
図書館利用者の皆様へ / To Library users 

政府の緊急事態宣言を受けた附属図書館の閉館について  

Library close for the state of emergency from Government  

 

政府の緊急事態宣言を受け、下記の期間、附属図書館は閉館します。(マルチメディア・ラウンジおよ

びシアター・ラウンジも含みます。)  

 

記 

 

 

閉館期間  

令和 2 年 4 月 17 日(金) 17 時～令和 2 年 5 月 7 日(木) 9 時  

 

電子図書館システム(http://library.naist.jp/)のサービスはご利用いただけます。  

 

図書の返却  

・4 月 1 日以降が返却日になっている貸出は、一律返却期限日を 5 月 18 日(月)に延長します。  

・図書館棟 1 階玄関に返却用ポストを設置します。  

 他大学他機関から借用している図書は返却ポストに入れないよう、お願いします。  

 

予約図書  

・返却期限延長に伴い、受け取り待ちの図書の返却が遅くなりますがご了承ください。  

・現在受け取り待ちの資料は 5 月 13 日(水)まで受け取り期間を延長します。  

 

相互貸借  

閉館中も各種依頼は受付けますが、現物貸借・複写サービスは、他機関の業務縮小・休館により遅

延、キャンセルが発生しています。なにとぞご了承ください。  

速達での依頼も通常便と到着に差がない状態です。ご注意ください。  

また、他機関から借用した図書はブックポストを利用しての返却はできません。ご協力をお願いいたし

ます。  

 

校費での依頼  

・文献複写はこれまで通り配達します  

・現物貸借は別途ご連絡します。  

http://library.naist.jp/


私費での依頼  

・到着の連絡をしますので、引き渡し日時をご連絡ください。  

 現物貸借で借用した図書は、延長できないものが多くあります。  

県立図書情報館への依頼  

・4 月 16 日以降に申し込みのあった資料は、先方への依頼を保留します。  

 4 月 30 日に先方に依頼しますので、到着は 5 月 7 日(木)以降になります。  

・すでに申し込みの資料は、到着の連絡をしますので、引き渡し日時をご連絡ください。  

・延長はできません。  

   

シアターラウンジ・マルチメディアラウンジの予約  

・新規受付を停止します。  

 すでに予約済みの方は、利用可能です。  

 

ご理解とご協力をお願いいたします。  

 

------------------------------------------  

 

The NAIST Library (including Multimedia Lounge/Theater Lounge) will be closed from 5pm 

TODAY,  Friday, April 17th to 9am on Thursday, Mar. 7th, 2020.  

 

All services for the Digital Library System (http://library.naist.jp/) will be available during the closing 

period.  

 

How to return books  

 Due date for all books and materials after April 1st is extended to Monday, May 18th.  

 Please return borrowing books to the book-drop box at the entrance of the library building.  

 When you return the books borrowing from other libraries, please don’t return them to the box.  

 

Book reservation  

 Please note that reserved books will be delayed to pass you due to the extension of the return period for 

the previous borrower.  

Due period for the books you reserved already will be extended to borrow until Wednesday, May 13th.  

 

Inter Library service  

 Inter-library service is available though borrowing books and cope services will be delayed or canceled 

due to the contraction or closure of other libraries. There also will not be any differences between regular 
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and express delivery.  

 Please do not return books borrowing from other university libraries to the book-drop box.  

 

To order using public fee  

 Photocopy will be delivered as usual.  

 We will contact you individually for borrowing books from other libraries.  

 

To order using private fee  

 We will contact you when photocopies or books arrive.  

 Some library will not be extended due date for borrowing books.  

 

To order to Nara prefectural library and information center  

 We will suspend the request submitted after April 16th to Nara Pref. library, and request after April 

30th.  

 So the requested books will arrive after Thursday, May 7th or later.  

We will contact you directly when requested books arrive. Please note that the due date cannot be 

extended.  

 

Reservation of Theater Lounge / Multimedia Lounge  

 We do not accept new reservation for the Theater Lounge and Multimedia Lounge.  

Reservations already made by April 16th are valid.  

 

Thank you for your understanding and cooperation.  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*  

 奈良先端科学技術大学院大学  

 企画・教育部学術情報課  

 情報サービス・電子図書館係 (情報サービス担当)  

 Information and Digital Library Services Division  

 Nara Institute of Science and Technology  

 〒630-0192  

 奈良県生駒市高山町 8916-5  

 8916-5 Takayama, Ikoma, Nara  
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