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各大学の図書館には、公共図書館では収集していない貴重な資料が大量に所蔵されています。一般

利用者に開放している大学も多くありますが、そのほとんどが事前照会や紹介状を必要としています。 

ここでは主に一般の方への利用条件、各サービスをご紹介します。 

注:卒業生や各大学所属者等は利用条件が異なりますので、ホームページ等でご確認ください。 

注:開館時間等は事前に電話・ホームページでご確認ください。 

 

 
 
 

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

北海道大学附属図書館 可 2冊15日 可

北）北8条西5丁目

℡011-706-3956

https://www.lib.hokudai.ac.jp/

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

北海道教育大学附属図書館 可 5冊14日 可

北）あいの里5条3丁目1-6

℡011-778-0288

https://s-
opac.sap.hokkyodai.ac.jp/library/

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

小樽商科大学附属図書館 可 5冊16日 可

小樽市緑3丁目5-21

℡0134-27-6541

https://library.otaru-uc.ac.jp/

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

札幌市立大学附属図書館 可 3冊14日 可

芸術の森キャンパス　南）芸術の森1丁目
桑園キャンパス　  　　中）北11条西13丁目

℡011-592-5383（芸）
   011-726-2780（桑）

http://www.lib.scu.ac.jp/

学術研究・調査・生涯学習目的の一般市
民（高校生以下は不可）。閲覧：身分証
明書要。貸出：利用証発行（交付申請
書、写真（縦27㎜×横24㎜）、返信用封
筒（82円切手貼付）、身分証明書等要）
（年度末まで有効）。申請当日の貸出不
可（利用証は申請後１週間程度で郵送さ
れる）。
他大学の学生には利用証は発行しな
い。

その他のサービス

土・日・祝日開館あり。
貸出は開架閲覧室資料のみ。

図書館利用証（18歳以上高校生除く）を
発行（年度末まで有効）。身分証明書
要。
入館：身分証明証要
貸出：18歳以上（高校生不可）
18歳未満あるいは高校生は17時まで閲
覧のみ可。

その他のサービス

土・日・祝日開館あり。視聴覚資料は館内
視聴のみ。
教科書・教育関係充実。

閲覧：身分証明書要。
貸出：後志及び石狩振興局館内在住の
18歳以上（高校生以下は除く）。又は小
樽市内の事業所に勤務する18歳以上の
方に限る。「利用者IDカード」を発行（当
該年度有効）。身分証明書要。
入館：年齢制限なし（高校生以下17時ま
で）

その他のサービス

土・日・祝日開館あり。
レファレンスサービスあり。
高齢・身障者向けの宅配貸出サービス（送
料自己負担）あり。

18才以上。
入館：身分証明書要。
貸出：図書館利用カード発行(年度内有
効）（身分証明書要）。
桑園キャンパスも同様。 その他のサービス

土曜開館あり。
視聴覚コーナー・ＰＣコーナーあり（利用カー
ド登録者のみ）。レファレンスサービスあり。

札幌市内及び近郊の 

大学図書館の利用方法 



 

 

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

札幌医科大学附属
　　　　総合情報センター

可 不可 可

中）南1条西17丁目

℡011-611-2111

https://infonavi.sapmed.ac.jp/jpn/

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

藤女子大学図書館 可 不可 可

本館　　　北）北16条西2丁目
花川館　 石狩市花川南4条5丁目

℡011-736-5407（本）
   0133-74-8339（花）

https://www.fujijoshi.ac.jp/library/

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

天使大学図書館 可 不可 可

東）北13条東3丁目1-30

℡011-741-1051

https://www.tenshi.ac.jp/lib/

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

北星学園大学図書館 可
図書3冊14日
雑誌1冊3日

可

厚）大谷地西2丁目3-1

℡011-891-2664

https://opac.hokusei.ac.jp/library/

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

北海学園大学附属図書館 可 不可 可

豊）旭町4丁目1-40

℡011-841-1161

http://library.hgu.jp/

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

北海商科大学附属図書館 可 6冊16日 可

豊）豊平6条6丁目10

℡011-841-1161

http://www.hokkai.ac.jp/activities/activi
ties02/activities02-01/

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

道都大学附属図書情報館 可
図書4冊14日
雑誌2冊14日

可

北広島市中の沢149番地

℡011-372-3111

https://www.seisadohto.ac.jp/tosho/an
nai.html

一般利用は公共図書館からの利用依頼状があ
れば利用可(閲覧・複写のみ）。
元教職員、卒業生、北海道内在住の地域医療
従事者、北海道職員、他大学および他教育機
関の所属の教職員、学生のみ。
（元教職員・卒業生は貸出可）
詳細はホームページで確認。

その他のサービス

一般利用は公共図書館からの利用依頼
状があれば利用可(閲覧・複写のみ）。
卒業生、旧教職員、大学関係者等は貸
出等利用可能（詳細はＨＰで確認）。
石狩市民は石狩市民図書館発行の紹介
状必要（貸出可）。
身分証明書要。

その他のサービス

土曜開館あり。

一般利用は公共図書館からの利用依頼
状があれば利用可(閲覧・複写のみ）。
卒業生、有資格者（看護師、保健師、助
産師 、（管理）栄養士）等は利用可。詳
細はＨＰで確認のこと 。
事前に電話連絡が必要。

その他のサービス

土、日、祝日開館あり。

調査・学習・研究目的の18歳以上及び高校
生。利用は身分証明要（運転免許証、健康
保険証、パスポート等）。高校生は生徒手帳
要。
継続的な利用、及び貸出を利用する場合は
利用者カード（年度内有効）に貼付する写真
（3cm×3cm）要。尚、高校生は貸出不可。
自家用車での来館不可。

その他のサービス

　土日開館あり。

原則市民開放なし。
他の図書館・機関等からの紹介状、身分
証明書要。卒業生は紹介状がなくても身
分証明書があれば、貸出等利用可能
（詳細は確認してください）。

その他のサービス

土曜開館あり。

18歳以上（高校生除く）。
利用カード発行（身分証明書要、年度内
（～3/31）有効）

その他のサービス

土曜開館あり。
レファレンスサービスあり。

身分証明書要。

その他のサービス

視聴覚資料は館内貸出のみ。
無線LANの利用サービスを実施。



 

 

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

酪農学園大学附属図書館 可 5冊14日 可

江別市文京台緑町582 

℡011-388-4141

http://library.rakuno.ac.jp/

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

札幌学院大学図書館 可 5冊14日 可

江別本館：江別市文京台11

新札幌分館：厚）厚別中央1条5丁目1-1

℡011-386-8111

https://library.sgu.ac.jp/HP/

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

北海道情報大学図書館 可 5冊14日 可

江別市西野幌59-2

℡011-385-3778

http://www.do-johodai.ac.jp/library/

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

北翔大学図書館 可 不可 可

江別市文京台23

℡011-387-3908

https://lib.hokusho-u.ac.jp/drupal/

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

札幌大谷大学・札幌大谷大
学短期大学部図書館

可 不可 可

東）北16条東9丁目1-1

℡011-741-3681

http://library.sapporo-otani.ac.jp/library/

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

札幌大学図書館 可 5冊14日 可

豊）西岡3条7丁目3-1

℡011-852-9176

https://lsvopac.sapporo-u.ac.jp/drupal/

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

札幌国際大学図書館 可 不可 可

清）清田4条1丁目4-1

℡011-881-6722

https://www.siu.ac.jp/about/detail.htmi?
content＝172

中学生以上可（18歳未満は保護者署名
押印必要）。調査・研究・学習目的で図
書館資料の利用。
閲覧：入館証発行（身分証明書要）。
貸出：利用許可証発行（年度内有効。証
明写真3㎝×3㎝（３カ月以内撮影）・身
分証明書要）。

その他のサービス

土曜開館あり。
マイクロ資料閲覧室、情報検索室利用可。
札幌市図書館と相互協力規定あり。

原則、市民開放なし。他の図書館、研究
機関からの紹介状および身分証明書要
（調査研究目的）。
卒業生、旧教職員、付属幼稚園児とその
父母には利用カードを発行（身分証明
書・在園証明書要）。

その他のサービス

土曜開館あり。

18歳以上。『北翔大学図書館利用申込
書』の記入（身分証明書要）。
卒業生は貸出可。

その他のサービス

土曜開館あり。
視聴覚資料の閲覧可。

満18歳以上で図書館蔵書資料を用いて
の調査研究のための利用。身分証明書
要。事前に電話連絡要。

その他のサービス

土曜開館あり。
視聴覚資料の閲覧可。

図書館利用証発行（顔写真付き身分証
明書要、年度内有効）。

その他のサービス

講義のある期間のみ土日祝日開館あり。

利用証発行（身分証明書要、年度内有
効）。

その他のサービス

土曜開館あり。

18才以上。大学近隣市町村に在住また
は勤務。学習・教育・研究のテーマが明
確であること。
身分証明書要(連続利用・貸出時）。
その他の利用希望者は所属する大学・
機関に附属する図書館が発行する紹介
状が必要。

その他のサービス

土曜開館あり。
データベースの利用可。



 

 

注:身分証明書が必要な図書館を利用の際には、現住所・名前が確認できる身分証明書、運転

免許証などが必要です。 

 

編集・発行:札幌市中央図書館利用サービス課調査相談係 ℡512-7355 

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

東海大学付属図書館札幌図書館
閲覧  　可
複写 不可

3冊14日
(雑誌除く）

可

南）南沢5条1丁目1-1

℡011-571-5112

http://www.plib.u-tokai.ac.jp/

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

北海道文教大学
　　　　　鶴岡記念図書館

可 不可 可

恵庭市黄金中央5丁目196番地1

℡0123-34-0023

http://libro.do-bunkyodai.ac.jp/

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

北海道科学大学図書館 可 2冊14日 可

手）前田7条15丁目4-1

℡011-688-2386

https://www.hus.ac.jp/library/

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

北海道医療大学総合図書館 可 3冊14日 可

石狩郡当別町金沢1757

札幌あいの里分館　北)あいの里2条5丁目

℡0133-23-1134（総）
   011-778-9095（分）

http://library.hoku-iryo-u.ac.jp/

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

北海道武蔵女子短期大学 可 5冊14日 可

北）北22条西13丁目

℡011-726-9705

https://www.musashi-
jc.ac.jp/library/use/

図書館名 利用条件 閲覧・複写 貸出 Web検索

光塩学園女子短期大学
南部記念図書館

不可 3冊14日 不可

南）真駒内上町3丁目1番1号

℡0120-66-1251

http://tandai.koen.ac.jp/library/

満18歳以上で、道内在住者（ただし、専
門学校以上の高等教育機関に在籍する
学生または生徒を除く）。身分証明書を
提示の上、所定の利用登録申込書に必
要事項を記入、利用証を発行。月・水・金
のみ
<学部・学科>
教養学科（図書館司書課程、ビジネス教養課
程）・英文学科・経済学科

その他のサービス

レファレンス可。
児童図書室あり（毎週金曜日開放）。

原則不可だが、地域開放日あり。（火・木
13時～17時）
登録料300円
<学部・学科>
保育科・食物栄養課

その他のサービス

利用者カード発行（身分証明書要）。
（※旧北海道薬科大学図書館、
旧北海道自動車短期大学図書館はこち
らに統合）
図書、雑誌、新聞の閲覧可（ＡＶ資料の
視聴不可）

その他のサービス

土日祝日開館あり。

図書館利用証発行（身分証明証要。年
度内有効）。
中学生以下は保護者同伴。

その他のサービス

土日開館あり。
総合図書館、あいの里分館の資料の取寄
せ・貸出可。視聴覚ブース利用可。

札幌市在住の高校生と18才以上の札幌
市民。
図書館利用カード発行（身分証明書要。
年度内有効）。
視聴覚資料、電子ジャーナル等のデータ
ベースの利用不可。

その他のサービス

土曜開館あり。

身分証明証要。
恵庭市在住で20歳以上及び大学生は貸
出可。
恵庭市民以外（20歳以上）は閲覧・複写
のみ利用可。

その他のサービス


