
筑波大学
附属図書館概要
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合　　　計   29,991     　　　16,382            2,150               49  　　13

大塚図書館　　　　　　　　1,552                1,155               128                0                 3  

図書館情報学図書館　　　　2,798             　2,116               252                0                 2  

医学図書館     2,793                1,920　　　　　338                6                 2  

体育・芸術図書館     3,518       　   　2,362　　　　   355                4   　　   2

中央図書館   19,330        　     8,829　      　1,077        　　 39　　 　　　4

　総面積㎡　     閲覧スペース㎡　 　座席数　　　研究個室　   セミナー室
（平成27年5月1日現在）施設

貸出冊数　　　　　　　310,046冊（886冊/日）

貸出利用者数　　　　　120,036人（343人/日）

入館者総数  　 　　　　948,882人（2,775人/日）

（平成26年度）利用者数

　　　　　      洋             14,176種

　　　　　      和             17,028種

　　　　　　　洋　　  1,029,788冊

　　　　　      和         1,588,506冊

雑誌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,721タイトル

図書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,266タイトル

種別　　　　　　　総蔵書数  　　　　　　　　　　電子資料数
（平成26年度）蔵書数

統計

2009.  9　 中央図書館新館2階スタディスペース オープン
2010.  2　 ディスカバリーサービス（次世代OPAC）導入
2010.  3　 大塚図書館改築工事開始（2011.8 竣工）
2011.  3　 東日本大震災により被災
2011.  9　 中央図書館ラーニング・スクエア オープン
2011.10　ラーニング・アドバイザーの活動を開始（中央図書館）
2012.  3　体育・芸術図書館震災復旧工事竣工
2012.11　 中央図書館開館時間延長試行開始
2013.  9　 医学図書館耐震改修工事開始（2014.8 竣工）
2013.10　 附属図書館Facebook開始
2014.  3　 附属図書館Webサイト リニューアル
2015.  6　 附属図書館ボランティア20周年記念式典開催
2015.  7　 筑波地区専門図書館開館時間延長試行開始
2015.11　 「筑波大学オープンアクセス方針」を採択
2016.  3　 中央図書館ラーニング・スクエア リニューアル

1973.10　 筑波大学開学・附属図書館設置
1974.  7　 体育・芸術図書館開館
1978.  1　 医学図書館開館
1979.10　 中央図書館開館
1989.  6　 大塚図書館開館
1995.  3　 中央図書館新館（増築）竣工
1995.  6　 附属図書館ボランティア導入
1998.  1　 電子図書館システム導入
2002.10　 図書館情報大学との統合
             　 図書館情報学図書館開館
2004.  4　 法人化に伴い事務組織改組
2005.  5　 研究開発室設置
2006.  3　 つくばリポジトリ公開
2008.  3　 中央図書館にコーヒーショップ開店
2008.  7　 中央図書館耐震改修工事開始（2011.1 竣工）

沿革

筑波大学附属図書館キャラクター
ちゅーりっぷさん ＆ がまじゃんぱー

館」を目指して継続的なサービス改善を図っていきたいと考えています。
　今後も充実した資料の収集とサービスの拡充に努め「来館したくなる図書館」、「頼られる図書
よる各種サービスの提供と、図書館ボランティア活動の支援などを行っています。
の集中管理と全面開架方式を採用し、土・日・祝日の開館、充実したレファレンスサービス、Webに
　附属図書館は、中央図書館と4つの専門図書館とが一元的な管理体制のもとに運営され、資料
携し、学術情報の中枢拠点として機能することを目標に活動を続けています。
筑波大学附属図書館は、開かれた大学図書館として地域社会及び国内外の研究・教育機関と連

来館したくなる図書館



狩野探幽・尚信屏風絵　など
昌平坂学問所関係資料
（キリシタン関係書籍）
ベッソン・コレクション
その他のコレクション

が含まれている。
科事典「世界図会」（写真）
料には世界初の絵入り百
236点（1967年受入）。資
者コメニウスに関する資料
氏寄贈の、チェコの教育学
東京教育大学教授梅根悟

コメニウス文庫

部である(1455年頃)
書「エゼキエル書」の一
最初の印刷物。旧約聖
活版印刷による世界

42行聖書零葉
グーテンベルク

絵を所蔵している。
当館では94種の錦
した錦絵。
助くる為めに」刊行
「幼童家庭の教育を
明治6年に文部省が

文部省発行教育錦絵

主要コレクション

                 https://www.facebook.com/tsukubauniv.libFacebook
                 https://twitter.com/tsukubauniv_lib  (@tsukubauniv_lib)Twitter

附属図書館Twitter/Facebook

  　　　 行っています。
：附属図書館に研究開発室を設置し、新たな図書館サービスを実施するため、様々なテーマで研究・調査等を研究開発室              

：本学の研究者の教育研究成果を積極的に収集し、その研究論文、学位論文などを登録公開しています。つくばリポジトリ       

：高機能な情報探索システムや学術情報、電子化した貴重資料などをインターネット上で利用できます。Webサービス              

Ｗｅｂサービス・つくばリポジトリ

：常設展「日本の出版文化」に加え、毎年異なるテーマで貴重資料の企画展示を行っています。常設展・企画展の開催 

                 ティアの生涯学習活動を支援しています。
：図書館ボランティアは、総合案内、対面朗読、外国語による案内などを行っています。図書館では、ボラン図書館ボランティアの活動

  　　　 随時対応しています。
：広く学外の利用者に開放し、館内利用や図書の貸出などを行っています。また、受験生やPTA等の見学にも開かれた大学図書館   

地域公開・生涯学習支援

             はじめ、蔵書検索、電子ジャーナル・データベース利用法などの講習会を行っています。
：各館にレファレンスデスクを設置し、様々な質問にお答えしています。また、新入生向けオリエンテーションを図書館の利用支援    

              受け取れるメールサービスのほか、Twitter・Facebookなどでの情報発信も積極的に行っています。
        Webから図書の貸出更新や予約、他大学への文献複写などの申し込みができます。また、お知らせなどを

：学期中は最長24時まで開館し、日中・夜間、また土・日・祝日を問わず学習・研究を支援しています。多様なサービスの提供 

              用意することで、学生の自主的な学習と成果発表を促し、積極的な知的交流を支援しています。
              また、中央図書館のラーニング・スクエアをはじめとする多様な学習スタイルに応じた学習支援環境を
              利用できます。
  　　　  ています。300台以上設置してあるパソコンは、蔵書検索をはじめインターネット検索やレポート作成等に

：閲覧・学習スペースや、グループで学習できるセミナー室、院生・教員が利用できる研究個室を用意し快適な学習環境の提供

SciFinder(Academic)等のデータベースを提供しています。
：約２7,3００タイトルの電子ブック・約25,700タイトルの電子ジャーナルや、Web of Science、電子的資料の充実    

　　  　　　   ことができます。蔵書の中には、旧東京教育大学の蔵書80万冊、和古書・漢籍15万冊も含まれます。
：全館合わせて262万冊の図書、31,200タイトルの雑誌が全面開架されており、自由に資料に触れ利用する蔵書の充実　　　　　 

教育・研究・学習支援
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図書館情報学図書館
(029)859-1232

中央図書館
 (029)853-6055

体育・芸術図書館
(029)853-2878

医学図書館
(029)853-3256

学期中筑波キャンパス

8:30～22:00
9:00～22:00

9:00～20:00医学図書館

8:30～22:00 9:00～17:00
10:00～18:00

体育・芸術図書館、
図書館情報学図書館

月～金

土･日･祝

休館

開館時間

月東京キャンパス 火～金 土 祝日

10:30～18:30 10:00～21:10 10:00～19:50 10:00～18:00大塚図書館 休館

臨時休館・開館時間の変更等はその都度、図書館Webサイト等で
お知らせいたします。

）館書図学医（。すで間時じ同と中期学は月9と月2 ※

8:30～24:00 9:00～20:00
9:00～20:00 9:00～18:00

中央図書館
月～金

土･日･祝

月～金

土･日･祝

附属図書館配置図

発行日：平成28年3月
発行者：筑波大学附属図書館

所在地：〒305-8577　茨城県つくば市天王台1-1-1
TEL(029)853-2347 FAX(029)853-6052
URL https://www.tulips.tsukuba.ac.jp

休業中

※


