知らない図書館・図書室へ⾏ってみよう！

図書館
シールラリー
ガイドブック
2019.11.27-12.23
参加対象者：東京⼤学の構成員

ルール説明・注意事項
基本的な流れ：
① 各図書館・室を回り、シールを集めます。１ヶ所につきもらえるシールは
１枚です。（法学部研究室図書室・明治新聞雑誌⽂庫では実施なし）

② シールが集まったら、総合図書館本館受付で景品を受け取ります。景品は
全部で３種類！各図書館・室を回って、ぜひゲットして下さい！
＊ 景品受取時にアンケートへのご協⼒をお願いします！

ラリーについての注意事項：

◎ シール集めと景品の引き換えは11⽉27⽇から12⽉23⽇の間に⾏なってくだ
さい。受付時間は各図書館・室のページに記載しています。

◎ 図書館・室を訪れる際は、他の利⽤者や職員の迷惑にならないよう、気を
つけて利⽤しましょう。関係ない場所には⽴ち⼊らず、建物内は静かに⾏
動しましょう。

◎ ラリー開催期間でも臨時・定期の休館や開館時間の変更がある可能性があ
ります。訪れる際は必ず事前に確認してください。

◎ ガイドブックに記載されている情報は2019年11⽉現在のものであり、今後
変更される可能性があります。また、各図書館・室のウェブサイト等の記
述に従っているため、必ずしも表記を統⼀していない箇所があります。

◎ 図書館・室によってはコイン返却式のロッカーを使う必要があります。訪
れる際は、100円⽟を携帯しておきましょう。

景品についての注意事項：

◎ シール３枚でLevel 1、シール６枚でLevel２、シール８枚でLevel３の景品
を受け取ることができます。いかなる場合でも、同じレベルの景品の受け
取りは１⼈１回までです。

◎ 下のレベルの景品を受け取った後でも、累計訪問数で条件を満たせば上の

レベルの景品を受け取ることができます。例えばLevel１の景品を受け取っ
た後さらに３枚シールを集めればLevel２の景品を受け取ることができます。

◎ 景品はなくなり次第終了です。

シール台紙
集めたシールはここに貼り、景品引き換えの際にお⾒せください！
各図書館・室を回るのはどのような順番でも構いません。
※ 同じ図書館のシールを２枚以上貼らないでください。

① ② ③
Level１ CLEAR！

④ ⑤ ⑥
Level２ CLEAR！

⑦ ⑧
景品引き換えチェック欄
Level 1 … □
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Level３ CLEAR！

Level 2 … □

Level 3 … □
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アンケート … □

法学部研究室図書室

法

法

法学部研究室図書室

※ シールラリー実施なし
利⽤案内

Check! デジタルアーカイブ
法学部学⽣・他学部学⽣

平⽇

他研究科⼤学院⽣

り、貴重資料をウェブ上で⾒られます。

平⽇

9:00 - 21:00

⼟曜⽇

9:00 - 17:30

法学政治学研究科
公共政策⼤学院の院⽣以上

デジタルアーカイブ

80 席

席数

冊数

資料のデジタルアーカイブを公開してお

（書庫資料の出納
受付は16:30まで）

開室時間

貸出期間・

9:00 - 17:00

資料の貸出は不可（閲覧・複写は可能）
（※ 総合法政・協定部局の院⽣のみ研究室への貸出可能）
（※ 法科⼤学院⽣と公共政策⼤学院⽣は⾃習室まで当⽇持ち出しが可能）

飲料の

不可

持ち込み
鞄の

荷物は⼊⼝のロッカーに預け、

持ち込み

貴重品は透明な袋に⼊れて持ち運ぶ

Check! 特⾊のあるコレクション
•

我妻⽂庫（我妻栄教授の遺志により蔵書２万冊が寄贈）

•

ワッハ⽂庫、ノイベッカー⽂庫、キルヘンハイム⽂庫、ブルヒャド⽂庫、
マイヤー⽂庫、プロイス⽂庫（関東⼤震災後の1924-1925年に収集）

•

⼩野塚喜平次教授、中⽥薫教授、⽥中耕太郎教授らによる寄贈図書

•

法制史資料室資料（歴代の法制史講座担当教員が収集した、主に近世の原本・ 写本類）

⾏き⽅：
法学部研究室図書室は法３号館という建物の４階にあります。正⾨を⼊ると、右⼿
前⽅に掲⽰板と駐輪場があります。そこに⼀番近い建物が法３号館です。「法学部
研究室」というプレートが⽬印です。法３号館全体の受付で⼿続きを⾏い、エレ

公式ウェブサイト

ベーターで４階にお上がりください。４階に図書室の⼊⼝・カウンターがあります。
⚠年に数回「建物が閉まっていて⼊れない」という悲痛な声が届きます。法３号館
正⾯⽞関の扉は歴史的重みがあるので、全⼒で押して下さい。
（外から引くと開かない仕様になっております）

-3-
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医学図書館

医

医学図書館

医

シールラリー実施時間：開館時間中
利⽤案内

Check!
通常開館
平⽇

短縮開館
（夏季・冬季）

開館時間

⼟曜⽇

ブクログ「東京⼤学医学図書館の本棚」

8:30 - 20:00

医学図書館のウェブサイトでは、ブクログ上の「東京⼤学医学図書館の本棚」

8:30 - 17:00

り、どんな本が⼊ったのかを表紙の画像付きで⼀覧で⾒ることができます。

というページを⾒に⾏くことができます。新着図書、DVDの紹介が⾏われてお

10:00 - 17:00

休館⽇：⽇曜⽇・国⺠の祝⽇・年末年始（12/28 - 1/4）

東京⼤学医学図書館の本棚

館内整理⽇（毎⽉末⽇、ただし⼟曜⽇・休⽇の場合はその前⽇）
⼊学試験⽇・臨時閉館⽇
席数
貸出期間・
冊数

96 席
本：5点 2週間・AV資料：5点 2週間・雑誌：10点 当⽇限り
（参考図書/貴重資料/学位論⽂などは貸し出し不可）
（※ 延⻑は図書３回、AV資料 1回まで）

飲料の

⽔筒やペットボトルのように

持ち込み

密閉できる容器に⼊った⽔とお茶のみに限ります

鞄の

可

持ち込み

（※ 貴重品・荷物は各⾃で管理してください）

⾏き⽅：

公式ウェブサイト

安⽥講堂裏から、御殿下グラウンドと⼭上会館（三四郎池を臨む建物）
の間の道を直進し、突き当たりを左に曲がると、左⼿に医学図書館の⼊
⼝があります。

-5-
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⼯学・情報理⼯学図書館

工

工

⼯学・情報理⼯学図書館

シールラリー実施時間：開室時間中
利⽤案内 - ⼯２号館図書室
平⽇
開室時間

9:30 - 19:00（※ 臨時閉室あり）

閉室⽇：⼟⽇祝・12/27 - 1/5

学部⼊試の⽇
80 席

席数
貸出期間・
冊数

全研究科・学部

飲料の
持ち込み

図書：5冊 2週間 / 雑誌：不可

密閉できる容器のみ持ち込み可

鞄の

可

持ち込み

Check! 「野呂景義展―⽇本鉄鋼協会創⽴者とその蔵書― 」
2019/9/2- 展⽰「野呂景義展 ―⽇本鉄鋼協会創⽴者とその蔵書―」開催
中。⽇本鉄鋼協会「鉄の技術と歴史研究フォーラム」から寄贈された、
野呂景義の蔵書が集められています。

⾏き⽅：
⼯２号館図書室は、⼯学部２号館北棟の５階にあります。建物が旧館・南棟・北
棟に分かれているため、注意が必要です。
中央⾷堂の真上、安⽥講堂の⽯畳の道から講
堂を前にして左の⽅へ⽯畳の坂を降りると、
レンガの建物 ⼯学部２号館の正⾯⽞関に突き
当たります。正⾯⽞関には⼊らず外周を左に

Check! ブクログ
⼯学・情報理⼯学図書館ウェブサイトにはジュニア
スタッフが選んだ本や、「学科のことがわかる本」
などがブクログにまとめられて紹介されています。

回ると、写真のような⼤階段が現れます。こ
こを登ってすぐ左側にある北棟の⼊り⼝には
エレベーターが３台あり、５階に上ると図書
室の⼊り⼝に着きます。

-7-

-8-

公式ウェブサイト

⽂学部図書室

文

⽂学部図書室

文

シールラリー実施時間：開室時間中（３号館図書室のみ）
利⽤案内 - ⽂学部３号館図書室

開室時間

利⽤案内 - 法⽂２号館図書室

平⽇

9:00 - 21:00

平⽇

⼟曜⽇

10:00 - 18:00

夏季・春季

夏季・春季休業期間

開室時間

9:00 - 17:00

（※ ⼟曜⽇は除く）

貸出期間・
冊数

館内整理⽇（第４⽔曜⽇ 9:00 - 13:00）

館内整理⽇（第４⽔曜⽇ 9:00 - 13:00）

席数

47 席

貸出期間・

飲料の
持ち込み

全研究科・学部

図書：10 冊 1ヶ⽉

蓋のついた容器のみ可能

鞄の

荷物は⼊⼝のロッカーに預け、

持ち込み

貴重品はロッカーの中にある透明な袋に⼊れて持ち運ぶ
⾏き⽅：総合図書館の近く、三四郎池を臨むところに、３
号館図書室が⼊っている⽂学部３号館があります。受付は
３号館地下１階にあります。

9:00 - 17:00

休業期間

休館⽇：⼟⽇祝⽇、年末年始、⼊学試験⽇、

休館⽇：⽇曜・祝⽇、年末年始、⼊学試験⽇、

席数

9:00 - 17:30

冊数

25 席
全研究科・学部

飲料の

雑誌：3冊 1週間

蓋のついた容器のみ可能

持ち込み
鞄の

荷物は⼊⼝のロッカーに預け、

持ち込み

貴重品はロッカーの中にある透明な袋に⼊れて持ち運ぶ

⾏き⽅：本郷キャンパス法⽂２号館内にあります。４階の受付まではエレ
ベーターで⾏くことができます。
Check!「ひらけ！ゴマ！！」
⽂学部図書室のウェブサイトにあるこのページでは、東京⼤学
⽂学部・⼤学院⼈⽂社会系研究科の先⽣⽅による、⽂学部図書
室の蔵書の中から選んだ本についての紹介⽂が並んで
います。歴史や社会学、⽂学などなど様々な分
野の教員の⽅々の⼿による蔵書紹介が集まって
いる⼤変贅沢なページです。ぜひご覧ください。
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公式ウェブサイト

理学図書館

理

理

理学図書館

シールラリー実施時間：9:00 - 17:00（１号館のみ）
利⽤案内

開館時間

Check! 「理学の本棚」コーナー＠理学図書館3階棚番号1
平⽇

他学部所属学⽣

9:00 - 17:00

理学部所属学⽣

9:00 - 22:00

休館⽇：⼟⽇祝⽇・館内整理⽇（⽉末最後の平⽇）
席数

128席

貸出期間・

図書：5冊 2週間（1回延⻑可）

冊数

雑誌：10冊 当⽇貸出のみ（延⻑不可）

飲料の

ラウンジ内でのみ ペットボトル・⽔筒等の

持ち込み

密閉された容器に⼊った飲料を摂取可能

鞄の

理学系研究科の広報誌『理学部ニュース』で連載中の「理学の本棚」では、
駒場⽣が理学部へ進学する際に参考となる本や、理学部⽣にぜひ読んで欲し
い本を多数紹介！ここでは、これまで紹介された約30タイトルの書籍を展⽰
しており、貸出も可能です。

可

持ち込み
⾏き⽅：

理学図書館は2018年に６つの専攻図書室が統合してできた新しい図書館で、理

Check! データベース⼀覧

学部１号館東棟３階にあります。

東京⼤学で利⽤できる各種データベースへのリンクがま

理学部１号館は安⽥講堂の裏、ローソン近く
のドトールコーヒーのある建物です。理学部
１号館には東棟、中央棟、⻄棟がありますが、
内部で移動可能なのでひとまず理学部１号館

とまっています。キーワードや資料のタイプ、分野など
を⽤いて必要なデータベースを絞り込むこともできます。
データベース⼀覧

に⼊り、階段またはエレベーターで３階に上
がります。その後、安⽥講堂と反対側に進ん
でいくと理学図書館があります。
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公式ウェブサイト

農学⽣命科学図書館

農

農

農学⽣命科学図書館

シールラリー実施時間：開館時間中
利⽤案内
8:30 - 22:45

平⽇
開館時間

（授業のない期間は19:00まで）

⼟曜⽇

12:00 - 17:00

試験期臨時開館⽇

（夏・冬・春季休業期間中は閉館）

160 席

席数
貸出期間・
冊数
飲料の
持ち込み

図書：2週間 / 雑誌：1週間

全研究科・学部

冊数制限なし

飲⾷禁⽌（１階ラウンジを除く）

鞄の

可

持ち込み

※ 最新の開館／休館情報は、図書館ウェブサイトをご覧ください。

Check!

季節に合わせた展⽰

2019/10/1 - 2019/12/26、１階ラウンジ展⽰「御⼤禮典掛圖」開催中。⼤正天皇
の即位礼および⼤嘗祭の様⼦が表わされた図２点のパネルを展⽰しています。
2019/10/26 - 2020/1/30、１階カウンター横特設展⽰コーナー「ねずみに関する
図書展⽰」開催中。来年の⼲⽀にちなんでいます。

⾏き⽅：
農学⽣命科学図書館は、農学部３号館の南東にある建物です。
農学部正⾨を背にして進むと、⼤きな⼊り⼝のある建物「農学部３号館」の前に
突き当たります。右折し、３号館の建物沿
いに進み、⾓に来たら左に曲がり、直進し
て突き当たりが農学⽣命科学図書館です。
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Check!「おすすめブックリスト」
ウェブサイトには進学選択を控える学⽣向けに、「農学部
の先⽣から学⽣へのおすすめブックリスト」があります。
おすすめブックリスト
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公式ウェブサイト

経済学図書館

経

経

シールラリー実施時間：開館時間中

経済学図書館

Check! 「経済学図書館の100年」（東京⼤学経済学部創⽴百周年記念展⽰）

利⽤案内

（2019/10/25-2020/2/1）
通常開館⽇
平⽇

夏季休業開始 - 8/31
冬季休業期間

開館時間

⼟曜⽇

9:00 - 20:00
9:00 - 17:00

閉館⽇：⽇曜⽇および祝⽇（授業・試験のある祝⽇は平⽇と同様に開
館）・休館⽇（2, 4, 6, 8, 10⽉の平⽇・最終開館⽇）・設備点検⽇・
夏季休業開始⽇〜8/31の⼟曜⽇・年末年始・東京⼤学記念（4/12）・
五⽉祭・⼤学⼊試センター試験⽇・東京⼤学⼊学試験⽇

87 席
経済学研究科

貸出期間・
冊数

その他学内

30冊 2ヶ⽉

学部⽣

5冊 2週間

⼤学院⽣

10冊 1ヶ⽉

学部⽣

3冊 2週間

飲料の

グループ学習室のみ、

持ち込み

ペットボトル等 蓋の閉まる飲み物の持ち込み可

鞄の
持ち込み

る経済学図書館の100年」をテーマに展⽰を⾏います。
「経済学図書館100年の歴史とそのコレクション」では、前期（10/25-11/30）
書館の歴史に関わる資料の展⽰を⾏う予定です。前後期の間の２週間は、冬期
特別展⽰として12⽉初旬を象徴する出来事（太平洋戦争および⾚穂事件）に関
する⼀次資料の展⽰も予定しています。
Check! 経済学図書館ウェブサイト

⼤学院⽣

経済学部

館の蔵書から」「経済学図書館100年の歴史とそのコレクション」「写真でたど

に図書館を特徴づけるコレクションに関しての展⽰を、後期（12/16-2/1）に図

12:00 - 17:00

席数

経済学部創⽴百周年を記念し、主に「歴代経済学部⻑の講義内容：経済学図書

灰⾊の案内欄から、⾊々なコンテンツにアクセス
できます。「SNS」ではTwitterの他にInstagram
にもアクセスでき、資料やイベント告知をきれい
な写真として⾒ることができます。
他にも「コレクション」には「アダム・スミス⽂庫」など図書館で所蔵する貴
重図書・コレクションの紹介があり、「資料と情報の検索＞企業情報」からは
図書館で閲覧可能な営業報告書、有価証券報告書等の調べ⽅が確認できます。
⼀部の資料はPDFで閲覧することも可能です。
公式ウェブサイト

閲覧室は可 / 書庫は不可（ロッカーあり）

⾏き⽅：
経済学図書館は、⾚⾨総合研究棟の３階にあります。⾚⾨を背にして右斜め前の建
物「⾚⾨総合研究棟」に⼊り、そこから３階に上がってください。⾚⾨とは反対の
⽅向の突きあたりに、図書館の⼊り⼝があります。
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教育学部図書室

育

教育学部図書室

育

シールラリー実施時間：開室時間中
利⽤案内
平⽇

開室時間

9:00 - 19:00

⼟曜⽇

12:00 - 19:00

（教育学部所属者のみ）

休館⽇：⽇曜⽇・祝⽇・年末年始
館内整備⽇（毎⽉第１⽔曜⽇、休⽇の場合は第２⽔曜⽇）

24 席

席数
教育学研究科・
貸出期間・
冊数

飲料の
持ち込み

20冊 1ヶ⽉

経済学研究科

Check! 教育学部図書室所蔵のコレクション⼀覧

教育学部

10冊 2週間

東京⼤学元教授の旧蔵書や教育関連のまとまった資料を

学内他部局

5冊 2週間

⼠川游（1865-1940）のコレクションから、江⼾後期から明

ペットボトルや⽔筒のみ可

所蔵コレクション

「○○⽂庫」と呼び保存しています。このうち、医学博⼠富
治期にかけて利⽤された教科書や教育関係資料を集めた富⼠
川⽂庫については、デジタルアーカイブとしてウェブ上で閲
覧ができます。

鞄の

可

持ち込み

富⼠川⽂庫

公式ウェブサイト

⾏き⽅：
⾚⾨を⼊ってすぐ左⼿の教育学部棟に位置
しています。４階カウンターの他、主題に
よる書庫が医学部１号館の地下にあります。
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薬学図書館

薬

薬

薬学図書館

シールラリー実施時間：開館時間中
利⽤案内

開館時間

平⽇

9:00 - 17:00
（薬学系研究科・薬学部所属者は⼊試期間を
除く毎⽇7:30 - 23:00に閲覧室を利⽤可能）

休館⽇：⼟⽇祝⽇・年末年始・⼊学試験期間・夏季休業

56 席

席数

図書：5冊 2週間
貸出期間・

雑誌：冊数制限なし 2⽇間

冊数

新着：1時間以内
（※ 延⻑は2回まで）

飲料の

ペットボトルなど密封できる容器の持ち込み可

持ち込み

⾷事は１階のラウンジにて

鞄の

Check! 薬学図書館ウェブサイト
電⼦リソース(学内者⽤)と書かれたページから、学内者がアクセスできる電⼦
ジャーナル・電⼦ブックやデータベース、⽂献管理ツールの⼀覧を⾒ることが
できます。（薬学研究に関するものが中⼼です）

可

持ち込み
⾏き⽅：

総合図書館と三四郎池の間の道を本郷三丁⽬駅⽅向に直進し、突き当た
り、医学部１号館の前で左折。１つ⽬の⾓を右に曲がって医学部教育研

公式ウェブサイト

究棟沿いに進み、突き当たりを再び左折。第２本部棟を越えたところ、
ローソンの⼊る薬学系研究科総合研究棟の⼿前にあるのが、薬学図書館
の建物です。閲覧室の⼊り⼝は２階です。
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コラム - 明治新聞雑誌⽂庫
※ シールラリー実施なし

明治新聞雑誌⽂庫とは

コラム - デジタルアーカイブ
現在、東京⼤学にある様々な学術資料のデジタル化が進んでいます。みなさん
の研究にも役⽴つこれらのサービスを今回紹介してみたいと思います。

1927年に法学部附属施設として開設さ

•

れた、「新聞保存」を掲げた本邦初の

東⼤の様々な学術資産をデジタル化し、公開しているウェブサ

施設。明治期から昭和戦前期にかけて

イトのリンク集です。どんなデジタル資料公開サイトがあるか

の新聞・雑誌、錦絵等関係資料を所

⼀覧で⾒ることができます。

蔵・公開しています。明治・⼤正期に
国内で刊⾏された新聞・雑誌コレク
ションとしては世界最⼤級で、コレク

東京⼤学学術資産等アーカイブズリンク集

▲所蔵はこちらから検索！

•

東京⼤学学術資産等アーカイブズポータル

ションは今も増え続けています。貴重

学内の様々な部局によって作られているデジタルアーカイブ

な資料もたくさんありますので、ぜひ

を、資料ごとに横断的に検索できるシステムです。ポータル

⼀度利⽤してみてはいかがでしょうか。

でキーワードを⼊れると、関連する様々な資料を探すことが
でき、１クリックでそのデジタル画像へ⾶ぶこともできます。

場所は⾚⾨を⼊ってすぐ、史料編纂所

また、ポスターに絞った検索なども可能です。ポータル上で

の隣の階段を降りた奥ゆかしいところ

公開されているポスターを⼀覧することもできます。

にあります。（2020年1⽉より約1年半
の⻑期休館予定なので、ご利⽤の⽅は
お早めに！）

OPACとはまた違ってデジタル
資料等の検索が可能な点がとて
も⾯⽩いです。今後も新たなコ
レクションが増えていく模様で
すので、ぜひチェックしてみて
ください！
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シールラリー実施図書館・室

図書館・図書室でシールを集めて景品をゲットしよう！
Level１「総合図書館クリアファイル」

Level２「ACSペンケース」
Level １に
加えて

３種類の柄から
１枚選べます

シール３枚

シール６枚

Level３「総合図書館ブックカバー」
Level １・２
に加えて

⽂庫判サイズ・
四六判サイズ
２枚１セット

景品引き換えは
総合図書館 本館受付
にて！

シール８枚
企画・発⾏

東京⼤学附属図書館

Academic Commons Supporter（ACS）

発⾏⽇ 2019 年11⽉27⽇
協⼒ 総合図書館/法学部研究室図書室/医学図書館/⼯学・情報理⼯学図書館/⽂学部図書室/理
学図書館/農学⽣命科学図書館/経済学図書館/教育学部図書室/薬学図書館/明治新聞雑誌⽂庫
記事作成 ⼩⽥切涼乃（法・育・明治新聞雑誌⽂庫）/⻑澤俊作（理）/前⽥健⼈（⼯・農・経）
/森智⼦（医・⽂・薬・デジタルアーカイブ）
冊⼦デザイン・編集 坂本真紘 ポスターデザイン
問い合わせ先

前⽥健⼈

景品準備

⾦⼦智実/坂本真紘

附属図書館学⽣協働プロジェクトシールラリー担当（伊勢・武藤）
acs-staff@lib.u-tokyo.ac.jp

ACS Twitter @acsUTokyoNewLib
キャンパスマップの利⽤については許諾済

