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はじめに1
　日本大学経済学部図書館は1950年（昭和25年）10月に，大学の研究と教育を支える
ため設置されました。1973年（昭和48年）から2012年（平成24年）までは，旧3号館
内にあり，旧3号館・5号館の跡地に現在の3号館が建設される期間は，8号館内の仮
施設でサービスを行いました。

新図書館のコンセプト
　＜知の年輪を育む図書館＞＜学びへの誘い＞＜人との出会い＞のコンセプトを基
に，2017年（平成29年）4月より，新施設として開館いたしました。
　館内のラーニングコモンズでは，訪れる人が学び合い，知に出会う場所となること
を目指しています。

　新図書館の蔵書には教育・学修のための基本的な資料と，世界的にも貴重とされる
経済学の歴史的資料を含む研究資料を合わせて，約42万冊があります。さらにデータ
ベース，電子ブック，電子ジャーナル等の電子資料を利用しやすい環境が作られてい
ます。
　これらの資料と新しい施設によって，図書館の活動やサービスが，今まで以上に皆
さまの大学生活の中で活かされていくことを目標としています。
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蔵書数のご紹介
（平成29年4月1日現在）

和　　　　書 約173.000冊

洋　　　　書 約104.000冊

雑　　　　誌 約141.000冊

所蔵雑誌タイトル数
（電子ジャーナルを除く）

和雑誌　3,200タイトル
洋雑誌　1,800タイトル

開館時間のご案内　※図書館Webサイトでも確認できます。

■　通　常

月～金 9：00 ～ 21：00　（貸出終了時間　20：30）

土 9：00 ～ 17：00　（貸出終了時間　16：30）

■　授業休止期間
〈春季・冬季期間〉

月～金 9：00 ～ 18：00　（貸出終了時間　17：30）

土 9：00 ～ 17：00　（貸出終了時間　16：30）

〈夏季休暇期間〉

月～金 10：00 ～ 18：00  （貸出終了時間　17：30）

休館日のご案内
●日曜日・祝日　　　　　　　　●日本大学創立記念日（10月4日）

●夏季・冬季・春季の一定期間

臨時休館日・閉館時間の変更等は，その都度掲示します。

また，図書館webサイトにも掲載しますので確認してください。
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利用資格のご説明
●日本大学の学生及び専任教職員
●日本大学経済学部及び経済学研究科の非常勤教職員
●日本大学の卒業生
●日本大学校友会正会員
●日大 i クラブ会員
●千代田区民　※一定の要件を満たす方が対象です。
●館長が特に認めた者

入退館方法のご案内
　日本大学の学生証・及び教職員証，または当館発行の利用カードが必要となります。

■利用カードのご注意点
◦利用カードの発行には，住所・氏名が確認できる証明書類（身分証明書・運転免許証）が必

要となります。
◦利用カードは，他人に貸与または譲渡することはできません。
◦日本大学の卒業生及び修了生の方は，卒業または修了を証明する書類をご持参いただく必

要があります。

＊その他，ご不明な点等ある場合は，カウンターまでお尋ねください。

■予約の必要な施設
図書館ホームページの＜利用者サービス＞からログインして，施設予約をしてください。

◦ラーニングコモンズボックス席（地下1階）
◦メディアルームA内AV優先席（2階）
◦メディアルームB（3階）
◦グループスタディルーム（4階）

＊他の方の予約がなければ当日に利用申込みすることもできます。
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フロアガイド
カラーの濃淡は静粛度を表わします。色のないフロアではお静かに。
◦会話，電卓・PCの使用……■　　◦電卓・PCの使用……■

※携帯電話，スマートフォンの通話はエレベーターホール，リフレッシュコーナー（2F）

B1, 1F

B1ラーニング
　  コモンズ
　  ボックス席＊ ラーニングコモンズ

階
段

カウンター

＊予約して利用します。

階段

学生選書

出
入
口

2F, 3F

3F2F

事務室

リフレッシュ
コーナー＊

2F へ

3
F
へ

メディア
ルーム
    B＊＊

メ
デ
ィ
ア
ル
ー
ム
A

P
C
ロ
ッ
カ
ー

＊新聞や新着雑誌が見られます。 ＊＊予約して利用します。
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4F

閲覧席 参考図書

資料集

新着雑誌

グループ
スタディ
ルーム
A＊

グループ
スタディ
ルーム
B＊

グループ
スタディ
ルーム
C＊

＊予約して利用します。

5F

貴重書庫

新着図書・ミニ展示

社会科学以外図書

NDC 0～2, 4～9門

指定図書

社会科学（経済学含む）図書

NDC 3門

閲覧席

文庫・新書コーナー

出入口
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フロアガイド

B1F

B
1
書
庫

B
1
書
庫

新
着
雑
誌

A＊ C

B

DE

F

＊和洋製本雑誌請求記号順に並んでいます。

B2F

A＊

C＊＊

B
B
2
書
庫

＊和洋図書請求記号順に並んでいます。
＊＊大型本はCブロックにあります。
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資料の利用について2

閲覧・書庫のご案内
　当館の資料は，4階・5階閲覧室とB1・B2書庫（地下1階～地下2階）に分けられます。
　館内で自由に閲覧することができます。
　利用後はお近くの返本台に置いてください。

■4階閲覧室の資料
参考図書，資料（統計データ集），新着雑誌
※2階リフレッシュコーナーには新聞と新着雑誌（一部）があります。

■5階閲覧室の資料
おもに10年以内に刊行購入された図書，指定図書，文庫・新書，資格・試験に関する図書

■地下書庫の資料
B1書庫　学術雑誌バックナンバー製本分，新着洋雑誌
B2書庫　10年以前に刊行・受け入れられた図書

　オンライン目録（OPAC=Online Public Access Catalog）で検索し，配架場所を確認して
ご利用ください。
⇒p.8 検索の実際を参照

図書の貸出について
■貸出できる方に必要な身分証種と貸出冊数・期間について

利用者の種類 貸出に必要な身分証 冊　数 期　間

日本大学学生 学生証 10冊 1か月

日本大学大学院研究科生 学生証 30冊 3か月

日本大学専任教職員 教職員証 60冊 6か月

日本大学非常勤教職員 図書館利用カード 30冊 3か月

日本大学経済学部卒業生 図書館利用カード 　5冊 2週間

日本大学大学院経済学研究科修了生 図書館利用カード 10冊 1か月

■貸出方法・貸出期間の延長・その他注意点について
◦貸出の際は，利用カード（学生証・教職員証）と貸出希望の図書を1階カウンターにお持ちく

ださい。
◦他に予約がない場合，1回に限り貸出期限を延長することができます。試験期間など延長で

きない期間，延長できない図書もあります。
◦辞書・事典・書誌・年鑑等の参考図書・白書・統計書及び製本雑誌は当日貸出となります。
◦貸出を受けた図書の転貸はできません。
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■館外貸出をしない資料
◦貴重書・未製本雑誌・マイクロ資料等

図書の返却について
◦貸出を受けた図書は，返却期限日までにカウンターへ返却してください。
◦返却期限日を過ぎてしまった場合は，過ぎてしまった日数だけ貸出停止となります。
◦退学・休学・留学・退職及び出張等の場合は，事前に貸出図書等を返却してください。
＊図書館の休・閉館中に図書を返却する場合は，図書館入口付近に設置の返却ポストを利用

してください。

■予　約
◦借りたい図書が貸出中の場合，予約をすることができます。
◦経済学部OPACから利用者認証をして，貸出予約をすることができます。

■図書等の弁済
◦図書等を紛失または汚損した場合は，カウンターへ申し出てください。
◦現物または相当の金額をもって弁済していただきますので，資料の取り扱いには十分ご注

意ください。

検索の実際
   蔵書検索 ［経済学部OPAC］  

OPAC（Online Public Access Catalog）図書館蔵書目録
　とは経済学部の図書館にどんな資料があるかを検索できるデータベースのことです。

『本や雑誌・論文を探す』タブ  ⇒  『経済学部OPAC』を選択  ⇒  簡易検索画面／詳細検索画面

［図書館］ホームページ
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1 検索画面（簡易検索）
キーワード検索……自由に検索語を入れてください。

2 検索画面（詳細検索）　
書名，著者名，出版社，出版年などから検索できます。
論理演算（AND, OR, NOT）も対応
検索方法に関する詳しい説明はOPAC画面右上のヘルプをご利用ください。

3 検索結果一覧
書名順，著者名順，刊行年順等に並び替えできます。
表示件数の変更も可能です。

［検索結果の見方］

❶配架場所……「3号館5F」「3号館4F」「3号館B1電動書架A」など
❷請求記号……図書の背表紙に貼られたラベル（3段）

331 分類番号（NDC） ＊P21付録2を参照

N 71 著者記号
 1 巻号，年次など

❸状　　態……（表示なし）：書架にあります。
貸出中【期間】：他の利用者が借りています。日付は返却期限です。予約で

きます。
配置中： 他の利用者の取置中の資料です。

❶ ❷ ❸
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4 予約
一覧表示の『書名／著者名部分』　⇒　詳細画面　⇒　右側『予約』ボタン
　⇒　利用者ID・パスワード
予約資料は「取置中」になってから1週間カウンターで取置きします。
予約の取り消しは，Web上からはできません。カウンターで取り消し手続きをしてくだ
さい。

他のデータベースの検索はタブの切替えで簡単に行えます。

【CiNii Articles（論文）】 サイニィ アーティクルス　　（ア）
国立国会図書館の雑誌記事索引データベース，学協会刊行物・大学研究紀要など，学術
論文情報の検索データベース

【CiNii Books（本）】 サイニィ ブックス　　（イ）
国内の大学図書館等が所蔵検索データベース

【NDLサーチ（国立国会図書館）】 エヌ ディー エル サーチ　　（ウ）
国立国会図書館が所蔵検索，公共図書館（都道府県立図書館，政令指定都市の市立図書館）
の所蔵検索，各種デジタル情報の検索データベース

【WorldCat（世界の図書館蔵書）】 ワールドキャット　　（エ）
OCLC（Online Computer Library Center） に参加する世界中の図書館の所蔵検索。雑
誌・楽譜・地図・録音資料・視聴覚資料等も収録されている世界最大の書誌データベー
ス

【経済学部EDS】 イーディーエス　　（オ）
日本大学全学部図書館OPACの統合検索
図書館内外の情報資源（図書館の所蔵資料，電子ブック，データベース・電子ジャーナ
ル（一部），機関リポジトリ，オープンアクセス資料等）の総合的検索サービス

『学認』ログインで学外からも利用可能

（ア） （イ） （ウ） （エ） （オ）
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利用者サービス
図書館ホームページ　⇒　『本や雑誌・論文を探す』タブ

画面の上部のバーと下部にある『利用者サービス』から選択サービス内容
１　【施設予約】…館内の各種施設の予約ができます。
２　【貸出・予約状況照会】…現在借りている本，予約している本，また履歴がわかります。
３　【文献複写・貸借申込み】…他の図書館への申込みをカウンターに伝えることができます。
４　【文献複写・貸借申込み状況紹介】…現在の申込み状況がわかります。
５　【利用者サービスのパスワード変更】　　
６　【利用者サービスメールアドレス登録・変更・削除】

　アメリカとカナダ国内の数千館も
の図書館の所蔵図書を網羅したもの
で、アメリカ議会図書館の蔵書が中心
となっています。洋書の書誌作成や調
査時の重要なツールとされていました。
この緑の本は750冊あまりが1981年ま
でに刊行され，今ではWorld Cat（ワー
ルドキャット）のようなデータベース
にその役目の大部分を引き継ぎました。
図書館と学問の歴史を知るモニュメン
トとして，デザインされました。

National Union Catalog （全国総合目録）

カウンターのモニュメントについて
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オンラインデータベース・電子ジャーナル・電子ブック3
　オンラインデータベース・電子ジャーナル・電子ブックとは，各種統計資料や報告書，学
術雑誌掲載論文や書籍の内容検索と閲覧をWeb上で閲覧するものです。 
　ダウンロードや印刷については著作権や契約に違反することのないよう注意してください。

オンラインデータベース，電子ジャーナル，電子ブック一覧
この他に日本大学全体で利用できるものがありますので，ご利用ください。
※種類によっては，同時アクセス数が限られているものがあります。つながらない場合は，時間をおいてご利用

ください。

■データ検索系

eol

1984年決算期以降の有価証券報告書・半期報告書・営業報告書・定
款の全文が利用できるデータベースです。eol Asia One Data はアジ
ア圏の企業情報のデータ検索ができます。
＊ 利用を開始するには「自動認証ログイン」ボタンをクリックしてくだ

さい。

NEEDS-
Financial Quest

日経データ社提供の経済経営データベースです。
＊利用を希望される場合は，カウンターへお問い合わせください。

Mergent Online 1987年以降の米国企業約11000社・米国以外世界100ヵ国の企業約
17000社の企業情報・財務データをご覧いただけます。

IMF eLibrary Data

国際通貨基金（IMF）の国際金融統計データが1948年から利用できる
データベースです。
・Balance of Payments Statistics （BOP）：国際収支統計
・International Financial Statistics （IFS）：国際金融統計 
等を利用できます。

OECD iLibrary 1960年まで遡れるものもある統計データベースがご利用いただけま
す。また、OECD全出版物（1998年以降）もご利用できます。 

18th House 
OF COMMONS 

Parliamentary Papers

HCPP  1688年名誉革命から1815年ワーテルローの戦いまでの英国下
院議会の各種文書のフルテキスト検索が可能です。

法令・通達集
税務・会計法規

D1-Law.com　税務・会計監査関係の法令・通達・資料約3,000件の
検索ができます。
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オンラインデータベース・電子ジャーナル・電子ブック3
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す。また、OECD全出版物（1998年以降）もご利用できます。 

18th House 
OF COMMONS 

Parliamentary Papers

HCPP  1688年名誉革命から1815年ワーテルローの戦いまでの英国下
院議会の各種文書のフルテキスト検索が可能です。

法令・通達集
税務・会計法規

D1-Law.com　税務・会計監査関係の法令・通達・資料約3,000件の
検索ができます。

■論文検索系

KAKEN
（科学研究費助成事業

データベース）

CiNii（NII論文情報ナビゲータ）やKAKEN（科学研究補補助金データ
ベース）など、大学図書館や学協会、研究者との協力のもとに構築し
てきた学術コンテンツを総合的に提供するサービスです。
国立国会図書館の雑誌記事索引も網羅しています。

MAGAZINEPLUS 日本国内の一般誌を中心とした雑誌記事、学会年報情報論文集の検索
が可能です。

CNKI 中国（大陸）で発行されている学術雑誌，新聞の論文や，記事の検索が
でき，本文の閲覧が可能な分野もあります。

Web of Science

米国ISI社の引用文献データベース（Citation Index）で，1975年以降
の世界の主要な学術雑誌8000誌に掲載される論文等の標題・著者名・
書誌事項に加えて，引用文献検索ができます。
自然科学・社会科学・人文科学の3ファイルで構成されています。

ProQuest

米国PQIL社提供のデータベースです。英文の雑誌・新聞が約8000タ
イトル収録され，そのうち約3500タイトルのフルテキストが利用で
きます。収録分野はビジネス・金融経営・理工学・教育・医学・総記・
社会科学です。

Science Direct Elsevier Science等が発行する約1800タイトルの科学・技術・医学・社
会科学分野の雑誌のフルテキストをご利用いただけるデータベースです。

EBSCO host

多分野の雑誌論文検索ができます。各種のデータベースや分野を選ぶ
ことができます。
EconLit with Full Text ⇒経済学関連論文検索二次資料データベース
Academic Search Premier⇒ 人文・社会・自然科学系4600誌の記事

フルテキストデータベース
Business Source Premier⇒ 経済・経営・ビジネス関係3800誌記事

フルテキストデータベース
Eric⇒アメリカ教育省が提供する教育関連二次資料データベース

MathSciNet
アメリカ数学会（AMS）が提供する Mathematical reviews, Current 
Mathematical Publications の検索により世界の数学文献の検索が
できます。

■新聞系検索

日経テレコン
日本経済新聞社が保有する100近い新聞や雑誌の記事を検索できるほ
か，100万社を超える企業情報・人事情報・マーケット情報・各種専
門情報等を閲覧できるビジネス情報サービスです。
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聞蔵Ⅱビジュアル
（朝日新聞記事データベース）

『朝日新聞』1985年から当日の朝刊までの全文記事データベースと朝
日新聞縮刷版（1945年～ 1984年）をご覧いただけます。
また，『AERA』（創刊号～），『週刊朝日』（2000年4月～），『知恵蔵』のフ
ルテキストも検索することができます。

ヨミダス歴史館 『読売新聞』1874年（明治7年）創刊号から前日分（翌日午前中の更新）ま
での約1100万件の記事データベースの検索と閲覧ができます。

ProQuest

米国PQIL社提供のデータベースです。
英文の雑誌・新聞が約8000タイトル収録され，そのうち約3500タイ
トルのフルテキストが利用できます。収録分野はビジネス・金融経営・
理工学・教育・医学・総記・社会科学です。

■出版社別特定タイトル雑誌・書籍検索

東洋経済
デジタルコンテンツ

ライブラリー

『週刊東洋経済』最新号や，『会社四季報』『就職四季報』ほかも見られ
ます。　

デジタルアーカイブズ
「東洋経済新報」

「週刊ダイヤモンド」

明治28年の『東洋経済新報』創刊号から『週刊東洋経済』に至る全文
『週刊ダイヤモンド』大正2年創刊号から2000年までの検索閲覧が可
能です。

日経BP
記事検索サービス

「日経BP記事検索サービス　大学版」は，日経BP社が発行する雑誌の
記事をテキスト形式またはPDF形式検索と閲覧ができます。

The Economist
Historical Archive

『The Economist』1843年の創刊号から2012年までのアーカイブにつ
いてフルテキスト横断検索が利用できます。

The Financial Times
Historical Archive

『Financial Times』1888年創刊号から2010年までのフルテキスト検
索ができます。

The Financial Times 最新号の閲覧が可能です。バックナンバーは10年間分の閲覧が可能です。

Emerald 
Management 

eJournals

Emerald Management eJournals 175 Database
エメラルド社が発行しているマネージメント関連ジャーナル175誌以
上，フルテキスト7万以上にアクセスできます。分野は経営，マーケティ
ング，経済，金融，財務・会計，製造・流通，ビジネス戦略，ヒュー
マンリソース，品質管理，教育・トレーニング，不動産，情報科学・
図書館学，健康・環境です。
Emerald eBook Collection （BME Series）
Emerald社が発行するBusiness, Management,Economics関連のモ
ノグラフ誌75シリーズを収録する全文データベースです。

Cambridge 
University Press

Cambridg University Press 提供の電子ジャーナルの検索と閲覧がで
きます。人文・社会・自然科学分野を総合的に扱っています。
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■電子ブック系検索

JapanKnowledgeLib
ジャパンナレッジ　「日本大百科全書」「イミダス」「現代用語の基礎知
識」など30種以上の辞書・事典などの一括検索
※＜本棚＞から『週刊エコノミスト』の最新2年分の閲覧もできます。

KOD 研究社が出版する15種類の辞書の横断検索ができる辞書データベース
です。

Maruzen 
eBookLibrary

丸善が出版する電子ブックの内、就職関係・資格試験関係図書を利用
できます。

Blackwell
Reference Online

英国ブラックウェル社が刊行する電子学術図書2007－2008年のコレ
クションを利用できます。

SpringerLink アメリカのシュプリンガー社が刊行する洋図書の内、ビジネス・経済
学分野を中心としたコレクションです。

EEBO Early English Books Online　17世紀以前のイギリスにおける刊行
物25,000点の網羅的電子資料媒体です。

〈オンラインデータベース・電子ジャーナル・電子ブック利用上の禁止事項〉
１．日本大学経済学部教職員及び学生以外の利用。
２．長時間に渡ってアクセスし，大量の文章や画像のダウンロードをすること。
３．個人利用以外の目的でその内容を複製・頒布すること。
４．著作権を侵害すること。
５．上記以外で，それぞれのデータベース等の禁止・制限に反すること。
※利用上の禁止事項を行った場合は，その個人だけでなく日本大学全体が利用停止等のペナルティーを受ける場

合があります。利用に際しては十分に注意してください。

■学外からのアクセス方法 = 学術フェデレーション
　オンラインデータベース・電子ジャーナル・電子ブックは，学内ネットワーク内での利用
です。一覧表の備考欄に「学認」（GakuNin）表示があるものは学外からの利用ができます。

⑴ 日大全体ホームページの「オンラインデータベース・電子ジャーナル」，もしくは経済学部 
の図書館のホームページの「オンラインデータベース・電子ジャーナル」で「学認」と書かれ
たサイトにアクセスする。

※「学認」とは「学術認証フェデレーション」の略で，学術e-リソースを利用する大学，学術e-リソースを提供する
機関・出版社から構成された連合体のことです。各機関は，フェデレーションが定めた規定（ポリシー）を信頼
しあうことで，相互に認証連携を実現することが可能となります。
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経済学部の図書館ホームページ

http://www.nihon-u.ac.jp/affiliate_institute/library/journal/

⑵各サイトの機関ログイン（Institutional Login）をクリックする。
例：CiNiiへのアクセス方法

「所属機関の学内認証システ
ムでログイン」からログイン
をする。

日本大学のホームページ
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⑶「日本大学（Nihon University）」を選択。

「日本大学」をクリックする
と，認証ID・パスワードの
入力画面が表示されます。

⑷ネットワーク認証ID（NU-AppsGに入る際と同じID・パスワード）を入力すればログインで
きます。 ※各サイトで多少ログイン方法は違いますが，基本は同じです。

NU-AppsGの初期設定が必
要です。
設定については，「コンピュー
タ利用の手引き」をご確認く
ださい。

スタディーサポートについて
　本館1階のPCコーナーのパソコンに「スタディサ
ポート」を設定しています。
　こちらは，「オンラインデータベース・電子ジャーナ
ル・電子ブック」の中から，利用頻度が高いと思われる
サービスを選んだもので，オンラインデータベース等
を利用するための窓口です。
　PCコーナーのパソコンでデスクトップを開いた際，

「スタディサポート」が立ち上がりますので，学習・レ
ポート作成・就職活動等に，是非ご活用ください。
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レファレンスサービス4
■取扱時間　平日 9：00 ～ 17：00

　図書館の利用法・検索方法・資料に関するご質問等でご不明な点がありましたら，カウンター
へご相談ください。
　また，お探しの資料が見つからない場合はお申し出ください。他学部・他大学等の図書館
の所蔵を調査し，資料や複写の取り寄せサービス（相互利用）により文献入手のお手伝いもい
たします。

相互利用サービス　他学部・他大学等の図書館の利用5
　資料の取り寄せ・複写のお申し込みができます。他大学の図書館への利用申込みはカウン
ターまでお越しください。

■日本大学他学部の図書館所蔵の資料
◦館内閲覧は学生証でご利用できます。
◦図書の取り寄せ・複写のお申し込みはweb上でできます。
◦学生証・教職員証で利用者登録の手続きをすれば，直接借りることができます。

■他大学など図書館所蔵の資料
◦「資料閲覧願」（紹介状）が必要な場合は、発行いたします。
◦図書の取り寄せ・複写のお申し込みはOPACから可能です。

  相互利用に要する費用は利用者負担となります。 

ラーニングコモンズ6
　グループ学修の場として，ディスカッション，プレゼンテーション，パソコンを使う作業
などに利用することができます。地下1階ボックス席を3人以上で利用する場合は予約が可能
です。利用時間は閉館1時間前までです。
　本のこと，図書館のことなどを中心としたイベントには，本の好きな方も苦手な方もお気
軽にご参加ください。

PCロッカー7
　2階メディアルームには館内で利用できるノートPCの借りられるPCロッカーがあります。
利用には学生証が必要です。
　閉館30分前までの利用となります。
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レファレンスサービス4
■取扱時間　平日 9：00 ～ 17：00

　図書館の利用法・検索方法・資料に関するご質問等でご不明な点がありましたら，カウンター
へご相談ください。
　また，お探しの資料が見つからない場合はお申し出ください。他学部・他大学等の図書館
の所蔵を調査し，資料や複写の取り寄せサービス（相互利用）により文献入手のお手伝いもい
たします。

相互利用サービス　他学部・他大学等の図書館の利用5
　資料の取り寄せ・複写のお申し込みができます。他大学の図書館への利用申込みはカウン
ターまでお越しください。

■日本大学他学部の図書館所蔵の資料
◦館内閲覧は学生証でご利用できます。
◦図書の取り寄せ・複写のお申し込みはweb上でできます。
◦学生証・教職員証で利用者登録の手続きをすれば，直接借りることができます。

■他大学など図書館所蔵の資料
◦「資料閲覧願」（紹介状）が必要な場合は、発行いたします。
◦図書の取り寄せ・複写のお申し込みはOPACから可能です。

  相互利用に要する費用は利用者負担となります。 

ラーニングコモンズ6
　グループ学修の場として，ディスカッション，プレゼンテーション，パソコンを使う作業
などに利用することができます。地下1階ボックス席を3人以上で利用する場合は予約が可能
です。利用時間は閉館1時間前までです。
　本のこと，図書館のことなどを中心としたイベントには，本の好きな方も苦手な方もお気
軽にご参加ください。

PCロッカー7
　2階メディアルームには館内で利用できるノートPCの借りられるPCロッカーがあります。
利用には学生証が必要です。
　閉館30分前までの利用となります。

グループスタディルーム8
　4階にあるグループスタディルームには，ホワイトボードなどが設置されています。グルー
プ学修の場所として利用してください。図書館の資料を利用して学修する場合に便利です。
　3名以上で予約してご利用下さい。利用時間は閉館1時間前までです。

メディアルーム9
　2階と3階には貸出ノートパソコン（PCロッカーに収納）やデスクトップパソコン，無線LAN
などの環境が整っています。またDVD鑑賞のためのAV優先席があります。利用時間は閉館
30分前までです。

学生選書ツアー10
　年間に2回学生選書を募集します。他学部の学生選書ツアーとの合同企画なども行う予定で
す。図書館の活動にご興味のある方は，カウンターまでお気軽に声をかけてください。

●購入希望図書のリクエストはカウンターにお問い合わせ下さい。
　図書館ホームページからも用紙をダウンロードできます。

 利用についての注意
利用カード（学生証・教職員証・当館発行の利用カード)をお忘れの場合は，自動入退館
ゲートをご使用になれませんので，カウンターに声をかけてください。

館内での雑談・音読・携帯電話・スマートフォンの通話・電卓やパソコンの使用は他の
利用者の迷惑とならないようエリアを守って行ってください。

ペットボトルなど倒してもこぼれない容器入りの飲み物は，必ずカバンにしまってくだ
さい。食事・喫煙はできません。

席を離れる際は，貴重品を必ず携帯してください。

資料への書き込みや汚損等をしないよう，大切にお取扱いください。

資料の所蔵についての電話による問い合わせはおこなっておりませんので，ご了承くだ
さい。
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付録 1　日本大学図書館・分館所在地

学部／校舎 住　　　所 電話番号

日本大学図書館（所沢） 〒359-0003  所沢市中富南4-25 04-2996-4521

法 学 部 〒101-8375  千代田区三崎町2-3-1 03-5275-8620

文 理 学 部 〒156-8550  世田谷区桜上水3-25-40 03-5317-8646

商 学 部 〒157-8570  世田谷区砧5-2-1 03-3749-6716

芸 術 学 部 〒176-8525  練馬区旭丘2-42-1 03-5995-8336

　　　　　　  所沢校舎 〒359-8525  所沢市中富南4-21 04-2993-2219

国 際 関 係 学 部 〒411-8555  三島市文教町2-31-145 055-980-0806

三 軒 茶 屋 キ ャ ン パ ス 〒154-0002  世田谷区下馬3-37-3 03-6453-1690

理 工 学 部 〒101-8308  千代田区神田駿河台1-8-14 03-3259-0639

　　　　　　  船橋校舎 〒274-8501  船橋市習志野台7-24-1 047-469-5340

生 産 工 学 部 〒275-8575  習志野市泉町1-2-1 047-474-2265

実籾校舎 〒275-0005  習志野市新栄2-11-1 047-474-2837

工 学 部 〒963-8642  郡山市田村町徳定字中河原1 024-956-8642

医 学 部 〒173-8610  板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8132

歯 学 部 〒101-8310  千代田区神田駿河台1-8-13 03-3219-8006

松 戸 歯 学 部 〒271-8587  松戸市栄町西2-870-1 047-360-9265

生 物 資 源 科 学 部 〒252-8510  藤沢市亀井野1866 0466-84-3851

薬 学 部 〒274-8555  船橋市習志野台7-7-1 047-465-3470
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付録 2　NDC日本十進分類法
　図書館に配架されている資料は，「日本十進分類法」にしたがって背表紙ラベルが付いていま
す。みなさんが図書をお探しの時は，下の分類法を参考にしてください。

0 総　　記　General works
図書館，図書，百科事典，一般論文集，逐次刊行物，団体，

ジャーナリズム，叢書

1 哲　　学　Philosophy 哲学，心理学，倫理学，宗教

2 歴　　史　History 歴史，伝記，地理

3 社会科学　Social Sciences

31 政治／ 32 法律／ 33 経済・335 企業・336 経営／

34 財政／ 35 統計／ 36 社会／ 37 教育／

38 風俗習慣，民俗学，民族学／ 39 国防，軍事

4 自然科学　Natural Sciences 数学，理学，医学

5 技　　術　Technology 工学，工業，家政学

6 産　　業　Industry

61 農業／ 62 園芸／ 63 蚕糸業／

64 畜産業，獣医学／ 65 林業／ 66 水産業／

67 商業／ 68 運輸，交通／ 69 通信事業

7 芸　　術　The arts 美術，音楽，演劇，スポーツ，諸芸，娯楽

8 言　　語　Language 日本語，中国語，英語，ドイツ語等の諸言語

9 文　　学　Literature 日本文学，中国文学，英米文学等の諸文学

※「日本十進分類法　新訂9版」（014.451 ＝ Mo45e ＝ 1 〜 2　4F　参考図書）も参考にして
下さい。
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日本大学経済学部
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