
本学図書館利用案内（教職員編） ２０２０年度版  2020.03.05

冊数 期間 冊数 期間

図書館 8:50～21:00(土18:00)
本館書庫資料請求は閉館30分前まで

な　し 無制限 共通 無制限
開架　２週間
書庫　１年間

無制限 １週間 ○

・「教職員証」または大学図書館・女子大学図書館発行の
　「図書館利用証」必携
・学外庫資料も左の貸出冊数に含む（期間も同様）
・雑誌の最新号は貸出不可

哲学科研究室 北2-4F 8:50～17:30(土12:30) 11:10 ～12:10
(土なし) 無制限 共通 無制限 年度内 ○ ・他の利用希望者がでた場合は連絡させて頂くことがあります

史学科研究室 北2-2F 9:00～17:30(土13:00) 11:30～12:30
（土なし）

無制限 共通 １０冊 ６ヶ月 無制限 当日中 - ・他の利用希望者がでた場合は連絡させて頂くことがあります

文学部教員 無制限 １年間 無制限 １年間

上記以外 無制限 １ヶ月 無制限 １ヶ月

英語英米文化学科研究室 北2-9F 9:00～17:00(土13:00) 11:30～12:30
(土なし) 無制限 共通 無制限 1年間 ○ ・他の利用希望者がでた場合は連絡させて頂くことがあります

文学部教員 無制限 1ヶ月☆

上記以外 １０冊※ 1ヶ月☆

フランス語圏文化学科
研究室

北2-5F 9:00～17:00(土12:30) 11:30 ～12:30
(土なし) 無制限 共通 無制限 当該年度末 無制限 1ヶ月 - ・他の利用希望者がでた場合は連絡させて頂くことがあります

心理学科研究室 北2-7F 9:30～17:30(土13:00) 11:30 ～12:30
(土なし) 無制限 共通 無制限 １年間 ○

・他の利用希望者がでた場合は連絡させて頂くことがあります
・他学科には幼稚園～高等科の教員を含む

教育学科研究室 北1-2F 8:45～16:45(土 9:00～12:30)
※火曜・木曜は18:30まで

11:30 ～12:30
(土なし) 無制限 共通 無制限 １年間 ○

アーカイブズ学専攻研究室 北2-6F 10:00～18:30(土16:30) 11:30～12:30
（土12:00まで）

無制限 共通 １０冊 ６ヶ月 無制限 １週間 - ・他の利用希望者がでた場合は連絡させて頂くことがあります

身体表象文化学専攻研究室 北2-6F
10:00～18:00

（土9:00～12:30）
11:30～12:30
（土なし）

無制限 共通 無制限 ６ヶ月 無制限 当日中 ○ ・他の利用希望者がでた場合は連絡させて頂くことがあります

理学部教員 １０００冊☆ １年間 １００冊☆ １ヶ月

上記以外の教員 ５冊 ３ヶ月

理学部図書室（数学） 南4-3F 職員 ５冊 １ヶ月

教職課程 中央-6F 8:40～16:45(土12:30) 11:30 ～12:30
(土なし) 無制限 共通 無制限 １年間 ○ ＊製本雑誌は1週間貸出可

学芸員課程 東別館 10:00～17:00(土なし)
図書の請求は16:30まで閲覧は17:00まで

11:30 ～12:30 無制限 共通 - ・土曜日は閲覧不可

史料館 東別館 10:00～17:00(土なし)
図書・史料の請求は16:30まで閲覧は17:00まで

11:30 ～12:30 無制限 共通 -
・史料の閲覧は事前連絡が必要
・土曜日は閉架図書閲覧不可

東洋文化研究所 北1-4F 9:30～16:30(土11:30) 11:30 ～12:30
(土なし) 無制限 共通 １０冊 ６ヶ月 -

・開架図書および友邦文庫・貴重書は貸出不可
・友邦文庫の閲覧は事前連絡が望ましい

学生相談室 中央-2F 9:30～17:00(土12:30) な　し 無制限 共通 ３冊 ２週間 ○

外国語教育研究センター 中央-6F 9:00～16:30(土12:00) 11:30 ～12:30
(土なし) 無制限★ 共通 １０冊 当該年度末 -  ★ 閲覧方法は外国語教育研究センターに問い合わせること

スポーツ・健康科学センター 北1-1F 9:00～17:00(土12:30) 11:30 ～12:30
(土なし) 無制限★ 共通 無制限 １ヶ月 -  ★ 雑誌の最新号は貸出不可
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・他の利用希望者がでた場合は連絡させて頂くことがあります
・洋書および和書の一部は貸出不可
☆和書の貸出期間は２週間
※身分証明書提示
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ドイツ語圏文化学科
研究室

○

開架　２週間
書庫　１年間
映像　１年間
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図書 雑誌
機械貸出

・　「教職員証」または大学図書館・女子大学図書館発行の
　　「図書館利用証」必携

・　法・経・国・法院教員の自動借用希望雑誌の貸出期間は1週間/更新不可

 ★書庫資料の請求は一度に６冊まで

 ☆【職員】【学習院大学以外に所属の専任教員】
      図書・書庫雑誌は他学科教員と同条件。映像資料は貸出不可

１ヶ月

１週間

１週間

館内閲覧
（冊数）

館　　　　外　　　　貸　　　　出

日本語日本文学科研究室 北2-8F 9:00～18:00(土12:30)
閲覧・貸出手続は平日17:00まで

11:20～12:20
（土なし）

無制限

休　憩　時　間

大学図書館

名　　　　称 場　所 開　室　時　間

法経図書センター 東2-5Ｆ 8:50～20:00

共通

・「教職員証」または大学図書館・女子大学図書館発行の
　「図書館利用証」必携
・雑誌の最新号は貸出不可
・貸出冊数は、理学部図書室（物理・化学・生命）と
　理学部図書室（数学）の合計冊数。

☆【客員教授・客員研究員】
　　　所属学科： 図書1000冊/1年・雑誌10冊/1ケ月
　　　他 学 科： 専任教員の他学科と同様
  【名誉教授・退職教員】
　　　所属学科： 図書20冊/2ヶ月・雑誌貸出不可
　　　他 学 科： 図書  3冊/1ケ月・雑誌貸出不可

無制限 ○

○無制限

×

×

×

×

・他の利用希望者がでた場合は連絡させて頂くことがあります○

理学部図書室
（物理・化学・生命）

南4-1F

8:50～18:30(土13:00) な    し

北2-3F 9:00～16:30(土12:30) 11:20 ～12:20
(土なし) 無制限 ○
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な　し
無制限★

１００冊

３０冊

１０冊
書庫資料のみ

法・経・国・法院
の

専任教員

図書９００冊
映像９００点

図書２５冊
　映像　２点☆

開架　２週間
書庫　１ヶ月
映像　１ヶ月

図書３５冊
映像  ２点

×

【注意】　ご利用の際、必ず「教職員証（または図書館利用証）」をカウンター係員に提示してください（全室共通）
　　　　　　北2号館地下書庫の資料利用については、上記と異なる場合があります。詳しくは各研究室に確認してください。

５冊 ２週間

×

図書に含む

図書　無制限
多読書　１０冊

図書　１年間　※
多読書　１週間

無制限 ２週間

・「教職員証」または大学図書館・女子大学図書館発行の
　「図書館利用証」必携
・雑誌の最新号は貸出不可
・定期便による図書の取寄せ可
・本院客員教授等は図書30冊/任期内（最長１年間）、雑誌5冊/2週間
※カレント本の貸出期間は２週間

学習院女子大学図書館
新宿区
戸山

3-20-1
8:50～20:00(土18:00) な　し

理

学習院大学図書館　　


