筑波大学附属図書館利用案内
University of Tsukuba Library Guide

入館する

Enter
学生証を持って、 図書館に行こう！
Come to the library with your
student ID card!

所属にかかわらず、 ５つの図書館すべてが利用できます。
学生証は入館ゲートを通るときや本を借りるときなど、 図書館で各
種サービスを利用するのに必要です。

開館カレンダー
Library Calendar

You can use any of the 5 libraries, regardless of your affiliation.
A student ID card is necessary to enter the library through the gate,
check out books, and use other library services.

https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/calendar

資料を探す
Tulips Search

Search
https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/

筑波大学の所蔵資料 （図書 ・ 雑誌 ・ 論文など） だけでなく、 世界中
の文献情報をまとめて検索できます。
You can find not only items (books, journals, articles, etc.) kept by
University of Tsukuba, but also bibliographic information in the
world.

Tulips Search とは？
What is Tulips Search?
https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/collection
/about-tulips-search

Webサービスを利用する
マイライブラリ

Use Web Services

My Library

貸出状況の確認や貸出期間の更新（延長）、予約・取り寄せ状況の確認
やキャンセルをwebサイトで行えます。
貸出図書の返却期限が近づいたときにお知らせするメールサービスへ

統一認証ID（学生証の裏面バーコードの番号＝13

の申込や、 施設予約もここで行えます。

桁）と、パスワードでログインできます。

You can confirm your borrowing status, renew loan periods, check
the state of the books you reserved on the internet, and cancel the
reservations. You can also register to the e-mail service to receive
due date notifications and reserve rooms here.

The UTID-13 (the number in 13 digits printed on
your ID card) and the password are required to
log in.

図書を借りる・返す

Borrow & Return

貸出冊数･期間 Item Limits & Periods
貸出冊数

期間

Max Items

Loan Period

学群生

10

3週間

大学院生

20

Undergraduate students
Graduate Students

3 weeks

図書の貸出期間の更新 （延長） は３回まで可能です。 ただし、
他の利用者がすでに予約をしている場合は更新できません。
You can renew items up to 3 times, if there are no
reservations on them.

3週間
3 weeks

予約･取り寄せ Reservation & Delivery
他の利用者に貸出中の図書の予約、 筑波大学の各図書館か
らの図書の取り寄せは、 合わせて５冊まで可能です。
図書館webサイトで図書を検索し､検索結果の 「詳細」 画面
から申し込んでください。
You can reserve books out on loan and have books delivered
between libraries. Maximum number of reservations and
delivery applications is 5 in total.
Search for the book on the library website and make a
reservation on the “Details” page.

マナー・ルール

貸出期間の更新 Renewal

返却･ペナルティ Returning & Penalty
学内のどの図書館でも返却できます。
返却が遅れるとペナルティが発生し、新たな貸出、更新、予約、
取り寄せができなくなります。
Books can be returned to any libraries in the university.
If there is a book not returned within the loan period,
a penalty is imposed: loan, renewal, reservation, and delivery
are suspended.

ペナルティについて
About Penalty
https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/service
/return-penalty

Manners & Rules
他の利用者の迷惑になる行為はつつしんでください。
快適な環境を守るため、 ご協力をお願いします。
Refrain from behaviors that cause disturbance to other
users. Please help maintain a comfortable environment.

荷物放置禁止
Don’t leave your
stuff unattended

所定の場所以外での談笑・飲食禁止
Don’t chat, drink or eat
except in designated areas

公式SNSアカウント

音・飲食のルール
Sound, Food & Drink Policies
https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/service
/manners

Official SNS Accounts
Library Mascots

Twitter
https://twitter.com/tsukubauniv_lib

Facebook
https://www.facebook.com/tsukubauniv.lib

ちゅーりっぷさん Tulip-san
がまじゃんぱー Gamajumper

図書館を使いこなす
相談する

Utilize Library

Ask
図書館の総合案内窓口です。 困ったときは何でも相談しましょう。

カウンター
（中央・体芸・医学・図情・大塚）
Counter
(Central, Art&PE, Medical, L&IS, Otsuka)

学習 ・ 研究に必要な資料や論文の探し方、 データベースの使い方などについて
相談できます。 筑波大学にない資料の取り寄せもできます。
The general information desk of each library. Feel free to ask anything.
Consult us about how to find materials and articles for your study and
research, how to use databases, and any other problems. You can make
interlibrary loan requests here.
資料の場所が分からないとき、 図書館ボランティアがお手伝いします。

ボランティアカウンター （中央）

館内の案内 （日本語 ・ 英語） も行っています。

Volunteer Counter (Central)

Library Volunteers will help you when you are not sure of the locations of
materials. They also guide you in the library in Japanese and English.

学生サポートデスク （中央）

学生スタッフが一緒に考えてくれます。 レポート ・ 論文の書き方や調べ方、

Student Support Desk (Central)

チューターデスク （図情）
Tutor Desk (L&IS)

参加する

履修する授業に困ったら相談してみましょう。
The student staff will think together with you about matters like how to write
a report or a thesis, how to do a research for it, and what classes to take.

Join

データベースの使い方講習会や、 レポート ・ 論文を作成するときに役立つ各種セミナー
を開催しており、 誰でも自由に参加できます。
館内のポスターや、 メールサービス、 図書館公式 SNS アカウントからの情報に注目しま
しょう。
We hold events like workshops focusing on using databases and seminars for writing
reports and theses. Anyone is welcome.
Check posters in the libraries, e-mail notices, and official SNS posts.

発表する

Present

イベントを開催したり、 研究やサークル活動の成果物、 制作物を展示したりできます。
館内に備付のプロジェクターやスクリーン、 展示パネルも使用できます。
You can hold events and exhibit outcomes and creations of your research/club activities.
Library equipment, such as projectors, screens, and exhibition panels, is available.

イベントスペースの利用 Using Event Space

展示スペースの利用 Using Exhibition Space

チャットフレーム （中央）

ギャラリーゾーン （中央）

Chat Frame (Central)

Gallery Zone (Central)

ラーニングコモンズ （図情）

ユーリカ！（体芸）

Learning Commons (L&IS)

Eureka (Art&PE)

https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/service/event-space

https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/service/exhibition-space

PCを利用する

Use PCs

各図書館では全学計算機PCと図書館PCが利用でき、印刷もできます。
自分で持ち込んだノートPCやスマートフォン等は、学内無線LANに接続できま

図書館PC
Library PC

す。
There are Zengaku PCs and Library PCs in the libraries. Printers are available.
Your own devices (laptops, smartphones, etc.) can be connected to
On-Campus Wi-Fi Network.
全学計算機、学内無線LANの利用については、学術情報メディアセンターの

https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/service
/lib-pc

学術情報メディアセンター
Academic Computing &
Communications Center

webサイトで確認できます。
Find information about Zengaku PCs and On-Campus Wi-Fi at ACCC website.

図書館資料をコピーする

https://www.cc.tsukuba.ac.jp/wp/

Photocopy Library Materials

館内のコピー機では、 図書館資料に限ってコピーできます。 図書館資料をコ
ピーする際は、 著作権法を遵守してください。
In the libraries you can photocopy only library materials. Photocopying them
is allowed within the bounds of the copyright law.
コピーする前に 「文献複写申込書」 に記入します。 コピー機では硬貨または

著作権法の遵守
Copyright Law Compliance
https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/service
/copyright-policy

プリペイドカード （中央、 体芸、 大塚のみ） が利用できます。
Fill in the “Photocopy Application Form” before photocopying. Pay by coins
or prepaid cards (only at Central, Art&PE and Otsuka).

施設を予約する

Reserve Rooms

図書館資料を利用して学習 ・ 研究する場合に利用することができます。 学外者を含むグループでの利用はできません。
マイライブラリから予約をしてください。
These rooms are for studying using library materials without non-members of the university.
Make a reservation via My Library.

セミナー室 （中央、体芸、医学、図情）
Seminar Rooms (Central, Art&PE, Medical, L&IS)

多目的学習室 （大塚）
Seminar Rooms (Otsuka)

研究個室 （中央、体芸、医学）
Study Cubicles (Central, Art&PE, Medical)

グループでの話し合い、 プロジェクターを使用した発表の練習などができます。
You can do activities like discussing by a group and practicing a presentation
with a projector.

一人部屋で落ち着いて学習 ・ 研究ができます。 大学院生と教員が利用できます。
You can quietly study in a private room. Available to graduate students and
faculty.

予約不要のグループ学習スペースもあります。 そして
もちろん、 静かに読書や勉強ができる閲覧席もありま
す。 お気に入りの場所を見つけてみては？
There are spaces for group learning which you can use
without reservations, and, needless to say, seats for
reading and studying silently. Which place is your
favorite?

附属図書館配置図 Location of Libraries
筑波キャンパス Tsukuba Campus
各図書館への道順
Direction to Each Library

Central Library

中央図書館

https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/access

第一エリア前
Dai-ichi Area Mae
ペデストリアンデッキ
Pedestrian road
筑波大学循環バス経路
Campus bus route

体育・芸術図書館 (体芸)
Art and Physical Education Library (Art&PE)
筑波大学西
Tsukuba Daigaku Nishi

Medical Library

医学図書館

筑波大学病院入口
Tsukuba Daigaku Byoin Iriguchi
学園東大通り
Gakuen Higashi Odori

図書館情報学図書館 (図情)
Library on Library and Information Science (L&IS)
筑波大学春日エリア前
Tsukuba Daigaku Kasuga Area Mae

学園西大通り
Gakuen Nishi Odori

東京キャンパス Tokyo Campus

TX つくば駅

Tsukuba Sta.

大塚図書館 Otsuka Library
つくばセンター Tsukuba Center

東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅 徒歩5分
Myogadani Sta. (Tokyo Metro) 5-minute walk

開館時間

Library Hours
学期中

休業中

Mon.-Fri.

8:30-24:00

9:00-20:00

Sat., Sun., Holidays

9:00-20:00

9:00-18:00

Mon.-Fri.

8:30-22:00

9:00-17:00

Sat., Sun., Holidays

10:00-18:00

Closed

Mon.-Fri.

8:30-22:00

Sat., Sun., Holidays

9:00-22:00

Tsukuba Campus

Regular

中央図書館

Central

体育・芸術図書館
図書館情報学図書館

Art&PE
L&IS

医学図書館

Medical

Tokyo Campus
大塚図書館
Otsuka

Mon.

Tue.-Fri.

Sat.

10:30-18:30

10:00-21:10

10:00-19:50

筑波大学附属図書館
〒305-8577 茨城県つくば市天王台1-1-1

Recess

9:00-20:00※

Sun.

Holidays

10:00-18:00

Closed

臨時休館・開館時間の変更等は、
図書館webサイト等でお知らせいたします。
Temporary closing and changes in opening hours
are notified on the library website.

※２月と９月は学期中と同じ時間です。 （医学図書館）
Library hours in Feb. & Sep. are the same as the
regular hours. (Medical)

voice@tulips.tsukuba.ac.jp
https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/
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