
大学図書館名   静岡文化芸術大学 図書館･情報センター   

住所 〠430-8533 静岡県浜松市中区中央二丁目 1-1 

TEL/FAX 053-457-6124 / FAX 053-457-6125 

図書館 URL http://www.suac.ac.jp/library/ 

分館名 な し 

分館住所 TEL/FAX な し 

学部数 2 学部名 文化政策学部、デザイン学部 部局図書室数 な し 

 

図書館組織体制（平成 29年 4月 1 日現在） 

センター長 宮田 圭介 （デザイン学部 デザイン学科 教授） 

情報室長 松浦 一博 

※役職名称は各大学での名称にしてください。 

 専任 臨時 計  

備 考 司書 司書

以外 

司書 司書

以外 

司書 司書

以外 

管理職（兼務者は除く） 0人 1人 0人 0人 0人 1人  

一般 庶務・会計 0人 0人 0人 0人 0人 0人  

専門 情報処理 0人 0人 0人 0人 0人 0人  

受入 0人 0人 0人 0人 0人 0人  

整理 0人 0人 0人 0人 0人 0人  

閲覧 0人 0人 0.2人 0人 0.2人 0人  

参考 0人 0人 0人 0人 0人 0人  

業務全般 1人 1人 4人 0人 5人 1人  

その他 複写 0人 0人 0人 0人 0人 0人  

その他 0人 0人 0人 0人 0人 0人  

図書館・室職員総数 1人 2人 4.2人 0人 5.2人 2人  

※フルタイム以外の場合は小数点以下１桁までフルタイム人換算してください。 

 （例）フルタイムが週 40時間で、週 30時間勤務の場合   30/40=0.8人 

 

図書館業務委託について（上記とは別に業務委託等を行っている場合は、下記に記載してください。） 

業務委託項目 委託内容・人数等 

システム運用管

理 

学内全体の業務委託の一部として実施 

製 本 雑誌製本業務委託 

（当館指定の仕様に基づき業務委託して実施。年度内に 1～2 回） 

清 掃 学内全体の業務委託の一部として実施 

警 備 学内全体の業務委託の一部として実施 

（資料７） 



図書館統計（平成 27年度） 

 

サービス対象 

（中央館） 

学部学生 大学院学生 教員 職員 その他 計 

1,579 人 37 人 221 人 84 人 526 人 2,447 人 

用途別面積 

（中央館） 

サービススペース 

閲覧スペース 視聴覚スペース 情報端末スペース その他 

1,675ｍ2 78ｍ2 235ｍ2 148ｍ2 

管理スペース 
その他 総延面積 

書庫 事務スペース 

300ｍ2 246ｍ2 132ｍ2 2,814ｍ2 

閲覧座席数 

（中央館） 
231 席 

館内設置 PC台数 

（中央館） 
              102 台 

開館日数 

（中央館） 

  

     286 日 

開館時間 

（中央館） 

平日 土・日 

8:45 ～ 20:00 10:00 ～ 16:00 

蔵書数 

図書 

和書 洋書 計  

201,591 冊 23,792 冊 225,383 冊 

雑誌 

和雑誌 洋雑誌 計  

1,304 種類 236 種類 1,540 種類 

電子情報 

電子ジャーナル データベース E-Book その他 

377 種類 8 種類 0 種類 0 種類 

図書・雑誌 

受入数（全学） 

和書 洋書 計  

5,211 冊 341 冊 5,552 冊 

和雑誌 洋雑誌 計 

568 種類 99 種類 667 種類 

図書館資料費 

（全学） 

図書 雑誌 電子情報 その他 計 

14,465 千円 10,038 千円 3,855 千円 128 千円 28,486 千円 

貸出冊数（全学） 

学生 教職員 その他 計 

30,478 冊 3,773 冊 2,116 冊 36,367 冊 

ILL件数（全学） 

複写依頼 複写受付 貸借依頼 貸借受付 

606 件 182 件 112 件 82 件 

特色あるコレク

ション 

高坂文庫 

 本学の初代学長に就任予定だった故高坂正堯先生のご遺族から寄贈された図書、約 4,100 冊。先生のご専門

である国際政治、国際関係や外交の分野が中心。 

木村文庫 

 初代学長である故木村尚三郎先生のご遺族から寄贈された図書、約 5,100 冊。西洋史を中心とした、文化・芸術

に関するコレクション。 

和田文庫 

 磐田郡龍山村西川（現：浜松市天竜区龍山町）で山林業･酒造業・回船問屋を生業とした和田家が、三代（江戸

時代中期から後期）にわたり収集した歌書、史書、漢籍、遠州国学関係書等、約 1,100 冊。 

ラスキン文庫 

 イギリスの美術批評家、社会思想家であるジョン・ラスキン（John Ruskin, 1819～1900）の全集、全 39 冊。 

ベートーヴェン・コレクション 

 ベルリン国立図書館所蔵（旧プロイセン文化財音楽部門）の手書き楽譜資料のマイクロフィッシュ。275 点のカラー

フィッシュを含む全 460 フィッシュの資料集成。 

 


