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図書館利用上の注意 Read Before Using the Library

マナーを守って利用しましょう
Follow the library rules

❶ 図書館の利用には本人の学生証・教職員身分
証明書または図書館利用カードが必要です。 
学生証等の貸し借りは厳禁です。

❷ 図書館資料は大学の共有財産です。万が一
紛失・汚損・破損をした場合は弁償していた
だきます。

❸ 館外に資料を持ち出す場合は必ず貸出手続き
をしてください。貸出資料のまた貸しは厳禁
です。

❹ 返却期限を厳守してください。他の利用者の
迷惑となります。

❺ 貸出手続きをしていない資料を持ったまま退館
ゲートを通るとアラームが鳴ります。 
その際は持ち物を確認させていただきます。

❻ 貴重品は常に携帯し、私物は各自の責任で管理
してください。

❶  Your student/faculty ID card or library card is required to 
use the library. Lending/borrowing of student ID cards or 
other such cards is strictly prohibited.

❷ Materials in the library are shared university assets. 
Compensation for replacement costs must be paid if you 
lose, vandalize, dirty or otherwise damage any of these 
materials.

❸ If you wish to take any of the library's materials off the 
premises, you must complete the necessary material 
check-out procedures first. Lending of borrowed items to 
others is strictly prohibited.

❹ Make sure to return items by their scheduled due date. 
Failure to do so inconveniences other library users.

❺ An alarm will sound if you attempt to take any library 
materials through the library's exit security gate without first 
completing proper check-out procedures. If the gate alarm 
sounds, we will inspect the items you are currently carrying.

❻ Please keep valuables with you at all times. You are 
responsible for protecting your personal items.

お静かに
Work quietly

禁煙
No smoking

携帯通話禁止
Silence mobile phones

書き込み禁止
Do not write in library materials

館内では、ペットボトルや水筒などのフタ付き飲み物
（密封容器に限る）が飲むことができます（一部のエリアを
除く）。フタ付き飲み物は机の上に置いたままにせず、
かばんの中にしまうようご協力ください。

You can drink beverages with caps, such as PET bottles or 
canteens (resealable containers only), inside the libraries (some 
areas are excluded). Please keep sealed beverages in your bag. 
Do not set them on library desks or tables.



図書館の沿革 History
利用資格 Eligible Users
本学学生、教職員、校友（卒業生）、退職教職員、図書館相互利用
に関する協定で利用を認められた者、その他副館長の許可を受
けた者
※校友として図書館を利用（利用者登録）する場合など、現住所・本人確認ができるもの
（運転免許証・保険証・郵便物等）の提示が必要となることがあります。

Students, faculty, alumni, retired faculty, persons affiliated with institutions 
that have a reciprocal library usage agreement with Toyo University and 
others granted access by the vice director of Toyo University Library.
* Toyo University alumni and others who wish to use the library (become registered users) 
may need to show proof of identity and current residence (driver’s license, insurance card, 
mail, etc.).

1887年
（明治20年）

1900年
（明治33年）

1924年
（大正13年）

1929年
（昭和4年）

1961年
（昭和36年）

1970年
（昭和45年）

1971年
（昭和46年）

1977年
（昭和52年）

1986年
（昭和61年）

1987年
（昭和62年）

1995年
（平成7年）

1997年
（平成9年）

2002年
（平成14年）

2006年
（平成18年）

2009年
（平成21年）

2012年
（平成24年）

2013年
（平成25年）

2014年
（平成26年）

井上円了、私立哲学館（東洋大学の前身）を創設 

【白山】 
図書館開館（哲学館）

【白山】 
図書館を改築

【白山】 
図書館開館（旧9号館）

【川越】 
工学部分室開室 《川越キャンパス開設》

【川越】 
工学部分館開館

【白山】 
白山図書館開館

【朝霞】 
朝霞分館開館 《朝霞キャンパス開設》

【朝霞】 
朝霞分館新図書館開館

 《東洋大学創立100周年》

【白山】 
白山新図書館開館（図書館･研究棟）

【板倉】 
板倉分館開館 《板倉キャンパス開設》

【川越】
工学部分館新図書館開館 
（図書館･メディアセンター）

【白山】 
白山第2キャンパス図書資料室開室
《白山第2キャンパス開設》
工学部分館は川越図書館に、朝霞分館、板倉分館は各々
「分館」から「図書館」に改名

【白山】 
白山第2キャンパス図書室開室

《東洋大学創立125周年》

【白山】 
白山図書館拡張、ラーニング・コモンズ新設
白山第2キャンパス図書室、図書資料室を白山図書館に統合

【朝霞】図書館を改装、ラーニング・コモンズ新設
【川越】【板倉】ラーニング・コモンズ新設

Enryo Inoue founded the Tetsugakukan (Private 
Academy of  Ph i losophy)  ( forerunner of  Toyo 
University)

[Hakusan] Library opened at the Tetsugakukan

[Hakusan] Library rebuilt

[Hakusan] Library opened (The former No.9 Building)

[Kawagoe] Faculty of Engineering Extension opened 
〈The Kawagoe Campus opened〉

[Kawagoe] Faculty of Engineering Branch Library 
opened

[Hakusan] Hakusan Library opened

[Asaka] Asaka Branch Library opened 
〈The Asaka campus opened〉

[Asaka] New Asaka Branch Library opened

Toyo University 100th anniversary

[Hakusan] New Hakusan Library opened (library and  
research building)

[Itakura] Itakura Branch Library opened
〈The Itakura Campus opened〉

[Kawagoe] New Kawagoe Faculty of Engineering 
branch Library opened (library and media center)

[Hakusan] Reference Room opened 
〈The Hakusan Second Campus opened〉
Faculty of Engineering Branch Library renamed 
Kawagoe Library, Asaka branch Library and Itakura 
branch Library renamed “Library” from “Branch Library”

[Hakusan] Hakusan Second Campus Library Room opened

Toyo University 125th anniversary

[Hakusan] Hakusan Library expanded, Learning 
Commons space opened
Hakusan Second Campus Library Room and Reference 
Room merged into Hakusan Library

[Asaka] Library remodeled, Learning Commons space 
opened
[Kawagoe][Itakura] Learning Commons space opened
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東洋大学には、白山・川越・朝霞・板倉の4キャンパスに図書館
があります。本学学生･教職員･校友（卒業生）の方は、どの
キャンパスの図書館もご利用いただけます。
※各図書館の開館スケジュールは、ホームページをご覧ください。

赤羽台キャンパスには図書館はありません。　

Toyo University has libraries at each of its campuses - Hakusan, 
Kawagoe, Asaka, and Itakura. All four libraries are open to Toyo 
University students, faculty and alumni.
* See the library website for each library’s schedule.
The Akabanedai Campus does not have a library.

退　　館 Leaving the Library
貸出手続きをしていない資料を持ったまま退館ゲートを通ると、
アラームが鳴ります。アラームが鳴った場合には持ち物を確認
させていただきます。

Any material not properly checked out will sound an alarm when you exit 
the library. The library reserves the right to search your belongings if the 
alarm sounds.

返　　却 Returning
館外貸出手続きをした資料は、学内のいずれの図書館でも返却
可能です（未製本雑誌・視聴覚資料・DVDなどの付録が付いた
資料を除く）。カウンター、または自動貸出返却装置（通称：ABC。
白山図書館ではカウンター返却のみ。）にてご返却ください。
なお、閉館時、またはカウンターまで来られない場合は、館外に
設置されている「返却ポスト」をご利用ください。閉館中に返却
ポストにて返却された資料は、直前の開館日付けで返却処理を
いたします。また、返却期限までにご来館できない場合は、郵
送・宅配便による返却も受け付けております。詳しくは、図書館
ホームページをご覧いただくか、カウンターまでお問い合わせ
ください。

You can return materials that you have 
checked out at any Toyo University library 
(excluding unbound periodicals, audio-visual 
materials and materials with supplements 
such as DVDs). Return them to the service 
counter or use the automatic book 
circulation machine (ABC). (Only at the 
service counter at the Hakusan Library.)
If the library is closed or you cannot come to 
the service counter in person, you may use a Book Return outside the library 
to return your materials. Materials that are returned via the Book Return 
while the library is closed will be treated as if they were returned on the last 
business day before closure. If you cannot return them to the library before 
the due date, you can also return them via post or delivery service. See the 
library website or ask at the service counter for more information.

Browsing閲　　覧
■ 開架資料
館内に配架されている資料は自由に閲覧できます。
※閲覧した資料は、取り出した書架付近の返本台（ブックトラック）に置いてください
（川越図書館は、元の場所にお戻しください）。

■ 閉架資料
図書館の資料には、手続きをしないと利用できない閉架資料が
あります（川越・板倉図書館を除く）。閉架資料を利用したい場合
はカウンターにご相談ください。

■ Open shelves
You are free to browse any library materials on our open shelves.
* Please return any items you take from the open shelves to a book cart located near their 
original location. (Return them to their original location in the Kawagoe Library.)

■ Closed shelves
You must go through a special procedure in order to access materials in 
the closed shelves (except at the Kawagoe and Itakura Libraries). Visit the 
service counter for details.

入　　館 Entering the Library
入館時には、学生証・教職員身分証明書または図書館利用カ一
ドが必要です。お持ちでない方はカウンターにご相談ください。

When you enter the library, you need to bring 
your student ID, faculty ID or library card. If you 
do not have your card with you, visit the service 
counter.

入館ゲート（白山）
Library Entrance Gate（Hakusan）

貸　　出 Borrowing
借りたい資料をカウンターまでお持ちいただくか、自分で資料
の貸出･延長の手続きができる自動貸出返却装置（通称：ABC）
をご利用ください。
※貸出手続きには、学生証・教職員身分証明書・図書館利用カードが必要です。
※新聞･参考図書･マイクロ資料･視聴覚資料などは館外貸出対象外です（一部の視聴覚
資料は貸出可）。

※未製本雑誌・視聴覚資料・DVDなどの付録が付いた資料はカウンターまでお持ちくだ
さい。（ABCでは取扱不可）

If you wish to borrow materials, bring them to 
the service counter or use the automatic book 
circulation (ABC) machine to borrow materials 
or extend due dates on your own.
* You need your student ID, faculty ID or library card to 
check out materials.
* The newspapers, reference materials, microforms and 
audio-visual materials cannot be checked out. (Some of 
the audio-visual materials are lendable.)
* Please bring unbound periodicals, audio-visual materials, 
and materials with supplements such as DVDs to the 
service counter for checkout. (These cannot be processed 
through the ABC machine.)

利
用
案
内
　Using the Library

自動貸出返却装置（ABC）
Automatic Book 

Circulation Machine（ABC）

返却ポスト（白山）
Book Return（Hakusan）

利用案内  Using the Library
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貸出条件 Borrowing Rules

貸出延長 Renewing Materials
次の予約者がいない場合、返却期間内であれば、延長１回につ
き1週間、2回まで延長することができます。カウンター、自動貸
出返却装置（通称：ABC）またはOPACのいずれかの方法で手続
きしてください（雑誌は、製本・未製本にかかわらず延長不可）。
※OPACでの手続きには、ログイン用のID・パスワードが必要です。
※1冊でも延滞資料がある場合や、延滞罰則期間中は延長できません。

If nobody has reserved a book that you currently have checked out and it 
is not yet overdue, you may extend the due date for one week up to two 
times. This may be done at the service counter, through the automatic 
book circulation machine (ABC) or through OPAC. (Note that periodicals 
are not eligible for extension, regardless of whether they are bound or 
unbound.)
* You need your login ID and password to apply for a extension through OPAC.
* You may not extend materials during an overdue period, even if only one of your materials is 
overdue.

学生リクエス卜図書 Book Requests by Students
学習・研究上必要な資料で、本学図書館に所蔵がないものは、
カウンターでリクエストを受け付けております。
※リクエストされた資料は、図書館側で購入の可否を判断するため、購入をお約束する
ものではありません。

If the university does not have a specific material you need for your 
study or research in its collection, you may make an official request at the 
service counter.
* Please understand that filing a request is no guarantee that the library will purchase the item 
for its collection.

山手線沿線私立大学
図書館コンソーシアム

Yamanote Line Private University Library Consortium

利用対象者： 学部生、大学院生、専任教職員、非常勤講師、
 通信教育部学生、科目等履修生
対 象 大 学： 青山学院大学、学習院大学、國學院大学、
 法政大学、明治大学、明治学院大学、立教大学

Open to : Toyo University undergraduates, graduate students, full-time 
faculty and administrative staff, part-time faculty, correspondence course 
students, and non-degree students
Affiliated universities : Aoyama Gakuin University, Gakushuin University, 
Kokugakuin University, Hosei University, Meiji University, Meiji Gakuin 
University and Rikkyo University

紹介状発行（他機関の紹介） Letters of Introduction (to Other Institutions)
本学図書館にお探しの資料がない場合は、他大学・他機関に所
蔵されている資料を、訪問して利用することができます。他大
学・他機関の利用に際しては、本学図書館からの事前連絡およ
び紹介状（閲覧願）が必要となりますので、利用を希望される場
合は、まずはカウンターにご相談ください。

If you cannot find the materials you are looking for in the Toyo University 
Library, you may access it at other universities or institutions. In this case, 
Toyo University Library needs to contact them in advance and provide you 
with a letter of introduction so that you can go to the site and access the 
material. Please visit the service counter if you need to make use of this 
service.

佛教図書館協会東地区相互利用 Buddhism Library Association Eastern Region Interlibrary Access
利用対象者： 大学院生、専任教職員、研究所研究員・所員
対 象 大 学： 駒澤大学、淑徳大学、大正大学、鶴見大学、
 身延山大学、立正大学

Open to : Toyo University graduate students, full-time faculty and 
administrative staff, researchers and laboratory staff
Affiliated universities : Komazawa University, Shukutoku University, Taisho 
University, Tsurumi University, Minobusan University and Rissho University

埼玉県大学・短期大学図書館協議会（SALA）
［川越キャンパスのみ］

Saitama Academic Library Association (SALA)
[Kawagoe Campus only]

利用対象者： 川越キャンパスの学部生、大学院生、
 専任教職員、研究所研究員・所員
加 盟 機 関： 45大学45図書館、および1国立センター
※詳しくは、（http://www.sala.gr.jp/）をご参照ください。
※利用の際は、「共通閲覧証」が必要です。川越図書館カウンターで手続きをしてください。

Open to: Kawagoe Campus undergraduates, graduate students, full-time 
faculty and administrative staff, researchers and laboratory staff
Affiliated institutions: 45 libraries at 45 universities and one national center
* For more information visit the following site （http://www.sala.gr.jp/）
* You need to borrow a membership card at the front desk to access this service. Visit the 
service counter at the Kawagoe Library for details.

レファレンス Reference Service
利用したい資料が見つからない、調べたいことがあるが調べ方
がわからない場合には、お近くの図書館スタッフ、またはカウン
ターにご相談ください。お探しの情報を得るためのお手伝いを
いたします。

If you are having trouble finding some 
materials you want to use or do not know 
how to do a library search, visit the service 
counter.

延滞罰則 Overdue Penalties
返却期限を過ぎると、延滞中の資料を返却するまで貸出も延長
もできません。また罰則として、延滞日数と同じ期間、貸出停止
となります。

Once the due date has passed, you cannot check out or extend the due 
date on any other materials until you return the overdue materials. Once 
you return them, you will also lose your borrowing privileges for the 
number of days they were overdue.

資料紛失・汚損・破損 Lost, Soiled, or Damaged Materials
貸出中、閲覧中の資料を紛失・汚損・破損した場合、同一資料を
弁償していただきますので、ご注意ください。紛失・汚損・破損し
た場合は、図書館カウンターまで速やかにお申し出ください。

If a library item becomes lost, soiled, or damaged while you are borrowing 
or using it, please note that you will be held financially responsible for the 
damage. If loss, soiling, or damage should occur, please inform the 
librarian at the service counter immediately.

※視聴覚資料は館外貸出できない資料もあります。
※上記貸出点数は、図書・雑誌・視聴覚資料の合計となります。
　例：学部生の場合　図書8冊+雑誌4冊+視聴覚3点=15点
※受入印の日付から1ヶ月を経過していない雑誌は貸出できません。
※新聞・参考図書・一部の視聴覚資料は貸出できません。

* Some audio-visual materials cannot be checked out.
* The borrowing item limits are for the total number of books, periodicals, and audio-visual 
materials. 
Example : 8 books + 4 periodicals + 3 AV materials=15 items for undergraduates
* Periodicals may not be checked out until one month has passed since the date of the 
acceptance stamp.
* Newspapers, reference materials and some audio-visual materials may not be borrowed.

レファレンスカウンター（白山）
Reference Service Counter （Hakusan）
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利用者区分

貸出点数

15（3）

15（3）

15（3）

30（3）

50（3）

15（3）

5  （3）

15（3）

15（3）

15（3）

30（3）

50（3）

15（3）

5  （3）

2週間

4週間

4週間

8週間

12週間

2週間

4週間

（ ）は視聴覚
資料上限 図書 製本雑誌

未製本雑誌 視聴覚 期間・回数

貸出期間 延 長

1週間 2週間
1回1週間
（2回まで）
※雑誌は不可 

不 可

学部1～3年生

学部4年生

通信教育課程

大学院生

教職員
（非常勤講師含む）

科目等履修生
（学部･通信･大学院）

校友 （卒業生）

Borrower

Item limit Borrowing period

Books

2 weeks

4 weeks

4 weeks

8 weeks

12 weeks

2weeks

4 weeks

Bound
periodicals 
Unbound
periodicals

AV
materials

Extension

Length/times
Numbers in

parentheses are
limits for audio-
visual materials

Undergraduates
 (1st, 2nd, and 3rd
year students)

Faculty and
administrative staff
(including part-time
faculty)

Non-degree students
(undergraduate,
correspondence
course or graduate) 

Undergraduates
(4th year students)

Correspondence
course students

Graduate students

Alumni

1 week 2 weeks

One week
at a time
(up to twice)

*Periodicals
may not be
extended

Unavailable

本学図書館と協定を結んでいる他大学の図書館を利用することができます。
大学によって利用条件が異なりますので、詳しくは各大学の図書館ホームページをご参照ください。
You may be eligible to access libraries at other universities with which Toyo University Library has a partner agreement.
Borrowing rules differ at each university. Check the website of the specific university library you would like to visit for details.

コンソーシアム・協定校  Consortia and Affiliated Institutions
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図書館を使いたい Use the Library
本学図書館の総合案内として、開館カレンダーや各館の利用
方法をご案内しています。また、本学図書館は地域開放を
行っています。詳細はホームページの「利用案内」をご覧くだ
さい。

Get general library information such as hours, schedules and how to use 
each location. The Toyo University Library is also open to the local 
community. For more information, see 「利用案内」 ("Library Guide") on the 
website.

The Toyo University Library website provides a wide 
range of library information and services, such as 
library news, hours, a usage guide, 
OPAC (Online Public Access 
Catalog), databases and online 
journals.

本や雑誌を探したい（OPAC） Search Books or Periodicals（OPAC）
本学の所蔵資料をはじめ、他機関の蔵書検索も可能です。本
学の他キャンパスにある資料も予約して取り寄せることがで
きます。

Search the Toyo University Library as well as the collections of other 
institutions. You can also order materials from other Toyo University 
campuses for pickup.

図書館のプログラムに参加したい Participate in Programs Hosted by the Library
図書館が主催する様々なガイダンスやイベントなどのプログ
ラムは、「Event」や「News」で確認することができます。学習・
研究に役立つプログラムに是非ご参加ください。

Check the "Event" and "News" sections for information on programs 
such as workshops and events hosted by the library.

電子ジャーナル／データベース／電子ブック Online Journals／Databases／E-books
電子ジャーナルの横断検索や多種多様なデータベース（学術情
報、新聞、雑誌記事、辞典・事典、法令・判例など）を簡単に利用す
ることができます。必要な情報をより早く、より正確に入手でき
ます。書籍を電子ファイル化した電子ブックも利用できます。

You can access cross-referenced online journals and databases, (including 
academic information, newspapers, magazine articles, dictionaries, 
encyclopedias, laws, and judicial precedents). You can also access 
e-book versions of paper manuscripts.

一般図書 General Collection
開架書架に並んでいる図書の多くは「一般図書」です。館外貸出
ができます。自動貸出返却装置（通称：ABC）で貸出手続きがで
きます。

Most of the books on our open shelves are part of our general collection, 
and can be checked out from the library. This can be done using the 
automatic book circulation machine (ABC).

参考図書 Reference Books
辞書、百科事典、年鑑、統計、白書、地図など、調べものをする際
に参考とする資料を「参考図書」といいます。館内利用のみで館
外貸出はできません。

Materials used as references, such as dictionaries, encyclopedias, 
almanacs, statistical documents, white papers and maps, are known as 
“reference books”. These cannot be borrowed and are only for use within 
the library.

製本雑誌 Bound Periodicals
雑誌の破損・散逸などを防ぐために1冊の本のように合冊製本し
たものを「製本雑誌」といいます。自動貸出返却装置（通称：
ABC）で貸出手続きができます。

Periodicals that are bound together as a book to prevent damage and 
loss are called “bound periodicals”. These can be checked out using the 
automatic book circulation machine (ABC).

新　　聞 Newspapers
朝日・読売・日経などの主要な新聞を取りそろえております。一定期間
はバックナンバーも保管しており、縮刷版を所蔵しているものもあり
ます。日経・朝日・読売・毎日・産経はデータベースでも閲覧できます。

The library subscribes to the Asahi, Yomiuri, Nikkei, and other major 
newspapers and keeps back issues for a certain period of time. You can 
also view our databases of the Nikkei, Asahi, Yomiuri, Mainichi and Sankei 
newspapers.

マイクロ資料 Microforms
書籍などの内容をフィルムに写した資料です。利用にはカウン
ターでの手続きが必要です。

Some publications have been transferred onto film. Visit the librarian at 
the service counter if you would like to use them.

請求記号 Call Number
本学図書館の資料は、原則として日本十進分類法（NDC）に基
づいて分類され、請求記号が付与されています。

Toyo University library materials are generally categorized and given call 
numbers according to the Nippon Decimal Classification (NDC).

資料の並び方 Organization of Materials
図書館では、請求記号の順に資料が並んでいます。書架での資
料の並び方は、下の図のように最上段の左端①から始まり右端
②まで、次は下段の左端③に折り返します。一番下の右端⑧か
らは右隣の書架の最上段⑨へと続きます。①から⑩への番号
順、以下同じように続きます。

Library materials are organized according to call number. The materials on 
the shelves start at the left end of the top shelf ① and continue to the far 
right end ②, then resume at the left end of the shelf below ③. When they 
reach the far right end of the bottom shelf ⑧, they resume on the top shelf 
of the neighboring shelf ⑨. Materials are organized from ① to ⑩ as shown 
below.

視聴覚資料 Audio-Visual Materials
Blu-ray・DVD・CDなどがあり、館内で視聴できます。教育・研究
用が主ですが、一部映画もあります。館外貸出のできる資料も
あります。

You can watch or listen to available Blu-ray, DVD, CD, and other 
audio-visual materials in the library. Most of them are intended for 
education or research purposes but the collection also includes some 
movies. Some of these are available to be borrowed.

未製本雑誌 Unbound Periodicals
書店などで目にする製本されていない雑誌です。カウンターで
のみ貸出手続きができます。
※受入れした日付から1ヶ月間は貸出ができません。

Unbound periodicals have the typical binding you would see at a book 
store. They can be borrowed only at the service counter.
* Periodicals may not be checked out until one month has passed since the date of the 
acceptance.

書架の資料の並び方
Shelf organization

図書館ホームページURL　http://www.toyo.ac.jp/site/library/

東洋大学学術情報リポジトリ
Toyo University Repository for Academic Resources

https://toyo.repo.nii.ac.jp/請求記号ラベル
Call number label

本学教員の執筆論文や本学大学院の
博士論文を読みたい

Read articles written by the Toyo University faculty,
and doctoral theses of Toyo University graduate courses

電子ジャーナルや、「東洋大学学術情報リポジトリ」をご利用く
ださい。

You can read these articles and theses using Online Journals or “the Toyo 
University Repository for Academic Resources”. 

図書館ホームページでは、図書館ニュース、開館カレンダー、
利用案内のほか、OPAC（蔵書検索システム）、データベース、
電子ジャーナルなど、図書館の様々な情報・サービスを提供
しています。

図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　Library W

ebsite

資
料
案
内
　About the Collections

資料案内  About the Collections 図書館ホームページ  Toyo University Library Website
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OPAC（蔵書検索システム）   OPAC (Online Public Access Catalog)
取り寄せ（予約） Ordering Books for Pickup (Reserving Materials)
他キャンパスの図書館の資料を取り寄せて利用できます。キャ
ンパス間を運行するシャトル便により、予約した資料は早ければ
翌日、通常2～3日でカウンターに届きます（長期休暇中は、別途
配送スケジュールが館内に掲示されます）。
※雑誌・参考図書の取り寄せはカウンターでの手続きとなります。
※視聴覚資料・新聞・マイクロ資料の取り寄せはできません。
※予約した資料がご用意できましたら@toyo.jp宛にメールでお知らせします。

You can order library materials from other campuses for pickup. Reserved 
materials may arrive as early as the next day, but generally arrive at the 
counter in two or three days via a shuttle delivery service operating 
between campuses. (See posted notices for schedule and other 
information during extended university holidays.)
* Periodicals and reference books need to be ordered for pickup through the service counter.
* Audio-visual materials, newspapers and microfilms cannot be ordered for pickup.
* You will be notified by an email message when the materials are ready for pickup.

予　約 Reservations
他の利用者へ貸出中の資料に対して、返却後に優先的に利用で
きるように予約ができます。

You can reserve library materials that are currently loaned out, putting 
you first in line once they are returned to the library.

貸出予約状況照会 Checking Reservations and Loan Status
自分の貸出状況を確認することができます。また取り寄せ・予約
の状況についても確認できます。

You can check current reservations and loan status on library materials as 
well as order/pickup status.

貸出延長 Getting a Renewal
貸出予約状況照会画面から貸出期間延長の手続きができます。
（延長1回につき1週間、2回まで。ただし雑誌は除く）

You can extend a due date from the reservation status screen. (Renewals 
are granted for one week at a time, up to two times. Note that periodicals 
are ineligible for renewal.)

貸出履歴照会 Check Borrowing History
これまでに自分が借りた資料が確認できます。 This function shows you a list of the materials you have borrowed from 

the library in the past.

ID I D
学　生：PC教室やToyoNet-Gなどと同じです。
教職員：gXXXXXXXXXX（英小文字「g」+教職員番号10桁）

For students, this is the same ID used to access computer rooms and 
ToyoNet-G.
For faculty, this is an 11-digit code starting with a lowercase g followed 
by a ten-digit faculty ID number.

パスワード Password
上記IDに付随するもの。 The password must be associated with your ID.

※IDとパスワードが分からない場合は、以下の対応をお願いします。
　学　生：証明書発行機で「情報システム利用通知書」の再発

行が可能です。
　教職員：情報システム課へお問い合わせください。
　校友（卒業生）、非常勤講師、コンソーシアム等の図書館利用
カード発行対象者はカウンターまでお問い合わせください。

* Follow the steps below if you do not know your ID or password. 
Students: You may reissue your "Notice regarding the Use of Toyo 
University Information System" at any campus certificate issuing machine.
Faculty: Contact the Information Systems Section. 
People eligible to receive a library card (alumni, part-time faculty and 
consortium members): Please apply at the service counter.

OPAC is an online system that allows you to search through the Toyo University Library collection, along with cross searches of other 
institutions, advanced searches using faceted browsing (refined searching), and other searches.
Enter with your ［ID］ and ［Password］ (see below) to access convenient services, like reserving books, extending due dates, making an 
inter-library loan (ILL) and accessing online journals and databases. The ID and password allow you to access the system from home or 
other off-campus locations as well.

OPAC（Online Public Access Catalog）は、本学の所蔵資料を検索することができる蔵書検索システムです。
他機関との横断検索やファセットブラウジング（絞り込み検索）を使った詳細な検索なども可能です。
大学が発行する【ID】と【パスワード】（下記参照）を入力すれば、蔵書検索に加え、図書の予約、貸出延長、
ILL（図書館間相互貸借・文献複写）、オンラインデータベース・電子ジャーナルの利用など便利なサービスが利用できます。
これらのサービスは、自宅など学外からのアクセスも可能です。

TRiTON について TRiTON
Toyo University Library Reference and Information 
Total Network System の略で、東洋大学図書館情報システ
ムを意味しています。このシステムは、図書館所蔵の図書雑誌等
のデータベース化並びに学外データベースとのネットワーク化
による学術情報サービス体制の確立を目的としています。
TRiTONは、ギリシャ神話にある海の大神ポセイドンと海の女神
アンフィトリテの子で、東洋大学の「洋」から海に因んだ名称とし
て選びました。また、笑顔のイルカのイメージから、人に優しい
親切なシステムにしたいとの願いが込められています。

TRiTON stands for the Toyo University 
Library Reference and Information 
Total Network System, an academic 
information service featuring databases 
of our library collection and periodicals as well as several 
off-campus databases in an online format. Triton was the son of 
the Greek god and goddess of the ocean, Poseidon and 
Amphitrite, and his name was selected as a nod to the character 
“YO” in “Toyo University”, which means “sea”. We also hope that 
the smiling dolphin mascot will communicate just how easy and 
friendly the system is to use.

ト リ ト ン

Inter-Library Loan (ILL)I L L（ 図書館間相互貸借・文献複写）
■ 文献複写（有料）
他大学・他機関が所蔵する資料の特定範囲の複写を取り寄せる
ことができます。複写料金（料金は依頼先大学・機関の定めによ
る）および送料は自己負担となります。

■ 現物貸借（有料）
他大学・他機関の図書を本学図書館に取り寄せて、本学図書館
内で一定期間利用することができます。館外への持ち出しはで
きません。往復の送料は自己負担となります。貸借した資料の複
写は別途手続きが必要です。

■ Copies (fee-based service)
Certain materials in the collections of other universities or institutions can 
be copied and ordered for pickup. Copy charges differ at each institution. 
You are responsible for these fees as well as shipping costs to the home 
institution.

■ Loans (fee-based service)
Materials in the collections of other universities or institutions can be 
ordered for pickup and used at the library for a set period of time. They 
cannot be taken out of the library. Note that you are responsible for 
shipping costs to and from the home institution and that copying the 
materials require a separate procedure.

ログイン後画面　Login Landing Screen

OPAC

　Online Public Access Catalog

OPAC

　Online Public Access Catalog
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オンラインデータベース  Online Databases

Online journals are digital versions of primarily academic publications that can be used online. Documents can be easily accessed online using a computer 
or mobile device. Access the 「電子ジャーナル」 ("Online Journals") feature on the library website. * Please note that use of this service is restricted to 
the students and faculty members of Toyo University.

電子ジャーナルとは、主に学術雑誌が電子化されたもので、オンラインで利用できる雑誌です。パソコン・タブレット端末を使って
オンラインで簡単に本文を手に入れることができます。図書館ホームページ「電子ジャーナル」からアクセスしてください。
※利用条件は、東洋大学所属の学生および教職員に限ります。

Here are some of the major online databases and journals available through the Toyo University Library.

図書館で取りそろえているオンラインデータベース・電子ジャーナルのうち、目的別に主なものをご紹介します。

●利用に当たっては、下記のことを厳守してください。
⑴ 著作権法や各データベース・電子ジャーナル提供元の利用規約・
利用条件に違反しない。

⑵ 個人利用の範囲を超えた、大量のデータをダウンロード（オンライン
上のファイル表示含む）を行わない（自動・手動問わず）。

⑶ 個人の学術研究および教育以外の目的で使用しない。
⑷ 複製や第三者への再配布は行わない（メールでの送信やプリント
アウトの配布等）。

利用方法 How to Use
図書館WebサイトOPAC画面メニューから「オンラインデータ
ベース検索」で利用したいデータベースを表示し、リンクをクリッ
クすると「するっとTRiTON」のログイン画面が表示されます。
ログインするとデータベースに接続します。

Select "Online DB Search" from the menu on the OPAC website and 
search for the database you would like to use. When you click the link, 
the login screen for "Surutto TRiTON" will be displayed. You can connect 
to the database by logging in.

新聞記事を読みたい !
Read the newspaper articles !
過去から最新号までの新聞記事等を検索できるデータベースが
あります。
From past to current editions, search the database for 
newspaper and other articles.

● 「日経テレコン」（日経新聞 Nihon Keizai Shimbun）
●「聞蔵Ⅱビジュアル」（朝日新聞 Asahi Shimbun）
● 「ヨミダス歴史館」（読売新聞 Yomiuri Shimbun）
●「毎索」（毎日新聞 Mainichi Shimbun）
● 「産経新聞データベース」（産経新聞 Sankei Shimbun）　など

論文記事、雑誌記事を探したい !
Find theses and articles in periodicals !
論文・雑誌記事の情報を検索できます。
※詳しくはパスファインダー「No.8 論文や雑誌記事を検索しよう！」をご参照ください。

Search for information in theses and articles in periodicals.
* Get more information in Pathfinder No.8, Search Theses and Articles in 
Periodicals.

● 「magazineplus」
 （雑誌・論文情報を検索 Magazine/article retrieval）
● 「Web of Science」
 （学術文献データベース Scientific literature database）　など

人物や言葉の意味を調べたい !
Look up people, words and more!
辞書・事典を横断検索できるデータベースがあります。
Cross-search our databases of dictionaries and encyclopedias.

● 「ジャパンナレッジLib」 
 （各種辞書・辞典を横断検索 Dictionary cross-search）
● 「whoplus」（人物情報データベース Person information database）  など

法令、判例、裁決を調べたい !
Research laws, legal precedences and judicial rulings!
● 「LEX/DB インターネット」（判例データベース Legal precedent database）
● 「第一法規 法情報総合データベース（D1- Law.com）」 
 （法令データベース Law database） 　など

科学誌の記事を調べたい !
Discover articles in scientif ic journals !
● 「JDream Ⅲ」 （科学技術・医学の学術論文・記事の文献検索 
Technology/medical report/article retrieval）

● 「医中誌Web」 
（医学論文情報の文献検索 Medical article/information retrieval）
● 「Nature」（自然科学専門雑誌「Nature」のオンライン版 Online 
version of natural-science magazine “Nature”）　など

●Please abide by the following when using a database.
(1) Do not violate copyright law or the terms of use of each database and online 
journal provider.

(2) Do not download a large amount of data that exceeds the amount for personal 
use (including the display of files online) regardless of whether downloading is 
done automatically or manually.

(3) Do not use for purposes other than personal academic research or 
education.

(4) Do not redistribute to a third party or duplicate this information (send by e-mail 
or print out for distribution, etc.).

アクセスログは提供元により常時監視されています。意図的な不正行為でなくとも提供
元が適正ではないと判断した場合には、大学からのすべてのアクセスの遮断や法的措置
などの大学全体へのペナルティが科せられます。本学の学術研究・教育活動に大きな損
失を与えることとなりますのでくれぐれも適正な利用を行ってください。

Access logs are constantly monitored by the provider. If the provider determines there is 
improper usage even when there was no intentional misconduct, the university will be cut 
off from accessing the provider and a penalty, such as legal actions, will be imposed on the 
university. Please use the data properly, as misconduct may have a large effect on academic 
research and education activities at the university.

※この他にも多数のデータベースを取り揃えています。詳細については図書館ホームぺージ
やパスファインダー「No.9 WEBで簡単! データベースに挑戦!」をご参照ください。

* There are many other databases available in addition to the ones listed here. 
See the library website for more information, or refer to Pathfinder No. 9, Using 
Online Databeses.
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「するっとTRiTON」は東洋大学が契約している、データベース・電子
ブック・電子ジャーナルを利用するための、EZproxy を利用したシス
テムです。本システムを使用することで、ユーザーは所属に応じた
データベースを、学内外から利用できます（一部学内のみ利用可能
のデータベースがあります）。

“Surutto TRiTON” uses EZproxy to use databases, e-books, and 
online journals contracted by Toyo University. Users of this 
system can access the database of their faculty from inside and 
outside the university. (Note that use of some databases is 
restricted to within the university.)

The library gives you access to a wide variety of online databases. An online database is a collection of information and materials classified 
and organized to make searching operations more effective. With “Surutto TRiTON”, you can access various sources such as academic 
information, newspapers, magazine articles, dictionaries, encyclopedias and legal information. (Some items can only be used within the 
University.)  * Please note that use of this service is restricted to the students and faculty members of Toyo University.

図書館では、多種多様なオンラインデータベースを提供しています。オンラインデータベースとは、情報や資料を収集、分類、整理し、
検索を効率化したものです。「するっとTRiTON」を利用して学術情報、新聞・雑誌記事、辞典・事典、法令・判例など、様々な情報を学内
外から利用することができます。（一部学内のみの利用）　※利用条件は、東洋大学所属の学生および教職員に限ります。

電子ジャーナル  Online Journals

E-books are digitized versions of books that can be downloaded to computers. Find out more about how to use e-books in Pathfinder No. 
11 Using E-Books.
* Please note that use of this service is restricted to the students and faculty members of Toyo University.

電子ブックとは、書籍を電子ファイル化したもので、パソコン・タブレット端末にデータをダウンロードして画面で読むことができます。
電子ブックの詳しい利用方法については、パスファインダー「No.11 電子ブックを使ってみよう！」をご覧ください。
※利用条件は、東洋大学所属の学生および教職員に限ります。

電
子
ブ
ッ
ク
　E-Books

電子ブック  E-Books

するっとTRiTON http://stri.toyo.ac.jp/
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ラーニング・コモンズ
Learning Commons

白山図書館フロアガイド  Hakusan Library Floor Guide

❶  情報検索コーナー
 Information Search Area
❷  無線LANコーナー
 Wireless LAN Area
❸ 閲覧席
 Reading Area
❹ 展示コーナー
 Exhibition Area
❺ 学術雑誌コーナー
 Academic Journal Area
❻ 文庫・新書コーナー
 Paperback / Pocket Edition Area
❼ 専任教員著作コーナー
 Literary Works Area of Toyo University Faculty
❽ 閲覧席
 Reading Area
❾ セミナー室
 Seminar Room
10 コピーコーナー
 Copy Area
11 1号館入口カウンター
 Service Counter of Building 1
12 メインカウンター
 Main Service Counter
13 グループ学習室
 Group Study Rooms
14 ラーニング・フォレスト
 Learning Forest
15 学習PC室　※一部視聴覚ブース有
 Learning PC Room
 *Some audio-visual booths available

B1F

1 F

B2F

❶  2号館入口カウンター
 1F Service Counter of Building 2
❷  新聞コーナー
 Newspapers Area
❸ 軽読書コーナー
 Books for Light Reading Area
❹ 雑誌コーナー
 Periodicals Area

施設概要（2017年3月現在） Facility (as of March 2017)
● Indoor area : 7,170㎡　　●1,653 seats
●Collection ・740,110 Japanese books／257,800 Foreign language books
 ・8,467 Japanese periodicals／3,398 Foreign language periodicals
 ・5,989 Audio-visual materials

●占有面積 7,170㎡　　　●座席数 1,653席
●所蔵資料 ・和書 740,110冊／洋書 257,800冊
 ・和雑誌 8,467タイトル／洋雑誌 3,398タイトル
 ・視聴覚資料 5,989点

開館時間 Hours
●8:30 AM to 10:00 PM (M‒F)　　●8:30 AM to 8:00 PM (Sa)
●Closed on Sundays, national holidays, and university/library holidays

●平　日 8：30～22：00　　●土曜日 8：30～20：00
●閉館日 日曜日、祝日、本学・図書館の定めた日
※開館時間の変更、長期休暇中の開館は、掲示・ホームページなどでお知らせします。 * For changes to open hours and open hours during extended University breaks, see the posted 

notices or library website, etc.

5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8606 (Building 2 B2F~1F, Building 1 B1F)

問合せ先 Contact
〒112-8606　東京都文京区白山5-28-20（2号館B2F～1F、1号館B1F）
●TEL 03-3945-7325　●FAX 03-3945-7330

❶  マイクロ資料室
 Microfilm Materials Room
❷  閲覧席
 Reading Area
❸ 閲覧室
 Reading Room
❹ コピーコーナー
 Copy Area
❺ 電動書庫
 Electric Shelves

●14●13 ●15

●❶

●12

●❸●❷

●❷

●❺●❸

白
山
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白
山
図
書
館
　Hakusan Library

Students from seven different faculties (Literature, Economics, Business Administration, Law, Sociology, Global and Regional Studies, and 
International Tourism Management) use the Hakusan Library, which features an incredibly diverse collection of materials. To improve the 
learning environment of the university, a Learning Commons area is available where student groups can engage in discussions or students 
can prepare for research presentations.

白山図書館は7学部（文・経済・経営・法・社会・国際・国際観光）の学生が通うため、幅広いジャンルの資料を収集しています。
ラーニング・コモンズが設置されており、学生同士がグループ単位でディスカッションをしたり、研究発表の準備などができる学習環境
が充実しています。
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ラーニング・
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Learning Commons

朝霞図書館フロアガイド  Asaka Library Floor Guide川越図書館フロアガイド  Kawagoe Library Floor Guide

●❷

The Kawagoe Library collection is primarily comprised of materials related to the Faculty of Science and Engineering and Faculty of Information 
Sciences and Arts. The symbolic pentagon-shaped building is filled with natural light by its vaulted ceilings, and provides a relaxed atmosphere. 
The Learning Commons (1F) space has been established, which has a fully equipped PC and group-learning environment.

川越図書館は、理工学部・総合情報学部関連の資料を中心に収集しています。シンボリックな五角形の建物で、中央吹き抜けの天井から入る
光が明るく落ち着いた雰囲気となっています。また、ラーニング・コモンズ（1F）が設置され、PCおよびグループ学習環境が充実しています。

2 F

1 F

●❸

●❶

●❶

●❺●❷

●❹

施設概要（2017年3月現在） Facility (as of March 2017)
● Indoor area : 2,896㎡　　●555 seats
●Collection ・139,137 Japanese books／61,233 Foreign language books
 ・1,198 Japanese periodicals／1,468 Foreign language periodicals
 ・3,890 Audio-visual materials

●占有面積 2,896㎡　　　●座席数　 555席
●所蔵資料 ・和書 139,137冊／洋書 61,233冊
 ・和雑誌 1,198タイトル／洋雑誌 1,468タイトル
 ・視聴覚資料 3,890点

開館時間 Hours
●8:30 AM to 8:00 PM (M‒F) ●8:30 AM to 4:00 PM (Sa)
●Closed on Sundays, national holidays, and university/library holidays

●平　日 8：30～20：00　　●土曜日　8：30～16：00
●閉館日 日曜日、祝日、本学・図書館の定めた日
※開館時間の変更、長期休暇中の開館は、掲示・ホームページなどでお知らせします。 * For changes to open hours and open hours during extended University breaks, see the posted 

notices or library website, etc.

2100 Kujirai, Kawagoe-shi, Saitama 350-8585

問合せ先 Contact
〒350-8585　埼玉県川越市鯨井2100
●TEL 049-239-1321　●FAX 049-239-1493

❾ 専任教員著作コーナー
 Literary Works Area of 
　 Toyo University Faculty
10 新着図書コーナー
 New Releases
11 展示スペース
 Exhibition Area
12 イベントスペース
 Event Space

13 インフォメーションコーナー
 Information Area
14 コピーコーナー
 Copy Area
15 カウンター
 Service Counter
16 自動貸出返却装置（ABC）
 Automatic Book Circulation machine (ABC)　

❶  グループ学習室（30名）
 Group Study Room (Capacity: 30)
❷  グループ学習エリア（各ブース6名）
 Group Study Area (6 people per booth)
❸ 学習PCコーナー
 PC Area
❹ インターナショナルニュースエリア
 International News Area

❺ グループ学習室（各12名）
 Group Study Room (12 people per booth)
❻ 情報検索コーナー
 Information Search Area
❼ 視聴覚コーナー
 Audio-visual Area
❽ スタディ＆リサーチエリア
 Study and Research Area

❶  集密書庫
 Compact Mobile Shelves
❷  文庫・新書コーナー
 Paperback/Pocket Edition Area
❸ 軽読書コーナー
 Light Reading Area
❹ 地図コーナー
 Map Area
❺ 閲覧席
 Reading Area
❻ 情報検索コーナー
 Information
 Search Area

朝
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越
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The Asaka Library collection is primarily comprised of materials on social welfare, childcare, sports sciences, universal design and related 
topics. Ample seating ensures a relaxed environment where students can concentrate on their studies. The Activity area, where students 
can have discussions, and the PC Area enhance the learning environment.

朝霞図書館は、社会福祉・保育・スポーツ科学・ユニバーサルデザインなど、学科関連の資料を中心に収集しています。学生数に対して
閲覧席が多く、ゆったりとしたスペースで、学習に集中することが出来ます。また、学生同士のディスカッションが可能なアクティブエリア
やPCコーナーを設置し、学習環境が充実しています。

❶  セミナー室
 Seminar Room

❷  グループ学習室
 Group Study Room

❸ 学習室
 Study Rooms

❹ 情報検索コーナー
 Information Search Area

❺ 閲覧室
 Reading Room

❻ 一般図書
 General Books

❼ 文庫・新書コーナー
 Paperback/
　 Pocket Edition Area

❻ 一般図書
 General Books

❼ 参考図書
 Reference Books

❽ 情報検索コーナー
 Information Search Area

❾ ブラウジングコーナー
 Book Browsing Area

10 視聴覚コーナー
 Audio-visual Area

❶  アクティブエリア
 Activity Area

❷  PCコーナー
 PC Area

❸ 絵本コーナー
 Picture Book Area 

❹ 雑誌・新聞コーナー
 Periodical/Newspaper Area

❺ 受付カウンター
 Reception Counter

●❶

●❶ ●❷

●❸ ●❹

●❹

施設概要（2017年3月現在） Facility (as of March 2017)
● Indoor area : 3,855㎡　　●381 seats
●Collection ・241,841 Japanese books ／21,848 Foreign language books
 ・1,942 Japanese periodicals／474 Foreign language periodicals
 ・10,975 Audio-visual materials

●占有面積 3,855㎡　　　●座席数　381席
●所蔵資料 ・和書 241,841冊／洋書 21,848冊
 ・和雑誌 1,942タイトル／洋雑誌 474タイトル
 ・視聴覚資料 10,975点

開館時間 Hours
●8:45 AM to 8:00 PM (M‒F)　　●8:45 AM to 4:00 PM (Sa)
●Closed on Sundays, national holidays, and university/library holidays

●平　日 8：45～20：00　　●土曜日　8：45～16：00
●閉館日　日曜日、祝日、本学・図書館の定めた日
※開館時間の変更、長期休暇中の開館は、掲示・ホームページなどでお知らせします。 * For changes to open hours and open hours during extended University breaks, see the posted 

notices or library website, etc.

48-1 Oka, Asaka-shi, Saitama 351-8510

問合せ先 Contact
〒351-8510　埼玉県朝霞市岡48-1
●TEL 048-468-6333　●FAX 048-468-6337

●❸

●❷

11 軽読書・多読本コーナー
 Light Reading and
 Graded Reader Area

12 専任教員著作コーナー
 Literary Works Area of
　 Toyo University Faculty
13 リフレッシュコーナー
 Refreshment Area
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1 F

The collection of the Itakura Library is centered around specialized documents for the life sciences and food and nutritional science. It features numerous glass 
walls that are constructed to let natural light pass through for a bright space. The windows look over the Nikko mountain range, creating a peaceful study 
environment. Also, a complete learning environment is provided through the Computer Commons Space and Active Learning Area that can be used by students 
for discussion. The library created a Quiet Area in 2016 on the 2nd floor for library users seeking a silent environment for self-study and other purposes.

板倉図書館は生命科学・食環境科学分野の専門資料を中心に所蔵しています。館内は、壁面にガラスを多用し、自然採光を重視した
明るい造りになっています。窓からは日光連山が眺められ、落ち着いた環境のなかで学習することができます。また、学生同士の
ディスカッションが可能なアクティブ・ラーニング・エリアやコンピュータ・コモンズを設置し、学習環境が充実しています。なお、
「静」の環境を求める利用者に対して2階にサイレント・エリアを2016年度より設けて、自習などの場として提供しています。

❶  キャレル
 Carrels

❷  閲覧席
 Reading Area

❸ OPAC専用端末
 OPAC Terminals

❹ サイレント・エリア
 Quiet Area

❶  アクティブ・ラーニング・エリア
 Active Learning Area

❷  コンピュータ・コモンズ
 Computer Commons Space

❸ 新着図書コーナー
 New Releases Area

❹ 閲覧席
 Reading Area

❺ カウンター
 Service Counter

❻ 視聴覚資料コーナー
 Audio-visual Area

❼ 情報検索コーナー
 Information Search Area

●❶ ●❷ ●❸

●❶

書架　
Shelves

施設概要（2017年3月現在） Facility (as of March 2017)
● Indoor area : 2,010㎡　　●295 seats
●Collection ・63,765 Japanese books ／10,153 Foreign language books
 ・377 Japanese periodicals／188 Foreign language periodicals
 ・2,511 Audio-visual materials

●占有面積 2,010㎡　　　●座席数    295席
●所蔵資料 ・和書 63,765冊／洋書 10,153冊
 ・和雑誌 377タイトル／洋雑誌 188タイトル
 ・視聴覚資料 2,511点

開館時間 Hours
●8:30 AM to 7:00 PM (M‒F)　　●8:30 AM to 4:00 PM (Sa)
●Closed on Sundays, national holidays, and university/library holidays

●平　日 8：30～19：00　　●土曜日　8：30～16：00
●閉館日　日曜日、祝日、本学・図書館の定めた日
※開館時間の変更、長期休暇中の開館は、掲示・ホームページなどでお知らせします。 * For changes to open hours and open hours during extended University breaks, see the posted 

notices or library website, etc.

1-1-1 Izumino, Itakura-machi, Ora-gun, Gunma 374-0193

問合せ先 Contact
〒374-0193　群馬県邑楽郡板倉町泉野1-1-1
●TEL 0276-82-9061　●FAX 0276-82-9804

施
設
・
設
備
案
内　

Facilities Guide

板倉図書館フロアガイド  Itakura Library Floor Guide

板
倉
図
書
館　

Itakura Library

コピーコーナー Photocopying Area
本学図書館所蔵の資料を著作権の範囲内で複写することがで
きます。 
料金：モノクロ1枚10円、カラー1枚30円
※現金またはコピー機用プリぺイドカードで利用できます（川越
図書館は現金のみ）。なお、図書館では両替は行っておりま
せんので、あらかじめ小銭をご用意ください。

Materials in the Toyo University Library collection may be copied in ways 
that comply with copyright law.
Cost : 10 yen (black/white printing), 30 yen (color printing)
* Photocopiers take cash or prepaid cards. (Kawagoe Library accepts cash 
only.) The library does not offer money exchange service so please have 
some coins on hand.

情報検索コーナー Information Search Area
OPACでの蔵書検索、各種オンラインデータベース、電子
ジャーナルの利用（P6～10参照）など、学習や研究に必要な情
報を収集するときにご利用ください。それ以外の目的（レポート
作成など）での利用はできません。

In the Information Search Area, you can use OPAC to search the library 
collection, access a variety of online databases or online journals (see 
pages 6‒10) to gather information for your academic or research 
activities. Note that this area may not be used to write reports or any 
other non-research purpose.

無線 LANコーナー
ご自分のノートパソコンを使って、学内ネットワークからインター
ネットを利用できます。無線LANの利用にあたっては、事前に設
定が必要です。「情報システム利用ガイドブック」をご覧ください。

Wireless LAN Area
The wireless LAN area offers free wireless connectivity for library users. 
You need to bring your own laptop PC and follow the necessary setup 
procedures. Please refer to the "User Guide for Toyo University 
Information System" for more details.

Automatic Book Circulation machine (ABC)
You can borrow, extend, and return library materials yourself. (At the 
Hakusan Library, borrowing and extending only are possible). Please bring 
unbound periodicals, audio-visual materials, and materials with 
supplements such as DVDs to the service counter for processing.

グループ学習室 Group Study Rooms
図書館の資料を使って、複数の利用者で話し合いながらの学習に
利用できます。利用手続きは各館カウンターまでお越しください。

Group study rooms are available for multiple library users who want to 
collectively use library materials and hold discussions. Visit the service 
counter to apply for use of a group study room.

展示コーナー Exhibition Area
毎年テーマを設定し、図書館資料を織り交ぜて企画展示を行って
おります。詳しくは、掲示や図書館ホームページでご確認ください。

Scheduled exhibits are held based on yearly themes with library materials. 
For details, see the posted notices and library website.

視聴覚コーナー Audio-visual Area
本学図書館で所蔵している視聴覚資料を館内視聴できます。
利用手続きは各館カウンターまでお越しください。
※持ち込み資料はご利用いただけません。

You can view audio-visual materials owned by 
the Toyo University Library. Visit the service 
counter if you would like to view them.
* You cannot view any materials you have brought in 
from outside.

ラーニング・コモンズ
授業の課題や研究発表の準備など、仲間と話し合いながら学習
することができるスペースです。色々な学習スタイルに対応で
きるよう、多様な机や椅子、PCなどを設置しています。PCの基
礎的な使い方（Word、Excel）など質問があればスタッフにお尋
ねください。

Learning Commons Space
This space is available for learning with 
friends while discussing assignments or 
preparing for research presentations. A 
variety of desks, chairs, and computers are 
available here to support different learning 
styles. If you have any questions about 
basic computer operations (such as using 
Word and Excel), ask the library staff.

コピー機利用上のルール Photocopier Rules
・本学図書館が所蔵する資料に限ります。私的なノートなど
の複写には利用できません。

・ひとり1部までです。
・複写が許される範囲は、個々の著作物の半分までです。
・雑誌・新聞の最新号は複写できません。
・現物貸借した他大学・他機関の図書を複写するには、カウン
ターにて申請が必要です。

 • Photocopiers are for copying materials of the Toyo University 
Library only. They are not for copying private notes or other materials.

 • Only one copy is allowed per material per person.
 • Up to half of any individual copyrighted item may be copied.
 • The latest issue of periodicals and newspapers may not be copied.
 • You must put in a request at the service counter if you wish to copy 
items currently on loan from other universities or institutions.

ラーニング・コモンズ（白山）
Learning Commons Space（Hakusan)

視聴覚コーナー（川越）
Audio-visual Area(Kawagoe)

自動貸出返却装置（ABC）
ご自身で館内の資料の貸出・延長・返却の手続きができます（白山
図書館では貸出・延長のみ）。未製本雑誌・視聴覚資料・DVDなど
の付録が付いた資料は、カウンターで手続きを行ってください。

15 TOYO UNIVERSITY  Library Guide 2018 16TOYO UNIVERSITY  Library Guide 2018



（現物が読みたい）(want to read original)

※1は、P5 資料の並び方参照
*1 See “Organization of Materials” on page 5 for more details
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Frequently Asked Questions (FAQ)

図書館 FAQ  Frequently Asked Questions (FAQ)

資料の探し方  Finding library materials

Q
利用できます。カウンタースタッフにその旨お申し出いただ
ければ入館はできます。ただし、資料の貸出はできません。

学生証を忘れてしまいました。
図書館の利用はできますか？

A
Q

Yes. You can enter the library without your ID card by speaking to a 
librarian at the service counter. However, you cannot borrow any 

material without your ID card.

I forgot my student ID card.
Can I use the library?

A

Q
検索結果の「所蔵情報」の中の「配架場所」をクリックしてくだ
さい。配架されている場所の地図が表示されます。それでも

わからない場合はカウンタースタッフにお声かけください。

OPACで探した資料がどこにあるのかわかりません。

A
Q

Click "Location" in the "Holdings information" section displayed with your 
search results to bring up a map showing the stacks where the item is 

located. If you still need help, ask the librarian at the service counter.

I don’t understand where the material I found on OPAC is.

A

Q
OPACをご活用ください。OPACで蔵書検索することで、所
属館の資料はもちろん、他館、他大学などの所蔵状況も簡

単に調べることができます。また、検索以外に、資料の貸出延長や貸
出中の資料へ予約をつけたり、他館から資料を取り寄せることもでき
ます（注）。なお、これらの機能を利用するためには、ID・パスワードが
必要です。
（注）雑誌は、OPACでの予約は出来ませんが、カウンター手続きにて

他館から取り寄せ可能です。

図書館資料を効率よく探すには？

A
Q

The most efficient way to find what you’re looking for is to use the OPAC 
system. OPAC can be used to search the library collection at Toyo 

University as well as access materials at other branches, universities or other 
institutions. You can also use the system to get a due date extension and reserve 
a book that is currently borrowed. You can also request that books to other 
branches be delivered for pickup*. Note that you must supply your ID and 
password to access the OPAC system.
* You cannot reserve periodicals using this service. If you wish to have a periodical 
delivered from another branch, you can request it in person from the service counter.

How can I find library materials quickly and easily?

A

Q
どの館から取り寄せるかにもよりますが、早ければ翌日、
通常2～3日でカウンターに届きます（長期休暇中は、別途

配送スケジュールが館内に掲示されます）。取り置き期間は到着から
1週間です。1週間過ぎると借りた館に自動的に返送しますので期間
内にカウンターまでお越しください。

他館から取り寄せた資料はいつ頃届きますか？

A
Q

Your materials may arrive at your local service counter as early as the 
next day―though typically it takes two to three days. (See posted notices 

for the schedule and other information during extended university holidays.) Once 
the item arrives at your local branch, it will be held there for a week, so please 
make sure to visit and check out the book at the service counter within that 
period. If you do not collect it during that time, it will be automatically sent back 
to its home branch.

When will the material I ordered to other branches arrive here?

A

Q
紛失の場合、弁償していただくことになります。また汚損・
破損の場合も、資料の状態によっては弁償が生じます。この

ような事態が発生しましたら、自分で判断せず、速やかに各館カウン
タースタッフにご相談ください。

資料を紛失・汚損・破損してしまいました。
どうしたらよいですか？

A
Q

If you lose library materials, you will have to purchase a new copy. You 
may be required to purchase new items for soiled and/or damaged 

materials depending on their condition. You need to report the situation to the 
library and discuss it with a staff member as soon as possible.

I lost/soiled/damaged the materials.
What should I do?

A

Q
いいえ。図書館内にある資料の視聴のみ許可しています。

視聴覚コーナーでは、持参の資料も
見ることができますか？

A
Q

No. Audio-visual Area is for viewing library materials only.

Can I bring my own materials to watch in the Audio-visual Area?

A

Here we answer some of our library users’ most frequently asked questions.

利用者の皆さんの疑問・質問にお答えします。

東洋大学附属図書館では、他にも重要文化財『狭衣』を始めとした貴重書や哲学堂文庫、稲葉（とうよう）文庫等のコレクションを所蔵しています。

直接書架へ行く※1
Go directly
to the shelves *1

あり
Found

あり（所属キャンパス）
Found

(at your home campus)

あり（他キャンパス）
Found

(at another campus)

図書館ホームページデータベース一覧
Access the list of databases on the library website

閲 覧
Browse

閲 覧
Browse

貸 出
Check out

到 着
Arrives

閲 覧
Browse

貸 出
Check out

閲 覧
Browse

貸 出
Check out

閲 覧
Browse

予 約
Reserve

貸 出
Check out

なし
Not found

あり
Found

なし
Not found

書架へ行く※1
Go to the shelves*1

紹介状発行【Ｐ4参照】
Get a letter of introduction

(see page 4)

文献複写依頼【Ｐ8参照】
Request copies
 (see page 8)

現物貸借依頼【Ｐ8参照】
Ask to borrow the materials

(see page 8)

貸出中
Already checked out

直接行く
Visit the

institution directly

到 着
Copies arrive

到 着
Materials arrive

閲 覧
Browse

入 手
Get copies

閲 覧
Browse

取り寄せ・予約【Ｐ8参照】
Request delivery or reserve (see page 8)

直接行く※1
Go directly to that library *1

学生リクエスト
（図書のみ）【Ｐ4参照】
File a student request 
(books only) (see page 4)

他大学・他機関
所蔵調査

Search collections
at other universities
or institutions

なし
Not found

A

オンラインデータベース
【Ｐ9参照】
Search online databases
(see page 9)

C

学内所蔵検索
（OPAC）【Ｐ7参照】
Search for materials in
Toyo University Library
(Using OPAC)(see page 7)

B

資
料
を
探
し
て
い
る
　Searching for m

aterials
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Frequently Asked Questions (FAQ)

　　お ぼ ろ づ き 　  ね  こ　　　　　 そ う し

『朧月 猫の草子』 Oborozuki, Neko no Soushi
Written by Santo Kyozan, illustrated by Utagawa Kuniyoshi／6 volumes with 12 books exist out of 7 volumes
Published between 1841 and 1849

山東京山 作・歌川国芳 画／全7編のうち6編12冊存／天保12年（1841）～嘉永2年（1849）刊
うたがわくによしさんとうきょうざん

京山・国芳という二人の猫好きによる草
双紙。主人公の雌猫おこまの一代記で
あり、恋猫との道行・仇討と歌舞伎浄瑠
璃の世界を模したドラマティックな物
語。本作は天保の改革の影響を受けて
おり、伝本が少ないが、当館所蔵は美麗
な逸品である。

Illustrated storybook by two cat-lovers 
named Kyozan and Kuniyoshi. The 
book is a dramatic story about the 
adventures of a female cat named 
Okoma as she runs away with her 
lover and exacts revenge, calling to 
mind classic kabuki or joruri dramas. 
The books were impacted by the 
Tenpo Reforms and few have survived, 
but these fine pieces are best 
preserved.

表紙画像解説

初 編

二 編

表紙画像について

Description of cover images

The Toyo University Library also holds rare books, such as the important cultural property “Sagoromo”,  the Tetsugakudo Collection,
the Toyo Collection, and other collections.

About the cover images
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