
図書館利用状況

（表23）

閲覧座席数
専任

スタッフ数
非常勤

スタッフ数
開館時間 2018年度 2019年度 2020年度 2018年度 2019年度 2020年度

月～金　　　  8:45  ～　20:00

　土 　　　　 8:45  ～　20:00 611,361人 548,867人 33,326人

日祭日　　:  ～  : ＜284日＞ ＜283日＞ ＜ 222日＞

長期休暇中　　9:00  ～　20:00

月～金　　　  9:00  ～　20:00

　土 　　　　 9:00  ～　17:00 2,307人 1,540人 390人

日祭日　　:  ～  : ＜272日＞ ＜271日＞ ＜193日＞

長期休暇中　　9:00  ～　17:00（土：9:00～12:00）

月～金　　　  9:00  ～　17:00

　土 　　 :  ～　: 8,529人 8,332人 17人

日祭日　　:  ～  : ＜267日＞ ＜266日＞ ＜ 4 日＞

長期休暇中　　9:00  ～　17:00

月～金　　　  9:00  ～　17:00（※1）

　土 　　 :  ～　: -人 -人 -人

日祭日　　: 　 ～ : ＜279日＞ ＜257日＞ ＜205日＞

長期休暇中　未定※2

月～金　　　  別表A参照

　土 　　　　 別表A参照 2,722人 2,073人 258人

日祭日　　　　別表A参照 ＜317日＞ ＜267日＞ ＜227日＞

長期休暇中　　別表A参照

月～金　　　  別表A参照

　土 　　　　 別表A参照 78,791人 75,697人 3,889人

日祭日　　　　別表A参照 ＜325日＞ ＜322日＞ ＜228日＞

長期休暇中　　別表A参照

0人 0人 0人

＜0日＞ ＜0日＞ ＜0日＞

図書館の名称
2021年度

年間利用者数(延べ数)
＜年間開館日数＞

年間貸出冊数
備　考

117,375冊 42,664冊

大学院図書室 18 0(0) 1(1) 1,318冊 1,121冊 　602冊

中央図書館 1,697 22(18) 17(11) 122,182冊

総合政策学部
図書室

58 0(0) 1(0) 696冊 645冊 　162冊

　2,159冊

※1 中国言語文化専攻、総合教育科
目共同研究室／学びのパスポートプ
ログラムは10:00～17:00。
※2 新型コロナウイルスの感染拡大
状況を見ながら決定する。

ビジネススクール
図書室

32 1(0) 0(0) 1,012冊 656冊 　　240冊

文学部専攻別
図書室

542 27(11) 5(0) 5,726冊 6,096冊

3,584冊

市ヶ谷田町キャン
パス書庫

0 0(0) 0(0) 121冊 0冊 　　0冊

ローライブラリー 160 0(0) 1(0) 6,194冊 8,538冊



（表23）

閲覧座席数
専任

スタッフ数
非常勤

スタッフ数
開館時間 2018年度 2019年度 2020年度 2018年度 2019年度 2020年度

図書館の名称
2021年度

年間利用者数(延べ数)
＜年間開館日数＞

年間貸出冊数
備　考

月～金　　　  9:00  ～　20:00

　土 　　　　 9:00  ～　20:00 12,983人 2,029人

日祭日　　:  ～  : ＜266日＞ ＜215日＞

長期休暇中　　9:00  ～　17:00

月～金　　　  9:00  ～　20:00

　土 　　　　 9:00  ～　20:00 130,510人 142,664人 7,102人

日祭日　　:  ～  : ＜273日＞ ＜275日＞ ＜216日＞

長期休暇中　　9:00  ～　17:00

月～金　　　  9:00  ～　17:00

　土 　　 :  ～　: 68,212人 52,397人 0人

日祭日　　:  ～  : ＜196日＞ ＜184日＞ ＜0日＞

長期休暇中:  ～　:

月～金　　　  9:00  ～　17:00

　土 　　 :  ～　: 31,267人 25,042人 0人

日祭日　　:  ～  : ＜196日＞ ＜184日＞ ＜0日＞

長期休暇中:  ～　:

国際情報学部
図書室

111 1(1) 1(1) 1,159冊 　787冊

3,662冊

法学部図書室 148 0(0) 1(0) - - -

理工学部分館 556 4(1) 0(0) 14,358冊 14,138冊

　４．開館時間は、通常開館時間を掲載している（2020年度前期・春学期は新型コロナウイルス感染症対策によるキャンパス入構制限実施のため）。

-

［注］

　１．「専任スタッフ数」「非常勤スタッフ数」については、（　）に司書の資格を有する者の人数を内数で示している。

　２．年間利用者数・貸出冊数は、学生及び教職員の利用状況を示す（一般開放による地域住民等の人数や冊数は含めない）。

　３．法学部図書室および経済学部図書室については、図書の貸出を実施していない。

経済学部図書室 134 0(0) 1(0) - -



別表A

ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー

ル
図
書
室

授業期間

月曜 閉室

火曜～金曜 12:00～20:00

土曜 9:00～20:00

日曜 9:00～20:00

9:00～20:00

休業期間

火曜～金曜 14:00～20:00

土曜 12:00～20:00

月曜・日曜・祝日 閉室

日曜・祝日 閉室

3階

通年(年末年始を除く) 閉室（再開時期未定）

※上記に関わらず、新型コロナウイルス感染症感染防止の観点から、今後も変更する場合がある。

ロ
ー

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

4階

授業期間
月曜～土曜 9:00～20:00

日曜・祝日 閉室

休業期間
月曜～土曜
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