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図書館利用案内 

＋図書館利用案内（試験期・春休みの貸出条件変更について） 

＋開館スケジュールについて 

＋クリスマス展示のご案内 

＋図書の取り扱いについて 

＋短大図書館資料の移管に伴う貸出停止について 

＋卒業・修了予定者の皆さんへ 

 

開館スケジュール 
1月 ２月 ３月 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4    1 2 3 4 

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31     26 27 28     26 27 28 29 30 31  

 9：00～21：40 

 9：00～21：00 

 12：00～19：00 

 9：00～19：00 

 休館 

※開館日程などは、変更になる場合があります。最新情報は、館内掲示/HP/Twitterでご確認ください。 

 実施期間 対象者 貸出冊数 貸出期間・返却日 

試験期貸出 

1/10(火)～１/24(火) 

※学生相互利用は1/5(木)

～1/31(火)の間停止 

学部生 通常通り 
貸出・延長：1週間 

※延長は全利用者1週間 

春休み貸出 1/25（水）～3/27（月） 学部生 15冊 
返却：4/12（水） 

卒業予定者：2/28（火） 

※HPもあわせてご覧ください。 



クリスマス展示のご案内 ークリスマスをシェアしようー 

12月初旬からクリスマスにかけて、図書館入口

展示スペースで、クリスマスにかかわる図書館

資料の展示を行います。クリスマスににまつわ

る関連本を図書館中から集めています。クリス

マスの持つ様々な側面に触れ、いつもと違うク

リスマスをシェアしませんか？ 

青山学院大学図書館のtwitterでも関連本を紹介

しますので、こちらもあわせてご覧ください。 

図書館玄関と館内にはリースやツリーが飾られ

ています。クリスマスの雰囲気も一緒に楽しみ

ましょう。 

同時に、本学が所蔵する

貴重書も展示します。 

ドレ「ツール聖書」1866

年、ホルバイン「新旧約

聖書」1538年、グルロー

「小 型 新 約 聖 書」1556

年、クリスマスに関連し

たページを紹介します。

挿絵やカリグラフィーの

美しさが特徴です。  



図書の取り扱いについて 

短大図書館資料の移管に伴う貸出停止について 

最近、汚損本が急増しています。

汚損本とは、水で濡れてよれてし

まったり、シミ・ページ破れや書

き込み、ページが折られてしまっ

ていたりする本のことを指しま

す。汚損してしまった本は、残念

ながら元の姿に戻すことはできま

せん。 

もし、図書館で借りている本を汚してしまった、破ってしまったときは、ブックポス

トに返却せず、必ずカウンターに返却してください。本の状態次第では、弁償してい

ただく可能性があります。 

※ブックポストに返却された場合は、後日図書館から確認のご連絡をすることがあり

ます。   

※弁償の場合は、カウンターで詳細をご説明します。 

図書館の本は、多くの人が使う共有財産です。丁寧に、長く使えるように、ご協力を

お願いいたします。 

現在、学内者を限定として、旧短期大学図書館資料をご利用いただくための運用を

行っておりますが、資料移管作業のため、以下の期間中は申込受付を停止させていた

だきます。 

 

申込受付停止期間：2022年12月19日(月)～2023年1月11日(水) 

 

また、相模原キャンパスへ移管されます、約10万冊の資料につきましては、いかなる

理由でも以下の期間中ご利用いただくことができません。 

 

利用不可期間：2023年1月～3月 

 

短大資料のご利用を希望される方は、詳細についてご確認の上、申込受付期間中に資

料を借り、必要箇所を複写するなど、各自で事前にご対応くださいますようお願いい

たします。詳細については、大学図書館HPもしくはポータルをご確認ください。 



Then Jesus told them, “You are going to have the light just a little while longer. Walk while you 
have the light, before darkness overtakes you. Whoever walks in the dark does not know where they 
are going. Believe in the light while you have the light, so that you may become children of light.” 
When he had finished speaking, Jesus left and hid himself from them.       John12: 35-36  

 

今年も早くも１年が終わろうとしていま

す。皆さんはどのように過ごしたでしょう

か？新年とともに新しい知識も増やしませ

んか？図書館は皆さんのご来館をお待ちし

ています。最新情報はHPやTwitterでご確

認ください。 
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卒業・修了予定の皆さんへ 

編集後記 

卒業・修了前に  

2 月 28 日（火）までに、図書館で借りている 

本はすべて返却してください。本学図書館､コン

ソーシアム加盟館で未返却の図書がある場合は、

「学位記」授与が保留になりますので、ご注意くだ

さい。紛失や汚損 をした場合は、弁償していただ

く場合もあります。お早めにカウンターへお申し出

ください。  

卒業・修了後も  
大学図書館を利用できます。ただし、現在、大学図書館は

本学 在籍の学生教職員以外の利用者の受入を停止しており、 

受入再開時期も 未定です。受入再開に関する情報は図書館HP 

にて公開いたします。 

 https://www.agulin.aoyama.ac.jp/alumni/  

卒業・修了生の利用が再開した場合、入館と閲覧のみの場合

は、入口で 記帳し身分証明書を提示すれば利用できます。図書

の貸出には図書館利用カードが必要です。発行手続きには現住

所記載の身分証明書、カード 発行手数料が必要です。発行には 

1 週間程度かかりますが、毎年更新手続きをすれば、その後の

費用はかかりません。⻘山キャンパス本館と相模原キャンパス

万代記念図書館の2館共通で利用できます。 
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