
令和３年度　大学コンソーシアム八王子加盟校　図書館施設の開放状況 令和3年5月1日時点

期間 使用料等 内容・条件 当日可 要予約 部署 電話

1 工学院大学 蔵書数約10万5千冊 試験期間中を除く開館日 無

閲覧（要手続）・レファレンス・複写
八王子学園都市大学いちょう塾受講者および多摩武蔵野検定合格者が
利用できる。
※感染症対策のため、現在一般利用を休止中

○ 八王子図書館 042-628-4890

2 明星大学 約89万冊 開館日
カード発行料

500円,
年会費 500円

・18歳以上で明星大学の近隣に在住・在勤の方
申込みには健康保険証または運転免許証等の身分証明書が必要となり
ます。
※詳細については以下をご覧ください。
https://www.hino.meisei-u.ac.jp/hlibrary/use/gakugai/

・明星大学の近隣に在住・在学の高校生については、期間限定ですが無
料で利用可能です。
（夏期・春期の特定期間限定。費用は無料）
申込みには生徒証が必要となります。
※詳細については以下をご覧ください。
https://www.hino.meisei-u.ac.jp/hlibrary/use/gakugai/

新型コロナウィルス感染症防止対策の一環として、学外の方は当面の
間、本学図書館を利用できません。（2021年6月現在）

○ 図書館事務室 042-591-5104

4 帝京大学 蔵書数約77万冊 開館カレンダーによる
登録料
500円

所蔵資料の貸出・閲覧・複写
市内に在住、在勤の18歳以上の社会人（貸出5冊14日間）

○
帝京大学メディアライ

ブラリーセンター
042-678-3315

5
帝京大学短期

大学
蔵書数約4万9千冊 開館カレンダーによる

登録料
500円

所蔵資料の貸出・閲覧・複写
市内に在住、在勤の18歳以上の社会人（貸出5冊14日間）

○
帝京大学メディアライ

ブラリーセンター
042-678-3315

6 東京造形大学 蔵書数約13万冊 開館日 無
閲覧・レファレンス・複写
身分証明書の提示・利用願

○ 学術交流課 042-637-8165

7 東京純心大学

１．貸出は図書館相互協力による図書館間貸出のみ
２．閲覧は以下の方のみ可能
　（１）公開講座受講者はその期間内
　（２）所属機関長発行の紹介状
　（３）日本カトリック大学連盟図書館協議会加盟校の教職員・学生は身
分証書または学生証
３．レファレンス利用は以下の方のみ可能
　（１）「２」該当者
　（２）図書館施設間
４．複写は以下の方のみ可能
　（１）「２」該当者
　（２）郵送又はＦＡＸによる複写依頼は、所属機関を通じての申込書が
必要

東京純心大学図書・
研究支援課

042-692-0326

8 杏林大学
※開放は行っておりませ

ん
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9 多摩美術大学 蔵書数約21万冊 開館日 無
閲覧(開架に限る）
満18歳以上。本人が確認できる資料（運転免許証等）を持参のこと （詳
細は図書館ウェブサイトhttp://library.tamabi.ac.jp 参照）

○
多摩美術大学
附属図書館

042-676-8611

10 創価大学 蔵書数訳97万１千冊 随時
１年間1,000円（高校生

500円）

貸出・閲覧・レファレンス・複写
条件：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県に在住する18歳以上
の方、および同地域に在住の高校生

○ 図書館事務室 042-691-3191

12 東京薬科大学 蔵書数約10万冊 日曜・祝日を　　除く開館日 無 閲覧・レファレンス・複写 ○ 図書館課 042-676-6705

13 拓殖大学 蔵書数約48万冊
登録期間は毎年２～３月で、有効期
間は登録日から翌年３月末日まで

新規登録時
1,000円
更新時
500円

貸出・閲覧・複写
八王子市に在住する高校生か18歳以上の方で、明確な調査・研究を目
的として本学図書館の資料を利用される方。
なお、他大学に所属の方は、所属の大学を通して利用可。

○ 八王子図書課 042-665-1483

14 中央大学 蔵書数約209万冊

●中央図書館
通常開館日（授業実施日）
開館時間：8:45～20:00
受付時間：9:00～20:00

●国際機関資料室
中央図書館の開館日（平日10:00
～17：00、土曜日9：30～12：00）

無

●中央図書館
以下の2つの条件を満たす方
①八王子市、日野市、多摩市に在住（在勤は除く）の方で、在住する市の
公共図書館の「利用証」（貸出カード）を持っている方。
②20歳以上の方
※ただし、他大学・研究機関所属者、専門学校生、受験生、営利を目的
とする方の利用はご遠慮ください。
その他利用の詳細等については、以下をご参照ください。
https://www.chuo-u.ac.jp/library/grad_external/citizen/
●国際機関資料室（国連寄託図書館・ＥＵ情報センター）
特に利用資格はありません。
中央図書館入口で国際機関資料室利用をお申し出いただき、資料室カ
ウンターで身分を証明できるものをご提示の上お手続きください。

○
中央図書館

国際機関資料室

042-674-2511

042-674-2591

15 日本文化大學

16 法政大学 蔵書数約84万8千冊 通年

年間登録料
初回

1,000円
更新

500円

貸出・閲覧・複写
八王子市、相模原市、町田市に在学、在住、在勤で18歳以上の方（ただ
し高校生は除く）。また、営利を目的とする利用でないこと。

○
図書館事務部
多摩事務課

042-783-2274

17 東京工科大学 蔵書数約15万冊
通年

ただし、学校休業日及び蔵書点検
日を除く

無
閲覧・レファレンス・複写
ただし、今年度は開放していない

○
事務局

情報サービス課
042-637-2033

18 東京都立大学 蔵書数約71万冊
通年

（試験期間を除く。閉館日等の詳細
は大学ＨＰを参照）

登録料
300円

都内に在住または在勤の18歳以上（高校生不可）で、他の大学等に所
属していない方が対象です。
調査・研究のために本学図書館の資料を利用することが前提となりま
す。
＊詳細についてはお問い合わせください。

○
学術情報基盤セン

ター事務室
図書・学術情報係

042-677-2404
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19
山野美容芸術

短期大学
蔵書数約3万9千冊 開館日 無

要事前連絡
身分証の提示、受付票に記入

〇 図書館事務室 042-677-0111

20
ヤマザキ動物看

護大学
蔵書数約2万7千冊

月～金
10:00～16:00

無

閲覧・複写
学術研究を目的として資料を利用される方
身分証明書を持参
詳細は図書館HP
http://univ.yamazaki.ac.jp/univ/about/library/guide.html
参照

◯ 図書館 042-653-0901

21
東京家政学院

大学
蔵書数約23万6千冊

平日の9時～19時25分、土曜日9
時～15時まで（詳細はホームページ

にて）
無

貸出・閲覧・レファレンス・複写
八王子市・町田市・相模原市に在住・在勤の18歳以上の方は登録料
3,000円で「図書館利用証」を発行。
5年間有効。

○ 大江記念図書館 042-782-9815

23
デジタルハリ
ウッド大学

なし

24 桜美林大学 蔵書数約600,000冊

開館日　　　　　　　　　　　詳細は図
書館ウェブサイトで確認
https://www.obirin.ac.jp/libr
ary/

年間1,000円

地域開放サービス。⇒18歳以上で学術研究を目的としての利用に限
る。年間1,000円で利用カード（1年間有効）を発行。図書の館外貸出
（和書・洋書・中国書に限る）、資料の複写（1枚10円）などが可能。四谷
キャンパス（千駄ヶ谷）図書室、新宿キャンパスナレッジクラウド（電子図
書館）、多摩アカデミーヒルズ図書室は利用不可。詳細は図書館メディ
アセンターまでお問い合わせください。

○
町田キャンパス

図書館メディアセン
ター

042-797-1426

25 多摩大学 蔵書数約12万8千冊 開館日 無

所蔵資料の閲覧・複写・貸出
身分証明書の提示、申請書
満18歳以上の多摩市、稲城市、八王子市在住の方
公開講座受講者

○
多摩大学アクティブ・
ラーニングセンター図

書館
042-337-7145


