開架室

500～大型本

Open-stack room

Large-sized books

図書（和）
Japanese books

000～

参考図書（和）

100～

400～

500～

Japanese reference books

新着の図書・雑誌

800～

Newly arrived books
and journals

参考コーナー(和)
Reference books

ＫＢ図書

開架室(和)

Open-stack room
Japanese books
（書庫）

KB books

新聞
Newspapers

VC/000
～

R/000～

視聴覚資料
Audiovisual materials

KB（就職・資格・英語副読本・問題集）
English reading & exercise book etc.

１階の図書分類

視聴覚資料

Audiovisual materials

000：総記
General works

080・
081

Philosophy

400：自然科学

視聴覚コーナー
Audiovisual corner

新書

500：工業・技術

コピー機

Photocopier

新着図書

Newly arrived
books

情報検索用端末

Technology

新聞

第１閲覧室

Newspapers

1st reading room
（図書館閲覧室）

Paperback
pocket
edition

Natural science

Tourist guidebook

Floor Guide

VDB/000～

Library classification -1F-

100：哲学

KB（観光ガイド）

館内案内図

新着雑誌

PC corner

Current issues

800：語学
Language
掲示板 Notice board
図書館からのお知らせを掲示しています
We post new announcement here.

和書 Japanese books
洋書 Foreign books
参考図書 Reference books
視聴覚資料 Audiovisual materials
雑誌 Journals
新聞 Newspapers

図書の探し方

ブックポスト Book drop
閉館時の図書返却にご利用ください
You can return a book here, when the
Library is closed.

館内利用のみの資料

How to search for books

図書は請求記号順に、左から右に並んでいます。
請求記号とは分類番号と著者記号、巻号を組み合わせたもので
す。図書の背表紙ラベルをご覧ください。
Books are arranged by call number. Call number is combine with
classification number, author mark, volume number. Look at the label
on spine of a book.

a 図書のラベル

Book label

①分類番号 classification number
②著者記号 author mark
③巻号 volume number

（図書館事務室）

001

In-library use only

a 参考図書 Reference books

禁
帯
出

参考図書（辞書など）には赤いラベルが貼られています。
We put a red label on reference books.

a 雑誌と新聞 Journals and Newspapers
新着雑誌は一階、バックナンバーは地下にあります。新聞は各紙２か月
保存、過去の記事はデータベースで見られます。
The current issue of the journal is on the 1st floor. The back issue of the
journal is in the basement. Newspapers are kept for 2 months. You can
read a past article by using online database.

Ａ

a 視聴覚資料

１

資料は第一閲覧室にあります。カウンターで貸出をしています。

Audiovisual materials

Audiovisual materials are in the 1st reading room. You can receive it at a
counter.

2019/8 現在

開架室
700～

600～

200～
600～
700～

図書（和・洋）

大型本

Foreign reference books

Large-sized
books

第３閲覧室

Japanese and foreign books

参考図書（洋）

雑誌（バックナンバー）
Back issues

3rd reading room
（図書閲覧室 2）

地下の図書分類

開架室(和)

Library classification -B1F-

Open-stack room
Japanese books

291.91～

Open-stack room

000：総記
General works

200：歴史
080

History
東洋文庫

The Eastern Library

プ
リ
ン
タ

300：社会科学
Social science

600：産業

参考コーナー(洋)

Industry

Reference books

700：芸術

第２閲覧室

Arts

2nd reading room
（図書閲覧室 1）

300～大型本

900：文学

Large-sized books

Literature

開架室(洋)

Open-stack room
Foreign books
（図書館書庫）

200～
300～
館内案内図
Floor Guide

開架室(和)

Open-stack room
Japanese books

雑誌開架（バックナンバー）
Back issues

900～
KB（法科）law
日本十進分類法
和書 Japanese books
洋書 Foreign books
参考図書 Reference books
視聴覚資料 Audiovisual materials
雑誌 Journals
新聞 Newspapers

Nippon Decimal Classification

000：総記 General works

500：工業・技術 Technology

100：哲学 Philosophy

600：産業 Industry

200：歴史 History

700：芸術 Arts

300：社会科学 Social science

800：語学 Language

400：自然科学 Natural science

900：文学 Literature

