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  カウンターサービスカウンターサービス
【開館日・開館時間】

開館日、開館時間については大学図書館 Web サイト https://library.kwansei.ac.jp、

図書館内の掲示や配布カレンダーでご案内しています。

  １. 貸出・返却カウンター  
授業のある期間の貸出・返却カウンターサービス時間は、以下のとおりです。

貸 出  

貸出を希望する図書と教職員証を貸出・返却カウンターにお持ちください。

西宮上ケ原では自動貸出機をご利用ください。

専任教員の貸出可能冊数と期間は、以下のとおりです。

注意　延滞図書がある場合は、原則として返却が終了するまで新たに借りることはできません。

館外貸出ができない資料

雑誌（カレント・製本）、年鑑、白書、大学紀要、参考図書（辞書・事典など）、特別文庫、和漢古書、地図、

DVD、ビデオ、音楽 CD など。また、指定図書は、教員の館外貸出はできません。

授業利用目的の禁帯出資料・視聴覚資料の館外利用

館外貸出ができない資料であっても、授業利用の目的に限って、館外利用に応じます。 

原則として、館外利用は授業当日のみです。

【禁帯出資料】貸出・返却カウンターにて館外利用の申請を行ってください。

【視聴覚資料】 専用フォーム（https://library.kwansei.ac.jp/service/online/#a9）から館外利用の

申請を行ってください。

西宮上ケ原 西宮聖和 神戸三田

平　日  ８:40 〜 22:00 ８:40 〜 21:00  ８:50 〜 22:00

土　曜  ８:40 〜 18:30 ８:40 〜 18:30  ８:50 〜 18:30

日　曜 12:00 〜 18:00
※第４日曜日は休館 休　館 12:00 〜 18:00

※第４日曜日は休館

※ 授業がない期間は開館日やカウンターサービス時間が変更となります。詳しくは大学図書館 Web サイト
でご確認ください。

資　料 冊　数 期　間

図　書 教育・研究に必要な冊数 180 日
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貸 出 延 長

返却期限日までに手続きを行うと、貸出期間を延長することができます。

借りている図書と教職員証を貸出・返却カウンターにお持ちください。

OPAC（蔵書検索）画面からも、一回に限り延長手続きが可能です。（p.8「オンラインサービス」参照）

注意　返却期限が過ぎている場合や、貸出図書に予約のある場合は、延長できません。

予 約

借りたい図書が貸出中の場合、貸出・返却カウンターで予約することができます。

OPAC（蔵書検索）画面からも、予約手続きが可能です。（p.8「オンラインサービス」参照）

返 却

貸出・返却カウンターで係員に直接お渡しください。

他キャンパス図書館でも返却できます。なお、大阪梅田キャンパス・西宮北口キャンパスでは各キャン

パスで授業を担当している教員のみ返却できます。

他キャンパス所蔵資料および館外書庫資料の利用申込

他キャンパス図書館の所蔵資料や、館外書庫に入庫している図書・資料を取り寄せることができます。

申込手続きは貸出・返却カウンターで行ってください。

OPAC（蔵書検索）画面からも、取り寄せの手続きが可能です。（p.8「オンラインサービス」参照）

紛失・汚損・破損

万が一、図書を紛失・汚損・破損した場合は、速やかに貸出・返却カウンターにお申し出ください。

弁償手続きをしていただきます。

リ コ ー ル 制 度

教職員や大学院生が借りている図書のうち、貸出日から１か月以上過ぎた図書に対して、一時返却の請

求を行う制度です。

当該図書を借りている利用者の同意を得られれば、返却された図書を 14 日間利用することができます。

リコールの利用申込みは貸出・返却カウンターで行ってください。

※ 教員が借りている図書について、リコールの利用申込みがあった場合は、大学図書館から一時返却の

依頼をいたします。

返却予定日のお知らせ
貸出中の図書の返却期限日の約２週間前に、返却予定日をお知らせする電子メールを関西学院の
メールアドレス宛に自動送信いたします。
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  ２. レファレンスカウンター  

授業のある期間のレファレンスカウンターのサービス時間は以下のとおりです。

利　用　相　談

文献の調査、OPAC（蔵書検索）やデータベースの使い方など、図書・資料の利用や学術情報の検索・
入手に関しての質問や相談を受け付けています。
大学図書館 Web サイトからも、質問を送ることが可能です。

（ライブラリーサービス→オンラインサービス→ E メールレファレンス）

他キャンパス所蔵資料文献複写受付

他キャンパス図書館所蔵の雑誌論文等のコピーを取り寄せることができます。（１枚 10 円）
OPAC（蔵書検索）画面からも、文献複写の申込みが可能です。（p.8「オンラインサービス」参照）

他大学所蔵資料の利用（相互利用制度）相談・受付

本学に所蔵がない図書・資料に関して、他大学の資料を利用するための相談や申込みを受け付けています。
詳しくは p.9「相互利用制度」をご参照ください。
OPAC（蔵書検索）画面からも、文献複写・図書貸借の申込みが可能です。（p.8「オンラインサービス」参照）

デ ー タ ベ ー ス、CD-ROM 等 の 利 用 案 内・ 受 付

図書館が契約しているデータベースのうち利用申込みが必要なもの、および CD-ROM 等の利用案内・
受付を行っています。

学外からアクセス可能なデータベースの利用受付

大学図書館が契約しているデータベースで、学外から利用できるものもあります（一部、認証 ID とパス
ワードが必要）。データベースの種類や利用方法等は、大学図書館 Web サイトのトップページ「QUICK 
LINK」内「データベース一覧」をご参照ください。

マイクロ資料の利用案内・受付 　※西宮上ケ原・神戸三田のみ

館内で所蔵しているマイクロ資料（マイクロフィルムやマイクロフィッシュ）の利用案内・受付を行っ
ています。マイクロ資料の持ち込みも可能です。プリントアウトは有料（１枚 20 円）です。
なお、西宮上ケ原所蔵のマイクロ資料利用は、資料取り出しを外部業者が行う関係上、利用申込後、実
際のご利用までに２週間程度、時間がかかります。

西宮上ケ原・神戸三田 西宮聖和

平　日 ９:30 〜 18:30 9:30 〜 11:30、12:30 〜 16:50

※ 西宮上ケ原・西宮聖和・神戸三田では、レファレンスカウンター閉室後および土曜・日曜・開館日は貸出・
返却カウンターにて対応しています。（一部のサービスは除く）。なお、平日の 9：30 以前は、レファ
レンスカウンター、貸出、返却カウンターともに対応できません。

※授業がない期間はサービス時間が変更となります。
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  館内施設の利用館内施設の利用

グループ閲覧室 　※西宮上ケ原・神戸三田のみ

図書館の図書・資料を用いた授業やグループ研究のために利用できます。利用日の２週間前から予約を
受け付けています。１回の利用時間は授業１コマ（100 分）です。
　申込み：貸出・返却カウンター（西宮上ケ原：１Ｆ・神戸三田：２Ｆ）

グループ閲覧室２−２（パソコン室対応）の利用　※西宮上ケ原のみ
グループ閲覧室２−２にはパソコンを 28 台設置しています。図書館の資料を用いた授業等でこの閲覧
室の利用を希望される場合は、利用日の２週間前から予約を受け付けています。１回の利用時間は授業
１コマ（100 分）です。
　申込み：貸出・返却カウンター（西宮上ケ原：２Ｆ・神戸三田：２Ｆ）
※春学期は、図書館主催の講習会の利用を優先しますので、予めご了承ください。

研　究　個　室 　※西宮上ケ原・神戸三田のみ

図書館の図書・資料を用いた研究のために利用できます。利用日の２週間前から予約を受け付けています。
継続利用は１週間までです。
　申込み：貸出・返却カウンター（西宮上ケ原：１Ｆ・神戸三田：２Ｆ）

視聴覚資料利用コーナー

音楽 CD・ビデオ・DVD 等は視聴覚資料利用コーナーで利用できます。授業で利用する場合のみ、館外
利用に応じます（学内のみ）。原則として、館外利用は授業当日のみです。詳しくは貸出・返却カウンター
でお尋ねください。
　申込み：貸出・返却カウンター（西宮上ケ原：２F・神戸三田：２F・西宮聖和：３F）

コ ピ ー 機

大学図書館では著作権法 31 条の定める範囲内で、複写申込書にご記入の上、図書館所蔵資料を複写す
ることができます。

１． 一人につき１部だけ複写することができます。
２．図書の複写は１冊の半分以内に限ります。（全ページ複写は禁止）
３．雑誌の最新号の論文・記事は複写できません。
４．複写物の再複写、他人への譲渡はできません。
５．図書館所蔵資料以外の複写はできません。

西宮上ケ原では、レファレンスカウンターの隣にある教員専用複写室をご利用いただけます。
※生協とゼロックスのコピーカードをご利用いただけます。

図 書 館 ホ ー ル 　※西宮上ケ原のみ

図書館ホール（座席数 96 席）は、図書館所蔵図書・資料を用いる授業や専任教職員が所属する学会活
動のために利用できます。利用日は原則として土曜日・日曜日・祝日を除く大学図書館開館日です。予約は、
利用日の１年前から７日前までの間で受け付けています。
申込み：1 階貸出・返却カウンター
※土曜日・日曜日・祝日にご利用をご希望の場合は、別途ご相談ください。
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  資料の検索と利用資料の検索と利用
関西学院大学所蔵の図書・資料を検索するには、OPAC（蔵書検索）を使います。

OPAC を利用するには、図書館内の専用端末を利用するか、PC・スマートフォン等から以下の URL に

アクセスしてください。

大学図書館 Web サイトからも検索できます。

https://opac.kwansei.ac.jp/iwjs0001opc/cattab.do

OPAC で検索できる図書・資料の範囲

１．  西宮上ケ原キャンパス大学図書館と西宮聖和キャンパス図書館、神戸三田キャンパス図書メディア館で所蔵し

ている図書・雑誌・視聴覚資料

２．学内各研究室の分置図書の一部

３．学内各研究室の分置雑誌のなかで大学図書館に登録している雑誌

４．言語教育研究センター視聴覚室に所蔵している視聴覚資料

５．館外書庫に入庫している図書・雑誌

６．おもちゃとえほんのへやで所蔵している図書・雑誌・視聴覚資料

※学内各研究室等で所蔵している図書・資料の利用は、各機関が定めた利用規程によります。

文献検索エンジン『KWEST（クエスト）』を利用すれば、図書館が所蔵する資料のみならず、図

書館が提供するデータベースや電子資料も一括して検索できます。大学図書館 Web サイトからア

クセスしてください。

アクセス方法：大学図書館 Web サイトトップページ「QUICK LINK」の「KWEST」をクリック。

  １. 図書の検索  

（１）学内所蔵資料を探す場合

⇒ OPAC で「タイトル」、「著者名」、「キーワード」などを手がかりに検索します。

図書の配架については、各キャンパス図書館のフロアマップ等をご参照ください。

※ 探している図書を学内で所蔵していない場合は、相互利用制度（p.9 参照）をご利用いただけます。

　レファレンスカウンターでご相談ください。

（２）図書を網羅的に探す場合

⇒大学図書館 Web サイトの「データベース一覧」からアクセスできます。

『CiNii Books』（和書・洋書）

『BOOKPLUS（図書内容情報）』（和書）

『WebcatPlus』（和書・洋書）

『WorldCat（OCLC）』（洋書）など
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  ２．雑誌（学術論文・雑誌記事）の検索と利用

（１）記事索引（INDEX）データベースで検索する

⇒大学図書館 Web サイトのトップページにある「データベース一覧」からアクセスできます。

国内情報

『CiNii Research』

『magazineplus（雑誌記事索引）』

『国立国会図書館サーチ　記事・論文検索』など

海外情報

『EBSCOhost』

『ProQuest Central』

『ABI/INFORM Collection（経営・ビジネス）』など

他にも海外の分野別の索引・抄録データベースを多数利用できます（学内のみ）。

データベースのタイトルや収録範囲は、大学図書館 Web サイトの「データベース一覧」でご確認ください。

※ 一部、学外からもアクセスが可能なデータベースがあります。学外からのアクセスについてはデータベー

スごとに利用方法が異なります。大学図書館 Web サイトの「データベース一覧」内に記載の「利用環境」

欄をご確認ください。

検索した索引情報から、掲載雑誌の所蔵の有無を OPAC でご確認ください。

西宮上ケ原での雑誌の形態と配架場所（西宮聖和・神戸三田はフロアマップ等をご参照ください。）

（２）電子ジャーナル・電子ブックリストを利用する

本学が契約している電子ジャーナル（主に洋雑誌）や電子ブックは、学内ネットワーク接続パソコンから、

大学図書館 Web サイトの「電子ジャーナル」または「電子ブック」より検索できます。また、一部の電

子ブックは OPAC からも検索できます。電子ジャーナルはタイトルごとに本文を閲覧できる範囲が異なり

ますのでご注意ください。（学外からは「学外アクセス」機能を利用することで閲覧可能なものもあります。

詳しくは大学図書館 Web サイトのトップページにある「学外アクセス」をご覧ください。）

フロア 一般の雑誌 大学紀要 白書・年鑑 ラウンジ雑誌

２階
ラウンジ

（ラウンジ雑誌）

最新号と直近の
バックナンバー

１階
雑誌書架

（カレント雑誌）

最新号を含む過去１年以内
和洋別で主題ごとのタイトル
ABC 順 

2003 年ごろ
〜最新号
大学名の ABC 順 

タイトルのローマ
字読み ABC 順 

BM 階
雑誌書架

（製本雑誌）

主に受入を停止した雑誌
和洋別タイトルの ABC 順

１階配架分の
バックナンバー
大学名の ABC 順

地下１階
雑誌書架

（製本雑誌）

主に１階に最新号がある受入継
続中の雑誌のバックナンバー
和洋別タイトルの ABC 順
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  ３. 新聞の利用

西宮上ケ原での新聞の形態と配架場所（西宮聖和・神戸三田はフロアマップ等をご参照ください。）

下記データベースは、各新聞の記事検索だけでなく全文表示ができます。

「朝日新聞クロスサーチ」（朝日新聞）

「毎索」（毎日新聞）

「ヨミダス歴史館」（読売新聞）

「日経テレコン」（日経四紙：日本経済新聞・日経産業新聞・日経流通新聞・日経金融新聞）

「産経新聞データベース」（産経新聞）

「中日新聞・東京新聞記事データベース」

「The Times Digital Archive」（The Times 紙）

「Factiva」（米国紙や国内の地方紙など）

「ProQuest Central」（米国紙など）

「Historical Newspapers : The New York Times」（The New York Times 紙）

  ４. 貴重図書・古文書史料の利用 　※西宮上ケ原のみ

閲覧や撮影を希望される場合は、希望日より数日の余裕をもってレファレンスカウンターでお申込みく

ださい。貴重図書・古文書史料は特別閲覧室で閲覧・撮影していただきます。掲載については別途手続

きが必要です。

  ５. 特別文庫・和漢古書の利用 　※西宮上ケ原のみ

１階貸出・返却カウンターにてお申込みのうえ、図書館内でご利用ください。撮影・掲載については別

途手続きが必要です。

新聞原紙

最新分
１階新聞コーナー：国内主要紙と海外紙

２階ラウンジ：スポーツ紙

過去１年分
１階新聞コーナー：国内紙（全国紙、英字紙）

BM 階：海外紙

縮刷版（朝日・毎日・日経・読売） １階新聞コーナー、一部 BM 階日本語雑誌書架・新聞縮刷版書架

復刻版 BM 階日本語雑誌書架・新聞縮刷版書架

マイクロ資料・CD-ROM レファレンスカウンターで申込

データベース 図書館 Web サイトからアクセス（学外からは学外アクセス等で接続）

※縮刷版、復刻版、マイクロ資料の所蔵タイトル・所蔵範囲については、OPAC で検索できます。
※ マイクロ資料は、取り出しを外部業者が行う関係上、利用申込後実際のご利用までに２週間程度時間

がかかります。
※ マイクロ資料の利用については、すでに取り出し済みの資料に限り、レファレンスカウンター閉室後

も貸出・返却カウンターにて対応いたします。
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  オンラインサービスオンラインサービス
大学図書館 Web サイト、あるいは OPAC（蔵書検索）画面から、以下のサービスを利用することがで
きます。認証画面では、関西学院システム利用 ID・パスワードを入力してください。
OPAC オンラインサービスについての案内を館内で配布しています。
また、大学図書館 Web サイトからダウンロードすることもできます。

利用状況の確認

大学図書館 Web サイトの「利用状況確認・延長」にログインすることで、貸出・延長・予約・複写依頼・
貸借依頼などの利用状況（件数や期限日等）を確認することができます。

貸 出 履 歴

「利用状況確認・延長」ログイン時に、貸出履歴機能の初期設定画面で「有効にする」を選択すると、
以降の貸出履歴を残すことができます。

★ この機能を利用するためには、初期設定が必要です。「有効にする」を設定しない限り、履歴は残り
ません。

貸 出 延 長

貸出中の図書を継続して利用を希望する場合、返却期限日までに「利用状況確認・延長」にログインし
て「貸出一覧」を表示し、貸出延長を行うことができます。「貸出延長」ボタンを押した日から起算し
て期限が延長されます。ただし、返却期限が過ぎた図書を持っている場合と、すでに予約が入っている
場合は延長できません。
なお、オンラインでの延長は２回続けてできません。２回目以降は、貸出・返却カウンターで手続き
してください。

予約・取り寄せ

OPAC で検索した図書が貸出中だった場合や、他キャンパスや館外書庫の資料を利用したい場合は、
OPAC の検索結果画面で「予約・取り寄せ」ボタンをクリックしてログインすることで、予約や取り
寄せの手続きを行うことができます。図書が到着しましたら、関西学院のメールアドレス（@kwansei.
ac.jp）宛にご連絡します。
なお、雑誌や視聴覚資料等、館外貸出ができない資料の取り寄せは、OPAC では申込むことができません。
貸出・返却カウンターでお申込みください。

他キャンパス・学外への文献複写依頼、学外への図書貸借依頼

所属キャンパスで所蔵していない図書・雑誌、または所蔵していても必要な巻号、版等が利用できない場
合に、OPAC 画面上から他キャンパスや学外の所蔵機関へ文献複写や図書貸借を申込むことができます。

★ このシステムでは、他大学検索等で書誌が出てこない資料は申込むことができません。その場合は、レ
ファレンスカウンターでお申込みください。

新着アラート

指定した条件で、新着した図書の案内をメールにてお知らせします。

利用方法： OPAC 検索結果ページ右側の「検索アラートに登録」をクリック＞システム利用ＩＤ・パスワー
ドを入力しログイン＞条件を設定して「確認」をクリック
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  相互利用制度相互利用制度
関西学院大学図書館で所蔵していない図書・資料については、「相互利用制度」で他大学図書館などが所

蔵する資料を利用することができます。

【文献複写】

雑誌論文などをコピーして取り寄せることができます。複写料金と郵送料の実費が必要です。

OPAC（蔵書検索）画面から、複写依頼が可能です。

※研究費による支払いが可能な場合があります。詳しくは研究推進社会連携機構までお問い合わせください。

【図書貸借】

図書を所蔵館より借り受け、本学図書館内で閲覧利用することができます。館外への持ち出しはできません。
往復郵送料等の実費が必要です。大阪梅田キャンパス・西宮北口キャンパスではご利用いただけません。
OPAC（蔵書検索）画面から、図書貸借依頼が可能です。
※研究費による支払いが可能な場合があります。詳しくは研究推進社会連携機構までお問い合わせください。

【閲覧依頼状（紹介状）の発行】

直接所蔵館へ出向き、閲覧利用することができます。ただし、事前の所蔵確認と本学図書館が発行する「閲
覧依頼状（紹介状）」が必要です。閲覧利用を希望する３日前（土・日・祝および閉館日を除く）までにレファ
レンスカウンターでお申込みください。

  大学図書館オリエンテーション・講習会大学図書館オリエンテーション・講習会
大学図書館では、学生向けの図書館オリエンテーションや文献探索講習会などを各種開催しています。そ
のうち、以下のものはゼミを対象としてゼミの時間内に実施しています。

★文献の探し方講習会（基礎演習等対象・学部事務室で申込みを取りまとめ）

大学図書館の利用に関する説明に続いて、大学図書館における基本的な文献の探し方を説明し、ワークシー
トを用いた検索実習も行います。
実施期間：４月〜７月

★学術情報探索講習会（研究演習対象・担当教員からの申込みで実施）

ゼミの研究テーマに応じたデータベースなどの情報検索ツール等を紹介し、それらのデータベースを用い
た検索実習を実施します。
大学図書館 Web サイトの「ライブラリーサービス→図書館オリエンテーション・講習会」からお申込み
いただけます。
実施期間：通年

詳しくは大学図書館Webサイトをご覧いただくか、大学図書館利用サービス課までお問い合わせください。

関西四大学図書館相互利用協定

本学と同志社大学・立命館大学・関西大学の図書館は、相互利用協定を結んでおり、教職員証を
提示することにより、「館内閲覧」、「複写」、「館外貸出」ができます。
ただし、各大学の研究室所蔵資料は対象外となりますのでご注意ください。研究室所蔵資料の利
用を希望される場合は別途、所蔵調査をしたうえで閲覧依頼状が必要です。詳しくはレファレン
スカウンターでお尋ねください。
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  大学図書館図書資料費による選書大学図書館図書資料費による選書
大学図書館では、大学の教育・研究支援に必要な図書・資料を漏れなく効率的に選書できるように、大学
図書館図書資料費予算を、以下の２つの区分に分けて運用しています。

  大学図書館図書資料費Ａ

対象： 大学図書館に備えるべき教育・研究のための基本的な図書・資料および学生の学習・教養のため
の図書・資料

　　①国内書（国内で出版された図書・資料）
　　②外国書（参考図書、基本的な図書・資料）
　　③雑誌
　　④電子資料（電子ブック、電子ジャーナル、データベース等）
　　⑤視聴覚資料

　　⇒　 原則、大学図書館内の委員会で購入を決定します（一部例外あり）。情報提供を受け付けますので、
図書・資料の内容がわかる情報（カタログ、Web ページを印刷したもの等）を大学図書館運営
課収書担当までお知らせください。

  大学図書館図書資料費Ｂ

対象：大学図書館に備えるべき高度な研究用図書・資料
　　①国内書（国内で出版された中で極めて専門的な図書・資料、研究上必要な図書・資料）
　　②外国書
　　③雑誌
　　④電子資料（電子ブック、電子ジャーナル、データベース等）
　　⑤視聴覚資料

　　⇒　 学部・研究科等の部局で選書しています。詳しくは各部局の図書室、資料室または事務室等の担
当者にお問い合わせください。

先生方の新刊図書は、大学図書館の蔵書や西宮上ケ原キャンパス大学図書館エントランスホールでの
展示などで活用します。新しく図書を出版された場合、図書館にご寄贈いただけますと幸いです。

　　　★ 図書・資料の選書についてご不明な点等ございましたら、大学図書館運営課収書担当までお問い
合わせください。

　　　　 外線：0798-54-6121 ／内線：（61）30915 ／ E-mail：lib-uneika@kwansei.ac.jp

指定図書
大学図書館では、授業に関連する図書・資料を学生に提供するサービスとして、指定図書制度を
設けています。シラバスで参考図書として紹介されている図書など、レポートやゼミ等の課題で
必要な図書・資料をお選びいただけます（ただし、教科書・問題集、および授業で使用する教材
は除きます）。指定図書は各キャンパスの大学図書館の専用のコーナーに配架します。

【指定図書の選定フォーム】 https://library.kwansei.ac.jp/service/online/#a7

教員推薦図書
学生に読書の楽しみを知ってもらい、親しみを持ってもらうため、先生方に「学生にぜひ読んで
欲しい」図書のご推薦をいただいています。教員推薦図書は各キャンパスの大学図書館の専用コー
ナーに配架します。募集は春と秋の年２回です。ぜひご推薦をお願いします。

【教員推薦図書の選定フォーム】 https://library.kwansei.ac.jp/service/online/#a8



000　総記

010　書誌学
020　図書館学
030　百科事典
040　一般論文集
050　逐次刊行物
060　一般学会・協会
070　ジャーナリズム・新聞
080　叢書・全集
090　写本・稀覯書

100　哲学

110　形而上学
120　形而上学各論
130　心身論
140　哲学諸論
150　心理学
160　論理学・弁証法
170　倫理学
180　古代・中世哲学
190　近代哲学

200　宗教

210　自然神学
220　聖書
230　教義的神学
240　信仰・実践（実践神学）
250　牧会学
260　教会
270　キリスト教史
280　キリスト教諸教派
290　その他の宗教

300　社会科学

310　統計
320　政治
330　経済

340　法律
350　行政
360　社会保障
370　教育
380　商業・経営
390　風俗・習慣

400　言語

410　比較言語
420　英語
430　ゲルマン諸語（ドイツ語等）
440　ロマンス諸語（フランス語等）
450　日本語
460　中国語
470　ラテン語
480　古代ギリシア語
490　その他諸言語

500　自然科学

510　数学
520　天文学
530　物理学
540　化学
550　地学
560　古生物学（化石学）
570　生物化学（生物学）
580　植物学
590　動物学

600　技術・工学

610　医学
620　工学
630　農業
640　生活科学
650　事務用ツール
660　化学工業
670　製造工業

680　機器製作
690　建築

700　芸術

710　景観設計・造園
720　建造物
730　彫刻
740　画法
750　絵画
760　版画
770　写真
780　音楽
790　レクリエーション・スポーツ

800　文学

810　アメリカ文学
820　イギリス文学
830　ゲルマン文学（ドイツ文学等）
840　ロマンス文学（フランス文学等）
850　日本文学
860　中国文学
870　ラテン文学
880　古代ギリシア文学
890　その他諸文学

900　歴史・地理

910　地理・地誌・紀行
920　伝記
930　古代史
940　ヨーロッパ史
950　アジア史
960　アフリカ史
970　北アメリカ史
980　南アメリカ史
990　太平洋諸島史

分類表　関西学院大学ではデューイ十進分類法を一部改訂して用いています。

専任教員用 

発行：関西学院大学図書館
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FAX 0798-51-0911
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