
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 2015年度 2016年度 2017年度 2015年度 2016年度 2017年度

月～金　　　  9:00  ～　22:00

　土 　　　　 9:00  ～　22:00 720,137人 724,504人 661,745人

日祭日　　　　 : 　 ～　  : ＜287日＞ ＜292日＞ ＜293日＞

長期休暇中　　9:00  ～　21:00

月～金　　　  9:00  ～　20:00

　土 　　　　 9:00  ～　20:00 2,739人 3,176人 2,870人

日祭日　　　　 : 　 ～　  : ＜277日＞ ＜274日＞ ＜274日＞

長期休暇中　　9:00  ～　17:00

月～金　　　  9:00  ～　20:00

　土 　　　　 9:00  ～　17:00 9,204人 8,140人 7,880人

日祭日　　　　 : 　 ～　  : ＜270日＞ ＜267日＞ ＜267日＞

長期休暇中　　9:00  ～　17:00

月～金　　　  別表Ａ参照

　土 　　　　 別表Ａ参照 -人 -人 -人

日祭日　　　　別表Ａ参照 ＜277日＞ ＜274日＞ ＜279日＞

長期休暇中　　別表Ａ参照

月～金　　　  別表Ｂ参照

　土 　　　　 別表Ｂ参照 3,480人 3,034人 2,590人

日祭日　　　　別表Ｂ参照 ＜325日＞ ＜324日＞ ＜317日＞

長期休暇中　　別表Ｂ参照

月～金　　　  別表Ｂ参照

　土 　　　　 別表Ｂ参照 94,775人 95,186人 88,359人

日祭日　　　　別表Ｂ参照 ＜326日＞ ＜328日＞ ＜328日＞

長期休暇中　　別表Ｂ参照

3,270人 2,636人 1,560人

＜333日＞ ＜329日＞ ＜327日＞

図書館の名称
2018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

123,817冊 125,779冊

前期・春学期試験実施に伴う休日開
館：2017/7/23(日),30日(日)
後期・秋学期試験実施に伴う休日開
館：2018/1/21(日),28日(日)

大学院図書室 8 0(0) 1(0) 2,094冊 1,863冊 1,494冊

中央図書館 1,693 25(20) 15(12) 133,671冊

総合政策学部図書室 54 0(0) 1(1) 982冊 　934冊  859冊

6,088冊

ビジネススクール
図書室

32 1(1) 0(0) 1,196冊 1,096冊  716冊

文学部専攻別図書室 538 26(12) 1(0) 7,266冊 5,909冊

9,251冊

市ヶ谷田町キャン
パス書庫

0 0(0) 1(1) 1,502冊 1,480冊 1,027冊

ローライブラリー 163 2(1) 1(0) 12,052冊 11,707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 2015年度 2016年度 2017年度 2015年度 2016年度 2017年度

図書館の名称
2018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  ～　21:00

　土 　　　　 9:00  ～　21:00 128,258人 116,994人 124,906人

日祭日　　　　 : 　 ～　  : ＜278日＞ ＜278日＞ ＜277日＞

長期休暇中　　9:00  ～　17:00

月～金　　　  9:00  ～　22:00

　土 　　　　 9:00  ～　22:00 47,670人 61,679人 70,530人

日祭日　　　　 : 　 ～　  : ＜196日＞ ＜196日＞ ＜196日＞

長期休暇中　　 :    ～　  :

月～金　　　  9:00  ～　19:00

　土 　　　　 9:00  ～　16:00 22,197人 25,089人 27,963人

日祭日　　　　 : 　 ～　  : ＜196日＞ ＜196日＞ ＜196日＞

長期休暇中　　 :    ～　  :

理工学部分館 518 3(0) 0(0) 14,773冊

0(0) 1(0) - -

12,153冊 12,667冊

前期・春学期試験実施に伴う休日開
館：2017/7/30日(日)
後期・秋学期試験実施に伴う休日開
館：2018/1/28日(日)

［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) - - -

法学部図書室 120



文学部専攻別図書室の開室時間 別表Ａ

夏季休業中の土曜日および学内一斉休暇期間
※国民の祝日、創立記念日などで学年暦により開室する場合があります。 

月～金　9：00～20：00 火水木　9：00～20：00
土　9：00～17：00 月金　9：00～17：00
授業期間外　月～金17：00まで　土12：00まで 土　9：00～12：00

授業期間外　月～金17：00まで　土12：00まで 
月水金　9：00～20：00 火水金　9：00～20：00
火木　9：00～17：00 月木　9：00～17：00
土　9：00～12：00 土　9：00～12：00
授業期間外　月～金17：00まで　土12：00まで 授業期間外　月～金17：00まで　土12：00まで 
火木金　9：00～20：00 火水金　9：00～20：00
月水　9：00～17：00 月木　9：00～17：00
土　9：00～12：00 土　9：00～12：00
授業期間外　月～金17：00まで　土12：00まで 授業期間外　月～金17：00まで　土12：00まで 
火水木　9：00～20:00 月木金　9：00～20：00
月金　9：00～17：00 火水　9：00～17：00
土　9：00～12:00 土　9：00～12：00
授業期間外　月～金17:00まで　土12:00まで 授業期間外　月～金17：00まで　土12：00まで
月水木　9：00～19：30 火水金　9：00～20：00
火金　9：00～17：00 月木　9：00～17:00
土　9：00～12：00 土　9：00～12:00
授業期間外　月～金17：00まで　土12：00まで 授業期間外　月～金17:00まで　土12:00まで
月火金　9：00～20：00 月火水　9：00～20：00
水木　9：00～17：00 木金　9：00～17:00
土　9：00～12：00 土　9：00～12:00
授業期間外　月～金17：00まで　土12：00まで 授業期間外　月～金17:00まで　土12:00まで 
月水木　9：00～20：00 月火木金　10：00～17：00
火金　9：00～17：00 水土 閉室
土　9：00～12：00
授業期間外　月～金17：00まで　土12：00まで 授業期間外　月火木金17：00まで 

国文学研究室 西洋史学研究室

英語文学文化研究室 哲学研究室

ドイツ語文学文化研究室 社会学研究室

東洋史学研究室 総合教育科目研究室

フランス語文学文化研究室 社会情報学研究室

中国言語文化研究室 教育学研究室

日本史学研究室 心理学研究室



別表Ｂ

ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー

ル
図
書
室

授業期間

月曜 12:00～20:00

火曜～金曜 12:00～22:30

土曜 9:00～22:30

日曜 9:00～20:00

祝日(授業なし) 12:00～18:00

休業期間
月曜～土曜 12:00～20:00

日曜・祝日 閉室

ロ
ー

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

4階

授業期間
月曜～土曜 9:00～22:00

日曜・祝日 10:00～18:00

休業期間
月曜～土曜 9:00～20:00

日曜・祝日 閉室

3階

通年(年末年始を除く) 8:00～24:00
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