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駒場図書館は，東京大学附属図書館のうち，駒場地区で最も大きな図書館で
す。約65万冊の資料を所蔵しており，皆さんの学習研究活動をサポートし
ます。

　学生証を入館ゲート上部の黒い部分にタッチして，入館します。
　学生証は必ず携帯してください。

　�退館ゲートの「バー」を手で押して退館してください。バーは自動では開
きません。

　図書資料を��10冊まで����2週間��借りることができます。
　自動貸出機で，貸し出し手続ができます。
　または，借りたい資料と学生証をカウンターへお持ちください。

　借りた資料は，カウンターに返却してください。
　閉館している時は，図書館入口右側のブックポストをご利用ください。

学生証をタッチしてもゲートが開かない。
学生証が新しくなった（再発行を含む）。
カウンターへお申し出ください。

退館しようとしたら，アラームが鳴りゲートが閉まった。
�カウンターの職員の指示に従ってください。
貸し出し手続がされていない資料を持っているとアラームが鳴ります。
稀に誤作動することもあります。

返却期限を過ぎてしまった。
�速やかに返却してください。期限に遅れた日数分，新たに資料を借り
ることができなくなります。

■ 駒場図書館　Quick Information

入館

退館

貸出

返却
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平　日 土・日・祝日

授業期間 8:30－22:00
9:00－19:00
※試験期は9:00－
22:00まで開館休業期間

（８月ー９月中旬,
２月ー3月）

8:30－20:00

開館時間

・利用登録／更新 平日　9:00－17:00

・貸出／返却 開館時間中

・参考質問（問い合わせ）
・他大学図書館訪問のための紹介状発行
・複写／図書取り寄せの申込み
・貴重書／和装書等の閲覧

平日　9:00－17:00

・マイクロ資料の閲覧
・文献複写等料金の支払い

平日　9:00－16:30

サービス時間

　年末年始，センター試験日，入学試験日，駒場祭期間，館内整備日，
　蔵書点検期間，停電・施設点検日。

��臨時に閉館する場合は，掲示やホームページ，ツイッターで
� お知らせします。
� http://lib.c.u-tokyo.ac.jp/
� @UTokyoKomabaLib

休館日
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地下
1階

地下
2階
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◆参考図書
◆研究用図書（和）
　請求記号000-999

■複写機コーナー

◆学術雑誌
◆研究用図書（洋）
　請求記号�000-999
◆TRCCSコーナー

■カウンター
■新着図書展示コーナー
■複写機コーナー
■ラウンジ
■展示コーナー
■メディアパーク
　(ECCS端末）

◆新着学術雑誌
　（新着雑誌コーナー）
◆新着一般雑誌（ラウンジ）
◆新聞（ラウンジ）
◆外国新聞DBモニタ
　（ラウンジ）
◆KOMEDコーナー
◆GENKI�BOOKS

■ フロアガイド



4階

3階

2階
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◆学習用図書（和）
　請求記号�001-499
　（�総記・哲学・歴史・
　�社会科学・自然科学）

■対面朗読室

◆学習用図書（和）
　請求記号�500-999
　（技術・工学・産業・芸術・
　�言語・文学）
◆学習用図書（洋）
　請求記号�000-999
◆学習用図書大型本
　（和洋）
◆新聞縮刷版

■グループ学習室
■視聴覚資料視聴ブース
■貴重書閲覧室

◆参考図書
◆シラバス掲載参考書
◆文庫・新書
　請求記号�000

※�視聴覚資料・貴重書・マイク
ロ資料の閲覧は，1階カウン
ターで申し込んでください。



異
郷
の
誘
惑

950.26

請求記号ラベル

Ⅰ75

分類番号

著者記号

巻冊記号

950.26

Ⅰ75
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図書館の資料は，図書資料と雑誌資料に分かれています。

　●和書（日本語・韓国語・中国語の図書）
　●洋書（和書以外）
　�に分かれ，さらにその図書の内容によって分類されて書棚に並んでいます。
1冊ごとに「請求記号」という記号のラベルが貼付され，図書を探すとき
の手がかりになります。
　　「請求記号」は，以下の内容で構成されています。
　　　　分類番号・・・・・資料の内容が数字で記号化されています。
　　　　著者記号・・・・・著者名等から決まる記号です。
　　　　巻冊記号・・・・・巻号を表します。無い場合もあります。

■ 図書館の資料について

図書資料は
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　新しいものと，前年以前に刊行されたもので置かれている場所が異なります。
　●新着学術雑誌　→　1階新着雑誌コーナー
　●新着一般雑誌　→　1階ラウンジ
　●おおむね前年以前に刊行されたもの　→　地下2階

　また，それぞれの配置場所の中で
　　　・和雑誌（日本語）
　　　・中国語雑誌
　　　・韓国・朝鮮語雑誌
　　　・欧文雑誌
　　　・キリル雑誌（ロシア語）
　　　・紀要（総合文化研究科・教養学部刊行のもの）
　に分かれ，雑誌名のアルファベット順に並んでいます。

図書資料の分類

和書
日本十進分類法

総記� 000
哲学� 100
歴史� 200
社会科学� 300
自然科学� 400
技術・工学� 500
産業� 600
芸術� 700
言語� 800
文学� 900

洋書
デューイ十進分類法

総記� 000
哲学・心理学� 100
宗教� 200
社会科学� 300
言語� 400
自然科学・数学� 500
技術（応用科学）� 600
芸術� 700
文学・修辞学� 800
地理・歴史� 900

雑誌資料は
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　�図書資料は，資料の配置場所の中で，請求記号の順に並んでいます。書棚
の前に立てば，あるテーマについて書かれた図書が一覧できます。

　�特定の資料（書名が分かっている，著者が分かっている，など）を探す場
合は，東京大学で持っている資料のデータベース「東京大学O

オーパック

PAC」を
検索して，配架場所，請求記号を調べるのが効率的です。

　�※OPACの配架場所�教養・○○�の資料は，教養学部の各研究室等に配置されています。

直接書棚へ　－ブラウジング－

OPACで探す

配架場所　
駒場図・○○ が
駒場図書館の資料です。

配架場所�と�請求記号�で，探している資料が図書館のどこにあるかがわかります。
右の一覧表を参考に，確認してください。

請求記号は，
図書の並び順を
表しています。

MyOPACにログインすると，貸出
予約や，本郷キャンパス・柏キャン
パスから図書を取寄せるボタンなど
が表示されます。→p.9～10参照

東京大学OPAC検索結果画面イメージ

資
料
の
情
報

資
料
の
あ
る
場
所

■ 資料を探すには
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OPACの�
配架場所表示 和/洋 種類

OPACでの目印
配置フロア

請求記号の最初 コメント欄

駒場図・4F開架 和 一般図書 ００１～４９９ ４階

駒場図・3F開架
和 一般図書 ５００～９９９

３階
洋 一般図書

駒場図・3F大型 和/洋 大型本

駒場図・3F新聞縮刷 和 新聞縮刷版

駒場図・2F開架 和 文庫・新書・
放送大学テキスト等 ０００

２階駒場図・2Fシラバス 和/洋 シラバス掲載参考書

駒場図・2F参考 和/洋 参考図書

駒場図・2FAV 和/洋 視聴覚資料 視聴申し込みは、
１階カウンターへ駒場図・１Fカウンター 和/洋 視聴覚資料

駒場図・1F開架
和/洋『教養のためのブックガイド』掲載図書 KOMEDコーナー

１階
和/洋 GENKI�BOOKS GENKI�

BOOKS

駒場図・B1F集密 和 研究図書

地下１階駒場図・B1F大型 和 研究図書（大型本）

駒場図・B1F集密参考 和/洋 参考図書

駒場図・B2F集密 洋 研究図書

地下２階駒場図・B2F大型 洋 研究図書（大型本）

駒場図・B2F�TRCCS 和/洋 台湾漢学
リソースセンター資料 TRCCS 台湾漢学

リソースセンター資料

駒場図・雑誌

和/洋 雑誌（新しいもの） ラウンジ １階ラウンジ

和/洋 雑誌（新しいもの） １階新着雑誌コーナー

和/洋 雑誌バックナンバー 地下２階

駒場図･マイクロ 和/洋 マイクロ資料 M�/�MF 閲覧申し込みは、
１階カウンターへ駒場図・貴重書 和/洋 貴重図書

駒場図・保存 和/洋 保存図書

出納申し込みは、
１階カウンターへ

駒場図・保存大型 和/洋 大型本

駒場図・保存参考 和/洋 参考図書

駒場図・一高文庫 和/洋 第一高等学校旧蔵資料

＊新着図書はいずれもしばらく１階新着図書展示コーナーにありますので、ご注意ください。

駒場図書館資料配置場所一覧
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　Q辞書・辞典などの参考図書は借りられますか？
　A�多くの人がいつでも利用できるようにするため，貸し出しません。
　　駒場図書館内で利用してください。
　　�他にシラバスコーナー図書，雑誌，視聴覚資料，貴重書，マイクロ資料

なども貸し出しません。

　Q借りている図書の貸出期間を延ばして欲しいのですが？
　A�利用の予約が入っていなければ，2回まで貸出期間の延長ができます。

MyOPACから手続できます。
　　カウンターで手続をする場合は，図書をカウンターにお持ちください。

　Q�本郷キャンパスの総合図書館や，柏キャンパスの柏図書館の図書を借り
られますか？

　A�駒場Ⅰキャンパス以外のキャンパスにある図書館から資料を取り寄せる
ことができます。（一部，不可の図書館もあります。）�

　　�MyOPACにログインすると，�　　　�ボタンクリックで申込みができま
す。

　Q駒場図書館で借りた図書を，東大の他の図書館で返却できますか？
　A�本郷キャンパスの総合図書館と柏キャンパスの柏図書館で，返却を受け

付けています。

　Q他キャンパスの図書館で借りた図書を駒場図書館で返却できますか？
　A�駒場図書館で，返却を受け付けます。（一部，研究室資料など受け付け

できない資料があります。）
�

貸出（駒場図書館の資料）

貸出（他キャンパス図書館資料の取り寄せ）

返却（駒場図書館で借りた図書）

返却（他キャンパス図書館で借りた図書）

■ F A Q
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　Q図書館の資料を紛失してしまいました。
　Q図書館の資料を汚してしまいました。
　A�速やかにカウンターへお申し出ください。弁償をしていただくことがあ

ります。

　Q駒場図書館で，自分のパソコンをネットにつなぐことはできますか？
　A�UTokyo�WiFiが使えます。ECCS（教育用計算機システム）有線LAN

が使える閲覧席もあります。

　Qグループ学習に利用できる場所はありますか？
　A�グループ学習室をグループ研究・学習の場として提供しています。
　　カウンターへお問い合わせください。

　QMyOPACってなんですか？
　AMyOPACは，図書館サービスの個人用ポータルです。
　　東京大学OPAC　https://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/から，
　　UTokyo�Accountでログインできます。
　　下記のことができます。
　　　・貸出中資料の予約
　　　・貸出期間の延長
　　　・他キャンパス図書館からの図書取寄せ／文献複写取寄せ申込み
　　　・他大学からの図書取寄せ／文献複写取寄せ申込み
　　　・図書館備付図書のリクエスト
　　　・登録メールアドレス変更
　　　・自分の利用状況の照会

紛失・汚損

持ち込みパソコンの利用

UTokyo�WiFi
各階の閲覧席
（ただし，一部に電波の届きにくい席
があります）

UTokyo�WiFiアカウントの取得が
必要

ECCS有線LAN 地下１階，2階，3階，4階の閲覧席の
一部 ECCSアカウントが必要

“UTokyo�WiFi”で検索　
http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/administration/dics/service/wifi.html
ECCS－教育用計算機システム利用の手引き　http://www.ecc.u-tokyo.ac.jp/

その他



○駒場図書館ホームページ� � http://lib.c.u-tokyo.ac.jp/
○駒場図書館ツイッター� � � @UTokyoKomabaLib
○東京大学附属図書館ホームページ� http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/
○東京大学の図書資料・雑誌資料を探す（東京大学OPAC）
　　https://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/
○東京大学で利用できる学術情報の総合検索（TREE)
　　http://tokyo.summon.serialssolutions.com/
○東京大学で利用できるデータベース（GACoS）
　　http://www.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/gacos/

皆さんのより良い学習環境のために，お願いします
○図書館の資料は皆の財産です。大切に取り扱ってください。
○館内で利用した資料は，元の場所に戻してください。
　戻す場所がわからない場合は，返本台を利用してください。
○閲覧席では，飲料（ペットボトル等のふた付き容器入りのもののみ）
を飲むことができます。ただし，メディアパーク，OPACコーナー
を除きます。
　�館内設置の複写機は図書館資料複写用です。ノートなどのコピーには
使えません。
　�ご遠慮ください――喫煙・会話・携帯電話での通話・１階ラウンジの
飲食スペース以外での食事・館内での撮影・他の利用者に迷惑な行為。

東京大学駒場図書館
〒153-8902�東京都目黒区駒場3-8-1　TEL:03-5454-6101

（2017.4）

コミュニケーションプラザ

時計台

正門

駒場東大前駅

駒場
博物館

アドミニストレーション棟
（教務課，学生支援課）

至　渋谷

駒場
図書館

情報教育棟

■ Webでアクセス


