

FAX メール

決済方法 　NII料金相殺。　非相殺館は、現金書留による前納、又は銀行振込による後納　

貸借　受付 可 貸出期間 3週間 貸出冊数

利用条件 館外貸出可

申込方法 ILL

カラー1枚 80円 FAX1枚 不可

申込方法 ILL FAX メール

応相談

複写　受付 可 料金 モノクロ1枚 35円

相互利用について

NACSIS-ILL 参加 料金相殺 参加

電話 026-238-4061 メール jed0101@shinshu-u.ac.jp

利用手続き 　身分証明書をご持参ください。申込書に記入いただき利用証を発行します。

担当部署 図書館 担当者 特になし

連絡先

サービス 貸出可 満18歳以上の一般市民（高校生は除く）、2冊まで2週間

長期休業期 8：45-17：00

学外者の利用について

利用の可否 可 利用時間 月-金 8：45-21：00 土 10:00-17:00

OPACの公開 公開 OPACアドレス http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/

土 10：00-17：00

蔵書冊数 約191,000冊 主要分野 教育関係

開館日・時間

月-金 8：45-21：00

メール jed0101@shinshu-u.ac.jp HPアドレス
http://www.shinshu-

u.ac.jp/institution/library/education/

FAX 026-237-4390 （直通）

アクセス
・JR長野駅善光寺口を出て「善光寺大門行き」、「善光寺経由宇木行き」、「善光寺・西条経由若槻東条行き」、「善光寺・若槻団
地経由若槻東条行き」のいずれかに乗車（10分）、バス停「花の小路」で下車し徒歩5分
・JR長野駅善光寺口を出て長野市循環バス『ぐるりん号』 に乗車（10分）、バス停「信大教育学部前」で下車し徒歩1分

電話

図書館名 信州大学附属図書館教育学部図書館

住所 〒380-8544　長野市西長野６のロ

026-238-4061 （直通）

mailto:jed0101@shinshu-u.ac.jp
http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/
mailto:jed0101@shinshu-u.ac.jp
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/library/education/
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/library/education/


決済方法 　NII相殺、切手（返却時に同封）

備考

FAX

決済方法 　NII相殺（非相殺館は、現金書留による前納、又は「後納許可申請書」受理館には後納）　

貸借　受付 可 貸出期間 20日 貸出冊数

利用条件 館外貸出可

申込方法 ILL

カラー1枚 80円 FAX1枚 75円

申込方法 ILL FAX

応相談

複写　受付 可 料金 モノクロ1枚 35円

相互利用について

NACSIS-ILL 参加 料金相殺 参加

電話 0263-37-2584 メール lib5126@shinshu-u.ac.jp

利用手続き 　身分証明書持参の上、申込書に記入。利用証を発行。

担当部署 図書館 担当者 特になし

連絡先

サービス 貸出可 2冊まで2週間

学外者の利用について

利用の可否 可 利用時間 月-金 8：45-21：00 土 10:00-16:00

OPACの公開 公開 OPACアドレス http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/

土 10：00-16：00

蔵書冊数 約160,000冊 主要分野 医学・薬学・看護

開館日・時間

月-金 8：45-21：00

メール lib5126@shinshu-u.ac.jp HPアドレス
http://www.shinshu-

u.ac.jp/institution/library/medicine/

FAX 0263-37-2587 （直通）

アクセス JR篠ノ井線　松本駅よりバス15分「信州大学前」下車、徒歩1分

電話

図書館名 信州大学附属図書館医学部図書館

住所 〒390-8621　松本市旭3-1-1

0263-37-2584 （直通）

mailto:lib5126@shinshu-u.ac.jp
http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/
mailto:lib5126@shinshu-u.ac.jp
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/library/medicine/
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/library/medicine/


決済方法 　NII相殺 (非相殺館は着払い又は切手前納）

備考

FAX メール

決済方法 　NII相殺 (非相殺館は現金書留で前納または銀行振込で後納）

貸借　受付 可 貸出期間 20日間 貸出冊数

利用条件 館外貸出可

申込方法 ILL

カラー1枚 80円 FAX1枚 不可

申込方法 ILL FAX メール

図書3冊

複写　受付 可 料金 モノクロ1枚 35円

相互利用について

NACSIS-ILL 参加 料金相殺 参加

電話 026-269-5082 メール kotosho@shinshu-u.ac.jp

利用手続き 　身分証明書持参の上、申込書に記入。利用証を発行。

担当部署 工学部図書館 担当者 特になし

連絡先

サービス 貸出可 　2冊まで2週間

学外者の利用について

利用の可否 可 利用時間 月-金
（長期休業期）

8：45-21：00
（8：45-17：00）

土
（長期休業期）

10：00-16：00
（休館）

OPACの公開 公開 OPACアドレス http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/

土
（長期休業期）

10：00-16：00
（休館）

蔵書冊数 132,000冊 主要分野 工学、技術、自然科学

開館日・時間

月-金
（長期休業期）

8：45-21：00
（8：45-17：00）

メール kotosho@shinshu-u.ac.jp HPアドレス
http://www.shinshu-

u.ac.jp/institution/library/engineering/

FAX 026-269-5088 （直通）

アクセス JR長野駅東口から21番のりば「日赤線(長電バス）」に乗車し、「信大工学部」下車、徒歩2分

電話

図書館名 信州大学附属図書館工学部図書館

住所 〒380-8553　長野市若里4-17-1

026-269-5082 （直通）

mailto:kotosho@shinshu-u.ac.jp
http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/
mailto:kotosho@shinshu-u.ac.jp
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/library/engineering/
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/library/engineering/


決済方法 　NII相殺(非相殺館は着払又は切手前納）

備考 開館日・時間： 臨時に休館する場合もありますのでHPをご確認ください。

FAX メール

決済方法 NII相殺（非相殺館は現金書留前納。「後納許可申請書」受理館は後納）　

貸借　受付 可 貸出期間 20日 貸出冊数

利用条件 館外貸出可

申込方法 ILL

カラー1枚 80円 FAX1枚 75円

申込方法 ILL FAX メール

応相談

複写　受付 可 料金 モノクロ1枚 35円

相互利用について

NACSIS-ILL 参加 料金相殺 参加

電話 0265-77-1316 メール notosho@shinshu-u.ac.jp

利用手続き 　身分証明書持参の上、申込書に記入。利用証を発行。

担当部署 農学部図書館 担当者 特になし

連絡先

サービス 貸出可
原則として来館可能な満18才以上の一般市民の方。（高校生は除く）
2冊、2週間
利用時間内に来館できない場合はご連絡ください。

土 11：00-18：00 休業期間 8：45-17：00

学外者の利用について

利用の可否 可 利用時間 月-金 8：45-17：00

OPACの公開 公開 OPACアドレス http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/

試験期
土・日・祝

11：00-19：00

蔵書冊数 103,000冊 主要分野 食料・環境・生命

開館日・時間

月-金 8：45-21：00

メール notosho@shinshu-u.ac.jp HPアドレス
http://www.shinshu-

u.ac.jp/institution/library/agriculture/

FAX 0265-77-1317 （直通）

アクセス
　・JR飯田線「伊那市駅」で下車、伊那バスターミナルで路線バス「西箕輪線」に乗車（17分）し、
　　「大学入口」で下車、徒歩約5分
　・高速バス「伊那インター前」または「中央道伊那インター」で下車、徒歩約12～15分

電話

図書館名 信州大学附属図書館農学部図書館

住所 〒399-4598　長野県上伊那郡南箕輪村8304

0265-77-1316 （直通）

mailto:notosho@shinshu-u.ac.jp
http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/
mailto:notosho@shinshu-u.ac.jp
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/library/agriculture/
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/library/agriculture/


決済方法 　NII相殺（非相殺館は着払又は切手前納）

備考 試験期・長期休業期は開館日時の変更があるので，HPを参照してください。

FAX メール

決済方法 　NII相殺（非相殺館は現金書留で前納）　

貸借　受付 可 貸出期間 30日 貸出冊数

利用条件 館外貸出可

申込方法 ILL

カラー1枚 80円 FAX1枚 75円

申込方法 ILL FAX メール

応相談

複写　受付 可 料金 モノクロ1枚 35円

相互利用について

NACSIS-ILL 参加 料金相殺 参加

電話 0268-21-5313 メール jfg0100@shinshu-u.ac.jp

利用手続き 　身分証明書持参の上、申込書に記入。利用証を発行。

担当部署 図書館 担当者 特になし

連絡先

サービス 貸出可 2冊まで2週間

学外者の利用について

利用の可否 可 利用時間 月-金 8：45-21：00 土 10:00-16:00

OPACの公開 公開 OPACアドレス http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/

土 10：00-16：00

蔵書冊数 １１4,000冊 主要分野 繊維・ファイバー工学，工学全般，農学

開館日・時間

月-金 8：45-21：00

メール jfg0100@shinshu-u.ac.jp HPアドレス
http://www.shinshu-

u.ac.jp/institution/library/textiles/

FAX 0268-21-5321 （直通）

アクセス 長野新幹線/しなの鉄道　上田駅より徒歩20分

電話

図書館名 信州大学附属図書館繊維学部図書館

住所 〒386-8567　上田市常田3-15-1

0268-21-5313 （直通）

mailto:jfg0100@shinshu-u.ac.jp
http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/
mailto:jfg0100@shinshu-u.ac.jp
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/library/textiles/
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/library/textiles/


決済方法 相殺　切手可

備考

FAX 郵送

決済方法 相殺　切手可

貸借　受付 可 貸出期間 1ヶ月 貸出冊数

利用条件 館外貸出可 資料によっては貸出できない場合があります

申込方法 ILL

カラー1枚 60 FAX1枚 不可

申込方法 ILL FAX 郵送

複写　受付 可 料金 モノクロ1枚 30

相互利用について

NACSIS-ILL 参加 料金相殺 参加

電話 0266-41-4411 メール library@honan.ac.jp

利用手続き 事前電話が必要です。人物を証明するもの（学生証、免許証など)を持参のうえ、「申込書｣に記入

担当部署 担当者 浜美和子

連絡先

サービス 閲覧のみ

長期休業中 電話で確認してください

学外者の利用について

利用の可否 可 利用時間 月-土 開館時間内

OPACの公開 公開（一部）

土 8:45-13:00

蔵書冊数 54,000冊 主要分野 人文･幼児教育

開館日・時間

月-金 8:45-17:00

メール library@honan.ac.jp HPアドレス http://www.honan.ac.jp/lib/

FAX 0266-41-4420 （代表）

アクセス JR中央線辰野駅より徒歩２５分/JR飯田線宮木駅１５分

電話

図書館名 信州豊南短期大学図書館

住所 〒399-0498　長野県上伊那郡辰野町中山７２番地

0266-41-4411 （代表）

mailto:library@honan.ac.jp
mailto:library@honan.ac.jp
http://www.honan.ac.jp/lib/


決済方法 着払い（または返却時に切手を同封）

備考

複写　受付 不可

貸借　受付 可 貸出期間 28日

利用条件 館外貸出可

申込方法 FAX

貸出冊数

相互利用について

NACSIS-ILL 参加 料金相殺 不参加

担当部署 図書館 担当者 小島玲子

連絡先 電話 0266-73-1356 メール libs@admin.sus.ac.jp

利用手続き 　入館は来館時に申込書に記入。貸出は帯出届に記入して身分証明書を提示。

学外者の利用について

利用の可否 可 利用時間 月-金 9：00-21：00 土 9：00-18：00

サービス 貸出可
貸出条件：諏訪郡内に在住、通勤、通学している１８歳以上の方（図書２冊、雑誌2冊まで
１週間）。入館はどなたでも可能

OPACの公開 公開 OPACアドレス
http://library.admin.tus.ac.jp/mylimedio/sea

rch/search-input.do?lang=ja

土 9：00-18：00

蔵書冊数 90,360冊 主要分野 工学、経営学

開館日・時間

月-金 9：00-21：00

メール libs@admin.sus.ac.jp HPアドレス http://www.sus.ac.jp/library/

図書館名 公立諏訪東京理科大学図書館

住所 〒391-0292 長野県茅野市豊平 5000-1

0266-73-1356 （直通） FAX 0266-73-9920 （直通）

アクセス
ＪＲ中央線茅野駅よりバス15分またはタクシー10分

(バスは茅野駅西口発「理科大行き」または、白樺湖線「福沢入口」下車)

電話

mailto:libs@admin.sus.ac.jp
http://library.admin.tus.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do?lang=ja
http://library.admin.tus.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do?lang=ja
mailto:libs@admin.sus.ac.jp
http://www.sus.ac.jp/library/


決済方法 相殺　切手(返却時に同封）

備考

FAX メール メールの場合は申込書（書式自由）を添付してください

決済方法 相殺　切手

貸借　受付 可 貸出期間 30日 貸出冊数

利用条件 館外貸出可 資料によっては館内閲覧のみでお願いする場合があります

申込方法 ILL

カラー1枚 不可 FAX1枚 不可

メールの場合は申込書（書式自由）を添付してください申込方法 ILL FAX メール

5冊

複写　受付 可 料金 モノクロ1枚 30

相互利用について

NACSIS-ILL 参加 料金相殺 参加

電話 026-295-1320 メール tosho@seisen-jc.ac.jp

利用手続き 身分証明書持参の上、利用申請書に記入

担当部署 図書館 担当者 田村栄子

連絡先

サービス 貸出可 ５冊以内２週間（雑誌・新聞・視聴覚資料は除く）

長期休業中 HPで確認してください

学外者の利用について

利用の可否 可 利用時間 月-金 8：45-16:50

OPACの公開 公開 OPACアドレス
http://sv2.opac.jp/paop/cgi-
bin/index.cgi?LibId=028rrw8

土
9：00-16：30

(開館日はカレンダーで確認してください）

蔵書冊数 79,600冊 主要分野 心理学・キリスト教・幼児教育

開館日・時間

月-金 8：45-18：00

メール tosho@seisen-jc.ac.jp HPアドレス http://www.seisen-jc.ac.jp/guidance/

FAX 026-295-6420 （代表）

アクセス JR飯山線・しなの鉄道三才駅下車徒歩15分　長電バス「東長野病院行き」清泉大・短大前下車

電話

図書館名 清泉女学院大学・短期大学図書館

住所 〒381-0085　長野市上野2-120-8

026-295-1320 （直通）

mailto:tosho@seisen-jc.ac.jp
http://sv2.opac.jp/paop/cgi-bin/index.cgi?LibId=028rrw8
http://sv2.opac.jp/paop/cgi-bin/index.cgi?LibId=028rrw8
mailto:tosho@seisen-jc.ac.jp
http://www.seisen-jc.ac.jp/guidance/


決済方法 ILL相殺、切手（返却時に同封）

備考

FAX

決済方法 ILL相殺、切手（後納）

貸借　受付 可 貸出期間 2週間(郵送期間含む） 貸出冊数

利用条件 館外貸出可 参考図書、報告書など一部貸出不可

申込方法 ILL

カラー1枚 不可 FAX1枚 不可

申込方法 ILL FAX

5冊

複写　受付 可 料金 モノクロ1枚 40円

相互利用について

NACSIS-ILL 参加 料金相殺 参加

電話 0265-81-5128 メール toshokan@nagano-nurs.ac.jp

利用手続き 身分証明書持参の上、申込書に記入。利用証を発行。

担当部署 図書館 担当者 清水・堀内

連絡先

サービス 貸出可 5冊まで2週間

実習期間中
休業中

9:00-21:00
9:00-17:00

学外者の利用について

利用の可否 可 利用時間 月-金
9:00-19:00

(休業中は17:00まで）
土

10:00-16:00
(実習期間中のみ)

OPACの公開 公開 OPACアドレス http://221.121.183.19/opac/index.html

土 10:00-16:00（実習期間中のみ）

蔵書冊数 74,933冊 主要分野 看護

開館日・時間

月-金 9:00-19:00

メール toshokan@nagano-nurs.ac.jp HPアドレス
http://www.nagano-

nurs.ac.jp/library/index.html

FAX 0265-81-5150 （代表）

アクセス JR飯田線　大田切駅より徒歩15分

電話

図書館名 長野県看護大学付属図書館

住所 〒３９９－４１１７　駒ヶ根市赤穂１６９４番地

0265-81-5128 （代表）

mailto:toshokan@nagano-nurs.ac.jp
http://221.121.183.19/opac/index.html
mailto:toshokan@nagano-nurs.ac.jp
http://www.nagano-nurs.ac.jp/library/index.html
http://www.nagano-nurs.ac.jp/library/index.html


決済方法
〈相殺館〉ILL文献複写等サービスによる相殺
〈非相殺館〉ゆうパック着払い発送

備考

FAX

決済方法
〈相殺館〉ILL文献複写等サービスによる相殺
〈非相殺館〉後納・銀行振込

貸借　受付 可 貸出期間 1か月 貸出冊数

利用条件 館外貸出可

申込方法 ILL

申込方法 ILL FAX

3冊

カラー1枚 不可 FAX1枚 不可

相互利用について

NACSIS-ILL 参加 料金相殺 参加

複写　受付 可 料金 モノクロ1枚 40円

メール

サービス

担当部署 図書館 担当者

利用手続き 身分証明書持参の上、申込書に記入。利用証を発行。

宮﨑　歩美

lib@u-nagano.ac.jp

月-金 8：30-20：00

連絡先 電話 026-462-1441

メール HPアドレス

閲覧のみ

長期休業時
（月-金）

8：30-17：00

土 8：30-17：00

経営学・教育・栄養学・文学

学外者の利用について

利用の可否 可

開館日・時間

公開 OPACアドレス
https://u-nagano-

lib.opac.jp/opac/Advanced_search

lib@u-nagano.ac.jp

（直通）

蔵書冊数 100,000冊 主要分野

図書館名 長野県立大学図書館

住所 〒380-8525　長野市三輪8-49-7

https://u-nagano-lib.opac.jp

FAX 026-235-0026 （代表）

アクセス 長野電鉄/長野線　本郷駅より徒歩10分

電話 026-462-1441

OPACの公開

mailto:lib@u-nagano.ac.jp
https://u-nagano-lib.opac.jp/opac/Advanced_search
https://u-nagano-lib.opac.jp/opac/Advanced_search
mailto:lib@u-nagano.ac.jp
https://u-nagano-lib.opac.jp/


決済方法 　ILL料金相殺

備考

利用条件 館外貸出可

申込方法 ILL

決済方法 　ILL料金相殺

貸借　受付 可 貸出期間 21日間 貸出冊数 2冊まで

カラー1枚 - FAX1枚 不可

申込方法 ILL

複写　受付 可 料金 モノクロ1枚 35

相互利用について

NACSIS-ILL 参加 料金相殺 参加

担当部署 学生課図書係 担当者 水津幸江

連絡先 電話 026-295-7005 メール tosho@nagano-nct.ac.jp

サービス 貸出可 　2冊まで2週間

利用手続き 身分証明書持参の上、申込書に記入。利用証を発行。

学外者の利用について

利用の可否 可 利用時間 月-金
（長期休業中）

8：30-20：00
（8：30-17：00）

土
（長期休業中）

9：30-17：00
（休館）

蔵書冊数 76,000冊 主要分野 技術・工学

開館日・時間

月-金 8：30-20：00 土 9：30-17：00

長期休業中
（月-金）

8：30-17：00
長期休業中

（土）
休館

メール tosho@nagano-nct.ac.jp HPアドレス
http://www.nagano-

nct.ac.jp/guide/library/info/index.php

OPACの公開 公開 OPACアドレス
https://libopac3-

c.nagaokaut.ac.jp/opac/opac_search/?kscode=0
22

（直通）

図書館名 長野工業高等専門学校図書館

住所 〒381-8550　長野市大字徳間716

アクセス
電車：しなの鉄道 北しなの線「三才駅」下車　徒歩約15分
バス：JR長野駅善光寺口から長電バス「宇木・三才駅・市民病院経由柳原行き」または「檀田・三才駅
経由柳原行き」乗車（約30分）、「高専」で下車

電話 026-295-7005 （直通） FAX 026-295-7108

mailto:tosho@nagano-nct.ac.jp
mailto:tosho@nagano-nct.ac.jp
http://www.nagano-nct.ac.jp/guide/library/info/index.php
http://www.nagano-nct.ac.jp/guide/library/info/index.php
https://libopac3-c.nagaokaut.ac.jp/opac/opac_search/?kscode=022
https://libopac3-c.nagaokaut.ac.jp/opac/opac_search/?kscode=022
https://libopac3-c.nagaokaut.ac.jp/opac/opac_search/?kscode=022


決済方法 　切手（返却時に同封）

備考

メール 郵送

決済方法 　切手　

貸借　受付 可 貸出期間 1か月 貸出冊数

利用条件 館内閲覧のみ

申込方法 FAX

申込方法 FAX メール 郵送

5冊まで

カラー1枚 不可 FAX1枚 不可

相互利用について

NACSIS-ILL 不参加 料金相殺 不参加

複写　受付 可 料金 モノクロ1枚 30円

連絡先 電話 026-241-0308 メール

サービス

担当部署 図書館 担当者

利用手続き 　学長・図書館長が許可した場合、図書館を利用することができます。

高山さつき

lib@nagajo-junior-college.ac.jp

土

学外者の利用について

利用の可否 不可

月-金 8：30-17：00開館日・時間

lib@nagajo-junior-college.ac.jp

（代表）

蔵書冊数 30,000冊 主要分野

OPACの公開

メール HPアドレス

家政・食物栄養・福祉

非公開

図書館名 長野女子短期大学図書館

住所 〒380-0803　長野市三輪9-11-29

http://www.nagajo-junior-college.ac.jp/

FAX 026-241-0307 （代表）

アクセス 長野電鉄本郷駅より徒歩5分

電話 026-241-0308

mailto:lib@nagajo-junior-college.ac.jp
http://www.nagajo-junior-college.ac.jp/


備考

（直通）

利用条件 館内閲覧のみ

決済方法

可 貸出期間

決済方法 NII料金相殺。なお、非相殺館は、お問い合わせ下さい。

申込方法 ILL FAX

貸借　受付

申込方法 ILL FAX

発送日を含め30日 貸出冊数 5冊以内

可 料金 モノクロ1枚 40円

NII料金相殺。なお、非相殺館は、お問い合わせ下さい。

カラー1枚 100円 FAX1枚

担当部署 附属図書館 担当者 岡本 潤

連絡先 電話

相互利用について

NACSIS-ILL 参加 料金相殺 参加

複写　受付

学外者の利用について

利用の可否 可 利用時間
月-金

(長期休業中)

0268-39-0005 メール toshokan@nagano.ac.jp

利用手続き 身分証明書持参の上、申込書に記入。利用者証を発行（無料）

8：30-20：00
(8：30-17：00)

土
(長期休業中)

8：30-15：00
(8：30-12：00)

サービス 貸出可

メール toshokan@nagano.ac.jp

5冊まで14日間

OPACの公開 公開 OPACアドレス
http://lib.nagano.ac.jp/intrasite/CARINWEB

OPAC.HTM

土 8：30-15：00

蔵書冊数 147,383冊 主要分野 福祉全般・社会学・経営・情報・環境・観光

8：30-12：00
長期休業中

（土）

開館日・時間

図書館名 長野大学附属図書館

住所 〒386-1298　長野県上田市下之郷658-1

FAX 0268-39-0006

アクセス

（直通）電話

長期休業中
（月-金）

8：30-17：00

HPアドレス
http://www.nagano.ac.jp/outline/facilities/l

ibrary/index.html

JR長野新幹線・しなの鉄道上田駅より上田電鉄別所線に乗り換え、大学前駅より徒歩約10分

0268-39-0005

月-金 8：30-20：00

mailto:toshokan@nagano.ac.jp
mailto:toshokan@nagano.ac.jp
http://lib.nagano.ac.jp/intrasite/CARINWEBOPAC.HTM
http://lib.nagano.ac.jp/intrasite/CARINWEBOPAC.HTM
http://www.nagano.ac.jp/outline/facilities/library/index.html
http://www.nagano.ac.jp/outline/facilities/library/index.html


決済方法 郵便振替　

備考

FAX 郵送

決済方法 郵便振替　　（口座番号：00540-1-3945　　加入者名：松本歯科大学図書館相互貸借係）

貸借　受付 可 貸出期間 2週間 貸出冊数

利用条件 館外貸出可

申込方法 ILL

カラー1枚 50 FAX1枚 50

申込方法 ILL FAX 郵送

3冊まで

複写　受付 可 料金 モノクロ1枚 30

相互利用について

NACSIS-ILL 参加 料金相殺 不参加

電話 0263-51-2124 メール info_lib@mdu.ac.jp

利用手続き 身分証明書持参の上、利用申込書に記入。貸出希望者（医師･歯科医師）には、「利用証」を発行。

担当部署 図書館 担当者 塩原　則子

連絡先

サービス 貸出可 5冊まで2週間。(医師･歯科医師のみ利用可)

学外者の利用について

利用の可否 可 利用時間 月-金
8：30-19：00

（状況に応じて変更あり）
土 8：30-12：30

OPACの公開 公開 OPACアドレス https://mdu.opac.jp/

土 8：30-12：30

蔵書冊数 140,000冊 主要分野 歯科学・医学

開館日・時間

月-金
8：30-19：00

（状況に応じて変更あり）

メール info_lib@mdu.ac.jp HPアドレス http://www.mdu.ac.jp/library/

FAX 0263-52-6597 （直通）

アクセス JR中央本線　塩尻駅より車を利用した場合、約5分。徒歩約25分。

電話

図書館名 松本歯科大学図書館

住所 〒399-0781　塩尻市広丘郷原1780

0263-51-2131 （直通）

mailto:info_lib@mdu.ac.jp
https://mdu.opac.jp/
mailto:info_lib@mdu.ac.jp
http://www.mdu.ac.jp/library/


決済方法 着払い

備考

決済方法 銀行振込、定額小為替

貸借　受付 可 貸出期間 1ヶ月 貸出冊数

利用条件 館外貸出可 ※貴重図書は館内閲覧のみ

申込方法 FAX

カラー1枚 80円 FAX1枚

申込方法 FAX

5冊まで

複写　受付 可 料金 モノクロ1枚 40円

相互利用について

NACSIS-ILL 不参加 料金相殺 不参加

電話 0263-48-7206 メール lib@matsu.ac.jp

利用手続き 来館毎に「申込書」に記入、もしくは松本大学図書館ゲストカードを申請して下さい。

担当部署 図書館 担当者 田中 雅俊(神田 操)

連絡先

サービス 閲覧のみ インターネット

学外者の利用について

利用の可否 可 利用時間 月-金 9:00-20:30 土 9:00-17:00

OPACの公開 公開 OPACアドレス http://opac.matsu.ac.jp/opac4/opac/top/

土 9:00-17:00

蔵書冊数 110,000冊 主要分野 経済・経営・栄養・スポーツ・教育

開館日・時間

月-金 9:00-20:30

メール lib@matsu.ac.jp HPアドレス
http://www.matsumoto-

u.ac.jp/general/support/library/

FAX 0263-48-7296 （直通）

アクセス 松本電鉄上高地線　「北新・松本大学前」駅下車徒歩1分

電話

図書館名 松本大学図書館

住所 〒390-1295　松本市新村2095-1

0263-48-7206 （直通）

mailto:lib@matsu.ac.jp
http://opac.matsu.ac.jp/opac4/opac/top/
mailto:lib@matsu.ac.jp
http://www.matsumoto-u.ac.jp/general/support/library/
http://www.matsumoto-u.ac.jp/general/support/library/


決済方法 切手

備考

郵送

決済方法 切手

貸借　受付 可 貸出期間 1ヶ月 貸出冊数

利用条件

申込方法 FAX

申込方法 FAX 郵送

カラー1枚 FAX1枚 不可

相互利用について

NACSIS-ILL 参加（現在ILLでの受付は不可） 料金相殺 不参加

複写　受付 可 料金 モノクロ1枚 30円

メール

サービス

担当部署 図書館 担当者

利用手続き 事前電話が必要です。人物を証明するものを持参の上、「申込書」に記入。

下澤純奈

mat-tosho@poa.matsumoto.ne.jp

月-金 8:30-20:00

連絡先 電話 0263-58-4461 

メール HPアドレス

※基本的には不可ですが、希望者から連絡を頂いた場合には個々に対応いたします。

土 試験期　9：00～14：00

看護･介護・幼児教育

学外者の利用について

利用の可否 不可

開館日・時間

公開（一部）

mat-tosho@poa.matsumoto.ne.jp

（直通）

蔵書冊数 47,000冊 主要分野

図書館名 松本短期大学図書館

住所 〒399－0033　松本市笹賀3118

http://www.matsutan.jp/

FAX 0263-58-3643 （代表）

アクセス JR篠ノ井線村井駅より徒歩30分　　松電ﾊﾞｽ朝日線「短大口」下車徒歩5分

電話 0263-58-4461

OPACの公開

mailto:mat-tosho@poa.matsumoto.ne.jp
mailto:mat-tosho@poa.matsumoto.ne.jp
http://www.matsutan.jp/

