




樹木の成長知識のサイクル................................................. 

各階の機能を知識という視点で読み解き、性質の違いを樹木の成長とリンクさせることで、知識のサイクルが生まれます。

各階のKEY COLORは空間の雰囲気を表わし、 樹木からイメ ー ジされるアー スカラ ーを基調に、 グロ ーバルを意識して

各国の伝統色をアクセントカラ ーとして選定されています。

知識のサイクル

3F·4F 

知識の交流

建築概要

主 構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階建て

延べ床面積 23,000m2

講 義 室 23 室 2,380 席

図 書 館 1,040 席

KEY COLOR 

落ち着いた空間

フランスの伝統色

活動的な空間

イタリアの伝統色

活動的な空間

アメリカの伝統色

落ち着いた空間

日本の伝統色

教育学術情報図書館概要

収容可能冊数 1,305,000冊

＊蔵書冊数(2014年3月現在）約925,000冊の魚り1.41音 の冊数

専有面積 9,022.42 m2 (学生一人あたりの面積3.8mり ＊

図書館建築水準2.0m2 の船)1.51音 の広さ

席 数 1,040 席（収容定員の約15%の席数）

＊これまでの大学設置基準10%の斜)1.51音の席数







■自然科学（数学・ 物理・ 化学・ 地球・ 生物・ 植物・ 動物・ 医学）・ 技術・

工学・産業・農学・芸術 ・ 言語 ・ 文学
Natural Sciences (Mathematics, Physics, Chemistry, Earth
sciences, Biology, Botany, Zoology, Medical sciences),
Technology, Engineering, Industry, Agriculture, The arts,
Language, Literature

■学術雑誌／大学紀要／新聞縮刷版 (Back Issues)
Periodicals (Back Issues)

■個人学修席
Study Carrels (Reading room)

■ Cubicle 48室

■ Academic Square

自動貸出機
e-Checkout

返却棚
RFID Returning Shelf 

MyPC Printer Corner 

■自動書庫
Automated Storage and Retrieval System (ASRS)

85万冊収容の自動搬送書庫
約851,000冊収容の自動搬送書庫が設置されています。

学内LANから図書館ホームページの「OPAC（蔵書検索）」にアク

セスして、画面上で自動搬送書庫所蔵図書の出庫申込をして貸出

予約をすれば、 5分から10分程度でお知らせメールが届き、 2階のラ

イブラリー・サービス・カウンターで待つことなく受け取ること

ができます。  書庫内は空調が完備され、 図書の経年劣化を抑えます。



• 

MEDIA SHOWCASE 

図書館 2階のライブラリ ー・ サー

ビス ・ カウンタ ーの向かいに設

けられた「MEDIA SHOWCASE」

は芸術学部の学生プロジェクト

により考案されました。 コンセ

プトは「光の額縁」。 LED を使

用し永遠に奥行きのある宇宙の

ような空間に、 本が浮かんでい

るように展示されています。

自動貸出機・返却棚

ユーザーの使い易さを考慮して、 本学がメーカーと共同開発した自

動貸出機。 使用者の利便性を考え 1• 2• 4 階に設置されています。

これまでの様にカウンターに行くことなく、 ICキャンパスカード

（学生証）と 図書を貸出機に置いて簡単な操作で本を借りること

ができます。 また、 返却棚により、開架書架から取り出して利用した

図書を、この返却棚に戻せば開架書架に戻す手間がかかりません。

■ ライブラリ ー・ サ ービス ・ カウンタ ー

Reference/Circulation/ILL

■ 総記・ 哲学・ 心理学・ 宗教・ 歴史・ 伝記・ 地理・ 社会科学（政治・ 法律・

経済・ 経営 ・ 社会）・ 教育／学術雑誌（新刊号）・ 大学紀要（新刊号）
General works, Philosophy, Psychology, Religion, History, 
Biography, Social sciences (Political science, Law, Economics, 
Management, Sociology), Education/Current issues of 
Periodicals (Journals and Bulletins) 

■ 貴重書庫／貴重書庫閲覧室
Special Collections

■ 文庫本 ・ 新書本
Paperbacks

■ 参考図書
Reference Section

■ 新聞
Newspaper

Book Salon

おやじさんの書斎
Kuniyoshi Obara's Study

MEDIA SHOWCASE

■ Cubicle 48室

■ Academic Square 2室

自動貸出機
e-Checkout

返却棚
RFID Returning Shelf 

MyPC Printer Corner 

Copier 

自動書庫見学コーナ ー

The ASRS Viewing Window 

■ 図書館事務室
Library Administrative Office



Learning Commons 

■ Conference Room 10室

■ Workshop Room 3室

■ Round Table 2室

■ Academic Square 

■ Studio

Student Lounge

■ Support Desk

MyPC Printer Corner

■ 学生支援センター学修支援課
Learning Support

■ 教育学術情報図書館事務室
Library Office

図書館と連結したラ ー ニング・ コモンズ
図書館とラ ー ニング ・ コモンズを併設することで新しい学修環境

の場を提供します。 明る＜オ ープンなガラスで区画された各

Conference Roomには、 ホワイトボー ドフィルムとAV操作卓、

プロジェク タ、 電子黒板等のICT環境を配備することにより、

教員の効率的な授業運営と学生の主体的な学修をサポートするこ

とが可能となります。

Studioでは、 講義室で録画された授業の編集、 授業コンテンツ

やプレゼンテ ーション資料を作成することができます。これらは、

学生の学修に対するモチベーションの向上に重要なツ ールとなり

ます。

また、 フロアにも学生の学修に適した場が作られるよう、 多様な
スタイルの机や椅子、さらにICT機器を配置します。 これにより、

授業や個人学修で得た知識を学修者同士で共有し、 ペア ・ ワ ーク

やグル ープ・ワ ーク、 デイベート、 グル ープディスカッションな

どによって、 様々な形のアクティブ ・ ラ ー ニングが可能となるこ

とで、 教育の質向上に大きな効果が望まれます。



サイネー ジ

1 階から 6 階の全フロアーに設置された 15 台の液晶ディスプレ

イで、 学生に文字と画像で様々な情報を配信します。 近くにいる

学生や移動中の学生が立ち止まって読むことのできるように、 可

読性・認識性の観点から、 表題は 30 文字、 内容は 200 文字以内

と定め、 一つの情報を転換する間も 15 秒としています。 また、

情報配信中でも災害などの緊急を要する情報がある場合は、 瞬時

に一斉配信される仕組みになっています。

■電子書籍・電子教科書
Multi Media Resource

■ Information Desk

■ Support Desk

■ Conference Room 9室

自動貸出機
e-Checkout

返却棚
RFID Returning Shelf 

MyPC Printer Corner

■ 大学院生室
Graduate Quarter

■ Lounge

■教学部
Office of Academic Affairs
教務課・学務課・授業運営課

4 階

学修支援

Academic Affairs/General University Affairs
Curriculum and Instruction
証明書発行カウンタ ー

■ 学生センタ ー

Center for Student Affairs

■ キャリアセンタ ー

Center for Career Planning and Placement

■ 資料室
Reference Room

■ cafe Beehive

cafe Beehive 
席数 24席
Drink/焼き立て Bakery
Sandwich / Snack 

支援センタ ー















美術陶板

『聖体の論議』 1509-10年 バチカン美術館 588cmx818cm

ラファエロ ・ サンティ (1483-1520)

4Fのエントランス中央の壁にはバチカン宮殿の署名

の間に 描かれたラファエロの 「聖体の論議」の陶板が

掲げられ、 真理を追求する教育理念を表しています。

この 「聖体の論議」と共に 署名の間には 「アテネの

学堂」、 「三徳像」が描かれています。

『選ばれし者』 1893-94年 ベルン美術館 219cmx296cm

フェルディナント ・ ホドラー (1853-1918)

1Fのエントランスホールには孤高の画家と呼ばれた

ホドラ ーの 「選ばれし者」の陶板が掲げられ、 自然

の愛と恵みのもとに小さな ‘選ばれし者"が、 その前

の苗木のようにすくすくと成長していくことを表し

ています。

エンブレム 直径 215cm

玉川のマークにはシンボル マーク（校章）、コミュニケ ー

ションマーク（エンブレム）、 マスコットマーク（ゲン

ボウ）の3種類があります。 大学教育棟の屋根の部分

に陶板で作られたエンブレムが掲げられていますが、

このエンブレムは、 中央に玉川のキャラクタ ーと も

なっているチョウ ゲンボウを、 周囲には全人教育を象

徴する6つの価値 「真・善・美・聖・健・富」をラテ

ン語で配してあります。

玉川大学教育棟2014 ・ 朔風館
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