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新機構長からのメッセージ 

法学研究科教授　林  信夫 

図書館へようこそ！ 

　京都大学の図書館は、創立110年を既に超えた附属図

書館と各学部・研究科や研究所等の部局図書館・室から

なっています。この4月から図書館機構長・附属図書館

長に就任しました林です。どうぞよろしくお願いします。 

　図書館は、書籍等の紙媒体だけでなく、電子ジャーナ

ル等の媒体にも容易にアクセスできる知の宝庫です。紙

媒体には国宝や重要文化財も多く含まれ、みなさんの知

をさらに深め、また新たな知への誘いをお手伝いする場

が図書館ですので、是非大いに図書館を利用下さい。 

　各専門分野に特化している部局図書館・室で知にアク

セスするもよし、広い空間を、また24時間利用可能なス

ペースを提供している附属図書館で知にアクセスするも

よし、それぞれの目的に応じて図書館を利用いただけれ

ばと思います。 

　図書館スタッフ一同、みなさんの学習や研究のお手伝

いをすることができる日を心待ちにしております。 

 

林　信夫　　 

はやし   のぶお 

新機構長プロフィール 

1948年生。専修大学教授・立教大学教

授等を経て2002年より、京都大学法

学研究科・法学部でローマ法・法曹の

歴史を教えている。2011年4月より京

都大学図書館機構長・附属図書館長に

就任。 

専門分野はローマ法。著書・論文に、

①『ラテン語法格言辞典』（共訳編〔柴田・

林・佐々木〕、慈学社、2010年）②「『勅

法彙纂』第四巻第二一章第一七法文に

ついて ― 贈与「契約contractus」との

関わりにおいて」（『法学論叢』第160

巻第3・4号、2007年）③Código civil 

 japonés （trad. y nota por R. DOMINGO 

y N. HAYASHI, Madrid, 2000）等がある。 
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一冊の本シリーズ18

宮崎市定 

『中国政治論集』 

文学研究科  准教授　 中砂  明徳   

 

　何年か前に生協書籍部の「新入生に勧める本」という企画に答え

て、本を３冊推薦したことがある。はたして反響があるものなのか

どうか確かめようとルネのそのコーナーを覗きにいったところ、全

く売れている様子がないのに落胆した。３冊のうちの１冊は内田樹

『先生はえらい』（ちくまプリマー新書、2005）だった。内田はそ

の頃既に売れっ子だったが、世間に広く知られるようになったのは

『日本辺境論』からだろう。今でも彼の傑作を挙げよといわれれば、

ためらいなく『先生はえらい』を推すが、これが今回の「私の一冊」

というわけではない。 

 

　内田は『日本辺境論』『街場のアメリカ論』と三幅対をなす『街

場の中国論』（増補版、ミシマ社、2011）の中でこう言う。「かつ

ては白川静先生や吉川幸次郎先生のような知的高揚をもたらす中国

研究をなされた学者はいらしたわけですけれど、それに準じるレベ

ルの中国研究を私は久しく読んだ記憶がありません。」私はこのく

だりを読み「誰か忘れてやしませんか」とつぶやいた後、宮崎市定

の認知度は思ったほどではないのかなとも感じた。早くも60年代末

に全集の刊行が始まった中国文学の吉川幸次郎に比べ、東洋史の宮

崎のそれは晩年の90年代である。だから若い人たちには宮崎の名前

の方が耳に入りやすいだろうし、文庫本になっているものもかなり

ある。しかし、今ちょっとしたブームになっている白川静に比べる

とどうだろう。そこで、『中国政治論集』を薦めたい。 

 

　この本はもともと吉川が監修した朝日新聞社の「中国文明選」シ

リーズの１冊として40年前に出たものである。あとがきに「現在の

社会はあまりにも政治に毒せられた若者が多い」とある。「政治の

国」の政論を紹介した本書が「政治の季節」の解毒剤として当時ど

れだけ読まれたかは知らない。選ばれたのは宋代以降の16編、毛沢

東から王安石まで時代をさかのぼる形で並べ、訓読・解説が加えら

れる。通常の意味での政論以外のものも選ばれているのは、このわ

ずか16編をもって中国の近世から現代に至る歴史の展開を説明して

みせようという歴史家の野心と自信から来るもので、とても常人に

真似のできる芸当ではない。 

 

　本書が歴史の「倒叙法」の成功例であることも指摘しておきたい。

著者は序説で「倒叙なんて意味がない、列べ直せば同じこと」とい

う評が出ることを予想しているが、本書の倒叙にはちゃんと意味が

ある。日本人にとっての「中国」は、古典と現代で乖離してしまっ

ている。吉川の漢学、白川の漢字の世界から今の中国が見えてくる

だろうか。「私は現今の若人に対し、政治から一歩離れて関心を持

つことを望みたい。そのためには『政治論集』などは一冊も売れな

くても構わない」とかつて宮崎は言ったが、政治の季節がはるか遠

くなった現在こそ、政治大国の骨法を指し示す本書は「現今の若人」

に読まれてしかるべきだと思う。 

 

出版: 中央公論新社、2009.9 

数量: 20, 527p ; 18cm 

シリーズ: 中公クラシックスJ40 

ISBN: 978-4121601124  

附属図書館所蔵 

2Ｆ開架　A‖23‖チ4 
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資料の探し方 －KULINE（クライン）の使い方を中心に－ 

文献管理ツールの使い方 －RefWorksを中心に－ 

学術論文の探し方：日本編 －CiNiiを中心に－ 

学術論文の探し方：海外編 －Web of Scienceを中心に－ 

膨大な情報から効率よく検索して、目的の情報にたどりつくための力、 

 情報リテラシーの向上をはかるための方法を以下にご紹介します。 

方法１ 講習会を受ける 

附属図書館では、講習会を毎月開催しています。例えば...

方法2 図書館のデータベースを使う 

● 

● 

● 

● 

　試験期間が近くなると、『論文・レ

ポートの書き方と文献の集め方を知

るための講習会』を開催します。この

講習会では、これから論文やレポー

トに取り組む方を対象に、図書館活

用術とインターネットで学術情報を

検索するコツをお教えします。総合

的に学術情報の集め方を知りたい方

におススメの講習会です。 　データベースやツールごとに効果的な使い方を少人数

で説明しますので、探したい情報への近道を見つけるこ

とができます。 

他にも、学部・研究科の図書館・室での講習会、データベースの提供元が実施するインターネット講習会などがあります。 

詳しくは、［図書館機構のホームページ（http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/）→図書館を使うには→講習会のご案内］をご覧下

さい。 

図書館機構のホームページでは、各データベース（DB）の操作案内「レファレンスガイド」を公開しています。それを読んで、

DBを実際に使ってみませんか？ 詳しくは、［図書館機構のＨＰ→図書館を使うには→資料の探し方ガイド］をご覧下さい。 

KULINE CiNii Web of Science

図書や雑誌の所蔵を調べられる

蔵書検索システム 

最近では、電子ジャーナルや電

子ブックも調べることができま

すので、図書館まで行かずに、

ここから図書や雑誌を利用でき

ることもあります。 

日本語の論文を検索できるDB  

 

日本語の論文を探したいときに

は、まずこのデータベースで調

べて下さい。 

一部は本文まで読めます。 

自然科学系・人文科学系など 

幅広く論文情報を収録するDB  

英語の論文を調べたいときに便

利です。どの論文が注目されて

いるか(被引用回数)も調べるこ

とができます。 

この他専門分野ごとのデータベースもあります。［KULINE→データベース］か、以下のURLからアクセスして下さい。 

データベースリスト: http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/gakunaidb.html （ただしECS-ID or SPS-IDが必要） 
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担当教員から内容をご紹介します 

■ 第2-4回 分類の一般概念と分類理論 

　情報の整理や探索の基盤として、情報の分類という問題があります。本
講義では、まず、分類が視点や観点によって変わりうることを指摘した上
で、動植物分類とともに発展した分類学の歴史、十進分類法やコロン分類
法などの図書館における分類、シソーラス等での言葉の分類、さらにクラ
スタ分析などの数量分類学について解説します。 
 また、近年のウェブ検索に代表される情報検索の仕組み等についても講
述します。 

■ 第5-6回 目録情報とその利用法 

　「目録」の授業は講義部分と演習部分で構成されています。講義部分で
は書架に図書を並べて管理するという日常的にだれもがやっていることと、
それを容易に取り出せるようにするという仕組み(目録など)が、図書館で
どのように歴史的に展開し、現状はどうで、どのような課題があるかとい
った基礎的な説明をします。演習の部分では、具体的な図書や雑誌論文の
探し方を、京大のOPACを使って演習を行いますが、一見、簡単に思われ
る検索が、意外に複雑で難しいことを受講者は実感します。思想的な内容
と実践的な演習の組み合わせが、この授業の特徴です。 

■ 第10-12回 インターネット情報およびデータベースとその活用法 

　検索エンジンを使えば、どんな情報でも簡単に手に入ると思っていませ
んか？正しい情報を入手するためには、発信元を思い浮かべ、検索語を吟
味し、結果のバイアスを排除し、世界にも目を向け、その時空間において
何が正しいかを見抜くチカラと経験が必要です。この講義と演習では、難
題を自ら調査する経験を通して、あなたはネットで情報探索をするときに
陥りやすいポイントに、きっと気づくはずです。 

■ 第1回 大学図書館の機能と研究活動 

　そもそも大学図書館は何のために存在し、どのようなサービスを行って
いるのでしょうか。この回では授業の導入として、京都大学の場合を例に
挙げ、上記の点に関する大学図書館の特徴や実情を解説します。 

■ 第13回 大学での研究・学習と情報源 / 第14回 総合演習 

　論文・レポート執筆のコツも視野に入れ、これまでの授業内容を復習し
ます。 

■ 第7-9回 参考資料の種々とその利用 

　皆さんの辞書・事典類の使い方は「分からないことばが出てきたら調べ
る」という程度にとどまっていないでしょうか。実際にはこれらは「発想
のヒント」「優れた文献を見つけ出す手がかり」となります。この回では
辞書・事典類＝「参考資料」の活用法に加え、事典類を通じて把握した論
文を探し出す方法を学んでいきます。 

方法3 全学共通科目「情報探索入門」を受講する 

　試験勉強やレポートのために、インターネットで情報検索をしている

けれど、「きちんと調べられているのかな?」「この情報をレポートに書

いてもいいのかな?」と不安を感じたことはありませんか? 

　情報探索入門を受講すると、データベースやインターネットを通じて、

論文・レポートを書くための情報検索ができるようになり、卒業論文作

成にも役立つ検索テクニックを身につけることができます。　 

＊後期月曜日２限の講義となります。 

参考　 情報探索入門： http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/modules/support/index.php?content_id=3
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KURENAIコンテンツ紹介 

New！ E-BOOK

幻の魚、クニマス発見論文掲載 
　昨年12月、「絶滅したと考えられていた魚『クニマス』が発見さ

れた」とのニュースが報じられました。 

　クニマスはもともと、秋田県の田沢湖に生息していました。と

ころが、1940年に水力発電のため玉川の水が田沢湖に導入されま

した。玉川の水は酸性が強く、クニマスには適さないものでした。

クニマスは姿を消し、以降、絶滅したものと考えられてきました。 

　中坊徹次総合博物館教授から「クニマスの絵を描いてほしい」

という依頼を受け、さかなクンが京都大学にやってきました。総

合博物館にはクニマスの標本がありますが、ホルマリン漬けのた

め色が抜けてしまい、白くなっています。さかなクンは絵の参考

にしようと、近縁種であるヒメマスを取り寄せました。ところが、

山梨県の西湖から取り寄せたヒメマスの色が黒かったので、さか

なクンは「これはクニマスではないか」と考え、中坊教授に見せま

した。これが、今回の発見につながったのです。 

　西湖から発見された魚がクニマスであることを証明するには、

どうすればいいのでしょう。田沢湖のクニマスは絶滅しており、

直接比較することはできません。標本が残っているのでDNA鑑定

ができそうに思えますが、標本はホルマリン漬けのためDNAが壊

れていて、採取できません。そこで、以下の方法が取られました。 

・記録に残っているクニマスの特徴、生態、生息に適した環境と、                

　西湖のクニマスのそれとを比較する 

・西湖のクニマスのDNAと西湖のヒメマスのDNA、西湖のヒメ

　マスのDNAと阿寒湖のヒメマスのDNAをそれぞれ比較し、ク

　ニマスのDNAがヒメマスとは異なることを証明する 

　「我々はこの種を保護する2度目のチャンスと、過去の過ちから

学ぶ機会を与えられた。」という最終パラグラフの文章が大変印

象的な論文です。 

　左記URLから「KURENAI」にアクセスしてお読み下さい。 

 

　2011年2月22日プレス発表されたクニマスの

論文の全文がKURENAIにて公開されています。 

論文タイトル： 

京都大学学術情報リポジトリとは 

リポジトリとは「保存庫」という意味で、京

都大学の博士論文や先生方が書かれた論文、

紀要などを収録して、webで世界中からアク

セスできるようにしたデータベースです。 

http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/

  國史大系第1～21巻 

　新しい電子書籍・吉川弘文館『新訂増補國史大系』を購入しました。『国史大系』

には六国史以下の史書や物語など根本史料となる古典籍が収録されています。日

本史や国文学を学ぶものには必須の基本書を『日本書紀』から『増鏡』までの第1

～21巻を揃えました。 

　基本となるからいつでも使いたい、けれど図書館ではたいてい参考図書だから

帯出不可だし、自分で購入するのは難しい。そんなときこそ、いつでもどこでも読

める電子ブックの強みが活かせます。膨大な叢書ですが、もちろん本文検索もでき

るので、例えば「日本書紀」内の“八咫烏”の記述も一発で探しだせます。 

　［KULINEで書名検索（電子ブックで絞り込み）→本文へリンク→EBSCOhost→

Table of Contents］で見られます。 

Oncorhynchus kawamurae   Kunimasu,  a deepwater  

trout, discovered in Lake Saiko, 70 years after extinction  

in the original habitat, Lake Tazawa, Japan 

http://hdl.handle.net/2433/138094
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＜図書館・室紹介＞ 

地球環境学堂図書室 

本部構内の北側にあります。 

利用者は学生が多く、環境に関する 

さまざまな図書を収集しています。 

図書室の歴史は？ 

　地球環境学堂･学舎は2002年4月に創立され、研究組織として「地

球環境学堂（地球環境学研究部）」、教育組織として「地球環境学舎

（地球環境学教育部）」、教育･研究支援組織として「三才学林」の三

組織から構成されています。図書室は2005年4月に設立され、2回

の引っ越しの後現在の場所になりました。 

よくある質問を教えて下さい 

　最近は博士論文の閲覧、OPACで「研究室貸出中」図書の貸出の

希望が多いです。何れも利用可能ですので、遠慮なくおっしゃっ

て下さい。 

この図書室の特色は？ 

　地球環境学堂・学舎は、工学研究科、農学研究科、人間･環境学研

究科、経済学研究科等からなる文系・理系融合の研究科で、24ある

分野のおよそ2/3は、基本的に5年ごとに入れ替わるユニークな研

究・教育組織です。地球環境だけでなく、その分野の専門の図書が

毎年蓄積していきますので、哲学、土木工学、経済学、法学、地理学、

民俗学…などなど、幅広い分野の図書が所蔵されています。 

学生へのメッセージをお願いします 

　基本図書も幅広く所蔵されていますので是非ご利用下さい。ま

た窓際のカウンターブースでは四季折々の草花を身近に見なが

ら勉強が出来ます。集中できると好評ですので是非利用しにいら

して下さい。 

貸出の多い図書を教えて下さい 

　例えば、「環境経済学講義(有斐閣 2008)」

はよく貸出されます。 

また「Space law （Eleven International 

c2006）」は、国内ではこの図書室にし

か所蔵がないようで閲覧･貸出が多い

です。 

利用者はどのような人ですか？ 

　学生、留学生が多いです。他大学からの利用も増えてきました。 

場所：本部構内、総合研究5号館1階 

開室日時：月曜～金曜10:00～12:00、13:00～17:00 

休室日：土曜・日曜、祝日、創立記念日（6月18日）、

年末年始、その他臨時に閉室あり。 

閲覧について：開架図書については京大教職員・

学生、身分証明書を提示できる者は閲覧可。貴重

図書（博士論文・修士論文）は事前連絡が望ましい。 

貸出について：京大教職員・学生　図書５冊/1ヶ月、

雑誌5冊 / 2日間。 

複写について：室内での複写可（ただし地球環境

学堂事務室発行のコピーカード使用のみ）、事務

室発行のコピーカードが無い場合は、コピー用紙

を持参。 

学外者の利用：臨時に閉室する場合があり。また、

京大蔵書検索KULINEで「研究室貸出中」「貸出中」

と表示があるものは当日の利用が出来ない場合が

あるので、特定の資料の利用を希望する場合は事

前連絡が望ましい。 

連絡先：〒606－8501 京都市左京区吉田本町　 

　電話：075－753－5631 FAX：075－753 －9187 

　E－Mail：tikyukantosho@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 

 

今出川通 
北門（理学部前） 京大農学部前 

総合研究5号館 



図書館からのお知らせ 

シラバス指定図書リストができました！

夏季休暇中　図書館の開館はいつ？

●学習室２４のご案内

http:／／www.kulib.kyoto-u.ac.jp／syllabus／index.html

　全学共通科目で指定されている教科書･参考書について、本学図

書館の所蔵リストができました。リストの「KULINE」表示をクリ

ックすると、実際に「KULINE」（京都大学蔵書検索）の検索結果

が表示されて、一目でどこにあるかがわかります。 

　他に理学部のシラバスリストへのリンクもご用意しています。 

どうぞご利用下さい。 

　夏休みに、ぜひ図書館のご利用を！［図書館機構HP/KULINE 

→開館日程（画面右上）］でアクセスできます。 

夏休みの休館・休室情報まとめ 

節電にご協力下さい！

　大学からの要請を受けて、各図書館･室では節電対策を行っています。ご不自由をおかけ

しますが、ご協力のほどよろしくお願いします。 

利用時間 

月曜日-木曜日 10:00 -翌朝9:00  

金曜日 10:00 - 22:00 

土曜日、日曜日、祝日 10:00 - 17:00 

※毎朝9時00分～10時00分は清掃のため閉室します。 

※祝祭日・休館日の前日の利用は22時00分までです。 

※ただし、節電対策により一定時間閉室する場合があります。 
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