The Japan Foundation Information Center (JFIC)
is a site for information gathering and research
on international cultural exchange and Japanese
culture, as well as for networking by people
interested in these fields.
JFIC, located on the first and second floors of
the Japan Foundation Headquarters, features a
library, an event space, and a lounge area.

The Japan Foundation Information Center

国際交流基金

国際交流基金JFIC (Japan Foundation
Information Center・ジェイフィック) は、

国際文化交流と日本文化についての
情報・資料を集めたライブラリーと
イベントスペースをあわせもつ、
国際交流基金本部の1・2 階に設置された
情報発信拠点です。

総合受付

ライブラリー

JFICは国際交流基金本部の総

JFIC ライブラリーは国際文化交流と日本文化について専門性の高

合受付として、来訪される皆さ

いコレクションを所蔵しています。また専門司書が、研究者から一

まをお迎えします。JFIC 施設に

般の方まで、
それぞれのニーズにあった情報や資料に出会えるよう、

ついてはもちろん、国際交流基

きめ細やかなサービスを提供しています。

金本部に関する問い合わせや
訪問についても、まずはこちら
で伺います。
Reception
JFIC serves as the general reception desk at the Japan Foundation
Headquarters. JFIC staff menbers welcome visitors to the headquarters
and inquiries about JFIC and other sections at the headquarters.

イベント
JFICでは、さまざまなイベント
を開催しています。JFIC ライ
ブラリー所蔵の貴重な資料を
公開する展示をはじめ、国際
文化交流に関するセミナーや
事業報告会、上映会等、多く
の人の知的好奇心を刺激する
イベントを通して、生きた国
際文化交流の場となるよう積
極的に活動を展開しています。
イベントについての情報は国
際交流基金のホームページで
お知らせしています。
Events
JFIC hosts a variety of intellectually stimulating events, including
exhibitions of valuable materials from the JFIC library collection, as well as
seminars and talk sessions on the Japan Foundation programs.
These events make JFIC as a lively place for international cultural
exchange. Information on the events are available on the Japan
Foundation’s website.

The JFIC Library
The JFIC Library maintains a highly
specialized collection of items on
international cultural exchange
and Japanese culture. The expert
library staff members provide
information for patrons interested
in international cultural exchange,
to help them find appropriate
information and materials.

所蔵資料について
■ 図書：約 37,000冊、雑誌：約 510点、映 像資料：約 900点、その

他マイクロ資料、新聞等があります。
●

国際交流基金が実施した事業のカタログ、報告書、映像資料など

●

国際文化交流に関する資料

●

外国語で書かれた日本紹介の資料

また、オンラインジャーナル・データベースもご利用いただけます。
■蔵書検索は以下で行えます。

https://lib-opac.jpf.go.jp/drupal/

Collection
■ The

collection includes approximately 37,000 books, 510 periodicals,
900 audio/visual materials, in addition to microfiches, newspapers, etc.
● Catalogues, reports, audio-visual materials of programs organized by
the Japan Foundation
● Materials on international cultural exchange
● Materials on Japan written in foreign languages
Online journals and database are available as well.
■ Items in the collection can be searched for at:
https://lib-opac.jpf.go.jp/drupal/?q=en

書架

JFIC スペースけやき

1・2 階の図書や映像資料等は

JFIC Space KEYAKI

自由にご覧になれます。
Open Stacks
Books and AV materials are available
on the first and second floors.

JFIC ホールさくら

雑誌コーナー

国際文化交流に関する小規模な

国内外の雑誌が
閲覧できます。

JFIC Hall SAKURA

2F

PC・AV 閲覧席

資料をご覧になれるスペースです。展
示等を実施する場 合もあります。国

閲覧や視聴ができます。

際交流に関する映像を流しています。

PC and AV Desk
You can browse online journals
and databases, or enjoy audiovisual materials.

Lounge
You can read the materials in a
relaxed atmosphere. The lounge area
often serves as the site of exhibitions.
You can watch video on international
cultural exchange through the
monitor.

（JFICライブラリー）
国際交流基金ライブラリー
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〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-4-1
Tel.03-5369-6086

架書庫所蔵の資料はスタッフがお持ちします。映像資料・マイクロ

コピーはセルフサービスで白黒 1 枚10 円・カラー 1 枚50 円です。

●
●

PCの持ち込みが可能です。

ライブラリー内で飲食はできません。

●

How to Use the Library
■ JFIC Library is open to public.
■ Items shelved on the first and second floors are available for
browsing, while the library staff will bring you items in the closed stacks
in the basement. You have to fill in a request form in order to use audio/
visual materials, microfiches, and rare books.
■ You can borrow books if you are foreign nationals who will stay in
Japan for at least two months or Japanese nationals who are over 18
years old.
● You can copy items by yourself, at the cost of : b/w 10yen ;
color 50yen per sheet.
● You can bring your own laptop.
● No food or drink is allowed in the library.

Fax.03-5369-6048

Lib@jpf.go.jp

http://www.jpf.go.jp/j/about/jfic/lib/
JFICショップ
国際交流基金が刊行した
出版物やグッズを購入できます。

資料・貴重本のご利用は手続きが必要になります。
人の方は 2カ月以上日本に滞在することが条件となります。

Open : Monday – Friday 10:00-19:00 (JFIC Shop closes at 18:00)
Close : Saturdays, Sundays, national holidays, the last day of every
month, the year-end and new year holidays, and inventory periods.

講演会や会議等を開催しています。
These rooms are used for smallscale lectures and conferences on
international cultural exchange.

■１階と 2 階の資料は自由に閲覧することが可能ですが、地下の閉

■ 18歳以上の方は図書の貸出サービスをご利用いただけます。外国

閉館：土・日曜日／祝日／毎月最終日／年末年始／蔵書点検期間

ラウンジ

オンラインジャーナルや
データベース、AV 資料の

■どなたでもご利用になれます。

開館：月曜日〜金曜日 10:00 〜19:00（JFIC ショップは 18:00 まで）
Hours

Magazins
Japanese and overseas
magazines are available.

ライブラリーご利用について

開館時間と休館日

貸出・
レファレンスサービス
資料の探し方や国際文化交流、
日本文化の情報についてライブラリー
スタッフがお答えします。
Circulation and Reference Service
The Library staff will assist you in
locating the materials you are looking
for, and provide you with information
on international cultural exchange and
Japanese culture.
閉架書庫
閉架書庫の資料はスタッフが
お持ちしますので、おたずねください。
Closed Stacks
The library staff will bring you items
housed in the closed stacks. Please
contact the staff.
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JFIC Shop
You can purchase books and
magazines published by
the Japan Foundation,
as well as JF original goods.

東京メトロ丸の内線 四谷三丁目駅 1、2番出口より徒歩 3 分
Japan Foundation Library（JFIC Library）
4-4-1, Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
Phone.03-5369-6086 Fax.03-5369-6048 Lib@jpf.go.jp
http://www.jpf.go.jp/e/about/jfic/lib/
The nearest station is Yotsuya-sanchome on the Marunouchi Line. The
Foundation is about three-minutes walk from Exit 1 or 2 of the station.
新宿

総合受付

四谷

Shinjuku

Yotsuya

ホテルウィング
東京四谷

Reception
新宿通り Shinjuku-dori
韓国文化院

Korean Cultural
Center

四谷消防博物館

Hotel Wing
Tokyo-Yotsuya

Tokyo Fire Museum

EXIT 2

国際交流基金

四谷三丁目駅
Yotsuyasanchome Sta.
on Marunouchi Line

EXIT 1

The Japan Foundation

四谷署
長善寺（笹寺）

Yotsuya police
Station

Chozenji Temple

http://www.facebook.com/JFICLibrary
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