
  入退館方法のご案内
　日本大学の学生証・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。

  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。
上記以外はお問い合わせください。

  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・統計書および製本雑誌は
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。
■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・退職および出張等の場合は，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，図書館入口または通用口
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，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。

  レファレンスサービス
■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
　資料の取り寄せ・複写のお申し込みは図書館HPからできます。

■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。
◦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。

■他大学等図書館所蔵の資料
◦「資料閲覧願」（紹介状）が必要な場合は，発行いたします。カウンターまで
お越しください。

  相互利用に要する費用は利用者負担となります。 

学生協働による学生選書、上映会、
読書会などのイベントについて
　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。

  学生選書ツアー
　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。

学習を中心とした利用場所について
  ラーニングコモンズ（1F, B1F）
■ボックス席でのグループ学習
　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名
以上で利用する場合は予約が可
能です。利用時間は閉館30分前までです。

  グループスタディルーム（4F）
■6グループの使用が可能なスペース
　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ください。利用時間は閉館1時間前までです。
　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。

  メディアルーム（2F, 3F）
　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。

  PCロッカー（2F）
　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。

日本大学図書館経済学部分館

（経済学部3号館内）

 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，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。荷物を
置いたまま長時間離席はできません。
資料への書き込みや汚損等をしないよう，大切にお取り扱
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行っており
ませんので，ご了承ください。
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ブルームバーグ（経済・金融関連情報データベース）
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図書の並び方 図書は請求記号順に下図のように並んでいます。
（図は上から見たイメージ）
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5Fは私語厳禁
PC, 電卓を使用しない静かな学修
スペースです。

4Fコイン式コピー機, オンデマン
ドプリンター
オンデマンドプリンターは1F, 
2Fにもあります。

当日〜過去3ヵ月分の新聞を保管
します。
※タイトルによって保管期間が変わります。

約39万冊の蔵書は電動書架に収
納。カウンターで入庫ストラップ
をもらって利用します。

経済学部, 研究所刊行の紀要を含
む270タイトルの和洋雑誌が見ら
れます。

マイクロフィルムリーダー


