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Introduction. 



はじめに In叫 C↑ion

京都大学附属図書館は、京都帝国大学の創立から 2年半後に

あたる、明治32(1899)年12月11日を創立の日としている。当時

の建物は、一部を残して昭和11年1月に焼失した。二代目の建物

は戦前に起工されたが、戦時下のために昭和23年になって竣工

式が行われ、同年に開館した。その建物は三代目(現在)の図書

館が同一場所に建てられたため、昭和56年8月に解体された。現

在の附属図書館は昭和59(1984)年4月に開館したが、これまでの

施設に比べて大幅に改善されている。

3層の地下書庫は約100万冊の収容能力を持ち、そこには学内

所蔵雑誌のためのパックナンバーセンターが設けられている。

5万冊の収容能力を持つ貴重書庫は、壁天井床がすべて木製の校

倉造りとなっており、空調防災の面も、十分に完備されたもの

となった。そこには、 170点の重要文化財をはじめ、国内国外の

貴重な文献資料が納められている。

本館の情報サービスは内外の学術情報システムの成長と相応

し、大きく飛躍した。現在、学内外の150台を上回る端末機が本

館の電子計算機に、 LAN(KUINS)を通して接続されている。そ

れら端末機を通じた目録検索をはじめとするサービスは、今後

とも改良拡張するように検討している。

平成3(1991)年秋、京都大学の全蔵書冊数は500万冊に達した。

創立以降百年近い期間に、先学や図書館関係者が収集に努力し

た賜物といえる。近年、大学(院)設置基準の改正にみられるよ

うに、大学全体の姿が大きく変ろうとしている。 500万冊の資料

は、情報の発信源としての本館が、新たな学術環境に寄与して

いくための原資となるものである。これを次の世代に継承する

こともまた、本附属図書館の最大の責務であるといえよう。

京都大学附属図書館
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吾並年 自国 Chronologγ 

明治30(1897)年 6月

31(1898)年 7月

32(1899)年 7月

11月

明治32(1899)年12月

36(1903)年 4月

41(1908)年12月

大正14(1925)年 7月

昭和 8(1933)年 9月

9 (1934)年 2月

11(1936)年 1月

22(1947)年10月

23(1948)年 2月

34(1959)年 2月

12月

38(1963)年12月

39(1964)年 9月

41(1966)年 4月

46(1971)年 3月

54(1979)年12月

56(1981)年 1月

12月

58(1983)年 1月

10月

59(1984)年 4月

60(1985)年 1月

6月

11月

62(1987)年 1月

平成 2(1990)年 8月

10月

3 (1991)年 3月

秋

京都帝国大学創立

書庫の完成(第1書庫、煉瓦造、2階建)

閲覧室および事務室の竣工

初代館長島文次郎補任

11日 閲覧業務開始 この日をもって附属図書館創立の日とした

書庫の増築(第2書庫、煉瓦造、3階建)

「附属図書館商議会規程」制定

書庫の増築(第3書庫、鉄筋コンクリート造、4階建)

第2閲覧室開設(法経新館2階)

本学の蔵書数100万冊

第1閲覧室焼失

京都帝国大学附属図書館は京都大学附属図書館と改称した

2代目、図書館竣工

本学の蔵書数200万冊

附属図書館創立60周年記念式典挙行

開架閲覧室開設

附属図書館報 「静惰」を創刊

電子複写式による文献複写業務の開始

本学の蔵書数300万冊

附属図書館創立80周年記念式典挙行

商議会「京都大学附属図書館新営計画」を決定

本学の蔵書数400万冊

分類表の変更(NDLC:国立国会図書館分類表を採用)

3代目、図書館竣工(現行)

現行図書館開館 貸出返却(開架図書)の機械処理開始

パックナンバーセンター開設

本館電子計算機、東京大学文献情報センターとの接続完了

商用オンライン情報検索サービス、代行検索の開始

外国雑誌センター館(理工学系)業務開始

館内CD-ROMサービス開始

OPACjTSS(Online Public Access Catalog)運用開始

本館電子ファイリングシステム、宇治化学研究所図書室と接続完了

本学の蔵書数500万冊



図書館の機能 Services

資料の提供 Reference。吋 lending (附属図書館・館内資料として約70万冊所蔵している)

教養図書 (一般教養図書や学習図書を約7万冊開架している)

AV資料 (英独仏露中日の語学学習テープ・ピデオテープを用意している)

研究資料 (各種資料を、全分野にわたって全学的な利用に供している)

参考調査資料 (約3万冊の資料が参考資料コーナーにある)

各種コレクション (17点のコレクションが特殊文庫として整理されている)

貴重図書 (図書や標本、特殊文庫の多くが貴重書として特別な保管が施されている)

重要文化財指定 (39種、 170冊の図書が指定を受けている)

学術雑誌 (工学部所蔵の化学系約400誌と、本館所蔵の約100誌がある)

理工学系外国雑誌センター(他大学にはない、珍らしいものを含めた約1000誌の外国雑誌がある)

マイク口資料 (フラフ資料、新聞、 貴重図書などがマイクロ化されてい る)

フラフ資料 (世界の人類学・民族学・社会学・言語学関係の特殊資料である)

H uman Relations Area Files 

情報の提供 Informationservices (学内、近畿北部、 学術情報センターは、ットワ一月結んでいる)

調査の援助 (書誌情報調査や、図書館利用の援助をする)

資料の所在 (資料の所在場所を確認し、入手の援助をする)

オンライン目録検索 (館内や学内の専用端末で、京大と近畿北部国立大学の資料を検索できる)

OPAC/TSS (上記オンライン目録を、研究室のパソコンなどから も検索できる)

オンライン情報検索 (学術情報センターや商用のデータベースを有償で検索できる:校費扱い)

総合目録カード (オンライン化されていない図書のために、京大全学図書総合目録がある)

情報の入手 (国内および諸外国主要図書館所蔵の、資料情報を入手できる)

図書館相互協力 (文献複写サービスを中心とした、図書館聞の相互協力に参加している)

ニューメテ、イアのサービス(新しく流通しはじめたニューメディアにも迅速に対応している)

CD-ROM (内外の二次資料やその他新聞記事を、パソコンで自由に検索できる)

オンライン雑誌目次提供 (KUINS:京大キャンパス・オ、ットワークを利用して、宇治の研究所図書室

に、新着雑誌目次のイメージ情報を試験提供している)

展示会・講演会 (通常接することのできない貴重資料を、テーマ別に年2回公開している)

保存の機能 Deposit

貴重書庫 (24時間恒温恒湿、防火設備のある 貴重資料保管用の書庫である)

パックナンバーセンター (学内所蔵雑誌のパックナンバーが約7500誌、地下に保管されている)

利用の機能 Utilities

入退館の簡易性

貸出・返却の簡易性

情報の集中化

開架書架

(ゲートで図書利用証を挿入すれば入館できる。退館は自由である)

(開架図書の手続きは、コンピュータで迅速にできる)

(1階のメインカウンターで¥ほとんどの手続きを済ませられる)

(多 くの新着図書を、自由に手に取って利用できる)

調整の機能 |耐-L心Libr川G町叫「印γ C∞ωO∞Oα州「叶山d

図書館(室)の協力調整 (学内6ω4個所の図書室間の相互協力など、連絡調整を行つている引) 

近畿北部地区ネットワーク(滋賀・京都・奈良の国立大学各附属図書館の図書や雑誌に関する情報処理

センターとしての役割を担っている)

3 
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調査。rcul…山 … 日rvice

閲覧室
雑誌閲覧スペース

外国雑誌センター誌スペース

参考図書スペース

Jn[ 

カード目録室

企玄関 吹き抜けを見通す遮光ガラスの玄関ポーチには、 20m'の自動ドア付き風除室があり、 夏冬ともに快適な空調効

果を約束する。重厚な煉瓦タイノレ張りの玄関に立ったとき、歴史と伝統への信頼感がもたらされる。



企メインカウンター ゲートで利用証を挿入し、入った所にメインカウンターがある。館内のほとんどのサービスはこ

こてや行っている。 7つに分かれた各セクションでは、インフォメーション、図書雑誌の出納、複写サービス、参考調査

等の機能をはたしている。

A オンライン目録検索用端末機 利用者用に十数台の端末機が用意されている。京都大学および近畿北部地区国立大学

が入手した図書および雑誌の所在情報を検索できる。他に、 CD-ROM検索用のパーソナノレコンピュータも数台用意さ

れている。

5 



2F:閲覧と資料 Reading roomsαnd studγcarrels 

開架閲覧室

量』
ロビーラウンジ 開架閲覧室

開架閲覧室

ど

企E階開架閲覧席 全館876席のうち、ここ 2階閲覧室には約600席が用意されている。中心にユーティリティー、ラウン

ジ、吹き抜けなどを集め、その周辺に書架をセットしたコア様式により、閲覧席は自然光を十分に得られる仕組みに

なっている。

6 



3'F:展示
..d怜吾主主
Z玄自我 Exhibitions and meeti時 S

雑誌・特殊資料事務室

研究個室

マイクロリ ダープリンタ室

機械室
回

展示ホール

情報管理課事務室 教官談話室

企展示ホール これまで¥近世京都展、洋学史資料展、揺藍期の京都大学、近世人の読書、ジ、ヤーナリズムの源流、

維新資料展、和漢書古典籍のさまざま、近代ヨーロッパ思想の歩みなど、貴重書や特殊コレクションをテーマ別に展

示してきた。

7 



8 

4F: 理の中枢 Librαry computer room 

コンビュータ機器室 |
I 市 l 醐共同劇j周室 1 22 l 調査室

機械室
lコンビユ タ倉庫I~ヨA孟Jヨ PEV Sj Fi 

ZF |ヨ
大会議室

I-
総務課事務室 館長室

_ --_---------
"，，; 

Aコンビュータ ホストコンピュータ(FACOMM・360)は24MBの主記憶、15GBの外部記憶装置を実装 している。これを

利用している端末機は、 学内133台、近畿の5大学29台である。近畿北部地区データベースの構築 と利用、 受入予算管

理などに使われている。



Deposit stαcks 

卜
レ
ン
チ

ト1玉三三トレンチ

積層書架 集密書架

パックナンノてーセンター

ト
ル
ル
伊

貴重書庫

積層書架 集密書架

地下， F 地下2F 卜レ ンチ

企地下書庫地下lFには約25万冊の収容力をもっ積層式書架に、内外雑誌や京都大学博士学位申請論文を収蔵す る。 最

深の地下2Fには約75万冊収容可能な集密書架に、パックナンバーセンターと特殊文庫を置き、また50万冊の和洋図書

を収蔵している。

企貴重書庫(地下1F) 5万冊の収納力がある貴重書庫は、 24時間連続の空調設備をもち、内部はブナと米杉の板張りと

なっている。とくに壁面は板を落とし込みにしており、いわゆる校倉造りとなっている。このため結露、温度変化へ

の対応は万全である。

9 
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建物概要 伽ilding

構造

鉄骨鉄筋コンクリート造り (SR C) 

地上4階地下2階塔屋1階

面 積

l建 2…延 14，011.25m2 

各階床面積と主な施設内容

塔屋階 256.77m2 エレベータ一機械室、空調機械室

地上 4階 2，262.09m2 大会議室、小会議室、研修室、地域共同利用室、調査室、応

接室、コンビュータ機器室、オペレータ一室、遡及入力調査

研究室、百年史編集史料室、館長室、部長室、総務課事務室、

印刷室、職員休憩室、更衣室

地上 3階 2，297.98m2 展示ホーノレ、 A Vホール、映写室、 AVブース、特殊資料室、

貴重書閲覧室、研究個室、共同研究室、教官談話室、情報管

理課事務室

地上 2階 2，168.70m2 開架閲覧室、タイプ室、ロビーラウンジ、対面朗読室

地上 1階 2，319.29m2 玄関、エントランスホーノレ、カウンタ一、新聞ラウンジ、カー

ド目録室、検索用端末コーナ一、参考図書スペース、雑誌閲

覧スペース、外国雑誌センター誌スペース、救護室、暗室、

情報サービス課事務室、管理室

地下 1階 2，353.21m2 貴重書庫、積層書庫

地下 2階 2，353.21m2 集密書庫

設計

京都大学施設部、株式会社富家建築事務所、株式会社末松設備綜合コンサノレタン卜

管理

云 ム学施設部

工期

着工/昭和56年12月26日 竣工/昭和58年10月20日

総工費

2，677，500千円(建築 2，030，550千円設備 646，950千円)



図書館の現況と統計 O川叶川川州山lin川n一eωO
-開館時間 Library hours 

平土曜日日
(夜間開館) 午午前目1199 時時~午午後後 95 時時ままでで

特定期間(夜間閉館)
1 月 6 日 ~1 月 10 日

午前 9時~午後 5時まで
7 月 21 日 ~8 月 4 日

8 月 16 日 ~9 月 10 日

国休館日 TheLibrary is closed on the following days 

・日曜日、国民の祝日等

-本学創立記念日(6月18日)

-図書整備等、業務上の都合による休館日

毎月末(末日が日曜祝日にあたる場合は、その翌日)

4 月 1 日 ~4 月 5 日
8 月 5 日 ~8 月 15 日

12月25日~翌年1月5日

以上のほか、臨時休館することがあります。

- 利 用 資 格 Quαlificationfor utilization 

・本学の名誉教授

・本学の教職員

-本学の学生

・その他、館長が特に認めた者

-主な利用対象者数(平成3年5月1日調べ) University personnel and stude山

学部学生 大学院学生 教職員 ム、
口 計

12，977 4，259 5，476 22， 712 

-年間総入館者数(平成2年度) Number of users in 1990 

学内者 学外者 合計

642，336 1，694 644，030 

-蔵書数(平成3年5月1日調べ) sook stocks 以下( )内、附属図書館内数

和書 洋書 メ入
口 計

2，561，895冊
(468， 770) 

2，403，864冊
(254， 277) 

4，965，759冊
(723，047) 

-年間増加冊数(平成2年度) A川

和書 洋書 ρ、
日

キ
l==ロ

44，652冊
(7，172) 

74，870冊
(2，452) 

119，522冊
(9，624) 

-所蔵雑誌種類数(平成3年5月1日調べ) Number of periodicals 

和雑誌

33，745手重
(9， 701) 

61，977手重
(18，860) 

洋雑誌 ρ、
日 計

28，232手重
(9， 159) 

11 
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組織その他 Organizαtions and other data 

険組織機構 Organizational伽 rt

商議会一一選書分担商議員会議

「一総務課長

館長一一事務部長→-情報管理課長

情報サービス課長

b職員数 Personnel (平成3年5月1日)

70名(非常勤職員を含む)

b経常費 sudget(平成2年度)

図書購入費

仁 専門員
(百年史編集史料室)

亡 専門員

亡 専門員

「庶務掛

L唯理掛

「図書受入掛

ト和書目録情報掛

ト洋書目録情報掛

L システム管理掛

「参考調査掛

ト資料運用掛

ト4佐誌・特殊資料掛

」相互利用掛

総計

145，594千円

図書館運営費

146，775千円 292，369千円

大主な刊行物 Officialpublications 

京都大学附属図書館報 『静11背』、年4回発行

京都大学蔵『大惣本目録』、 3分冊(1988-1990)

1女守重要文化財一覧 1m庁m叩1甲1por仰阿O町「附f

紙本墨書 万葉集巻1凶6(尼崎本) 1帖平安末鎌倉初期筆写

紙本墨書 古今集注 20巻2帖藤原教長撰仁治2年(1241鎌倉中期)伝二条師忠筆

紙本墨書 兵範記 49巻兵部卿平信範長承元年 (1132) -承安元年(1171)

紙本墨書 範国記 1巻 平範園長元 9年(1036) 夏秋冬記

紙本墨書 知信記 1巻 平知 信 天 承 2年 (1132) 春記

清原家家学書 34種 紙本墨書 (南北朝から室町時代のものを中心とする)

大特殊文庫 Special collection 現在17の文庫があり、その多くは貴重書や重要文化財の指定をうけている。

平松家本朝廷の儀式典例、日記に貴重なものが多い。兵範記、範囲記、知信記の三つは重要文化財指定を受

けている。また、真名字本平家物語も著名である。

清家文庫 明経道清原家に伝わった経書ならびに日記秘伝を中心とする。清原家家学書34種は重要文化財であ

る。中でも孝子伝は複製され、広〈紹介された。

近衛家本 著名な陽明文庫が設立された際、近衛家から3150冊の典籍が本学に寄贈された。漢籍の他、宇津保

物語、落窪物語、大鏡などの古写本もある。

谷村文庫 大正昭和の実業家谷村一太郎氏旧蔵の和漢9200余冊の稀書である。新村出博士の縁で本学に寄贈さ

れ、光明皇后願経、伝桓武天皇写経など、異色である。

維新資料 吉田松陰の遺墨を中心に、維新の関係資料が多数ある。奇兵隊日記や大久保利通自筆 「三藩盟約書

草案」、 平野国臣のこより文字など貴重である。



案内地図 Location and maps 

JR東海道本線
至東京

市パス案内図 Transportation:fromKyoto S↑ation IJRJ and others 

附属図書館位置図
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主要鉄道駅 乗車ノfス停 市バス系統 市バス経路等 下 車 ノt ス 停

京都駅 京都駅前
206系統 七条一東大路通経由 北大路駅行 「東一条」又は 「百万遍」

特17系統 河原町一今出川通経由 錦林車庫行 「百万遍」
( JR・近鉄) -・・・ ・・・・----------- -.・ー"・・ー・ ------ ーー，ー司・--------_ーーー，ー-----------------------------------ー・.--・・ーーーーーーーーー曲・・・・・・・・・・ーー・---ーーー・ーー・ ーーー・ー・

京都駅八条口 17系統 河原町一今出川通経由 錦林車庫行 「百万遍」

四条河原町①
201系統 四条一東大路通経由 百万遍・みぶ行 「東一条」又は 「百万遍」

31系統 四条ー東大路通経由 岩倉操車場行 " 阪急河原町 ーーーーーーーー甲車・・ --ーーーーー ーー ーーー ーーーー ーーーーー -----------早-------_-・・・・・・・・・・ー，ー・ -----------司 ・----------- -・ ・・ー・・ ・・ ・・・ ・・・ー・ ・・・・・・ ・・・ ・・・・ ・・ー ・--ー ーー-----

四条河原町②
3系統 河原町一今出川通経由 北白川仕伏町行 「百万遍」

17・特17系統 河原町一今出川通経由 錦林車庫行 「百万遍」

地下鉄今出川 烏丸今出 川
201系統 今出川一東大路通経白 紙園・みぶ行 「東一条」又は 「百万遍」

203系統 今出川ト白川通経白 紙園・西大路四条行 「百万遍」

京阪出町柳 当駅下車東へ徒歩15分
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