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１ 附属図書館
附属図書館には、様々な分野の学術情報や、学習形態に対応した学習スペースがあ

ります。また、資料を適切かつ効率的に利用する方法を学ぶ、情報リテラシー教育も
行っています。図書館を大いに活用して、学生生活を充実させましょう。

中央図書館
（五福キャンパス）

医薬学図書館
（杉谷キャンパス）

芸術文化図書館
（高岡キャンパス）

建物名 マップ 連絡先
五福 中央図書館 C４

oshiete@adm.u-toyama.ac.jp杉谷 医薬学図書館 U９

高岡 芸術文化図書館 F 棟

※学生証が図書館利用証をかねています。
※図書館のオンラインサービス『My Library』や館内のPC利用に関することは図書館カウンターで確認して

ください。

富山大学ウェブサイト>附属図書館
http://www.lib.u-toyama.ac.jp/

⑴　開館時間
曜日 授業期 試験期 休業期

中央図書館
月～金 ８：45 ～ 22：00 ９：00 ～ 17：00

土・日 10：00 ～ 17：00 10：00 ～ 20：00 休館

医薬学図書館
月～金 ９：00 ～ 20：00
土・日 ９：00 ～ 17：00

芸術文化図書館
月～金 ８：45 ～ 20：00 ９：00 ～ 17：00

土 10：00 ～ 16：00 休館

※医薬学図書館は、開館時間以外の時間帯でも、学生証を使って入退館できます。

富山大学附属図書館＞開館カレンダー
http://www.lib.u-toyama.ac.jp/calendar/calendar-now.html
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⑵　貸出冊数と期間
貸出冊数（貸出期間） 更新

中央図書館
芸術文化図書館

学部学生
図書 10 冊 （14 日）
視聴覚資料 2 点 　　 　（７日）

（各資料合計で 10 冊（点）まで）

図書のみ１回に限り更新が
できます（当該図書に予約
がない場合）

大学院生
図書 20 冊　 　　　　（30 日）
視聴覚資料２点 　　 　（７日）

（各資料合計で 20 冊（点）まで）

医薬学図書館

学部学生
図書５冊　 　　　 　 （14 日）
雑誌２冊　　 　　　 　（３日）
視聴覚資料２点　 　 　（７日）

大学院生
図書 10 冊 　　　　　（14 日）
雑誌５冊　　 　　　 　（３日）
視聴覚資料２点　 　 　（７日）

⑶　図書館の主な取り組み
学習に必要な資料 快適な学習環境 情報リテラシー教育

授業に関連する図書や、様々な
分野の入門書・専門書を整備し
ています。

個人学習からグループ学習ま
で、用途に応じた多様なスペー
スを整備しています。

適切な情報を収集し、活用でき
るよう、授業と連携した情報リ
テラシー教育を行っています。

学修相談デスク 講習会 ガイド資料

学部学生が学修について気軽に
相談できるよう、大学院生ス
タッフによる相談窓口を設置し
ています（中央図書館で実施）。

レポートの書き方や資料の探し
方、各種データベースの使い方
等、様々な講習会を実施してい
ます。

広報誌やレファレンスガイドな
どを発行し、自主的に図書館の
使い方や資料の探し方等を学べ
るよう情報発信しています。
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⑷　所蔵資料の検索
学内の資料は、蔵書検索システムOPAC（オーパック）を使って探すことができ
ます。

富山大学附属図書館OPAC
http://opac.lib.u-toyama.ac.jp/opc/

⑸　資料の取り寄せ
他キャンパスの図書館の所蔵資料を、所属キャンパスの図書館まで取り寄せて借り
ることができます。
また、必要な資料が本学に無かった場合は、他大学図書館等から取り寄せて利用す
ることができます。

⑹　ウェブ情報の提供
図書館では、電子ジャーナルやデータベース等、ウェブ情報の整備・提供も行って
います。また、学術情報リポジトリ ToRepo から本学の研究成果を発信しています。

富山大学学術情報リポジトリ ToRepo
https://toyama.repo.nii.ac.jp/

⑺　特殊コレクションの利用
図書館にはヘルン文庫や川合文書、菊池文書等の特殊コレクションがあります。利
用したい場合は、図書館カウンターで相談してください。

富山大学附属図書館中央図書館＞特殊コレクション
http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/collect.html
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２ 国際交流会館
本学に在籍する外国人留学生等の受入環境の整備及び国際交流の推進のため、国際
交流会館を設置しています。入居者の募集は、春・秋の年２回行っています。

五福国際交流会館（富山市金屋字神田 5037-2）
部屋区分 部屋数 部屋面積 留学生用 研究者用
単身室 ３９室 １６㎡ ３４室 ５室

夫婦室 　７室 ３９㎡ 　５室 ２室

家族室 　３室 ５７㎡ 　１室 ２室

杉谷国際交流会館（富山市杉谷 2630）※留学生用、研究者用の区別はありません。
部屋区分 部屋数 部屋面積 留学生用・研究者用
単身室 １８室 １９㎡ １８室

夫婦室 　３室 ３７㎡ 　３室

家族室 　４室 ５３㎡ 　４室

担当 TEL E-mail
五福 国際交流課（五福国際交流会館） 076-445-6314

kokusai@adm.u-toyama.ac.jp
杉谷 国際交流課（杉谷国際交流会館） 076-434-7662

富山大学ウェブサイト>国際交流・留学>富山大学への留学を希
望する方

五福国際交流会館について
https://www.u-toyama.ac.jp/international/study-toyama/gofuku/

杉谷国際交流会館について
https://www.u-toyama.ac.jp/international/study-toyama/sugitani/

五福国際交流会館 杉谷国際交流会館
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３ 附属病院
　富山大学附属病院は、主に重症の患者さんに先端
医療を提供する特定機能病院です。患者さんの命を
救う革新的な治療法の研究や医療人育成に取り組む
医学部を中心に、薬学部、工学部等の学部とも連携
しながら患者さんによりよい医療を提供するため、
日夜努力しています。

特に、高度な医療を必要とする患者さんの治療に
関しては、地域の病院や診療所と緊密に連携し、富
山の医療を支える最後の砦としての役割を担ってい
ます。そのため、医師をはじめ多種職種の優秀なス
タッフが協力して 24 時間体制で患者さんの治療に
取り組むとともに、先端の医療機器や設備の導入に
努めています。

本院で受診する場合は、他の医療機関からの「紹
介状」が必要となります。体調不良時には、まず、
かかりつけの医療機関か保健管理センターに相談し
てください。救急の場合は 119 番通報し、救急隊
に「富山大学の学生」であることを伝えてください。

富山大学ウェブサイト＞学部・大学院・施設＞附属病院
http://www.hosp.u-toyama.ac.jp/guide/index.html

富山大学附属病院
〒 930-0194　富山市杉谷 2630 番地　076-434-2281（代表）

●職員数 1,560 人
うち医師 394 人、看護職員 762 人、薬剤師 42 人（令和２年 5 月 1 日現在）
●研修医数　 31 人（令和２年 5 月 1 日現在）
●入院患者数 　13,242 人（令和元年度患者数）
●外来患者数 323,856 人（令和元年度患者数）


