フロア案内

所蔵資料について
館内ツアー動画

5階

STAFF ONLY

4階

事務室・閉架書庫

3階

2階

閲覧室
各種検索・学習用パソコン

＜配架されている主な資料＞
主な音楽和書・参考図書
(開架)

※持ち込みのパソコンは、所定の場所、席で
使用してください。

録音資料：CD, LP
映像資料：DV D, LD,
Blu-ra y, V HS 等
(閉架)

AV鑑賞室・受付カウンター
蔵書検索(OPAC)用パソコン
NAXOS・れきおん視聴用パソコン

総合受付カウンター
利用の多い雑誌・新聞
推薦図書・新着和書/洋書
企画展示(開架)

※3階の資料の貸出・返却、中目黒・代官山キャ
ンパスで借りた資料の返却はこちらで行います。

1階

各種検索用パソコン
インフォメーション・デスク
コイン式コピー機
マイクロリーダー・プリンター
オンライン・データベース

◆所蔵資料概要

(2020年12月末現在)

図書
録音資料
雑誌

53,694
42,807
1,114
電子ジャーナル 69

冊
点
タイトル
タイトル

楽譜
映像資料
電子書籍

69,554
4,200
2,074
契約データベース 13

冊
点
点
種類

※『音楽世界』『音楽新潮』『音楽評論』等の大正時代、昭和初期に刊行
された総合音楽雑誌を多く所蔵しています。
これらはDVD-ROM、CD-ROM、マイクロフィルム等で閲覧できます。

図書館 利用案内・2021
TCM Library

＜在学生・付属高校生向けパンフレット＞

◆コレクション
・東京音楽大学史関連資料
・明清楽関連資料(伊福部昭コレクション)
・シャンソン関連資料(相良匡俊コレクション)
コレクションサイト
・バッハの神学文庫(丸山桂介コレクション)
・髙柳二葉コレクション
・東京音楽大学付属図書館ニッポニカ・アーカイヴ
(「芥川也寸志メモリアル オーケストラ・ニッポニカ」寄託資料)

・池野成自筆譜コレクション

楽譜・和書・洋書・雑誌 等
(閉架)

ほか

利用上の注意
・返却期限を守りましょう。
・図書館資料、機器類は大切に扱いましょう。
・館内での飲食はご遠慮ください。
・携帯電話、スマートフォンの利用マナーに気を配りましょう。
・貴重品、楽器は常時携帯し、各自の責任で管理してください。

NAXOS Music Library 利用登録
スマートフォン等で、クラシックを中心としたCD約14万枚分
の音楽を鑑賞できます。ログインID、パスワードはMyLibrary
(「図書館からの連絡事項」)で確認できます。

池袋キャンパス

中目黒・代官山キャンパス

図書館
C館

■通常開館日・開館時間
月曜日～土曜日 9時～18時

B館
幼稚園

■休館日

スタジオ棟

ウェブサイトトップ

スマートフォン版
OPAC(蔵書検索)

●
守衛室

クリエイティブラボ(２階)
A館

申込・お問合せフォーム

G館

日曜・祝日、春・夏休み、年末・年始

※開館日・開館時間は変更になる場合があります。
ウェブサイトまたは掲示等をご覧ください。

東京音楽大学付属図書館（池袋キャンパス）

邦楽研究室

ツイッター

（短縮期 9時～17時）

〒171-8540 東京都豊島区南池袋3-4-5
TEL 03-3982-2120 FAX 03-3982-2870
付属高校

ウェブサイト https://www.tokyo-ondai-lib.jp/
公式ツイッターアカウント @tcmlib

利用するには

貸出と返却

受付時間：月曜日～金曜日 12時～17時

・図書館では、一部を除きほとんどの資料を書庫(閉架)で管理してい
ます。
・オンライン蔵書検索システム(OPAC)で目的の資料を検索してくだ
さい。請求番号を「請求票」に記入して、「学生証」「生徒証」
とともに受付カウンターに提出してください。
・OPAC上でMyLibraryにログインすることで、資料の予約や取置き、
取寄せができます。
・返却は図書館(池袋キャンパス)、クリエイティブラボ・カウンター
(中目黒・代官山キャンパス)のどちらでも可能です。
・閉館時はブックポストへ返却してください。
※CD、ディスク付き資料、大型本等は不可。

・延滞資料があると、延滞資料をすべて返却するまで新たな貸出が
できません。

貸出冊数と期間
院生(修士)

院生(博士)

楽譜

3点＊/2週間

5点/4週間

10点/4週間

和書

5点 /2週間

5点/4週間

10点/4週間

洋書

3点＊/2週間

5点/4週間

10点/4週間

5点/4週間

10点/4週間
10点/2週間

★

ＣＤ

3点 /2週間

5点/2週間

映像

2点 /室内

2点/室内

雑誌

＊

3点 /2週間
*４年生は５点

5点/4週間

・図書館間相互利用( I LL)
他大学図書館所蔵資料の取寄せ、複写、閲覧申込等ができます。
※送料等実費がかかります。

※付属高校生は利用できません。

・レファレンス
学習・研究・調査に必要な情報・資料についての相談に応じます。
申込・お問合せフォームからの相談も受け付けます。

・購入希望
図書館で所蔵していない資料の購入希望を受け付けます。
詳しい条件や手続き方法についてはお尋ねください。
※受付期間：4月～12月

・OPAC検索ガイダンス／館内ツアー
資料の検索の仕方や図書館内の案内等、ご要望に合わせてガイダンス
を行います。

2点/室内
10点/4週間

★

４年生は２週間

・資料の複写
図書館所蔵の資料を著作権の許す範囲で、1階コイン式コピー機
(セルフサービス)で複写できます。複写に際しては申込が必要です。
楽譜、雑誌の最新号等、複写できない資料もあります。

・プリントアウト
1階で、学術情報データベースのコンテンツ等を一人1部に限り、
プリントアウトできます。証紙にてお支払いください。
(1枚10円/モノクロ)

学習用パソコン
3階閲覧室に設置されたパソコンが利用できます。
※プリンターの使用はできません。

図書館が提供するサービスを使うための個人の利用照会ページです。
OPAC画面右上のボタンからログインします。予約や取置き、
２キャンパス間の資料取寄せサービスの申込もできます。
貸出・予約の確認はスマートフォン版が便利です。

オンライン・コンテンツ・サービス

2階のAV鑑賞室、3階の学習用パソコンで利用できます。
・NAXOS Music Library

※本学の学生・教職員のみ

その他

オンライン・コンテンツはキャンパス内のネットワークから利用
できます。また、MyLibraryのユーザー認証を経て、自宅等、学外
からも利用できます。
詳しくはインフォメーション・デスクにてお尋ねください。

— 中目黒・代官山キャンパス —
クリエイティブラボ(２階)の利用について
オープンスペースの資料は
ご自由に手に取ってご覧ください。

館内ツアー動画

・オープンスペースの資料をエリア外に持ち出したい、または
スタディ・エリア内の資料を室外に持ち出したいときは、
カウンターにて貸出手続きをしてください。
・サービス時間外はブックポストへ返却してください。
※CD、ディスク付き資料、大型本等は不可。

池袋キャンパスで返却することもできます。

取寄せサービス
・池袋キャンパスの資料を中目黒・代官山キャンパス
に、中目黒・代官山キャンパスの資料を池袋キャン
パスに取寄せることができます。「MyLibrary」に
ログインして申し込んでください。
資料の取寄せ方法

・Lab１～５(グループ学習室)、セミナーエリア(セミナー開催用
スペース)、Labステージ(雛壇)の施設予約を受け付けています。
・学習用ノートパソコン、ポータブルDVDプレーヤー、プロジェ
クター、マイクの貸出をしています。※フロア外への持ち出し不可

■カウンターサービス利用時間、スタディ・エリア開室時間
月曜日～土曜日 9時～18時

・NAXOS Video Library
・れきおん(国立国会図書館『歴史的音源』)

・ジャパンナレッジ
・聞蔵、ヨミダス歴史館 (新聞データベース)

施設・備品の貸出と返却

◆音楽・映像配信サービス

MyLibrary

・Oxford Music Online , MGG Online
・PQDT (学位論文データベース)
・EBSCO host (RILM, RIPM, RISM 他)
・JSTOR music
・国立国会図書館デジタル化資料 ※１階データベース用パソコンのみ

図書資料の貸出と返却

コピー機の利用・プリントアウト

学部・高校生

3点 /当日

1階、3階のパソコンで利用できます。

インフォメーション・デスクでは、利用案内や資料の探し方などについて
の質問にお答えするとともに、下記の各種申込・相談に応じています。
お気軽にどうぞ。

「学生証」または「生徒証」をお持ちください。

研究用

◆データベース・電子ジャーナル・電子書籍

インフォメーション・デスク

※2階鑑賞室のみ

※短縮期・休業日はウェブサイトまたは掲示等をご覧ください。

