
  

 

 

 

 

 

 

 

 

●図書館の場所・入館手続き 

1号館地下 1階にあります。入口ゲートに学生証を通して入館してください。 

 

●開館時間  

 月～金 土 日・祝 

授業期間中 9：00～19：00 9：00～18：00  

閉館 授業期間外 9：00～17：00 9：00～16：00 

夏期休暇期間 9：00～17：00 閉館 

   ※その他の閉館：夏期一斉休暇期間、建学祭期間、年末年始、入学試験実施期間 

閉館後は時間外利用が可能です。（下記参照） 

月別/年間の開館カレンダーや臨時変更は掲示または高輪図書館 HPで確認してください。 

 

●時間外利用について（情報通信学部生のみ利用可） 

  閉館後から２２：００まで無人開館を実施しています。（図書館閉館日は利用できません） 

 

入館方法 

閉館後、1 号館 1 階の総合受付で申請してください。「共通カード」を貸出します。図書館入口の自動

扉に設置されているカードリーダに「共通カード」を通し、自動扉を開錠後、入口ゲートに「学生証」を

通し入館してください。 

詳細については総合受付設置の「図書館の時間外利用について」をご覧ください。 

 

利用サービス 

閲覧室の利用、図書の貸出・更新（自動貸出機使用）、所蔵検索※、コピー機、PC/プリンタの利用 

   ※蔵書検索専用 PCの電源を ONにしてご利用ください。 

 

利用注意事項 

・利用できる人数は 10名までです。 

・館内は入口を除き消灯しています。館内の「図書館見取り図」を参照の上、点灯してください。 

・空調は作動しません。 

・監視カメラが作動しています。  

・トラブルが発生した場合は、１号館１階の総合受付へ連絡してください。 

利 用 案 内 
 

付属図書館高輪図書館 
 



●貸出 

借りたい図書に「学生証」を添えてカウンターにお持ちください。図書館内の自動貸出機も利用できます。 

    貸出種別・冊数・期間  

貸出種別 ラベル 貸出冊数 貸出期間 期間更新 

一般図書 青 10冊 2週間 1回可 

 ＫＢ資料※ 緑 5冊 2週間 1回可 

※KB資料 : 就活･資格関係図書、英語多読本、高校の教科書、旅行ガイド 

     ・その他にゼミ・卒研のための特別貸出や夏期・春期の長期休暇貸出があります。 

     ・参考図書（辞典・辞書類）、地図、雑誌、新聞、視聴覚資料、シラバスコーナー図書は館内の利用 

のみです。 

 

 

●返却 

返却期限日は図書の裏表紙の「DATE ＤＵＥ」または「ご利用明細」で確認し、返却期限内にカウンター

にお持ちください。返却期限に遅れると遅れた日数に応じて貸出停止になります。図書館が閉まってい

る場合は入口の「図書返却ポスト」※に入れてください。 

※「図書返却ポスト」に入れた図書の返却処理は次に図書館が開館する日になります。返却期限日を

過ぎる場合もありますのでご注意ください。 

 

 

●貸出期間の更新 

返却期限前に 1回限り２週間更新できます。付属図書館 HPや館内の蔵書検索専用 PCから利用者認

証にログインして手続きを行なってください。（→4ページ）図書館カウンターや自動貸出機で更新する場

合は更新したい図書をお持ちください。 

☆注意事項 

他の利用者から予約が入っている図書や延滞図書がある場合、返却期限延滞による貸出禁止期間 

中は更新できません。 

 

 

●貸出中図書の予約 

 付属図書館 HP や館内の蔵書検索専用 PC から該当図書を検索後、利用者認証にログインして手続き

を行なってください。（→4 ページ）図書が返却され次第、キャンパスライフエンジンの「個人連絡」でお知

らせします。取り置き期限は連絡日から 1 週間です。１人 5 冊まで、1 冊の図書につき 3 人まで予約可

能です。 

☆注意事項 

・他キャンパス図書館所蔵本も予約可能です。ただし、所蔵館での受け取りになります。 

・延滞図書のある場合、返却期限延滞による貸出禁止期間中は予約できません。 



●館内資料の利用 

 ・図書の利用 

   すべての図書を自由に閲覧できます。同じ分野のものが同じ場所に集まるように日本十進分類（ＮＤＣ）

に基づき、請求記号※（図書の背に貼ってあるラベル）順に並んでいます。配置場所については館内見

取り図で確認してください。（→8ページ） 

※請求記号とは図書の内容を下記の分類にしたがって分け、著者記号（アルファベット）や巻号を付け

た記号のことで図書の所在位置をあらわします。図書の背に３段の請求記号ラベルが貼ってあります。

所蔵検索すると「007.6/S」や「547.48/J/1」というように表示されます。 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

・雑誌・新聞の利用  ＜館内利用のみ＞ 

 新刊の雑誌・新聞は雑誌・新聞コーナーで閲覧できます。雑誌のバックナンバーは館内の電動書架に、

新聞は事務室内に一定期間保存しています。Web版の雑誌・新聞もあります。Web版は図書館 HPの 

データベースガイドや電子ジャーナルリストから利用できます。（→5ページ） 

 

・視聴覚資料の利用 ＜館内利用のみ＞ 

映画などのＤＶＤ、ビデオが視聴覚コーナーにあります。視聴したい資料をカウンターにお持ちください。

「視聴覚資料利用票」を記入後、視聴覚ブースで視聴できます。  

 

 

館内資料はすべて TIME-OPAC で検索できます。（→4 ページ）資料の探し方や利用方法など

で分からないことがあったらカウンターの図書館員に質問してください。  

 

分  類 内   容 分  類 内    容 

０００ 総  記 ５００ 工学・技術  

１００ 哲  学 ６００ 産  業 

２００ 歴  史 ７００ 芸  術 

３００ 社会科学  ８００ 語  学 

４００ 自然科学 ９００ 文  学 

 

情報通信学部でよく利用する分類 

007 ＝情報・コンピュータ 541 ＝電気回路 

336 ＝経営管理 547 ＝通信工学 

417 ＝統計学 549 ＝電子工学 

540 ＝電気工学 675 ＝マーケティング 

 

 

 

情
報
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ 

情報と 

コンピュータ 

鈴木 誠 

007.6 

S 

 

 

請求記号ラベル 

上段 内容の分類 

中段 著者記号 

下段 巻号表記 

日本十進分類法（NDC）と請求記号 

 



●資料名や著者名から所蔵資料を探す 

東海大学付属図書館全館が所蔵する図書・電子ブック・雑誌・視聴覚資料は、TIME-OPAC で検索でき

ます。館内の蔵書検索専用 PC、または付属図書館ＨＰに接続して学内・自宅から利用できます。検索

結果には所蔵館、配置場所、請求記号、貸出状況が表示されます。 

 

 

付属図書館 HP https://library.time.u-tokai.ac.jp/ 
 

 

図書館の OPAC（蔵書検索システム）で利用できるサービス※ 

・貸出履歴の参照 

・貸出更新（期限延長）の手続き(→2ページ) 

・予約の手続き(→2ページ) 

・図書取寄せサービス/文献複写サービス 

 

 ※総合情報センターが発行する「キャンパスライフエンジン」と同じ ID/パスワードでログインしてください。 

 

☆利用注意事項 

館内の蔵書検索専用 PCでログインした際は終了時、必ずログアウトしてください。 

 

  



●高輪図書館ＨＰの利用 

 

 

 

 

http://www.tcc.u-tokai.ac.jp/tlibrary/toshokantop.htm 
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●データベースの利用 

キャンパス LAN に接続されている PC から、東海大学付属図書館が契約している６０種類以上のデー

タベースを利用して、レポートや論文作成に必要な文献の検索や、就活に役立つ企業情報を入手する

ことができます。図書館 HPの データベースガイド から利用したいデータベースを選択してください。デ

ータベースの一部には検索結果から論文や記事の全文を提供しているものもあり、プリントアウトやダ

ウンロードも可能です。 

  

 

 

主なデータベースの紹介 

A蔵書検索・・・資料の有無を探す  「TIME-OPAC東海大学蔵書検索」 「CiNii Books」  

B新聞・ニュース記事・・・新聞記事を探す   「日経テレコン」  「毎索（マイサク）」 

C総合分野・・・広範囲で学術論文や雑誌記事を探す  「CiNii Articles」 「日経BP記事検索サービス」  

D人文・社会・・・ 「東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー」 

F理工学・・・理工系に特化したデータベースで学術論文や雑誌記事などを探す  「JDreamIII」  

「情報処理学会電子図書館」  「IEL Online」  「ScienceDirect」 

 

 

●自宅や出先からデータベースを利用する 

備考欄にＶＰＮマークのあるデータベースは東海大学総合情報センターがサポートする「SSL-VPN」を

利用して自宅や出先から学内のネットワークを利用できます。上記、データベースガイド画面の総合情

報センターHPのリンクから SSL-VPN設定を行ってください。 

 

SSL-VPN設定はこちらから 

 



●探している資料が高輪図書館にない場合  

・図書取寄せサービス / 文献複写サービス 

  他キャンパス・他大学図書館などから図書の取寄せや必要部分の複写を依頼できます。（一部有料） 

付属図書館 HPの利用者認証にログインしてオンラインで申込む方法（→4ページ）や高輪図書館 HP 

の各種申込から申込用紙をダウンロードしてカウンターに申込む方法（→5ページ）があります。 

 

・他大学図書館の利用 

   他大学図書館所蔵の資料を訪問して閲覧したい場合に限り、図書館から紹介状を発行します。利用

したい資料名や訪問希望日時を決めてカウンターにご相談ください。 

 

・購入希望の申込み 

学習・研究を利用目的として、図書館に所蔵を希望する図書をリクエストできます。館内設置の「購入

希望申込用紙」に必要事項を記入し、カウンターに申込みください。内容を検討した上、購入します。 

 

 

 

 

 

 

●他キャンパス図書館を利用する 

全キャンパスの東海大学付属図書館で閲覧・貸出ができます。利用の際は学生証を携帯してください。

各図書館の所在地や開館時間、利用ルールなどは付属図書館 HPの「付属図書館・短大図書館」 

（→4ページ）で確認してください。 

 

東海大学付属図書館の紹介 

・中央図書館・11号館・12号館・13号館図書館（湘南キャンパス）   

所蔵資料：中央－総合 / 11号館－人文・社会科学系 / 12号館－理・工学系   

13号館－社会・自然科学・芸術学系 

・代々木図書館  

所蔵資料：観光学・経営学・実務法学系 

・清水図書館   

所蔵資料：海洋学系 

・伊勢原図書館  1号館図書館・3号館図書館 

所蔵資料：1号館－医学系 / 3号館－看護・福祉学系  

・九州図書館   

所蔵資料：経営・基盤工学系・農学系 

・札幌図書館   

所蔵資料：国際文化学・生物学系  

 

到着や利用の連絡はキャンパスライフエンジンの「個人連絡」でお知らせします。 

利用できるまでに時間を要しますので、日数に余裕を持って申込みください。 

 



●その他の図書館利用について 

・パソコンの利用 

 ・蔵書検索専用 PC （7台）  

東海大学付属図書館の所蔵検索ができます。 

・情報検索用 PC （10台）/プリンタ （1台） 

インターネットに接続して東海大学付属図書館で契約している各種データベースや Web 上の学術情

報を調べることができます。（→6ページ）また Word、Excel、Power Pointなどが利用できます。 

   

・コピー機の利用 

図書館資料の複写はカウンター横のコピー機をご利用ください。図書館の資料に限り著作権法第 31

条に触れない範囲で複写できます。複写の際は備え付けの「複写申込書」を記入してください。 

         白黒 1枚 10円 / カラー 1枚 50円 

 

 

館内見取り図 

 

 

 

◆◆利用のルール◆◆ 

☆学生証不携帯の場合、入館はできません。 

☆館内でものを食べることはできません。水分補給の飲料は蓋の閉まる容器のみ持込みできます。 

☆閲覧席の占有や大声での会話、携帯電話の通話など他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

☆席を離れる際には貴重品を携帯してください。 

 

東海大学付属図書館高輪図書館 〒108-8619 港区高輪 2-3-23 TEL 03-5475-7152 
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