
1 

祝ご入学 

早稲田大学理工学図書館 
新入生対象 

図書館ガイダンス 
2017 

 
 

 

 



本日の目的 

 図書館サービスを知る 

 電子資料を知る 

 西早稲田キャンパスの図書館の 

    使い方を知る 
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早稲田大学図書館の魅力 

理工学生読書室  約10万7千冊 
理工学図書館    約33万冊 
中央図書館             約277万冊 
早稲田大学全体      約575万冊 

雑誌種類数 
 

理工学図書館       約8千誌 
早稲田大学全体     約5万5千誌 
     （早稲田大学図書館年報2015年度による） 
 
＊電子ジャーナル     5万5千誌以上 
 電子ブック       62万点以上  

豊富な蔵書 
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<授業期間中 >  
       

理工学生読書室 9:00～21:00（土 ～19:00) 
理工学図書館  9:00～21:00（土 ～19:00) 
中央図書館   9:00～22:00  (土 ～22:00)    
       日曜: 10:00～17:00（中央のみ）     

早稲田大学図書館の魅力 

長い開館時間 
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国宝 ２点 
重要文化財 ５件 

 

博物資料 
マイクロフィルム 
視聴覚資料 
古典籍総合データベース 
展覧会 

豊富な文化財 

早稲田大学図書館の魅力 
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多種多様な 
   図書館・図書室 
 

全学で約20箇所 
 

そのうち12箇所が  
 学部生貸出可 

早稲田大学図書館の魅力 



中央とキャンパス図書館 
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中央図書館 

理工学図書館 

戸山図書館 

所沢図書館 

高田早苗記念 
研究図書館 

キャンパス 
図書館 

計5館 



早稲田キャンパスの学生読書室 
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法 政経 

教育 社学 

頂新(商・国際教養) 



学生読書室とは 
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 所属する学部学生を主な対
象とする図書室 
 

 授業に直結した資料を所蔵 
 

 他学部生も貸出可 
 



教員図書室とは 
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 各学術院に所属する教員を主な対

象とする図書室 
 

 学部生は紹介状の発行を受けて閲
覧・複写可 



蔵書検索のシステムWINE 
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便利なキーワード検索 
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ボランティア ␣and␣ 学生 
                           ␣はスペース 



本の情報の見方 
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配架場所 請求記号 現況：利用可能・欠本・ 

返却期限・配架中など 



著者名検索 
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× 安藤忠雄   

〇 安藤␣忠雄 
         ↑ スペース 



図書館モバイルサイト 
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https://osirabe.net/lib.waseda/ 
・蔵書検索WINE 
・利用者記録の照会 
・開館カレンダー 
・ニュース 

早稲田大学のモバイルアプリ
「WASEDA Mobile」からもアク
セス可能 

https://osirabe.net/lib.waseda/
https://osirabe.net/lib.waseda/
https://osirabe.net/lib.waseda/


便利なサービス：本の貸出 
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 一部の図書を除いて原則14日間
の貸出が可能 

 本を借りる際には「学生証」が
必要 

 学生証の貸し借り   
   は厳禁!! 



本の返却 
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館内本棚 返 却 台 

本の返却は必ずカウンターで 



返却期限を守る 

 返却期限をすぎると、 

   

 

 WINE上で借用中図書の状況確認 

    と貸出延長可（最大2回） 

 返却期限5日前にはメールでも連絡 
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 １日１冊、１点の反則点 

 50点たまると14日間の貸出停止 



便利なサービス：貸出/予約の確認、延長 
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便利なサービス：貸出/予約の確認、延長 
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便利なサービス：データベースの利用 
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「学術情報検索」トップページ 

学問をするために必要な情報を入
手できるデータベースやツールな
どを多数登録している有用なポー
タルサイト 

便利なサービス：データベースの利用 
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例： 
聞蔵Ⅱ（朝日新聞） 
ジャパンナレッジLib 

便利なサービス：データベースの利用 



便利なサービス：学外アクセス 

自宅など学外からデータベースを 
利用する場合は「学外アクセスへ 
ログイン」をクリック 
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便利なサービス：学外アクセス 

注意事項を読み、
クリック 
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便利なサービス：学外アクセス 
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Waseda IDとパスワード 
（MyWasedaと同じもの）
でログイン 



便利なサービス：レファレンス 
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資料の検索支援 
  

データベース等の使い方 
                                etc. 

資料の調べ方が分からない・・・ 
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学内の他図書館・室の 
資料を入手したい 

 資料の取り寄せ（学内）受付  

 → MyWaseda から申し込み可 
 

 教員図書室への紹介状発行 

 → レファレンスカウンター  
 

便利なサービス：レファレンス 
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他大学の図書館の 
資料を入手したい 

 資料の取り寄せ（学外）受付  

 紹介状申し込み 

 → MyWaseda から申し込み可 

 
 

便利なサービス：レファレンス 



便利なサービス：オンライン申請 

研究タブ  
→図書館申請フォーム 
        をクリック 
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便利なサービス：オンライン申請 

 ILL（資料の取り寄せ） 

 紹介状 

 購入希望 

 整理中図書利用希望 

 オンラインレファレンス 

 問い合わせ（状況照会・依頼内容
の変更等）     
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http://www.wul.waseda.ac.jp/tutorial/index.html 

便利なサービス：ガイド&チュートリアル 

http://www.wul.waseda.ac.jp/tutorial/index.html
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http://www.wul.waseda.ac.jp/researchnavi/index.html 

便利なサービス：リサーチNAVI 

http://www.wul.waseda.ac.jp/tutorial/index.html


理工学図書館・理工学生読書室 

 

 

 

 

 

 

    理工学図書館        理工学生読書室 

     51号館B1       52号館B1 

 

現在地 
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理工学図書館 （51号館B1） 

 蔵書 約33万冊 

   ※雑誌8千誌以上 
 

  研究に役立つ図書館 

 

  レファレンスカウンター 

   

階段をご利用ください 
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理工学図書館 （51号館B1） 

開放閲覧室（新聞コーナー） 

主要新聞（朝日・読
売・毎日・日経・産
経・東京）のほか、 
専門新聞も読める 
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理工学図書館 （51号館B1） 

入口 受付・貸出返却 

カウンター 
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理工学図書館 （51号館B1） 

レファレンスカウンター 情報検索コーナー 
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理工学図書館 （51号館B1） 

新着雑誌コーナー 参考図書コーナー 
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40 JISコーナー 

開架書庫 

理工学図書館 （51号館B1） 



理工学図書館 （51号館B1） 
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B1閲覧席 B2閲覧席 



理工学生読書室（52号館B1） 

 授業に役立つ理工系図書約10万7千冊 
（よく利用される図書は複数部所蔵 ） 
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理工学生読書室（52号館B1） 
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入館ゲート 

学生証をスキャン 

学生証を忘れると 
利用できない 
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理工学生読書室（52号館B1） 

貸出、返却はカウンターへ 
44 



理工学生読書室（52号館B1） 

閲覧席 

集中閲覧室 
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理工学生読書室の配架分類 

日本十進分類法（NDC）  

０００ 

００７ 

総記  

情報科学 

１００ 哲学・宗教 

２００ 歴史・地理 

３００ 社会科学 

４００ 自然 

５００ 工学・技術 

６００ 産業 

７００ 芸術 

８００ 言語 

９００ 文学 
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理工学生読書室（52号館B1） 

                

    図書館ボランティア(LIVS)作成の 

  理工学生読書室案内ビデオ 

 

「WASEDA BEARの1日 in 理工学読」 

              （00:04:55） 
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http://cnt.waseda.jp/ncontents/open/2014/library_rikou_150325_2014/start.html
http://cnt.waseda.jp/ncontents/open/2014/library_rikou_150325_2014/start.html
http://cnt.waseda.jp/ncontents/open/2014/library_rikou_150325_2014/start.html
http://cnt.waseda.jp/ncontents/open/2014/library_rikou_150325_2014/start.html
http://cnt.waseda.jp/ncontents/open/2014/library_rikou_150325_2014/start.html
http://cnt.waseda.jp/ncontents/open/2014/library_rikou_150325_2014/start.html
http://cnt.waseda.jp/ncontents/open/2014/library_rikou_150325_2014/start.html
http://cnt.waseda.jp/ncontents/open/2014/library_rikou_150325_2014/start.html
http://cnt.waseda.jp/ncontents/open/2014/library_rikou_150325_2014/start.html
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マーカー・付箋 

注意事項：資料は大切に扱う 

水濡れ 洗濯 
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注 意 事 項 

 学生証必携 

  (学生証の貸し借りは厳禁!!) 

 喫煙・飲食・携帯電話での通話禁止 

 私語は控える  
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新入生歓迎イベント Library Week 

中央図書館セルフツアー 

ライブラリーコンサート 

開館25周年記念展示 

     など多数開催予定 

 

 

詳細は図書館HPをご覧ください！ 
2017春 "Library Week" 開催 4/10-4/14 
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https://www.waseda.jp/library/libraryweek/
https://www.waseda.jp/library/libraryweek/
https://www.waseda.jp/library/libraryweek/
https://www.waseda.jp/library/libraryweek/
https://www.waseda.jp/library/libraryweek/
https://www.waseda.jp/library/libraryweek/
https://www.waseda.jp/library/libraryweek/
https://www.waseda.jp/library/libraryweek/
https://www.waseda.jp/library/libraryweek/


本日の資料 
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理工学図書館ホームページから本日の資料（PDF）を 
ダウンロードできます 
 ＊図書館HP＞図書館・図書室＞理工学図書館＞活用ガイド（ヘルプ） 

これでガイダンスは終了です。 
図書館をぜひ活用してください!! 

https://www.waseda.jp/library/libraries/sci-eng/

