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学生が発信する

図書館サービス。

「学生協働」という言葉を耳にしたことが

ありますか？

いま全国の大学図書館で、 学生が職員とと

もに図書館サービスに携わる取り組みが増え

ています。 利用者の視点から、 新たな企画や

利用スタイルが生まれ、 図書館の可能性が広

がっています。

もちろん京都大学も例外ではありません。

複数の図書館・室で、 学生と図書館のコラボ

レーションが始まっています。

今号では、 その一部をど紹介します。



音田南総合図書館（p.4-5) 附属図書館（p.8)

－先輩たちの体験談の発信 ・ラーニング・コモンズの設置

• lli"論・修論執筆応援キャンペーン

・図書館報『かりん』

・グレート・ブックスライブラリー

ポップ展示

・グレート・ブックスライブラリー

読書会

医学図書館（p.6・7)

・海外医師免許受験支援キャンペーン

．学生選書委員会

－メディア・コモンズの改修

－メディア・コモンズマークの制定

・ラーニング・コモンズ空間の活動検討会

．学習サポートデスク

経済学研究科・経済学部図書室

エ学研究科・工学部建築系図書室（吉田） (p.9) 

－学生選書
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吉田南構内の人環・総人や総合生存

学館に所属する学生の方、他学部や

他研究科の学生の方など、 いろいろ

な立場の方にど寄稿をお願いしてお

り、 毎年ユニークな原稿をお寄せい

ただいています。

グ＊2に掲載しました。吉田南総合図書館

(2） 「読む」 こと を共有する

当館で所蔵する多くの資料。少し

でも資料と出会うきっかけを提供

し、読むことを深めてほしい。そん

な思いから、 学生の方々の力を借り

た取り組みを行っています。

＜本との出会いのために＞

当館では、利用者の方にさまざま

な資料と出会っていただくため、図

書の紹介を積極的に行っています。

例えば、2014年4 月に新たに当館

に設置したグレート・ブックスライ

ブラリ ー・4。この資料を紹介する

ポップを作成し、 随時展示していま

す。2014年6月には、 学生さんが

編集委員を務める京都大学生協の書

評誌「綴葉」句の記事からポップを

作成。読み応えのあるポップとなり

ました。また、 当館ツ イッター唱や

ポップで紹介する新着図書や毎月の

おすすめ本の多くは、 当館の院生ス

タッフによるものです。その他、

LibraryN側富letterでは 4月に院生ス

＜論文を書くことについて＞

卒論、修論、 博論。大学生活の

集大成となるのが論文執筆です。

夏に開催した「革論・修論執筆応

援キャンペーン」では、論文執筆

にまつわるあれこれを院生さんに

アンケート調査し、冊子「卒論・

修論体験談：センパイたちはこう

しました」 にまとめて配布しまし

た。テーマ決めから苦しい日々ま

で、論文執筆経験者ならではの貴

重な「生の声」が集ま り ま し た。

と の冊子は 2013 年、2014 年、

201ラ年の 3 年にわたって作成し、

キャンペーンでも最も人気のコン

テンツとなりました。

ま た、 修士論文 や博士論文とい

う大作を書き上げた院生の方々に

は、個別に体験談をインタピュー

し、Library Newsletter やブログに

掲載。研究と はどういうものか、

苦しみながらもどうして研究をす

るのか、といった本音を語ってい

ただきました。

＜図書館への「声」について＞

ま た、 当館図書館報『か りん』切

には、 毎号学生の方からど寄稿い

ただく「声」のコーナーがあります。

「声を届ける 、 共有する」

吉田南総合図書館は、 全学共通

科目に対応する図書館として、 多

くの全共科目履修生の方々の学習

に利用されています。一方、 人間・

環境学研究科をはじめ、者団南構

内関係各部局の院生、研究者の方々

には、 レフ ァレン スサーピス、文

献の取り寄せ などを中心に、 研究

に利用されています。学部生から

院生まで多くのみなさんに幅広く

活用いただいている、という特色

を活かし、 当館では学生の方々の

協力を得て様々な取り組みを行っ

ています。ご協力くださった学生

のみなさんへの感謝をとめて、 当

館での取り組みをど紹介します。

(1)先輩たちの体験談

先輩たちのさまざまな経験を多

くの方に共有してほしい、という

思いから、当館で発行する広報物

に、先輩たちの体験談を掲載して

います。記事は、 当館職員がイン

タビューやアンケートを行い、 本

音を語っていただいたものをまと

めました。

「卒論・修論体験談：センパイたちはこうしました」
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＜海外で学ぶことについて＞

当館を利用する多くの方が留学

を経験されています。留学といっ

ても色々ですが、 具体的な生活、

調査活動はどのように行われるの

でしょう。さまざまな留学体験を

学 部 生 や院 生 の 方 々 に イ ン タ

巴ューしました。文献調査に没頭

した方、現地の大学で学んだ方、

海外の学会で発表した方。海外と

いう「外」の世界に飛び出してこそ、

見えるものがある、 そんな体験談

をLibrary Newsletter*1や公式プロ
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タッフから新入生へのおすすめ本を

掲載しています。いずれも学生さん

ならではの、 多彩な観点からのおす

すめばかりです。

く「読み」を深める、 共有する＞

当館ではグレート・ブ、ックスライ

ブラリーの図書を使つての読書会開

催をサポートしています。これ まで

に8回の読書会が開催され、 うちラ

回 は学部生、 院生の方がコーディ

ネーターを務められ ました。読書会

の内容がど自身の研究に直結するこ

ともあれば、 研究よりも興味に基づ

くこともありますが、 どなたの読書

会も個性的。もともとはグレート・

ブックスを読み解くための読書会、

というの がこの企画の趣旨でした

が、 参加者アンケートに「感想や意

見を言いあえて、とても面白かった」

「読んで人と話す機会があまりない

のでよかった」との声も寄せられ、

コーディネーターを核に「読む」と

いう経験の共有、「読む」ことを核

とした参加者同士の交流の場として

も機能しています。コーディネー

ターの学生さんが、 次のコーディ

ネーターの学生さんを誘ってくださ

るなど、 実施する方々にもつながり

が生まれています。

第ラ回グレート・ブックス読書会「蒲団 ー明治末期の恋愛、 性、 人間、 自然」

このように、 先輩達の声を通し

て学びや研究についての生きた情

報を発信することや、 読みに関す

る 経験を共有 する 場 を提供するこ

とも、私たちの図書館の活動の一

つだと思っ ています。大学 に入っ

たばかりの方にも、 進学や就職を

考える方にも、 先輩たちの声が何

らかの意味を持って響いてくれる

ことを願っています。

* 1 Library Newsletter 

http://www.kulib勾oto-u・ac.jp/yoshi

dasouthlib/ news/librarynewsletter .ht 

ml 

ポップ展示 グレートブックス×綴葉

勺 今日も遁遥館 吉田南総合図

書館のブログ

http://yoshidasouthlib.hatenablog.jp/ 

先輩の体験談には「院生さんに聞

く」 タグをつけています。
固定期眼目

一

回世帯柑

ワ 図書館報『かりん』

http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/yoshi 

dasouthlib/about/librarybulletin/kari 

n.html 

河 吉田南総合図書館グレート・

ブ、ツクスライブラリー

http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/yoshi 

dasouthlib/greatbooks/index.html 

句 生協書評誌「綴葉」

http://www.s-coop.net/about_seikyo 
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医学図書館

片 岡

日
．量四国・

軍事

USMLE関連資料の展示

の

ま
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ホ1 海外医師免許受験支援キャンベー

ン（・2016.3)

http://www.lib.med.kyoto�u.ac.jp/us 

mle/usmle201ラ.html#six出

q 当初は「USMLE？？？、Step 1,2 

CS(Clinical Skills) ？、 CK(Crinical

Knowledge) ？、 3って？？？」という

暗中模索状態でした。

座談会

ホ2 平成27年度総長裁量経費申請・採

択名としては、「医学図書館整備による

研究支援強化事業（海外医師免許受験

支援・オープンアクセスジャーナル投

稿支 援）（京大広報no.712, p.4470 

2015.6）ですが、 承認されたのは、 海

外医師免許受験支援のみ。

学生さんたちの要望も紹介して頂

きました。中でも、海外で臨床医（レ

ジデント）をされた先生の経験談

をフランクな雰囲気で聞きたいと

いう学生さんからの要望が強く、

スクリーン設備を持ち飲食可能な

医学プラザで、 座談会を2回聞き

ました。開催間隔が短いと、またか、

という気持ちになるとと、 かといっ

て間隔を開けすぎる と、 聞が抜け

てしま う という学生さんの感覚や、

授業日程も学年ごとに異なるため、

開催時期・内容も学生さんに聞く

のが一 番的確でした。今後は豪州

や欧州、 アジア等他の国ヘ留学さ

れた方の経験談をお聞きする予定

です。

図書館も利用者さんからの直接

的な希望を待つだけで なく、 潜在

的な要望をどのようにくみ取るか、

特に来館・貸出において最大の利

用者でもある学生さんと、 普段か

ら少しでも会話し、 一緒に図書館

を作り上げる 気持ちで いることが

必要だと再認識しました。

2月18日（木）に講演会を、 3月

にはハーバード大学の院生さん（ う

ち数名は医師）との交流を予定し

ています。今後は海外医師免許受

験 だけで なく、 海外看護師免許受

験も視野にいれ、 学生さんとのつ

今年度、 医学図書館では「海外

医師免許受験支援キャンペーン」η

を行っています。 乙れは、昨年頃

から米国医師国家試験 （USMLE

=United States Medical Licensing 

Examination）対策図書の問い合わ

せが目立つようになったことを受

けて、2015年度総長裁量経費を申

請、 医学図書館整備による研究支

援強化事業勺として承認され実施

しているものです。

海 外 の 医 師 試 験 は 米 国 の

USMLEが有名ですが旬、“海外医

師免許受験支援” とした限りは、

できる隈り各国の対策資料老網羅

したく情報を集めました。 固によ

り医師免許取得方法は異なるのは

もちろんですが、 対策図書が少な

い韓国・中園、 圏外販売がほとん

ど ないカナダ、 現地での教育を受

けていない外国人の受験は例外的

なフランス・ドイツ、 国家資格者E

整備中あるいは、 資格そのものが

無い国等さまざまでした。USMLE 

が圧倒的に対策資料も多く、 学年

の1割程度が受験することがわか

り、 まずは支援をUSMLEに絞る

ことにしました。試験に必要な語

学力対策として整備した資料は、

受験しない学生さんへの支援 とも

なります。

非売品のUSMLE受験対策資料

を持ちこま れた先生に、 実際の試

験についてお尋ねもしましたが、

何より受験予定の学生さんから、

“受検勉強に有効”な資料は何を使っ

ているのか、 何を必要としている

のかを聞き取らせてもらったとと

が一番大きな収穫でした。

一方で医学教育推進センターの

先生方を通じ、 受験を考えている
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ミーテイング

医学図書館学生選書委員会（以下

委員会） は、 201う 年12月現在、 8

名（内訳：医学科4名、医学専攻3名、

医科 学専攻1名） の委員で活動し

ています。 任期は201う年度中です。

委員会が発足したのは 2014年

10月です。 2014年度後期中が第1

期の任期で、 5名の委員で活動して

いました。 現在は第 2期にあたり

ます。 これまでの活動の記録は、 医

学図書館Webサイトの学生選書委

員会のページホ4に掲載されていま

す。

委員会は、「学生自ら 医学部・医

学研究科および関連部局の学生に役

立つ医学専門書籍を選書し、 医学文

献や医学図書館利用への理解を深め

ること」を目的として始まりました。

これ以前からも、 医学図書館では学

生図書購入希望制度を設けており、

学生は必要な図書をリクエストする

ことができました。 しかしこの委員

会ではさらに一歩踏み込んで、 学生

自らが選書基準を考え、 選書された

図書が医学図書館の蔵書としてふさ

わしいか審議し、 自分が選書した図

書のレビューを書き評価するという

選書活動を行っています。

ティングでは、 各委員が選書を希

望する図 書についてアピールし、

それを参加した委員全員で 審議し

ます。 図書に関連する話題で会話

が弾むこともあり、 いつも和気藷々

とした雰囲気です。 今年度は留学

生の委員も1名参加しており、 日

本語と英語が飛び かうインターナ

ショナルな活動になっています。

今年度の委員が選書した図書は、

京都大学蔵書検索KULINEにて「医

図学生選書委員会 201ラ」 というタ

グがついていますので、 タグを検

索すれば一覧を見ることができま

す。 また、 そのすべてに 選書した

委員に よる力作のレビューが掲載

されています（レビュー執筆中の

展示

ものを除く）。Web上で手軽に読む

ことができますので、 ぜひご覧く

ださい。 また本年10月から、Web

だけでなく医学図書館の玄関口に

おいて、 レビューと選書された図

書の実物を展示しており ます。 実

際にレビューを見ながら 図書を手

にとることができるため、 貸出も

好調です。 医学図書館に来館され

た際は、 こちらもど注目ください！

*4 学生選書委員会

http://www .lib.med.kyoto-u・ac.jp/st

udent.html 

委員会では、月に一度のペースで

ミーティングを開催しています（試

験期間と長期休暇期聞を除く）。ミー
選書委員募集ポスター
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附属図書館

附属図書館では、京都大学のモッ

トー である「自学自習』を支える

「場」として、本学 構成員の皆さん

の声に応えながら、施設の改修や

サービスの改善をしてきました。

乙こでは、 学生グループや先生方、

図書館職員が協働した最近の取り

組みを紹介します。

2014年4月に 1階にオープンし

たラーニング・コモンズ。設置 に

あたっては、 学生、教員、 図書館

職員によるチームで、 コンセプト

作りから空開設計までを行い、ユ

ニークな空聞が生まれました（静

惰.Vol.51.No.2「特集LEARNING

COMMONS OPEN！」） 。現 在 も た

くさんの学生の皆さんが議論や発

表練習などで活用しており、 また、

先 生 によるリレー 講義 「Lecture

Series」 などのイベントも開催され

ています。

また、2015年3月には、3階の

メディア・ コモンズ、1階の学習室

24 の改修が行われました。その際

にも、学生の皆さんの提案を取り

入れながら、教員や図書館職員に

よる検討を経て、 それぞれ新しい

空聞に生まれ変わりました（静傭 ．

Vol.52.No.l「学習室24とメディア・

コ モ ン ズ が リ ニ ュー ア ル し ま

す！」） 。

さて、メディア・コモンズの改

修では、従来の視聴覚メディアの

利用機能に加え、 あらたに、複数

人によるメディア活用学習への対

応というコンセプトが実現されま

した。そして、 乙のコンセプトを

マークとして表すという謀題が、

平成 27年度の全学共通科目「グラ

フィックデザイン」 の課題として

/ 
〆・ ，P,·· 司刷 〆 ,,,, -

， 

メディア・ コモンズ改修検討の様子

取り上げられ、 図書館側の選考を さらには語学力を活かして留学生サ

経て正式に採用されました。ま も

なく、メディア・ コモンズのガラ

ス壁にその姿を見せる予定です。

Media Commons 

マーク

新しい施設をよりよく活用して

もらうための協働も行っています。

ラーニング・コモンズのオープン

後の2014年 9月には、自由参加の

イベント「ラーニング・コモンズ

空間の活用検討会」 を館内で開催

し、 学生と教職員で様々なアイデ

アを出し合いました。この取り組

みは、現在の多様な協働につながっ

ており、201ラ年 12 月には、本学

の学生が公募の上で、 ラーニング・

コモンズ内で学習の成果物を展示

したり、プレぜンテ ーションを行

なったりする新たな企画が行われ

ました。

ま た、 ラーニング・コモンズ内

では、 図 書 館 利 用法や学習相談、

ポートに対応する「学習サポートデ

スク」 のスタッフとして、 様々な分

野の大学院生が活躍しています。デ

スクでのサポートのほか、 スタッフ

による講習会などの活動を行ってお

り、 さらにスタッフ自身からの図書

館への提案はサービス改善にも多い

に役立つています。

このように附属図書館では、今 後

も皆さんの意見を取り入れかつ協働

しながら、 大学の目標に沿って、 学

習・研究を支える取り組みを進めて

いきます。

墨画

学生発表企画のパネル展示



学内図書館・室にある資料は、それぞれの収集選定基準に基づき選書され、書架に並んでいます。経済学研究科・

経済学部図書室と 工学研究科・工学部建築系図書室（吉田 ） でも、教員だけではなく学生も遺書を担っており、学

生ならではの視点を生かした選書老実施しています。ここでは両図書室の取り組みをご紹介します。

経済学研究科・経済学部図書室

図書委員会の下部組織として、教 うにしています。院生委員が作成

員8名、院生 11名で構成されてい した選書リストは、同じ領域の教

る選書WG があり、そとで選書を 員委員が確認を行い、教員委員が

行っています。各領域から 2～3

名選出されている院生委員には、年

に 2回ほど選書リストの提出を依

頼しています。

選書リストを作成する際には、推

最終優先 度を決定します。その後

図書委員会の承認を受け、購入す

るという涜れになっています。

学生が選書WG に参加するよう

になったのは、6年前からです。教

薦資料に優先ランクを付与してもら 員が考える図書館 に置いてほしい

い、図書室予算の幅に対応できるよ 本だけではなく、学生の考える「経

工学研究科・工学部建築系図書室（吉田）

図書委員会に、3回生 1名、4回 く、クラスの学生にも要望を聞い

生 1 名、院生 1 ～2名からなる学 て推 薦をまとめて くれています。

生委員がおり、年に 2～3回図書 各委員からあがってきた候補資料

室より、教員も含めた委員全員に資 については、図書委員全員で確認

料の推薦を依頼しています。元々学 を行い、承認を得た後購入されま

生委員は、4回生以上だったのです す。

が、4回生及び研究科が桂に移転し 選書内容ですが、教員委員の選

たのを機に、桂キャンパスにいる学 書では、新旧テーマを含 め広い視

生と吉田キャンパスにいる学生と、 野に基づいたものとなっています。

両方の声を聞けるように 3回生も 一方学生委員では、パースの書き

加わりました。学生委員は、自分の 方や模型の作り方に関する図書な

研究テーマに沿った資料だけではな ど、授業の課題 や学生自身の必要

いかがでしたか？

図書館・窒では、とれからも様々な企画を予

定しています。最新情報は、図書館機 構ウェプ

サイトおよび各図書館・室のウェプサイト等を

チェックしてみてください。

今回取り上げた図書館・室以外でも、あなた

の声から新たな企画が生まれるかもしれませ

ん。みなさんのパワーとアイディアをお待ちし

ています！

済に所属する学生にとって教育・

研究上必要な本」が選書されるよ

うになってきていると 思います。

院生委員には日頃から 情報収集を

お願いしているのですが、図書室

の本の選書を行うことで学生自身

の勉強になっている部分もあるの

ではないでしょうか。

性に直結した内容が目立つていま

す。そして図書室職員は、新刊カ

タログを中心として、他の図書館

に貸借の依頼を行った資料も対象

に入れ、リストの作成を行ってい

ます。結果的に当図書室の書 架に

は、教員・学生・図書室職員のニ

者三様の視点で選んだ資料が並ん

でおり、バランスのとれた 構成 に

なっていると思います。
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図書館機構アンケート報告

図書館機構では、 20百年6月から7月にかけて、7年ぶりとなる京都大学

の全構成員を対象にしたアンケート調査を実施しました。設闘では、 図書館

の利用方法などとともに、 図書館サービスの評価をお尋ねし、2,835件の回

答をいただきました。 ど協力いただいた学生、教膿員の皆様には、 あらため

てお礼を申し上げます。

さて次は、 回答結果をもとに図書館サービスへの期待度・現状評価・満足

度を内容別にマトリクスにしたものです（京都大学図書館機構アンケート報

告書p.23）。
ポスター

評価対象：全体総計
評価1低 帯価：中 智価：1鳴

金体 .. 
> 

4.4来繍 4.4以上～I>. 0来澗 6.0 以上
， 

.. 車
17.貸出冊像、貸出郷聞が適切で�る l.図書館・2量at便利な場所にある
4机・梅子の敏が十分で使いやすい 2.図書館・室内が清潔である
lli.開館日が適切で利用しやすい 9.図書留・室内は安全である

期待：高 11.図書利分に鋪っている 3.図書縮・室内は、快適で居，L、地
16.閉鎖時間聞が酒量切で利用しやすい がよい

8.学習、研究に集中できる

6.8以上

6.＆来測 26.クレームへの対応が迅速・適切である 26.Ml口・館内での職員の対応が
20.a宮内の案内や偽示がわかりやすい 良い
18.図書・複写物t:-学内・タ事唱と関わず迅速に
取寄せることができる
23.図書鎗・室の＂＂＇プサイトが利用しやす

期待：中
‘、

13.静香・事典績が十分に揃っている
14.電子ジャーナル・包子ブック・データ
ペースが4分』訴胴できる
19.資斜がわかりやすくE値されている
12.鯵鎗が＋・分1::.1tっている

s.o以上
6.0来書簡 s.グ＇ft--ープで利用できる場所が Z4.図書鍍・蜜がおこなう餓習会主Z充実して

墜っている いる
6.1(写鎗が適切に使いやす＜l!ftt 21.図書館・蜜の包布物が容易に入手できる
されている 22.図書館・富甚のE布絢の肉理事がわかりやす

期待：低 ー、

l臥同ーがい者の利用にErlされている
7.必要な機曲目を備えたパ:1�ンが＋分にあ

可、， る

く〉赤字：満足度が低い（0.8未満） ※満足度＝現状評価÷期待度
く〉青字：認知度が低い（『現状に対する評価」のN（わからない）の割合が40%以上｝
〈〉各マスの中では、上の方の満足度が高い

前回調査で満足度が低かった開館日や開館時闘が適切さについては、 満足度が向上しているものの一層の改善

が期待されています。また、図書の充実に対する期待度の高さに対して、 全学的な蔵書整備や資料取り寄せ制度

の充実などが必要となります。

他の回答からは、ラーニング・コモンズをはじめとした学習の「場」としての機能が望まれていることや研究

基盤として電子ジャーナルの整備が求められているとと、 また、 桂地区への図書館設置の要望なEもあらためて

示されました。さらに、図書館サービスの認知度の向上という諌題も浮き彫りになっています。

図書館機構では、今回のアンケート結果をもとに、今後もさらなる図書蝿櫨能の改善に取り組むとともに、『静傭」

などで図書館サービスの情報発信を行っていきます。

なお、アンケート報告書は、京都大学学術情報リポジトリKUR悶Mで公開していますので、

どうぞご覧ください。

http:/ /hdl.handle.net/2433/20276。 議護



大型コレクション紹介

2014年度から201ラ年度にかけて、 図書館機構が購入した大型コレクションについてど紹介します。

1 ll!Y�tt<fl,c，一一のー｜
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【内容紹介】1945～60 年代の第二次大戦後から冷戦

構造成立期にかけて、 東南アジア各国は独立・内戦

と大きな変革期を迎えていたにも関わらず、 当時の

実情を伝える資料は極めて少ない。 本コレクション

は、 アメリカ 国立公文書 館（NationalArchives and 

Records Administration，通称NARA）が所蔵する国

務省外交文書の中で、 在東南アジア各国公使館・領

事館が作成した報告書、 意見書、 政府間覚書など、

機密解除された文書を マイクロフィルムとして収録

しており、 当該時期の東南アジア各国の政治、 経済、

社会、 文化、 軍事、 外交など 多岐に渉る詳細かつ膨

大な記録の集大成である。 とりわけ、 収録 ラタイト

ルの中にラオス・カンボジアなど現在においても現

地資料が極めて少ない地域を含んでいる。

本コレクションは、 東南アジア地域研究に留まら

ず、 冷戦構造期の世界情勢を研究する上で不可欠の

基礎資料である。

I Bri 

Parts I & II （英国作家手稿デ一タベ一ス ）

宮rl州事itttar11.�興出問1ripts動thl(t

一
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一
一
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一
一
一
一
一

' 

一
一
一
一
一、，

田町一町

田町一－�＂＇均一副町
一一一副ー

国旬C崎町匝亙亘二二ヨ

回目：：：＝沼＂＂官：；； ＂－... 

【形 態】オンライン版フルテキストデータベース

【総ページ数】7 7万ラ千ページ

【内容紹介】BLMO は、 世界各地に散在していた、

12世紀から19世紀までの英国作家の手稿を収集し、

デジタル化したデータベースで、 2部構成となって

いる。

British Literary Manuscripts Online c.1660-1900に

は王政復古期から1900年までの主要作家の詩、戯曲、

小説、 日記の自筆原稿が収録されており、 古典主義

からヴ、ィクトリア朝小説に至る文学運動の軌跡をた

どることができる。 収録されている手稿は 約40万

ページに及ぶ。

British Literary Manuscripts Online Medieval and 

Renaissanceには中世・ルネサンス期の書簡、詩、物語、

戯曲、年代記、宗教書、備忘録などの手稿、約%万ペー

ジが収録されている。

このデータベースの特徴は、 原本についての詳細

な調査を行えるだけではなく、 完成途上の手稿が多

数収録されていることにより、 完成作品にいたるプ

ロセス追跡が可能なことである。 また、 文学作品を

多く収録しているが歴史的な資料としての活用も期

f寺できる。
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図書館・室からのおしらせ

・電子ジ、ャーナル・データベース認証システムが更新されました

このシステムは、 電子ジャーナルやデータベースを利用する際に必要となるものです。 2015年

12月14日（月）より新システムに移行し、 シングルサイン オンで、 MyKULINEなど複数の

Webサービスをスムーズに利用できる仕組みに対応しました。なお、乙のシステムの利用には、

ECS-IDあるいはSPS-IDが必要となります。詳しくは次のお知らせをご覧ください。
http://www刷ib.旬。to-u.ac.jp/mod叫田／bull目in/ind且php?pagc:＝叩idc:皮storyid=1785 

・附属図書館に研究公正コーナーを設置しました

これは、「京都大学研究公正推進アクシヨンプラン」の制定を受けて、 図書館機構が行う支援

の一環です。 ラーニング・コモンズ内のコーナーには、 学生や教職員の皆さんが公正に学術活

動を進める上で参考となる書籍を集 めていますので、 ぜひ手に取ってご覧ください。 資料リス

トは次のページからど覧いただけます。
http://www.ki』lib.kyoto-u.ac.jp/mod叫回／bulletin/ind回.php?page=article&storyid=180 5 

京都大学学術情報リポジトリKURENAIで公開している博士学位論文にDOIを付与します

DOIは、 インターネット上の電子データに付与される国際的な識別子で、 この仕組みにより、

論文へのリンク切れを防ぐことができます。詳しくは次の案内のとおりです。
回世時

http://www.kulib勾OtO・uιjp/modules/bulletin/index.php?page＝副icle&storyid=1810 

また、 KURENAI上の京都大学の博士論文へは、 次からアクセスできます。

http://rc:pository.kulib.kyoto-u.ac伊／dspace/handle/2433/48884

・人文科学研究所附属東アジア人文情報学研究センターの所蔵資料に利用制限があります

書庫改修のため、 2016年3月31日までの問、 漢籍四部書の大部分が利用できません。 なお、

中文新皐書、 中文雑誌、 和文雑誌は利用可能です。詳細は次をご覧ください。

伊州国

http://www.k叫ib.kyoto-u.ac.jp/mod叫田/bulletin/index.php?pagc:=artidc:&storyid=1766 

図書館機構報「静傭」読者アンケートにご協力ください。

「静傭Jの誌面老より充実させるため、 毎号の誌面を対象に、 読者アンケートを行っています。

アンケートにど回答いただいた方には、もれなく 「静惰」オリジナルのP C 用壁紙・ブックカバー

（文庫・新書用）をプレゼントします。 皆さんのご意見・ご要望をお待ちしています。

http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/m吋叫田/bull町凶ind凪php?page＝叩icle&storyid=1774 
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大きな円陣ができました。

ラーニング・コモンズは、 学生

と一緒に設計した学生のための

空間。 興味のある方はp.8へ！




