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TAC 図書館とは？

The Tama Academic Consortium (abbreviated “TAC”) is a university cooperative consortium 
established by six universities located in Tama area.

TAC is the result of six universities working together as if to embody the fundamental theme 
of the days when distinctive colleges came together to form universities.
These six members are a comprehensive university offering courses of study in the arts and 
sciences, one of the most important music universities in Japan, Japanese top notch art 
university of private schools, a university for practical study whose scope of specialization 
has grown from economics, Japan’s only national university of foreign languages, a university 
that has played a pioneering role in the education of women. Each of these institutions has 
its own highly specialized library. All six libraries carry over 3.6 million books in total. Even if a 
book you want is not available from your own university, it might be in the possession of the 
other five universities. Each TAC members has six libraries. Why don’t you use them?! 

The TAC Library aims to further stimulate educational and research activities through mutual 
cooperation and networking.

多摩アカデミックコンソーシアム（略称：TAC）は、東京都多摩地区にキャンパスを持つ
６つの大学による大学協力機構です。

TACは、特色あるCollege が集まってUniversityを形成していた大学創生期における
根源的な在り方を体現するかのように、６大学が一体となって活動しています。
文系・理系をカバーする総合大学、国内有数の音楽大学、国内３美大の一画である美術系
総合大学、経済学をベースに専門範囲を拡張してきた実学系大学、国内唯一の国立外国語大学、
女子教育のパイオニア大学― 。 そしてそれぞれがその専門性を強みとした図書館を擁し、
６図書館の蔵書総数は360万冊を超えます。自分の所属大学に蔵書がなくても、
他の5大学が所蔵しているかもしれない…。 TACの加盟大学の構成員は図書館を６つ
持っているのと同じなのです。 活用しない手はありません！

今後ますます、６大学のユニークな専門分野を活かした相互協力やネットワーク構築によって、
教育・研究活動の活性化を目指していきます。
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利用資格
Member Qualification

TAC 加盟大学の学部生および大学院生
TAC 加盟大学の専任教職員
上記以外で、所属する大学の図書館長が認めた加盟大学の方

Undergraduate and graduate students at TAC member universities
Full-time faculty members and staffs at TAC member universities
Other persons belonging to member universities who have been 
approved by their own university’s library director

When visiting another university’s library, you will be able to use 
databases for which that library has concluded licensing agreements.
Verify whether a database can be used by checking out the TAC Library 
Shared Database List as featured on the TAC Lib website.

How can you look for books in a collection of 3.6 million books?
Use the TAC Online Public Access Catalog (TACOPAC) and online databases.

データベースの共有利用

●
●
●

●
●
●

TAC図書館のサービス

本を探す
Searching for books

TAC図書館のサービス

360万冊からどのように本を探せばいいのだろう。
TAC 図書館総合検索サービスシステム（TACOPAC）やデータベースを使ってみましょう。

●

●

TAC加盟大学の図書館を訪問した際、その図書館が契約しているデータ
ベースを利用することができます。
利用可能なデータベースはTAC Lib ホームページ掲載の「TAC図書館共
有データベース一覧」でご確認ください。

※利用できるデータベースは一覧に掲載されているものに限ります。
　利用にあたっては訪問先図書館のルールに従ってください。

４

ようこそ

●

●

※You may use the databases listed only.
　Please follow the rules about using databases when you visit the other library.

Shared use of databases
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TACOPACのご案内

How to use TACOPAC

検索キーワードを一度入力するだけで、6 大学の蔵書を横断検索できます。
TAC Lib のホームページからアクセスして、ぜひご活用ください。

You can cross search books in the collections of all six member universities 
simply by entering search words.
Feel free to use TACOPAC by accessing it from the TAC Lib website.

TAC図書館のサービス 本を探す TAC図書館のサービス 本を探す

1.
TAC Lib のホームページのトップからTACOPAC へ。「検索」の「TACOPAC」から
TAC 図書館の総合検索ができます。

1.
Access TACOPAC from the top of the TAC Lib website.Perform a comprehensive search of TAC 
libraries by clicking TACOPAC in the menu outlined in the Search section.

1

7

TAC Lib ホームページ

https://www-lib.icu.ac.jp/TAC/index.html

TACOPAC ホームページ

https://opac.icu.ac.jp/tacopac/

2

2.
検索条件を入力し、検索ボタンを押してください。
画面上の大学名から検索したい図書館を選ぶこともできます。

2.
Enter the search criteria and click the “検索” button.
You can select the specific libraries you wish to search by checking the names of the universities that appear
on the screen.

6

*TACOPAC: TAC+OPAC (Online Public Access Catalog)
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3.
検索が終了したら、画面左の大学名をクリックして、指定する図書館の検索結果一覧を
表示させることができます。

3.
Once the search process is finished, you can click the name of a university on the left-hand 
side of the screen to display a list of search results corresponding to the selected library.

4.
Even after search results have been displayed, you can still continue by clicking the names of 
the other universities on the left-hand side of the screen to display lists of search results 
corresponding to the other selected libraries.

4.
検索結果を表示させた後でも、画面左の大学名をクリックすれば、続けて他の図書館の
検索結果一覧を表示させることができます。

3
TAC図書館のサービス 本を探す TAC図書館のサービス 本を探す
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●
●
●
●

●
●

●
●

You can visit a TAC member university’s library and  check out books.
There is no need to contact the library in advance. Bring your student card or employee 
card and visit in person. 
You will be issued a user card at the service counter of the library you choose to visit.
You can return any book you checked out when you personally visit a library to your own 
university’s library.

●

●

●

●

●

●

TAC加盟大学に借りたい本がある場合、自分が所属する
大学の図書館を通じて本を取り寄せることが出来ます。
「TAC 図書館総合検索 ( TACOPAC )」で、本を所蔵して
いる大学を調べて、所属する大学の図書館のサービス
カウンターで取り寄せ手続きを行ってください。
本の取り寄せを円滑に行うため週に３回、６大学間を巡回
する「TAC便」が運行しています。（長期休業期間中や
年末年始などは、運行曜日や便数が変動します）
TAC便スケジュールは「TAC lib ホームページ」で確認できます。

If there is a book you would like to borrow from a TAC member 
university, you can request it through your own university’s library.
Use the TAC Online Public Access Catalog to find out which 
university has the book you want to borrow and then carry out 
ordering procedures at the service counter of your own university’s 
library.
To facilitate the borrowing of books, TAC delivery service vehicles 
visit all six universities three times a week. (Operating days of the 
week and the frequency of the delivery service are subject to 
change during extended university holidays and the year-end, New 
Year holiday period.)

本の取り寄せ（TLLサービス）
TAC図書館のサービス

本の貸出・返却
TAC図書館のサービス

TAC加盟大学の図書館を訪問して本を借りることができます。
事前の連絡はいりません。学生証または職員証を持って直接お出かけください。
訪問先のサービスカウンターで利用カードを発行します。
直接訪問して借りた本は、自分が所属する大学の図書館に返却することもできます。

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、学外者の利用が制限されている間は直接訪問しての利用はできません。
　利用については所蔵大学図書館または各大学図書館のHPで状況をご確認ください。

You are not allowed to visit and use other TAC member’s libraries in order to help prevent the spread of 
COVID-19. Please refer to the library website you wish to use its resources.

The TAC delivery service schedule can be checked 
through the TAC Lib website.

Verify the opening hours and reception hours of the university library you wish to visit 
through that library’s website.       

※開館日時や受付時間等については、各大学図書館のHPでご確認ください。

Borrowing books (TLL Services) Checking out and returning books

※

※
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   利用できないものもあります。

※Some of the facilities and equipment introduced on the pages 
   of each university library may not be available to TAC users.



国際基督教大学図書館
International Christian University Library

長い桜並木を抜けると教会の右手に見えてくる建物がICU 図書館です。 本館とオスマー館の2棟を直結
した構造で、TAC利用者の入り口は本館側にあります。蔵書冊数は約80万冊。 キリスト教関連の図書は
もちろん、全分野にわたって広範囲に収集されています。
蔵書の約半数はオスマー館地下の自動化書庫に収められており、館内のOPACから取出しを指示する
ことで閲覧ができます。 図書の約半数が洋書であり、それらが日本語の図書と一緒に書架に並べられて
いる点も特徴です。 データベースも充実しており、TAC 利用者も所定の手続きを経て一部を館内で利用
することができます。

The ICU Library is housed in the building that appears to the right of the church past a long row 
of cherry trees. The Main Library building and the Othmer Library building are directly connected 
to one another. The entrance for TAC users is in the Main Library. The library has a collection of 
approximately 800,000 books. In addition to containing books on Christianity, this collection is 
extensively constituted across all fields.
About half of the books comprising the collection are stored in the Othmer Library’s underground 
Automated Storage and Retrieval System (ASRS) and can be accessed by issuing retrieval 
instructions from OPAC in the library. About half of the books in this library are foreign books. 
This library is also distinctive for grouping these books together with Japanese-language books 
on its shelves.Highly developed databases are also maintained at this library. TAC users can use 
some of these databases in the library by carrying out certain prescribed procedures.

〒181-8585
東京都三鷹市大沢3-10-2
TEL:0422-33-3306

https://www-lib.icu.ac.jp
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ラウンジ(2F)

書架
Bookshelves

閲覧席（1F）
Carrels
一人用の閲覧席です。

Carrels are provided.

閲覧席（1F）
Seating

座り心地の良いソファ椅子で、新聞や
雑誌などをくつろいで閲覧することが
できます。

The area with sofa is provided for 
reading magazines and newspapers.

障子がある和洋折衷の
つくりになっています。

The lounge is a fusion 
of Japanese and 
Western elements and 
features paper sliding 
doors.

This is the first time a fully open-stack system has 
been adopted throughout the facility at a university 
library in Japan.Since this building was constructed 
by digging into the ground, the first underground 
level is as bright and open as you would expect of 
the first floor in a conventional building.

ドキュメント
サプライセンター（1F）
貸出・返却、予約から文献複写まで、
図書館資料利用に関する業務全般を
行っています。

Document 
supply center（1F） 
A full range of services 
pertaining to the use of 
library materials is offered to 
allow users to do everything 
from borrowing, returning, 
and reserving books to 
photocopying materials.

和書、洋書ともに幅広い分野の本が
所蔵されています。

A wide range of books in both 
Japanese and foreign languages 
are arranged on the bookshelves.

閲覧室（地下1F）
Reading room
（First underground level）

日本の大学図書館で初めて全館開架式を導入しました。
地面を掘り下げて建てられているため、通常の建物の1階と
変わらない明るさと開放感があります。

16 17

Lounge(2F)



約40万点の所蔵資料のうち30万点が音楽関係の資料です。 音楽書、音楽に関する参考書、
楽譜、音楽雑誌、視聴覚（AV）資料など、所蔵資料は内容も媒体も多様です。 参考図書と一部の図書・
雑誌以外は、ほとんどの所蔵資料が閉架式書庫に収蔵されており、OPACで検索、出庫することで利用が
可能です。 
建物は2016年にリニューアルオープンし、多様な学習やイベントができるライブラリーホール、授業に関
わる図書やパソコンの利用ができるスタディルームが誕生しました。 参考図書フロア、AVフロアも一新さ
れ、学生の憩いの場となっています。

The collection contains approximately 400,000 titles and of these, more than 300,000 are 
related to music.There is a wide variety of materials: scores, CDs. DVDs, books and periodicals 
on music etc.  Most of the materials of library's collection is located in closed stacks, except for 
the books that are closely related to the class, reference books and the periodicals. You can 
request any materials from the stacks by searching on the OPAC.
The library building was renovated and renewed in 2016. This renewal has created the Library 
hall for group study and events, and the Study room with PC access.The Reference floor and 
Audio-visual floor are now comfortable spaces.〒 190-8520

東京都立川市柏町5-5-1
Tel : 042-536-0326

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

18 19

国立音楽大学附属図書館
Kunitachi College of Music Library

正門
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スタディルーム（２F）
Study room

シラバス掲載図書や教職、外国語、資格取得のための本など
学生生活に密着した本が並んでいます。入口には新着図書が
展示されています。

サークル書架（3F）
Circular book stacks

フロアの中央にあるユニークな
円形書架。作曲家の作品目録が
並んでいます。

There are many books that are useful for studies on open 
stacks; recommended in syllabuses, foreign languages, 
acquiring teaching licenses and curatorial qualifications.
The newly arrived books are also lined up in this room.

These stacks are uniquely circular 
and can be found in the center of 
the floor. The catalogs of works by 
composers are arranged on these 
stacks.

エレベーターホール（4F）
Elevator hall

実はここ、エレベーターホールなんです。
心地よさと温かさが感じられる空間です。

This is the elevator hall. The setting here is both 
comfortable and intimately warm.

ライブラリーホール(２F)

Library hall(２F)

グループ学習や打ち合わせ等ができる
多目的スペースです。
ホールの奥にはグランドピアノがあり、
イベントやコンサートなども行われます。

The Library hall is a multi-pur-
pose space for group studies 
and meetings.There is also a 
grand piano in the Library hall. 
This space is also used for 
events and concerts using the 
piano.

中庭（4F）

Courtyard（4F）

外の新鮮な空気に触れ、心と体をリラックス
させて、ひと息つけるスポットです。

The courtyard gives people a 
chance to get some fresh air 
outdoors, rejuvenate the body 
and mind, and take a breather.

AVフロア（4F）

AV floor（4F）

音楽大学ならではのアクティブ・ラーニングを可能にする設備を備えた
フロアで、個人視聴卓やグループ視聴室があります。

On this floor, there are the individual desks with equipment for 
viewing audio and visual materials, and the rooms for groups. 
This is the space for active learning, unique to a music college.
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本だけでなく美術作品にも親しめるような美術大学ならではの図書館という発想から、「図書館」に「美術
館・博物館」の機能を持たせた複合施設となっており、図書館・美術館・民俗資料室・イメージライブラリー
の４つのセクションから構成されています。
美術・デザイン・建築・映像分野を中心に、約32万冊の図書と、学術雑誌・専門雑誌を約5,000タイトル
所蔵し、イメージライブラリーでは約2万点の映像資料を視聴できます。
館内で展示やイベントを行ったり、自由に座れるデザイナーズチェアを設置したりすることで学生の創造力
を刺激する場となっています。

This library was built based on uniqueness to an art university. Thus, this library combines the 
functions of a library, an art museum, a folklore gallery, and an image library. The collection held 
at this library consists of approximately 320,000 books and around 5,000 titles of academic 
journals and specialist magazines primarily in the fields of art, design, architecture, and film. 
Users of the Image Library can watch some 20,000 materials of image.
By hosting exhibitions and events and making designer chairs that can be freely used available, 
the library stimulates creativity in students support.

〒 187-8505
東京都小平市小川町1-736
Tel : 042-342-6004

https://mauml.musabi.ac.jp/library

23

武蔵野美術大学 
美術館･図書館

Musashino Art University
Museum & Library

正門



カタログギャラリー（1F）
Exhibition 
Catalog gallery

国内外の展覧会図録約５万冊を
閲覧することができます。
図録はアーティスト別、主題別、
継続展に分類して配架されています。

Users can browse around 50,000 
catalogs of exhibitions held in Japan 
and overseas.
Catalogs are classified and arranged 
according to artist, subject matter, 
and art exhibitions.

雑誌エリア（１F）

Magazine area（１F）

美術、デザイン、建築分野の雑誌を
中心に、約 500タイトルの雑誌を
自由に閲覧することができます。

Approximately 500 titles of 
magazines consisting primarily 
of journals in the fields of art, 
design, architecture, and film 
can pick up freely.

学習フロア （２F）
Study floor

フロアには石膏像があり、
美大らしい雰囲気です。

Plaster statues are placed 
throughout the floor.

学習フロア（２F）
Study floor

天井まで届く構造壁書架と渦巻き状に
配置された書架が特徴的です。

館内には、自由に座れる14
脚のデザイナーズチェアが設
置されています。

This floor features structural 
wall-stacks that reach up to the 
ceiling and spiral patterned stacks.

24

Fourteen designer chairs that 
can be freely used. 

イメージライブラリー（２F） Image Library（２F）
映画、ドキュメンタリー、アニメーション、アート映像など、
幅広いジャンルの映像作品約２万点を所蔵しています。

This library has a collection of approximately 20,000 
video works spanning a wide range of different genres, 
including film, documentaries, animation, and art.



東京経済大学図書館
Tokyo Keizai University Library
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Designed to coexist with Musashino Forest, a place full of natural beauty along the Kokubunji 
Cliff Line where the university’s campus is located, this library is distinctive for featuring an 
evergreen ivy-covered façade, wind-harnessing natural ventilation, and space bathed in natural 
lighting. The university was conferred a Good Design Award in 2014 in recognition of its 
environmentally symbiotic campus. 
The library’s collection consists of around 820,000 Japanese and foreign books and over 7,000 
titles of academic journals. Open stacks hold 290,000 materials while the basement is furnished 
with automatic stacks capable of storing up to 450,000 books. While the collection is composed 
primarily of materials pertaining to the social sciences, such as economics, commerce, law, 
and communications, it also includes a wide range of materials corresponding to other fields.

キャンパスが位置する「国分寺崖線」の自然豊かな武蔵野の森との共生を図り、常緑のツタを這わせた
ファサードや風を利用した自然換気、自然光を取り入れた空間が特徴です。 環境共生型キャンパスが
評価され、2014年にグッドデザイン賞を受賞しました。
蔵書は和洋合わせて約82万冊、7,000タイトルを超える学術雑誌を所蔵しています。
開架には29万冊の資料が配架され、地下には45万冊を収蔵可能な自動書庫を備えています。
蔵書は、経済、経営、法学、コミュニケーション関係などの社会科学系の資料が中心ですが、他の分野の
資料についても幅広く収集しています。

〒 185-8502
東京都国分寺市南町1-7-34

Tel : 042-328-7764
https://www.tku.ac.jp/library/
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ブラウジングスペース(1F)
Browsing space

可動式テーブルと椅子、ホワイトボードが配置された、
グループで話し合いながら学修できるアクティブ・
ラーニングに対応したスペースです。

Equipped with movable tables and chairs as well as 
white boards, this space promotes active learning 
by allowing students to learn while engaging in 
group discussions. 

キャレルスペース(３F)
Carrel space

地下一階
First underground level

集密書架と自動書庫があり、閲覧席も設けられて
います。 外の光が入る構造になっているのでとても
明るく、白で統一された空間は清潔感があります。

The first underground level is furnished with densely 
packed bookshelves and automatic stacks, as well as 
seats for reading. This section of the library is very 
bright thanks to a structure that allows outside light 
to enter. A unified white color scheme imparts a 
sense of cleanliness to the space.

PC・AVコーナー（１F）
PC/AV corner

グループ閲覧室/個人閲覧室/
グループ学習室（各フロア）

Group reading rooms / 
individual reading rooms / 
group study rooms (each floor)

館内には、グループ閲覧室（３室）、個人閲覧室（１１室）、グループ
学習室（５室）があります。 グループ学習室には、ディスカッションの
ためのAV設備やホワイトボードが用意されています。

１席ごとに区切られた一人用
学修スペースです。
日当たりも、見晴らしも良好。

The library houses group reading rooms 
(3), individual reading rooms (11), and 
group study rooms (5).

Each carrel permits a single user to 
study in a partitioned space.Users 
of this section can enjoy plenty of 
sunlight and a fantastic view.

緑に囲まれた図書館は、周囲
の環境との共生を意識して
設計され、館内はやわらかな
自然光に満たされています。

Surrounded by greenery, 
this library has been 
designed to coexist with the 
natural environment. The 
interior of this building is 
filled with soft natural light.

28 台のPCが設置され、隣のAV資料コーナーの
資料を視聴できます。
（TAC利用者はOPAC専用PC以外のPCは利用できま
せん）

This library is equipped with 28 computers. Users 
can watch or listen to materials from the adjacent 
AV corner. (TAC users cannot use computers other 
than computers exclusively tied to OPAC.)

29



東京外国語大学附属図書館
Tokyo University of Foreign Studies Library

30

Tokyo University of Foreign Studies Library has a spacious and light atmosphere due to its atrium 
which extends from the 2nd to the 4th floors.The library accommodates approximately 870,000 
books. Over 70％ of these are written in other languages besides Japanese. This gives our library, 
Tokyo University of Foreign Studies unique characteristics amongst other university libraries. Guest 
and visitors are welcome to view our book collection which ranges from language/linguistic study 
to humanities and social science. Material for subject study are easily manageable as they are 
arranged according to language giving the user immediate access to topic and subject matter.
The layout of the library also affords the viewer ease of use to locate and search and find the 
appropriate book material for research or for the simple pleasure of quiet space to read in.
Our Foreign Studies Library, we hope, not only allows the viewer a comprehensive field to research 
with but also a place to explore and expand ones imagination in.

２階から４階まで３層が吹き抜けとなった、開放感のある図書館です。
世界各地域の言語からなる蔵書は87万冊を超え、そのうち約７割が外国語、3割が日本語と、外国語大学
としての特色を反映した構成になっています。
語学・言語学関係のみならず、人文・社会科学系の分野の資料も幅広く収集しています。
資料の大部分が、書かれている言語ごとにまとめて配架されているのも大きな特徴です。
全館開架式なので、館内を自由に歩き回り、目的の資料だけでなく普段あまり接することのないさまざまな
言語の資料を目にし、手に取って楽しんでいただければと思います。

〒 183-8534
東京都府中市朝日町3-11-1
Tel : 042-330-5195

http://www.tufs.ac.jp/library/
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Books in Japanese and English can 
be found here and this is the most 
commonly used floor.

2Fでは図書の貸出・返却ができます。
検索端末や参考図書、各国の雑誌や新聞などが
あります。

Users can borrow and return books on the 
second floor. OPAC, reference books, foreign 
magazines and newspapers can be found here.

４F閲覧室

4F Reading Room

4Fには280種類を超える言語の
図書が配架されています。
そのほとんどが蔵書検索システム
で検索できます。

On the fourth floor, there are 
books in more than 280  
languages. Most of these can 
be searched using OPAC.

Books and magazines in various 
languages are arranged on these 
stacks.

学習相談デスク・＠ラボ（４F）
Consultation desk 
and TUFS-Learning 
Commons @Lab

学習相談デスクでは、院生が「多言語コンシェルジュ」として
学習の相談にのっています。
＠ラボでは、自由に机を動かして会話をしながら学習できます。

At the Consultation desk, students can obtain study advice 
from graduate students. At the Consultation desk, 
students can obtain study advice from graduate students.
At the @Lab, users can freely arrange desks and study 
while engaging in conversations.

3F閲覧室
3F Reading Room

３F閲覧室書架
3F Bookshelves 

４F閲覧室書架
4F Bookshelves

１F書庫
1F Stack Rooms

２F閲覧室
2F Reading Room

各言語の図書や雑誌が
配架されています。

日本語、英語の図書が配架されており、
もっともよく利用されています。
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津田塾大学図書館
Tsuda University Library
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1954年に建築家の丹下健三の設計によって建てられた本館は、高い天井と大きなガラス窓が特徴で、
明るく開放感のある空間となっています。
貴重本室、個人文庫などのごく一部を除いて、書庫を含めた全館が開架式で、自由に図書、雑誌、新聞を
手に取って選ぶことができます。
44万冊の図書、3,500タイトルを超える学術雑誌を所蔵しており、和書、洋書ともほぼすべての分野を
網羅していますが、特に人文・社会科学系と数学に重点が置かれています。 中でも英米文学、言語学、
各国の社会、歴史、女性問題に関する資料の収集に力を入れています。

Built in 1954 by architect Kenzo Tange, the main building distinctively features a high ceiling and 
large glass windows to create a bright and open space. The entire library is in the open-stack 
system, except for the Treasure Room and the private collection. You can pick up and choose 
books, magazines, and newspapers by freely entering the book storerooms. The Tsuda University 
Library has approximately 440,000 books and over 3,500 titles of academic journals in both 
Japanese and other languages and almost all of the fields are covered, but the book collection 
structure emphasizes on the humanities, social sciences, and mathematics. In particular, the library 
focuses on English and American literature, linguistics, and materials on society and history, 
and women’s issues in each country.

〒 187-8577
東京都小平市津田町2-1-1
Tel : 042-342-5136
http://lib.tsuda.ac.jp

正門
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和書エリア（３F）
Japanese book area
書庫は開架式で利用者は自由に閲覧することができ
ます。３Fには和書が配架されています。 人文・社会
科学系と数学に重点を置いた蔵書構成で、中でも
英米文学、言語学、各国の社会、歴史、女性問題に
関する本を多く所蔵しています。

洋書エリア（4F）
Foreign book area
和書とほぼおなじ冊数の洋書があります。
洋書は文学をもっとも多く所蔵しています。

The library holds almost the same number of 
foreign books as Japanese books.
Foreign books dealing with literature account 
for the largest category of books in this area.

新聞バックナンバー(5F)
Back issues of newspapers

閲覧室（２F）

閲覧席（５F）

国内外の新聞を30タイトル以上所蔵しています。

More than 30 titles of domestic and overseas newspapers 
are collected by this library.

閲覧室（１F）

Reading 
room（１F）

１F閲覧席
Carrels 1F Reading room 

Reading Room 
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The library is in the open-stack system. Users 
can browse the books freely.Japanese books are 
arranged on the third floor. For this collection, 
an emphasis has been placed on the humanities, 
social sciences, and mathematics. In particular, 
many books concerning English and American 
literature, linguistics, each country’s society and 
history, and women’s issues can be found here.

新着の図書や雑誌、新聞、
参考図書などが配架され
ています。

Available in the reading 
room are newly arrived 
books, magazines, 
newspapers, 
and reference books.
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津田塾大学図書館
Tsuda University Library

国際基督教大学図書館
International Christian University Library

東京経済大学図書館
Tokyo Keizai University Library

国立音楽大学附属図書館
Kunitachi College of Music Library

東京外国語大学附属図書館
Tokyo University of Foreign Studies Library

武蔵野美術大学 美術館･図書館
Musashino Art University Museum & Library

国分寺駅
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