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過去の桐朋生による資料を利用する

・利用者IDの確認・パスワードの設定

・図書館案内と返却
調布図書館、仙川図書館、短大図書館、資料の返却
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所蔵資料

楽譜

103,232 

CD

40,652 

レコード

24,362 

映像資料

4,524 

和書

24,430 

洋書

24,006 

雑誌

20,050 

その他

3,796 

蔵書数：約24.5万点

楽譜 CD レコード 映像資料 和書 洋書 雑誌 その他

音楽資料
が多い!!

2018年度末時点

※この他に富山にある大学院大学図書館の資料約4万点も利用できます。

和書・洋書も6割以上が音楽関連資料、
雑誌もほぼすべてが音楽関連雑誌で、
総資料の約9割が音楽資料です。
楽譜を中心に他館にない資料を多数
所蔵しています！

図書館では演奏や研究に必要な資料を豊富に揃えています！



館外貸出 館内での利用

楽譜
図書・雑誌

10点 / 2週間 点数制限なし

録音資料 CD5点 / 1週間 点数制限なし

映像資料 －－ 点数制限なし

貸出点数・期間

大学生・高校生・ディプロマ生・研究生・短大生

館外貸出 館内での利用

楽譜
図書・雑誌

30点 / 1ヶ月 点数制限なし

録音資料 CD10点 / 2週間 点数制限なし

映像資料 －－ 点数制限なし

大学院生

・楽譜・図書・雑誌は次に予約が入っていなければ3回まで延長できます。
※CDおよび授業に関連する指定図書の貸出期間は1週間で、延長もできません。



調布は土曜閉館ですが資料の取寄せ・利用が可能

月曜日～金曜日

9:30～18:00

※仙川図書館は土曜も開館

開館日・開館時間

開館日の詳細についてはHP・OPACの
開館カレンダーから確認できます

調布・仙川両キャンパスに図書館があります



①調布図書館

②仙川図書館

④大学院大学(富山)

③立川書庫

配置場所と利用の流れ

図書館の資料は①～④それぞれの場所で保管されています。

各場所の資料は取寄せて利用することができますが、保管場所

によってすぐ利用できる資料と時間がかかる資料があります。また、

多くの資料を書庫で保管しているため、検索→申込が必要です。



STEP1

OPACで資料

を検索

STEP2

OPACで利用を

申込む。

STEP3

図書館カウンターで

資料が準備される

STEP4

来館して貸出

手続き

授業などで必要な資料は

早めに申し込むこと！

配置場所と利用の流れ

資料を利用するまでの流れは上の図の通りです。

保管場所によって利用までの時間が異なりますので、

時間に余裕をもって検索し、申込んでください。



ＯＰＡＣを使って一括検索！

資料を効率的に探すには

貸出のためには申込→取寄が必要なため、資料の検索がとても大事です！
OPACを使うことで資料を一括して簡単に探すことができます。



活用例その①

今度レッスンに持っていく曲の作曲家や時代
背景について、色々調べてみたいな…

そうだ、図書館へ行こう！

図書館を活用しよう！

→レッスン、プログラム・ノートの執筆、
研究など、曲や作曲者、背景について
調べる場面で図書館が役立ちます！

※現在図書館は登校禁止に伴い閉館しています。
通常開館後に是非来館して活用ください！



色々な楽譜を見比べたり…

→同じ曲でも様々な校訂版
や自筆譜のファクシミリを
比較することができます！

作曲家の伝記や書簡、楽曲
分析の本などを読んだり…

→作曲家に関する日本語で
書かれた書籍を多数所蔵し
ています！



図書館作成の各種パンフレッ
トも参考にしてみては？

→図書館では特定のテーマに
関する解説・所蔵資料リスト
をまとめたパンフレット類を
作成しています！

CDやNAXOSでたくさん
の音源を聴き比べたり…



13万枚以上のCD音源を聴くことができる
Naxosのデータベースは学外でも利用できます

※NaxosのID・パスワードは年度内のみ有効です。
来年度以降は図書館でID・パスワードをお渡しします。

※短大生は図書館内でのみ利用できます。



活用例その②

授業の空き時間を有効に使いたい…

そうだ、図書館へ行こう！

→授業と授業の間や、練習室が使えない
場合など、図書館には滞在して利用
できる環境も整っています！

※現在図書館は登校禁止に伴い閉館しています。
通常開館後に是非来館して活用ください！

図書館を活用しよう！



新聞や音楽関連の雑誌を、
ソファーに座ってゆっくり
読んだり…

館内に設置されているパソ
コンで、調べものをした
り、レポートを書いたり…

調布図書館3階には、複数名での相談などに利用できる
「グループ学習室」もあります。



活用例その③

学内の演奏会に出演することになった。
去年、一昨年の同じ演奏会では、どんな
曲が演奏されたんだろう…

そうだ、図書館へ行こう！

→図書館には、過去の学内演奏会や
卒業演奏会など、桐朋に関連した
資料も揃っています！

図書館を活用しよう！

※現在図書館は登校禁止に伴い閉館しています。
通常開館後に是非来館して活用ください！



作曲専攻の卒業・修了作品
や、音楽学専攻の卒業・修了
論文も閲覧できます！

桐朋主催の演奏会や、学内で
行われた公開レッスンなどの
記録(CD、DVDなど)を視聴
できます！
→先生の学生時代の音源もみ
つかるかもしれません...！



卒業後も、同窓生として図書館を利用する

ことができます。

図書館の使い方を覚えて生涯にわたって

図書館の音楽資料

をご活用ください！

※短大生は卒業後、学外者と
して図書館を利用できます。

生涯にわたるサポート



利用者ＩＤ と パスワード

利用者ID

→6桁の数字

資料を申し込む際に必要です

学生証＝ライブラリーカード

※短大生には別途ライブラリーカードを発行します



パスワードを設定しよう

「図書館からのメッセージ」
記載のパスワード設定方法に
したがって設定しましょう。

図書館OPACにも
説明があります→

※仮パスワードとして
利用者IDが設定されています

設定方法通りに操作しているのに、
うまくいかない…わからない…という方は、
図書館までお問合せ下さい！

※入学前に利用登録済みの方は引き続き以前のパスワードを利用できます



この画面が表示されたら、パスワード
設定完了です！
図書館のPC端末はもちろん、ご自宅の
PCやスマートフォンからも資料の予約
ができますよ！

パスワードを設定しよう



調布
１号館

調布図書館

マルエツ

クリーニング店

整骨院

興和㈱工場

トヨタ社宅

至 甲州街道

この先にセブンイレブン

①1号館を出たら右手へ進む

②最初の十字路を右折

③右折後2本目の角
（赤い鳥居の次の角）
を左折して直進すると到着です！

調布1号館から
図書館までの道筋
（徒歩4分ほど）

調布図書館のご案内



2Fカウンター

調布図書館のご案内

資料の貸出の際にはカウンターで学生証（ライブラリーカード）を
提示してください。返却もカウンターで受付けています。



2Fなんでも
情報デスク

OPACメイト

調布図書館のご案内

→検索補助のボランティアです。
OPACメイトには特典もあります。
詳しくはなんでも情報デスクま
で。

資料が見つからないときなど、
わからないことや知りたいこ
とがあればなんでも質問して
ください！



短大校舎
4F

仙川図書館のご案内

仙川図書館は仙川の新校舎隣、短期大学の建物の4階で
す。



カウンター

仙川図書館のご案内

仙川図書館にも貸出・返却カウンターや「なんでも情報
デスク」、閲覧室、視聴室などがあります。



開館中
⇒図書館カウンターへ

閉館中（返却BOX）
⇒仙川図書館：図書館入口前

⇒調布図書館：2号館1F研究室入口前

図書館資料の返却

調布で借りた資料を仙川で、仙川で借りた
資料を調布で返却することができます。



音楽部門の学生・生徒・大学院生は、

桐朋学園芸術短期大学図書館を利用できます

マナーを守って利用しましょう！

短大図書館の利用

仙川キャンパス、女子部正門の前
ガラス張りの建物の１階



リード ＲＥＡＤとは？？

eliable ：期限日を守る「信頼できる」ユーザー

xemplary ：他の利用者の「お手本となる」人

ble ：勉強に関しても「できる」やる気のある学生・生徒

eserving： この制度の対象者として「ふさわしき」者

返却期限を守ってたくさん資料を借りた学生・生徒の
貸出点数が多くなったり、期間が長くなる制度です！

ステップアップ制度「READ」

※大学院生・短大生にはステップアップ制度はありません



図書館をたくさん活用して

充実した学生生活を送ってください

資料検索の基本や館内案内についても

随時図書館ホームページ「ガイダンス」で

案内しますので併せてご覧ください

図書館スタッフ一同
お待ちしております！


