
 

・§・東京大学柏図書館・§・

 東京大学柏図書館は、平成

本学の柏キャンパスの中心的図書館として学内の大学

院生・教職員にサービスすると共に、学外の方も館内

で図書・雑誌の閲覧ができるなど、地域社会への積極的

な貢献も目指しています。

外光を取り入れた閲覧室内には生命科学・環境学

はじめ理工学系専門書を中心に

最新の自動化書庫には本学の本郷

から移された

                 

・§・交通案内・§・

◆柏の葉キャンパス駅

 または

◆柏駅（

東武バス「国立がんセン ー行」

◆江戸川台駅

東武バス「柏の葉キャンパス駅西口行」

 

◆駐車場はございませんので、お車でのご来館は

ご遠慮ください。

 

〒277-85
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＊東京大学柏図書館の活動

・§・東京大学柏図書館・§・

東京大学柏図書館は、平成

本学の柏キャンパスの中心的図書館として学内の大学

院生・教職員にサービスすると共に、学外の方も館内

で図書・雑誌の閲覧ができるなど、地域社会への積極的

な貢献も目指しています。

外光を取り入れた閲覧室内には生命科学・環境学

はじめ理工学系専門書を中心に

最新の自動化書庫には本学の本郷

から移された３９万冊の自然科学系雑誌を揃えています。

                

・§・交通案内・§・

柏の葉キャンパス駅

または 東武バス「

（ＪＲ常磐線、

東武バス「国立がんセン ー行」

江戸川台駅（東武

東武バス「柏の葉キャンパス駅西口行」

駐車場はございませんので、お車でのご来館は

ご遠慮ください。

8584 千葉県柏市柏の葉

          東京大学柏図書館内

          東京大学柏図書館友の会

電話：04-71

E-mail：ktom

http://www.lib

東京大学柏図書館友の会

＊東京大学柏図書館の活動

一般の方の

・§・東京大学柏図書館・§・

東京大学柏図書館は、平成１７

本学の柏キャンパスの中心的図書館として学内の大学

院生・教職員にサービスすると共に、学外の方も館内

で図書・雑誌の閲覧ができるなど、地域社会への積極的

な貢献も目指しています。 

外光を取り入れた閲覧室内には生命科学・環境学

はじめ理工学系専門書を中心に

最新の自動化書庫には本学の本郷

万冊の自然科学系雑誌を揃えています。

                

・§・交通案内・§・ 

柏の葉キャンパス駅（つくばエクスプレス）西口から

東武バス「流山おおたかの森行

常磐線、東武アーバンパークライン

東武バス「国立がんセン ー行」

（東武アーバンパークライン

東武バス「柏の葉キャンパス駅西口行」

駐車場はございませんので、お車でのご来館は

ご遠慮ください。（自転車・バイクは駐輪場あり）

千葉県柏市柏の葉

東京大学柏図書館内

東京大学柏図書館友の会

7136-5715 F

omo@lib.u-tok

lib.u-tokyo.ac

2 階閲覧室内

東京大学柏図書館友の会

～入会のご案内～

＊東京大学柏図書館の活動

一般の方のご入会をお待ちしています。

・§・東京大学柏図書館・§・ 

１７年２月に開館しました。

本学の柏キャンパスの中心的図書館として学内の大学

院生・教職員にサービスすると共に、学外の方も館内

で図書・雑誌の閲覧ができるなど、地域社会への積極的

外光を取り入れた閲覧室内には生命科学・環境学

はじめ理工学系専門書を中心に約６万冊の蔵書を、

最新の自動化書庫には本学の本郷や駒場等

万冊の自然科学系雑誌を揃えています。

                従来

アホール、各種会議室やコミュニティサロン、メディア

プロムナードなどを備え、キャンパスの教育・研究・文

化交流施設としての場、加えて大学の地域社会との連携

の場としての役割を果たしていきます。

 

・§・開館時間・§・

平日

土曜日

※日祝・年末年始

その他、臨時で休館日があります。

最新の開館スケジュールは、柏図書館

ご確認ください。

（つくばエクスプレス）西口から

流山おおたかの森行

東武アーバンパークライン

東武バス「国立がんセン ー行」約２５分･･･

アーバンパークライン

東武バス「柏の葉キャンパス駅西口行」

駐車場はございませんので、お車でのご来館は

（自転車・バイクは駐輪場あり）

千葉県柏市柏の葉 5-1-5 

東京大学柏図書館内 

東京大学柏図書館友の会 

FAX：04-713

tokyo.ac.jp 

.ac.jp/kashiwa

階閲覧室内 

東京大学柏図書館友の会

～入会のご案内～

＊東京大学柏図書館の活動・事業

入会をお待ちしています。

月に開館しました。

本学の柏キャンパスの中心的図書館として学内の大学

院生・教職員にサービスすると共に、学外の方も館内

で図書・雑誌の閲覧ができるなど、地域社会への積極的

外光を取り入れた閲覧室内には生命科学・環境学

万冊の蔵書を、

駒場等のキャン

万冊の自然科学系雑誌を揃えています。

従来の図書館機能の他に、映像音響設備のある

ホール、各種会議室やコミュニティサロン、メディア

プロムナードなどを備え、キャンパスの教育・研究・文

化交流施設としての場、加えて大学の地域社会との連携

の場としての役割を果たしていきます。

・§・開館時間・§・

平日 9 時～

土曜日 10 時～

日祝・年末年始

その他、臨時で休館日があります。

最新の開館スケジュールは、柏図書館

ご確認ください。

（つくばエクスプレス）西口から

流山おおたかの森行」か「江戸川台駅東口行」

東武アーバンパークライン）

約２５分･･･ 東大前下車

アーバンパークライン）東口から

東武バス「柏の葉キャンパス駅西口行」約１０分…

駐車場はございませんので、お車でのご来館は 

（自転車・バイクは駐輪場あり）

136-4221 

iwa/ktomo.htm

東京大学柏図書館友の会

～入会のご案内～ 

・事業を支援していただける

入会をお待ちしています。

月に開館しました。 

本学の柏キャンパスの中心的図書館として学内の大学 

院生・教職員にサービスすると共に、学外の方も館内 

で図書・雑誌の閲覧ができるなど、地域社会への積極的 

外光を取り入れた閲覧室内には生命科学・環境学を 

万冊の蔵書を、また 

のキャンパス 

万冊の自然科学系雑誌を揃えています。 

の図書館機能の他に、映像音響設備のある

ホール、各種会議室やコミュニティサロン、メディア

プロムナードなどを備え、キャンパスの教育・研究・文

化交流施設としての場、加えて大学の地域社会との連携

の場としての役割を果たしていきます。

・§・開館時間・§・ 

～21 時 （8

時～17 時（8

日祝・年末年始・毎月第

その他、臨時で休館日があります。

最新の開館スケジュールは、柏図書館

ご確認ください。 

（つくばエクスプレス）西口から 徒歩２５分

「江戸川台駅東口行」

）西口から 

東大前下車 

東口から 

約１０分… 東大前下車

 

（自転車・バイクは駐輪場あり） 

html 

東京大学柏図書館友の会 

 

を支援していただける

入会をお待ちしています。 

の図書館機能の他に、映像音響設備のある

ホール、各種会議室やコミュニティサロン、メディア

プロムナードなどを備え、キャンパスの教育・研究・文

化交流施設としての場、加えて大学の地域社会との連携

の場としての役割を果たしていきます。

8 月･9 月･3

8 月･9 月･

・毎月第 4 水曜日

その他、臨時で休館日があります。 

最新の開館スケジュールは、柏図書館

徒歩２５分 

「江戸川台駅東口行」約１０分･･

 

 

東大前下車 
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を支援していただける 

の図書館機能の他に、映像音響設備のある

ホール、各種会議室やコミュニティサロン、メディア

プロムナードなどを備え、キャンパスの教育・研究・文

化交流施設としての場、加えて大学の地域社会との連携

の場としての役割を果たしていきます。 

月･3 月は１７時まで）

月･3 月は休館）

水曜日は休館 

 

最新の開館スケジュールは、柏図書館 HP で 

約１０分･･ 東大前下車

2017.5.26 

の図書館機能の他に、映像音響設備のあるメディ 

ホール、各種会議室やコミュニティサロン、メディア

プロムナードなどを備え、キャンパスの教育・研究・文 

化交流施設としての場、加えて大学の地域社会との連携 

１７時まで） 

月は休館） 

東大前下車 



 

・§・友の会

◆会の名前

 東京大学柏図書館友の会

◆会の目的

 東京大学柏図書館の活動

交流の促進を

◆会員の種類

 １ 一般会員

 ２ 賛助会員

 ３ 協力会員

◆会の活動

 １ 柏図書館振興の事業への支援

 ２ 会員の親交を図る各種行事の企画と運営

 ３ 友の会ニュースの編集・発行

 ４ その他、会が必要と認めたもの

◆会員の特典

一般会員と賛助会員には次の特典があります。

 １ 会員証（柏図書館利用証）が

この会員証により

（開架図書：３冊

 ２ 柏図書館の

 ３ 土曜日も利用できます。（２階閲覧室のみ）

４ 柏図書館の主催する上映会・コンサート等の行事をご案内します。

◆会費 

  会費は主に郵送費

 １ 一般会員･･････

 ２ 賛助会員･･････

 なお、入会時には

となります。

◆会員資格

 入会日

 

 

 

・友の会について

会の名前 

東京大学柏図書館友の会

会の目的 

東京大学柏図書館の活動

交流の促進を図ることを目的としています。

会員の種類 

一般会員 個人で会の目的に賛同する方（高校生以下の生徒・児童等を除く）

賛助会員 法人で会の目的に賛同する方

協力会員 東京大学柏図書館の職員

活動 

柏図書館振興の事業への支援

会員の親交を図る各種行事の企画と運営

友の会ニュースの編集・発行

その他、会が必要と認めたもの

会員の特典 

一般会員と賛助会員には次の特典があります。

会員証（柏図書館利用証）が

この会員証により

（開架図書：３冊

柏図書館の

土曜日も利用できます。（２階閲覧室のみ）

柏図書館の主催する上映会・コンサート等の行事をご案内します。

 

会費は主に郵送費

一般会員･･････

賛助会員･･････

なお、入会時には

となります。 

資格の有効期間

入会日から翌３月末日まで。入会は何月からでも可能です。

上映会ポス ー

について・§・ 

東京大学柏図書館友の会 

東京大学柏図書館の活動及び事業への

図ることを目的としています。

個人で会の目的に賛同する方（高校生以下の生徒・児童等を除く）

法人で会の目的に賛同する方

東京大学柏図書館の職員

柏図書館振興の事業への支援

会員の親交を図る各種行事の企画と運営

友の会ニュースの編集・発行

その他、会が必要と認めたもの

一般会員と賛助会員には次の特典があります。

会員証（柏図書館利用証）が

この会員証により柏図書

（開架図書：３冊 2 週間

柏図書館の 1 階施設が平日のみ、柏図書館へ申込のうえ有料で利用できます

土曜日も利用できます。（２階閲覧室のみ）

柏図書館の主催する上映会・コンサート等の行事をご案内します。

会費は主に郵送費や友の会の活動資 として利用されます。

一般会員･･････年額２,

賛助会員･･････年額１口

なお、入会時には入会 （一般会員は

の有効期間 

月末日まで。入会は何月からでも可能です。

上映会ポス ー 

 

及び事業への支援

図ることを目的としています。

個人で会の目的に賛同する方（高校生以下の生徒・児童等を除く）

法人で会の目的に賛同する方

東京大学柏図書館の職員

柏図書館振興の事業への支援 

会員の親交を図る各種行事の企画と運営

友の会ニュースの編集・発行 

その他、会が必要と認めたもの 

一般会員と賛助会員には次の特典があります。

会員証（柏図書館利用証）が一般会員：１枚、賛助会員：５枚

柏図書館に入館し、資料閲覧と複写サービス

週間 更新１回

階施設が平日のみ、柏図書館へ申込のうえ有料で利用できます

土曜日も利用できます。（２階閲覧室のみ）

柏図書館の主催する上映会・コンサート等の行事をご案内します。

や友の会の活動資 として利用されます。

,０００円 

年額１口１０,０００

入会 （一般会員は２

月末日まで。入会は何月からでも可能です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及び事業への支援と同時に、会員相互および柏図書館職員との

図ることを目的としています。 

個人で会の目的に賛同する方（高校生以下の生徒・児童等を除く）

法人で会の目的に賛同する方 

東京大学柏図書館の職員 

会員の親交を図る各種行事の企画と運営 

一般会員と賛助会員には次の特典があります。 

一般会員：１枚、賛助会員：５枚

館に入館し、資料閲覧と複写サービス

更新１回、DVD：1

階施設が平日のみ、柏図書館へ申込のうえ有料で利用できます

土曜日も利用できます。（２階閲覧室のみ） 

柏図書館の主催する上映会・コンサート等の行事をご案内します。

や友の会の活動資 として利用されます。

 

０００円、１口以上

２,０００円

月末日まで。入会は何月からでも可能です。

と同時に、会員相互および柏図書館職員との

個人で会の目的に賛同する方（高校生以下の生徒・児童等を除く）

 

一般会員：１枚、賛助会員：５枚

館に入館し、資料閲覧と複写サービス

1 点 1 週間

階施設が平日のみ、柏図書館へ申込のうえ有料で利用できます

 

柏図書館の主催する上映会・コンサート等の行事をご案内します。

や友の会の活動資 として利用されます。

円、１口以上 

円、賛助会員は

月末日まで。入会は何月からでも可能です。

コミュニティサロンでの

サイエンスカフェの様子

と同時に、会員相互および柏図書館職員との

個人で会の目的に賛同する方（高校生以下の生徒・児童等を除く）

一般会員：１枚、賛助会員：５枚発行されます。

館に入館し、資料閲覧と複写サービス（実費有料）

週間 更新なし）が利用できます。

階施設が平日のみ、柏図書館へ申込のうえ有料で利用できます

柏図書館の主催する上映会・コンサート等の行事をご案内します。

や友の会の活動資 として利用されます。 

、賛助会員は１０,０００

月末日まで。入会は何月からでも可能です。 

コミュニティサロンでの

サイエンスカフェの様子

と同時に、会員相互および柏図書館職員との

個人で会の目的に賛同する方（高校生以下の生徒・児童等を除く）

発行されます。

（実費有料）、館外貸出

更新なし）が利用できます。

階施設が平日のみ、柏図書館へ申込のうえ有料で利用できます。

柏図書館の主催する上映会・コンサート等の行事をご案内します。 

０００円）が別途必要

コミュニティサロンでの 

サイエンスカフェの様子 

と同時に、会員相互および柏図書館職員との 

個人で会の目的に賛同する方（高校生以下の生徒・児童等を除く） 

発行されます。 

、館外貸出

更新なし）が利用できます。 

。 

が別途必要



 

・§・入会の手続き・§・ 

◆郵送で申し込む方法 

 「東京大学柏図書館友の会 入会申込書」に必要事項を記入し、郵便または FAX でお申し

込みください。 

 会費等（入会の場合はカード発行手数料も必要）は、申込者の名前で事務局の銀行口座に

振り込むか、現 書留でお送りください。 

 （申込先住所・FAX 番号） 

   277-8584 千葉県柏市柏の葉５－１－５ 

         東京大学柏図書館内 

          東京大学柏図書館友の会事務局 

   FAX:０４－７１３６－４２２１  問い合わせ先 TEL:０４－７１３６－５７１５ 

 （会費の振込先口座） 

  東京大学柏図書館友の会   三井住友銀行柏支店 普通預  ７９２２０８１ 

◆来館して申し込む方法 

 平日開館日９時～１７時に東京大学柏図書館の２階カウン ーで受け付けます。「東京大学

柏図書館友の会 入会申込書」に必要事項を記入し、会費等（入会の場合はカード発行手

数料も必要）をお支払いの上、お申し込みください。 

・§・継続の手続き・§・  

会員の継続手続きは、年度末に事務局からご案内します。「東京大学柏図書館友の会 会員

継続申込書」に必要事項を記入し、会費をお支払いの上、来館または送付によりお申し込

みください。 

・§・その他の手続き・§・ 

◆登録事項の変更 

 入会・継続申込書に記載した住所・電話番号・電子メール等に変更があった場合は、事務

局までご連絡ください。 

◆退会 

 退会の場合は、退会届を事務局までご提出ください。なお、会費の返還はいたしません。 

 

◆注意事項 

 １ 申込後、１会員につき１枚の会員証（柏図書館利用証）を、郵送申込・来館申込に関

わらず１週間から１０日後に送付いたします。 

 ２ 会費等（入会の場合はカード発行手数料も必要）の振込には、ご利用 融機関の用紙

をご使用ください。振込料・書留料・郵送料等は、ご負担を願います。 

◆その他 

 友の会に関してのお問い合わせは、東京大学柏図書館友の会事務局（TEL：04-7136-5715）

までご連絡ください。 

 


