１5 施設設備
◆施設設備の使用にあたって
大学の施設・設備は学生のみなさんが利用します。

◆教室・学部棟
時間割等に記載されている授業等で使用する教室
や教員の研究室の番号は以下のような意味を持って
います。

大切に取扱い、また他の利用者に迷惑がかからないよ

L

１

棟記号

階数

０

８

う心がけましょう。
＜バーベキュー等を行う場合＞
バーベキューなど行う場合、永平寺キャンパスでは

番号

「バーベキュー使用願」を本部棟２階の財務課に提出し
てください。なお、バーベキューが可能な場所は「体育

＜棟記号＞

館西側の芝生広場」および「生物資源学部棟北側の芝

・永平寺キャンパス

生広場」のみです。
小浜キャンパスでは、同申請書を企画サービス室へ

Ａ

… 講堂・多目的ホール

Ｌ

… 共通講義棟

提出し、あわらキャンパスでは、事務室に提出してくだ

ＢＮ、ＢＷ … 生物資源学部棟

さい。

Ｎ

… 看護福祉学部棟

Ｅ

… 経済学部棟

Ｉ

… 図書館棟

必ず許可を受けるとともに、場所などの指示に従って
火災を起こすことの無いよう十分注意してください。
＜設備を破損した場合＞
ガラスや設備を破損した場合、またはこれらの破損を

・小浜キャンパス

発見した場合は速やかに財務課（本部棟２階）、小浜キ

・あわらキャンパス

ャンパスは企画サービス室、あわらキャンパスは事務室

Ｍ
Ｓ

… 海洋生物資源学部棟
… 生物資源学部棟

まで報告してください。
＜喫煙場所＞
大学の建物内は全面禁煙となっています。
喫煙は屋外の灰皿が設置してある４ヶ所で行うことと
し、歩きタバコ、吸殻のポイ捨ても禁止です。
＜通路・廊下＞
各フロアには非常口が設けられています。災害時、
迅速に避難できる様に通路や廊下には絶対に物を置

＜利用の手続き＞
クラブ・サークル等で教室を使用する場合、永平寺
キャンパスは教育推進課で使用状況を確認後、財務課
に、小浜キャンパスは企画サービス室、あわらキャンパ
スは事務室に「施設使用許可願」を提出し、許可を得て
ください。使用する際は、他の教室利用者に迷惑がか
からないようにしてください。

かない様にしてください。

◆体育施設
◆駐車場
自動車（４輪自動車）で通学し、駐車場を使用する
場合は、通学用自動車届を学生カウンター、小浜キ
ャンパスは企画サービス室、あわらキャンパスは事
務室に提出してください。構内道路上での駐車は交
通の妨げとなるので絶対しないでください。
駐車場内の盗難・事故について、大学は責任を負い
ません。

体育館・グラウンド等の体育施設の使用を希望する
場合は、「施設使用許可願」を財務課（本部棟２階）、小
浜キャンパスは企画サービス室に提出して、許可を得
てください。
ただし、体育の授業時間内は使用できません。

＜資料検索＞
所蔵資料は館内の検索端末やネットワークに接続し

◆図書館
＜開館時間＞

ている端末で検索できます。
開 講 期

休業期

本学で契約しているもの、無料で公開されているもの

9：00～17：00

開
館

月
～
金

土

夜間延長
永平寺 17:00～21:30
小 浜 17:00～21:00

＜電子ジャーナル・データベースの利用＞

9：00
～17：00

が閲覧できます。
①永平寺キャンパス・小浜キャンパス図書館閲覧室
の専用端末で利用できます。

9：00～17：00

－

②情報演習室のＰＣなど学内ネットワークに接続され
た端末で、図書館ホームページから利用できます。

・日曜日、国民の祝日、休業期の土曜日

閉
館

・年末年始(12月29日～翌1月3日)
・月末整理（1・7 月を除く月の平日最後の日）
・その他図書館長が必要と認めた日

＜書庫入庫＞
書庫に入庫する場合は、図書館カウンターに申し出
てください。
＜レファレンス・サービス＞
カウンターでは、次のサービスを行います。

＜利用上の注意＞
・静粛を保ち他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
・協議、集会その他の会合に類する行為をしないこと。
・飲食、喫煙、携帯電話の使用をしないこと。
ただし、ペットボトル等ふたの付いた飲み物は可。
・その他係員の指示に従ってください。

①文献所在調査
②人名、地名、言葉、事柄等の事項調査
③特定のテーマに関する調査、資料紹介
＜文献複写＞
本学の学術資料を教育・研究のために、複写・撮影す
ることができます。附属図書館長の許可が必要ですの

＜貸出＞

で、図書館カウンターに申し出てください。

①貸出期間と貸出冊数
区 分
貸出期間
学生
2週間以内
研究科所属の学生
2ヶ月以内

＜相互貸借＞

上記以外

2週間以内

貸出冊数
5冊以内
20冊以内
5冊以内

②貸出手続
借りたい図書と学生証をカウンターに持参し、貸出手
続きを受けてください。
③返却手続
貸出を受けた図書は、期限までにカウンターへ返却
してください。
④督促および貸出停止
貸出期限を超過した場合、督促を行います。なお、返
却されるまで新規貸出は停止されます。
⑤弁償
学術資料を汚損、破損、亡失した場合修復または補
充に要する費用を負担していただきますので、取扱
いに注意してください。
⑥貸出禁止の資料
・禁帯出の表示がある図書
・逐次刊行物
・製本雑誌
・新聞（縮刷版を含む）
・視聴覚資料

本学に所蔵していない学術資料は、全国の大学図書
館、県内の公共図書館から借りることやコピーを取り寄
せることができます。図書館カウンターに相談してくだ
さい。
＜他大学図書館の利用＞
紹介状等が必要な場合は、発行しますので、時間に
余裕をもって図書館カウンターへお越しください。

◆図書館棟ロビー
ロビーは、休憩、談話、グループ学習、自習などに利
用できます。カフェ・スペースとして自動販売機を備え
ていますが、以下のルールを守ってください。
飲食できるもの

食
べ
物
飲
み
物

軽食

飲食できないもの
においの強いもの

サンドウィッチ、

汁もの

パン、おにぎり等

カップ麺、カレー等

ジュース、お茶
牛乳等

アルコール飲料

④ 室内での飲食や喫煙行為
⑤ 室内への濡れた傘の持込み（水漏れがないように
ナイロン袋等に入れた傘は可）
⑥ 土足での入室や、靴箱外への靴やスリッパの放置
上記①～⑥の行為に対しては、以下のように段階的
に情報演習室等の利用を禁止します。
・１回目

… 次回対象の行為があったら利用を
禁止する旨を警告します。

・２回目

… １週間、利用を禁止します。

・３回目

… １ヶ月間、利用を禁止します。

・４回目以降 … １年間、利用を禁止します。

角机・新聞台は飲食禁止です。丸机・ソファーで飲食し

＜利用上の注意＞

てください。

①印刷用紙の使用量が上限値（出力場所に関わらず

◆情報演習室
情報演習室は、授業・演習等で使用している場合を
除き、下記のとおり利用できます。

◎永平寺キャンパス
＜利用できる演習室および利用時間＞

ユーザＩＤ毎に年間 300 枚）を超えてはいけませ
ん。ただし、教育研究上正当な理由があれば、印刷
用紙の上限値を変更することができますので、情
報ネットワーク管理室（図書館棟１階）に現金を納
めて下さい。単価は 20 枚追加で 10 円です。
②その他、担当職員の指示に従ってください。
※各学部棟にある情報演習室については、学部に

・各学部棟の情報演習室（※）

よって取扱いや利用時間等が異なるので、各自掲

・共通情報演習室、LL教室

示等により確認してください。

＜共通情報演習室、LL教室の利用時間＞
利用時間

原則 月～金曜日 9:00～20:00

利 用 で き ・土曜日、日曜日、国民の祝日に
ない日

関する法律に規定する休日
・年末年始(12月29日～翌1月3日)
・夏季・冬季・春季休業日
・その他管理者が定める日
＊ただし、休業期間中は第１共通情報演習室

◎小浜キャンパス
＜利用できる演習室および利用時間＞
・情報処理演習室
利用時間 月～金曜日 8：00～24：00
※休業期間中も同じ
利 用 で き ・土曜日、日曜日、国民の祝日に関する
ない日
法律に規定する休日

のみ、平日9：00～19：00の間利用が可能で

・年末年始(12月29日～翌1月3日)
・その他施設管理上支障のある日

す。

＊ただし、土曜日、日曜日、祝日については、
事前に許可を受けて8:00～17:00の間利用が

＜利用手続＞
情報演習室等を利用しようとする場合は、福井県立
大学情報システム利用要領に従って利用手続きを行っ
てください。
＜禁止事項＞
福井県立大学情報システム利用要領に規定する遵
守事項に違反すること、および情報演習室等において
次の行為を行うことを禁じます。
①コンピュータ、関連機器およびマニュアル等の無断
持ち出しや破損行為
② マニュアルや出力紙、ゴミ等の放置
③ 室内での携帯電話等の会話使用

可能です。

◆学生会館（永平寺キャンパス）
＜談話室、ホール＞
１階に談話室、ホールを設けていますので、休憩や

学生のみなさんが施設の使用を希望する場合は、事
前に永平寺キャンパスは財務課（本部棟２階）に、小浜
キャンパスは企画サービス室に施設使用許可願を提出
し、許可を得てください。

談話などに利用してください。ホール等を使用する場
合は、財務課（本部棟２階）に「施設使用許可願」を提出

＜永平寺キャンパス＞
施 設 名

し、許可を得てください。

収容人数

＜売店・書店＞
１階に売店、書店があります。営業時間は以下のとお

講堂

700人

多目的ホール

170人

りです。

＜小浜キャンパス＞

営業時間

月～金曜日

休業日

土曜日、日曜日、国民の祝日に関す

施 設 名

9:00～17:00

る法律に規定する休日
年末年始(12月29日～翌1月3日)

多目的ホール
１０２セミナー室
１０３セミナー室
１０４講義室
和室

収容人数
170人
30人
30人
35人
20人

※大学が休業期間中の営業日および営業
時間等はその都度掲示します。

◆ 県大レストラン
永平寺、小浜キャンパスに県大レストランがあります。
＜永平寺キャンパス＞（学生会館１階）

◆ 永平寺町・新町ハウス
永平寺町・新町ハウスは、永平寺町松岡吉野堺地区
の住民から永平寺町に寄附された住宅を、同町から無
償で借り受け、本学の施設として活用しているものです。
吉野堺地区には、地域の祭りや行事など、古くから

営業時間

月～金曜日 11：00～14：00

の地域文化・生活コミュニティが残っています。また、新

休業日

土曜日、日曜日、国民の祝日に関す

町ハウスは、福井ならではの生活様式を反映した民家

る法律に規定する休日および

をそのまま活用しており、地域の生活文化を一層身近

年末年始(12月29日～翌1月3日)

に感じることができます。

※上記以外の休業等については、そ
の都度お知らせします。

学生のみなさんも、大学関連イベント・会議等の開催
や、ゼミ活動、部活動・サークル活動、地域住民との交
流イベント（祭事等）、その他様々な活動の場として活

＜小浜キャンパス＞（交流センター２階）
営業時間

不定休 11：00～15：00

休業日

年末年始(12月29日～翌1月3日)
※上記以外の休業等については、そ
の都度お知らせします。

用できます。
使用を希望する場合は、原則２週間前（人数が多い
〔２０名以上〕行事の場合は１か月前）までに、使用申請
書を財務課（本部棟２階）に提出し、許可を得てください。
なお、当施設の性格上、近隣の迷惑にならないよう
最大限の配慮が必要となる他、いくつか注意事項が

県大レストランの隣には、一般の方向けのレストラン

ありますので、それらをよく理解して利用してくだ

「キッチンBOO（キッチンブー）
」が併設されています。

さい。

◆講堂・多目的ホール
「地域社会と連携した開かれた大学」を推進する施設
として、永平寺・小浜両キャンパスに講堂や多目的ホー
ルなどが設置されています。入学式、卒業式などは永
平寺キャンパスの講堂で行います。また、公開講座や
講演会等の開催をはじめ、地域住民の学習活動支援
のために一般にも貸し出ししています。

利用時間

9：00～20：00（宿泊時以外）

利用でき
ない日

・年末年始（12 月 29 日～翌 1 月 3 日）
・その他管理者が定める日

◆World Café（永平寺キャンパス）
「World Café(ワールドカフェ)」は、学生が気軽に英語
を話したり、留学生と交流したりする部屋です。外国語
や異文化を｢楽しみながら学ぶ｣空間を目指しています。
部屋には英語を母国語とする外国人のインストラクター
が常駐し、学生スタッフも運営に携っています。
インストラクターとの英会話を自由に楽しむことがで
きるほか、TOEIC試験対策や英会話学習、留学情報の
収集をすることもできます。テレビで海外の映画を見た
り、新聞や雑誌を読んだり、ゲームやクイズを楽しんだ
りして、友人や留学生、インストラクター、学生スタッフと
リラックスして語り合うことができます。
開室時間

11：00～17：00
（大学休業日を除く月曜から金曜）

図書
・資料

TOEIC問題集、リスニングCD付き洋
書、各国英語旅行ガイドブック、海外
留学情報誌、日本語学習者向け雑誌
など常備

◆Ocean’s X（小浜キャンパス）
小浜キャンパスでは、外国語会話と多文化交流を目
的とした交流スペース「Ocean’s X（オーシャンズエッ
クス）」を開設しています。
海の見える小浜キャンパスで世界と交流するスポット。
TOEIC試験対策やレポートの添削はもちろん、インスト
ラクターを囲んでの英語でのディスカッションやゲーム
などを楽しんでいます。
日本語での会話も、途中参加・途中退出も自由で、
英語だと身構えることなく気軽に参加しています。
開室時間

9：00～20：00
（大学休業日を除く月曜から金曜）

・インストラクター在室日時
火・水・金曜
16：30～18：30
図書
・資料

映画による英語学習ソフト、TOEIC問
題集、海外情報雑誌など常備

