横浜 市 内大 学 図書 館
コンソーシアム
Information
2013 年９月
横浜市内大学図書館コンソーシアムは、「横浜市内大学間学術・教
育交流協議会」の会員校によって、学生の教育機会の多様化を図る
こと、相互に各図書館の特性を生かしつつ協力し、交流を深め、教
育・研究活動の推進を図ることを目的として結成されました。

神奈川大学図書館
〒221-8686 横浜市神奈川区六角橋 3-27-1
TEL：045(481)5661
URL：http://www.kanagawa-u.ac.jp/library/

開館日及び利用時間
通常期 月～土 8:50 - 21:30

日 9:30 - 18:00

休業期 月～土 9:30 - 18:00

休館日
各季休業期間中の日曜・祝日

―――――――【参加大学図書館】――――――――

大学一斉休業日
※開館時間・休館日は変更することがあります。

神奈川大学図書館

定期試験期間中など、学外の方が利用できない日があります。

関東学院大学図書館

ホームページでご確認ください。

その他

慶應義塾大学日吉メディアセンター

湘南ひらつかキャンパスの平塚図書館も利用できます。

國學院大學たまプラーザ図書館

場所、開館日等の詳細はホームページでご確認ください。

鶴見大学図書館

アクセス

桐蔭横浜大学大学情報センター

□東急東横線「白楽駅」下車徒歩 13 分

東京工業大学附属図書館すずかけ台分館【休会中】
東洋英和女学院大学図書館

□横浜駅西口バスターミナルから横浜市営バスを利用
（東神奈川駅西口経由）【1 番乗場 36 系統】 菅田町/緑車

東京都市大学横浜キャンパス図書館

庫行-約 14 分-「六角橋西町」下車【1 番乗場 82 系統】 八
反橋/神大寺入口行-約 14 分-「六角橋西町」下車

フェリス女学院大学附属図書館

□片倉町駅前(横浜市営地下鉄)から横浜市営バスを利用

明治学院大学横浜校舎図書館

【2 番乗場 36・82 系統】 東神奈川駅西口/横浜駅西口行-

横浜国立大学附属図書館

約 6 分-「六角橋西町」または「神奈川大学入口」下車

横浜商科大学図書館
横浜市立大学学術情報センター

関東学院大学図書館

（大学名五十音順）

〒236-8501 横浜市金沢区六浦東 1-50-1
上記 14 大学の学生・教職員は、以下のとおりそれぞれの図書館

TEL：045(786)7023

を利用することができます。

URL：http://univ.kanto-gakuin.ac.jp/basic/library.html
開館日及び利用時間

所蔵情報の提供
各大学図書館ホームページから、オンライン蔵書検索 OPAC
（Online Public Access Catalog）によって、所蔵情報を検索す
ることができます。

図書の館内利用
原則として、学生証又は大学発行の身分証明書を提示し、手続
きすることで、館内利用ができます。
（手続き方法は、各館によって異なります。事前連絡、紹介状が
必要な館もあります。また、利用時期等に制限がある場合もあり
ますので、記載事項を確認してください。東洋英和女学院大学図
書館、フェリス女学院大学附属図書館の場合学生による利用は女
子に限ります。）

月～金 9:00 - 21:00
土曜日 9:00 - 19:00

休館日
日曜・祝日、長期休業期間中の一定期間
※開館時間・休館日は変更することがあります。
※定期試験期間中など、学外の方が利用できない日がありま
すので、ご注意ください。

アクセス
□京浜急行・シーサイドライン「金沢八景駅」下車徒歩約 15 分
□金沢八景駅より京浜急行バス(関東学院循環)で「関東
学院正門」下車または京浜急行バス(追浜日産自動車行)
か市営バス（追浜行）で共に「内川橋」下車徒歩 2 分
※記載は本館についてのものです。分館３館については別途お
問合せください。

鶴見大学図書館

慶應義塾大学日吉メディアセンター
〒223-8521

横浜市港北区日吉 4-1-1

TEL：045(566)1038

(閲覧担当)

〒230-8501

神奈川県横浜市鶴見区鶴見 2-1-3

TEL：045(580)8274

TEL：045(566)1040 (レファレンス担当)

URL：http://library.tsurumi-u.ac.jp/library/

URL：http://www.hc.lib.keio.ac.jp/

開館日及び利用時間

開館日及び利用時間
通常期 月～金 8:45 - 21:00 土 8:45 - 18:00
休業期 月～金 8:45 - 18:00 土 8:45 - 16:00

月～金 8:50 - 20:00
土曜日 8:50 - 16:00
※本学の利用手続きに従ってご利用ください。
※入館の際に身分を証明できるもの（学生証、身分

休館日
日曜、国民の祝日、慶應義塾の記念日（4/23,1/10）
春･夏・冬期休業中の一定期間、入学試験期間
※詳細はホームページでご確認ください。

証明書等）を提示ください。

休館日
日曜日および国民の祝日、
本学開学記念日（11 月 21 日）、年末年始

注意事項
※事前に所属大学の図書館を通じて所蔵確認の上、所属
館の紹介状をお持ち下さい。所属大学の学生証・身分
証・図書館利用券の提示による入館はできません。
※利用可能な資料は、日吉メディアセンター所蔵資料に
限られます。 他キャンパスメディアセンター所蔵資
料の取り寄せサービスは行いません。

※ 開館時間、閉館日は変更することがありますので、図書
館ホームページで確認してください。

アクセス
□ＪＲ京浜東北線鶴見駅西口から徒歩 5 分
※大学構内に駐車場がありませんので車での来館はご遠慮
ください。

アクセス
□東急東横線・目黒線または横浜市営地下鉄
日吉駅下車２分

桐蔭横浜大学大学情報センター（図書館）
〒225-8502

國學院大學たまプラーザ図書館

横浜市青葉区鉄町１６１４

TEL：045(974)5092
URL：http://www.cc.toin.ac.jp/libr/

〒225-0003

横浜市青葉区新石川 3-22-1

TEL：045(904)7738
FAX：045(904)7740

開館日及び利用時間
閲覧利用 9:00 - 21:00 （月～土）
9:00 - 17:00 （日・祝、年末年始）

URL：http://www.kokugakuin.ac.jp/li/

開館日及び利用時間
月～金 9:00 - 19:30
土曜日 9:00 - 16:30
※長期休暇中の開館については別に定めます。
※7 月・1 月は期末試験のため利用できません。

休館日
日曜・祝日・創立記念日（11 月４日）・
神殿鎮座記念祭（5 月 1 日）

注意事項
利用可能な資料は、たまプラーザ図書館所蔵資料に限ら
れます。渋谷キャンパス図書館所蔵資料・収蔵庫所蔵資
料の取り寄せサービスは行いません。
アクセス
□東急田園都市線たまプラーザ駅下車徒歩 5 分

事務取扱 9:00 - 18:45 （月～土、文献複写など）

利用方法
1.ホームページにて所蔵確認のうえ、必ず事前にお問い
合わせください(下記)。
Tel:045(974)5092 （図書課 10～18 時、月～土のみ）
2.当日、身分証明書（学生証等、住所・氏名・顔写真を
記載のもの）を確認させていただきます。
※事前連絡がなく来館された場合、ご利用をお断り
することがあります。

アクセス
□田園都市線 市が尾・青葉台駅下車（バス 10 分）
□小田急線 柿生駅下車（バス 20 分）
バス停 [桐蔭学園入口(桐蔭学園前)] 下車

東京工業大学附属図書館すずかけ台分館
〒226-8503

横浜市緑区長津田町 4259（S3 棟）

東京都市大学横浜キャンパス図書館
〒224-8551

横浜市都筑区牛久保西 3-3-1

TEL：045(924)5152

TEL：045(910)2529

URL：http://www.libra.titech.ac.jp/

URL： http://library.tcu.ac.jp/

開館日及び利用時間

開館日及び利用時間

月～金
土日祝日

8:45 - 21:00
11:00 - 17:00

※ 詳細はホームページをご覧いただくか、ご来館前にお問い
合わせください。

休館日

月～金 9:00 – 20:00
土曜日 9:00 – 17:00
※ 詳細はホームページでご確認ください。

休館日
日曜・祝日・偶数月末日・創立記念日・入学試験日等

夏期・冬期休業中及び 3 月の日曜日及び祝日
年末・年始（12 月 27 日―1 月 5 日）
館長が必要と認める臨時の日（あらかじめ掲示）

その他（ホームページでご確認ください）
アクセス
□横浜市営地下鉄中川駅下車徒歩

5分

アクセス
□東急田園都市線すずかけ台駅下車徒歩 10 分

フェリス女学院大学附属図書館
東洋英和女学院大学図書館
〒226-0051

横浜市緑区三保町 32

TEL：045(922)0301
URL：http://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/shisetsu/library/

〒245-8651 横浜市泉区緑園 4-5-3
TEL：045(812)6999
URL：http://www.library.ferris.ac.jp

開館日及び利用時間
緑園本館

山手分室（音楽資料）

月～金

8:50 - 21:00

9:00 - 19:00

土曜日

9:00 - 17:00

閉室

開館日及び利用時間
月～金 8:50 - 20:00
※詳細は図書館ホームページでご確認ください。
試験期など、学外の方が利用できない日があります。
※学生の利用は女子に限ります。

休館日
土・日曜・祝日、創立記念日（11 月 6 日）
本学院・本学の行事の日、各期休業期間中の一定期間
アクセス
□東急田園都市線「青葉台」下車
□ＪＲ横浜線「十日市場」下車
各駅から市営バス（23 系統）または東急バス（若葉台
中央行）で「郵便局前」下車徒歩 5 分
□相鉄線「三ツ境」下車。バス（若葉台中央行）で「霧
が丘高校前」下車徒歩 10 分 またはバス（十日市場行）
で「郵便局前」下車徒歩 5 分

※詳細はホームページでご確認ください。
※定期試験期間のため 1 月、7 月を除きます。
※学生の利用は女子に限ります。

休館日
日曜・祝日、創立記念日(6 月 1 日)、
各季休業期間中の一定期間

アクセス
□緑園本館

相鉄いずみ野線緑園都市駅下車徒歩 3 分

□山手分室

ＪＲ京浜東北(根岸)線石川町駅南口下車

徒歩 15 分／みなとみらい線元町・中華街駅 5 番出口よ
り徒歩 7 分

明治学院大学横浜校舎図書館
〒244-8539

横浜市戸塚区上倉田町 1518

TEL：045(863)2037

FAX：045(863)2189

横浜商科大学図書館
〒230-8577 横浜市鶴見区東寺尾 4-11-1
TEL：045（583）9057 FAX:045(584)4870

URL：http://www.meijigakuin.ac.jp/library/

URL：http://library.shodai.ac.jp

開館日及び利用時間

MAIL：library@shodai.ac.jp

月～金 9:00 - 20:00

開館時間及び利用時間

土曜日 9:00 - 18:00

月～金曜 9：00 - 18：00

※７月と１月は定期試験期間のため利用できません。

土曜日

※休業期間中の開館日・利用時間は別に定めます。

夏・冬・春季休暇中の平日は 9：00 - 16：30

休館日

9：00 - 13：00

休館日

日曜日・祝日、創立記念日(11/1)、キリスト降誕祭

日曜・祝日・開学記念日(4 月 18 日)・入学式・卒業式・年

（12/25）、年末年始等

末年始
※ 臨時休館日等がありますので必ず図書館ホームページで確

アクセス
□ＪＲ東海道線・横須賀線または横浜市営地下鉄戸塚駅
で下車。東口バスターミナル８番乗り場から江ノ電バス

認してください。

アクセス つるみキャンパス（本館）

（明治学院大学南門行き）に乗車し、明治学院大学正門

□ＪＲ京浜急行線生麦駅徒歩 15 分

または明治学院大学南門で下車。（バス約 7 分）

□ＪＲ横浜線大口駅東口より徒歩 20 分
＊上記以外のアクセスについてはホームページを参照してく

横浜国立大学附属図書館

ださい。
＊みどりキャンパス図書室は現在ご利用いただけません。

〒 240-8501 横浜市保土ケ谷区常盤台７９－６
TEL：045(339)3219
URL：http://www.lib.ynu.ac.jp/

開館日及び利用時間
授業のある期間

横浜市立大学学術情報センター
〒236-0027

横浜市金沢区瀬戸 22 番 2 号

TEL：045(787)2076（平日）、045(787)2075（土日）

月～金 8:40 - 21:45

URL：http://opac.yokohama-cu.ac.jp

土・日・祝

開館日及び利用時間

中央図書館 9:30 - 16:30

月～金 8:45 - 22:00

理工学系研究図書館 13:30 - 16:30

土・日

夏・冬・春季休業期間中
月～金 8:40 - 17:00
※ 詳細はホームページでご確認ください。

休館日

9:00 - 19:00

夏・冬・春季休業期間中 月～金 8：45-17：00
※ 試験期間中など、学外の方が利用できない日がありますの
で、センターホームページなどで確認してください。

休館日

夏・冬・春季休業期間中の土曜・日曜・祝日等

祝日や夏・冬・春季休業期間中の土・日など

※ 詳細はホームページでご確認ください。

アクセス
アクセス

□京浜急行「金沢八景」駅下車徒歩 8 分

□JＲ横浜駅（西口）市営バス又は相鉄バスに乗車、

※所属館の紹介状をお持ちください。

国大北（平日のみ）もしくは岡沢町下車
□相模鉄道

和田町下車徒歩 20 分

□市営地下鉄 三ツ沢上町下車徒歩 20 分

※その他、詳細についてはセンターホームページなどを確認し
てください。
※記載は本館についてです。分館については別途お問合せくだ
さい。

