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東洋大学の

学習支援

図書館

Libraries

こんな 使 い 方 知ってますか？ 図 書 館 を有 効 に 活 用しましょう
Did you know about these different ways of using libraries? Utilize the libraries effectively.

大学には授業以外にも多くの学びの機会があります。
学内の施設や学習環境を最大限に活用して、より良い学びに繋げてください。

Toyo University’s Study Support
The university offers students many opportunities for study, in addition to classes.
Make the best use of university facilities and learning environments to further enrich your studies.

オンラインデータベース Online database
Point 契約データベースは130以上！
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Point データベース実習ガイダンス
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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、Web上
で効率的に検索できるシステムです。本学は総合大学として、幅広い分野
のデータベースを用意しています。図書館の所蔵情報、新聞・雑誌記事、論
文情報など豊富な情報が入手可能で、レポートを書く際も、広範囲から情
報を取得し内容を深堀りすることができます。学外からの利用も可能で
す。
（※ 一部学内のみの利用）

学生の皆さんにデータベースを利用してもらうよう、さま
ざまなガイダンスを行っています。データベース提供会社
が講師となり、操作方法、活用方法をPC を操作しながら実
習形式で学んだり、図書館員が授業中に図書館の活用方法
と併せてデータベースを紹介したりします。
詳細は、図書館のWebサイトや掲示板をご覧ください。

Toyo University has contracts with over 130 databases!

Practical guidance on databases

Online databases are systems for collecting, classifying and organizing
information and materials, so that users can efficiently search for
needed information online. Toyo University offers a wide variety of
databases, such as databases of newspaper articles and academic
papers. These online databases can be used from outside the
university (excluding some that can only be used inside the university).

Toyo University offers guidance of various types to
encourage students to use databases. You can learn
how to search and use databases in hands-on sessions
involving computers. Moreover, librarians provide
in-class explanations about databases, as well as
different ways of using libraries.

Point 手塚治虫マンガ電子図書館

3

数多くのヒット作を生み出した手塚治虫氏の 全125作品が閲覧できるデータベース「手塚治虫マンガ 電子図書
館」を 2018年 4月から契約しました。英語・中国語・フランス語など他言語にも対応しているため、日本の誇る
漫画文化の起源に触れながら、語学学習の入り口としても十分に活用できます。

Tezuka Osamu Manga Digital Library
At Toyo University, a database of a total of 125 works by manga artist Tezuka Osamu is also available.
You can read his works translated into English, Chinese, French, etc.

オンラインデータベースは、図書館のWebサイトよりご利用ください。

東洋大学 図書館

The online databases are accessible from the university library’s website.

Library Toyo

ラーニング・コモンズ
各キャンパスの図書館では、グループで 議論を繰り広げたり、研
究発表の準備、プレゼンテーションの練習などが できる学習ス
ペースを設置しています。多様な学習スタイルに対応できるよう、
可動式机やホワイトボードなどを設置しています。

ラーニング・コモンズ内ラーニング・フォレスト
（白山図書館）
Learning Forest（Hakusan Library）

©Tezuka Productions

Search

Learning Commons
The library at each campus has learning spaces where you
can have group discussions, prepare research presentations,
and practice giving presentations. These spaces are equipped
with mobile desks, whiteboards, etc.

ラーニング・コモンズ内 グループ実習室（川越図書館）
Group practice room（Kawagoe Library）

教員からのメッセージ Message from an instructor
私のゼミでは、よくチームで 分析や考察 をしています。学生が
個々で作業してきた内容を合わせたり、資料を作り上げる際に議
論する場として、ラーニング・フォレストを活用していますね。そ
川越図書館
Kawagoe Library

の場にいる他のゼミの学生との交流 が生まれることもあり、盛ん
な 学びの場になっています。
（ 経営学部 教員・大原 亨 ）
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Students in my seminar often use the Learning Forest to
have discussions for the purpose of preparing materials. The
space serves as a place for active learning, sometimes
providing opportunities to communicate with students taking
other seminars. ( Toru Ohara, Lecturer, Faculty of Business
Administration )
TOYO UNIVERSITY NEWS No.252
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基礎教育連携センター ※

ラーニングサポートセンター Office of Learning Support Services
白山キャンパス
Hakusan Campus

赤羽台キャンパス
Akabanedai Campus

朝霞キャンパス
Asaka Campus

板倉キャンパス
Itakura Campus

川越キャンパス
Kawagoe Campus

「 学 びたい！」その 意 欲 に応えます

※基礎教育連携センターは、ラーニングサポートセンターと同様の機能を有する、川越キャンパス独自の施設名称になります。
* The Academic Enhancement Center at Kawagoe Campus is a unique facility that has similar functions to the Office of Learning Support Services at Hakusan Campus.

基 礎 科目をしっかり身につけ、授 業 での 応 用 が 可 能 になります

We are ready to support students with a strong motivation to learn.

ラーニングサポートセンターでは、指導経験豊富なアドバイザー
を中心に、レポートや論文の書き方指導、文献の調べ方など、大学
での学びを支援します。また、パソコンスキルや英語資格試験 の
相談・スキルアップ講座なども開催 。学生の意欲に 応え、多彩な
学びの 実現をサポートしています。

例えば … こんなときをサポート！

Academic Enhancement Center *

The center helps students completely master the basics and apply them to their studies in class.

At the Office of Learning Support Services, highly experienced
advisors offer students guidance, for example, on writing
essays and academic papers and searching for materials.
The advisors are ready to support students who are highly
motivated to learn.

レポートを書くときのポイントが知りたい

●

learn the key to writing good essays

●

資料を効率よく見つけたい

●

search for materials more efficiently

●

語学力を高めたい

●

enhance your language proficiency

●

パソコンのスキルアップをしたい

●

improve your computer skills

●

高校での勉強を復習したい

●

review high-school-level studies

●

授業で疑問に思った部分を詳しく聞きたい

●

ask in-depth questions on the contents of classes

て、
「数学・物理」と「英語」を 中心に 学習の支援を行っています。
「数学・物理 」に 特化しているのは 理系のキャンパスならでは。

The Academic Enhancement Center provides students
with study support in math, physics, and English. Support
in math and science is only available at Kawagoe Campus.

高校生のときに数学 Ⅲ・C などを深く学べなかった学生も、大学
の授業と結びつけながら学び 直すことができます。

基礎科目学習支援室 Basic Subject Study Support Office

For example, the centers offer you support in the following cases:
When you want to...

●

基礎教育連携センターでは、川越キャンパスすべての 学生に対し

アドバイザーからのメッセージ Message from an advisor
ここでは主に数学・物理の学習支援をします。
「 次のテストで 満
点を取りたい！」
、
「授業 のここだけが わからない … 」と質問の内
容やレベルもさまざま。大教室 の授業では、質問しにくいことも
あると思います。不安 や 疑問を感じたら、すぐに解決することが
成長へとつながります。ぜひ、積極的に訪ねてください。

The Basic Subject Study Support Office provides students
with study support primarily in mathematics and physics.
Students may ask questions which are difficult to tackle in
large classes, or ask about anything related to the study of
math and physics. Please do not hesitate to contact us,
and feel free to come visit us.

英語学習支援室 English Study Support Office

白山キャンパス
Hakusan Campus

教員からのメッセージ Message from an instructor
英語学習支援室では、授業から留学のフォローまで、個人の目的
やレベルに合わせた英語運用能力の向上を目指して、サポートを
行っています。英語教員・教育アドバイザー・学生スタッフが 力
朝霞キャンパス
Asaka Campus
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板倉キャンパス
Itakura Campus

を合わせて、アドバイスをしますので、ぜひ気軽に足を運んでみて
ください。

The English Study Support Office provides general support
in English education by helping students enhance their
English proficiency and offering advice on studying abroad.
The friendly staff are always ready to offer advice. English
professors, advisors, and student assistants work as a
team to serve the student community.
TOYO UNIVERSITY NEWS No.252
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教職支援室 Teaching Profession Support Room

施設案内

教 員の 道 を目指 す 学 生を徹 底 サポート

図書館

We offer complete support to students seeking a career in education.

Facility Information

Libraries

を行います。学校教育や教育行政に長年従事してきた相談スタッ
フが豊富な経験をもとに、学生からの疑問・質問に 幅広く応えま
す。また、教員採用試験の 過去問題や 教育に 関する書籍も充実。

Experienced staff members provide students who aim for
education careers with complete support. The room also
store past problems in teacher employment examinations
and many education-related books.

教員を目指す学生を全面的にサポートします。

白山図書館
（月〜金）8:30 〜 22:00
朝霞図書館
（月〜金）8:45 〜 20:00
川越図書館
（月〜金）8:30 〜 20:00
板倉図書館
（月〜金）8:30 〜 19:00

日曜日、国民の祝日、年末年始、大学が定めた日

（土）8:30 〜 20:00

Hakusan Library
（Mon- Fri）8:30 - 22:00 （Sat）8:30 - 20:00

（土）8:45 〜 16:00

Asaka Library
（Mon- Fri）8:45 - 20:00 （Sat）8:45 - 16:00

※長期休暇などにより、開館スケジュールを変更すること
があります。利用時間・休館日については、本学Web
サイトまたは各図書館で確認してください。

（土）8:30 〜 16:00

Kawagoe Library
（Mon- Fri）8:30 - 20:00 （Sat）8:30 - 16:00

Sundays, national holidays, year- end and New
Year holidays, and university- designated days

（土）8:30 〜 16:00

Itakura Library
（Mon- Fri）8:30 - 19:00 （Sat）8:30 - 16:00

Note: For opening hours and long holiday periods, etc., refer
to the university website or consult each library directly.

朝霞図書館
Asaka Library

白山図書館
Hakusan Library

板倉キャンパス
Itakura Campus

休館日 Closed

Opening hours

利用時間

教職支援室では、教員になるためのさまざまな相談 や 試験対策

川越図書館
Kawagoe Library

板倉図書館
Itakura Library

赤羽台メディアセンター（デジタルライブラリ） Akabanedai Media Center ( Digital Library )
情報連携学部の研究に重要な電子ジャーナルや電子書籍サービス等を提供しています。
This facility provides e-journal and e-book services, etc.,
important for research at the Faculty of Information Networking for Innovation and Design.

Opening hours

利用時間

（月〜金）9:00 〜 18:00 （土）9:00 〜 12:30

ラーニングサポートセンター
白山キャンパス
Hakusan Campus

朝霞キャンパス
Asaka Campus

利用学生の声 Comments from students who have used the room
教職支援室を利用することでさ

アドバイザーの先生方がいつも

学部学科を越えて、同じ目標を

教員採用試験の元面接官の方か

らに教員採用試験への意識が高

親身に相談にのってくれるので

もつ仲間ができたこと、また、過

らいただけるアドバイスはとて

まりました。ここには「 勉強を

不安も解消します。面接や論文

去問題などの資料も豊富に揃っ

も心強いです。論文や志願票を

して当然 」という雰囲気がある

の対策講座はもちろん、資料室

ていて嬉しいです。みんな全力

添削していただき、推敲してい

ので、来るたびに気が引き締ま

が充実しているので、効率良く

で取り組んでいます。

くうちに自信をもって仕上げる

ります。

勉強ができ、とても便利です。

Using the Teaching Profession
Support Room has strengthened
my motivation to take the teacher
employment examination. I
become more determined every
time I visit the room.

With a good reference library,
the room is very convenient and
enables me to study more
efficiently.

ことができました。

I have made friends from different
faculties and departments who
share the same goals as me. All
of us devote all our energies to
achieving our goals.

Consultants who were formerly
in charge of teacher employment
examinations give me very
encouraging advice. They have
made me more confident.

相談員からのメッセージ Message from a consultant
教育の現場は 2020 年から新しい学習指導要領の導入が予定され、
大きな転換期を迎えます。学生の皆さんには、新しい時代に合わ
せた教師としての心構えや知識などが求められます。ここでは試験
合格のためだけではなく、人を育てる仕事の尊さを伝えています。
学年にかかわらず、悩みがあれば早めに相談しに来てください。
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We work to not only help students pass teacher employment
examinations, but also share with them the value of working
to foster the development of others. If you have concerns,
visit us as early as possible regardless of what year you are in.

（Mon- Fri）9:00 - 18:00 （Sat）9:00 - 12:30

Office of Learning Support Services

白山キャンパス
3号館1階 ナレッジスクエア内

Hakusan Campus
In Knowledge Square, 1st floor, Building 3

赤羽台キャンパス
INIAD HUB-1 メディアセンター内

Akabanedai Campus
In the Media Center, INIAD HUB -1

朝霞キャンパス
図書館棟1階

Asaka Campus
In the Student Support Square, 1st floor, Library Building

学生サポートスクエア内

川越キャンパス（基礎教育連携センター）
基礎科目学習支援室：
図書館・メディアセンター 2階
英語学習支援室：
4号館 5階（GCS 8号館1階）
板倉キャンパス
2号館 2階 2201教室

Kawagoe Campus ( Academic Enhancement Center )
Basic Subject Study Support Office:
2nd floor, Library/Media Center
English Study Support Office:
5th floor, Building 4 ( GCS, 1st floor, Building 8 )
Itakura Campus
Classroom 2201, 2nd floor, Building 2

※各キャンパスで支援内容が異なる場合があります。詳細は、各キャンパスの担当窓口にてお問い合わせください。
Note: The contents of support may differ between the campuses. For details, consult the section in charge at each campus.

教職支援室

メディアセンター2階
Media Center, 2nd floor

赤羽台キャンパス
Akabanedai Campus

Teaching Profession Support Room

白山キャンパス
3 号館 1階 ナレッジスクエア内

Hakusan Campus
In Knowledge Square, 1st floor, Building 3

朝霞キャンパス
図書館棟1階

Asaka Campus
In the Student Support Square, 1st floor, Library Building

学生サポートスクエア内

川越キャンパス
1号館1階 1107室

Kawagoe Campus
Classroom 1107, 1st floor, Building 1

板倉キャンパス
2号館2 階 2201教室
ラーニングサポートセンター内

Itakura Campus
In Office of Learning Support Services, Classroom 2201,
2nd floor, Building 2

※各キャンパスで支援内容が異なる場合があります。詳細は、各キャンパスの担当窓口にてお問い合わせください。
Note: The contents of support may differ between the campuses. For details, consult the section in charge at each campus.

川越キャンパス
Kawagoe Campus
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