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野入問さん 京 都 贈 へ の 時 お め で と う 部 ま す さ て もう大

学図書館には行ってみましたか? 必泌泌総波γ続税以後改ズ

今まで使っていた学校図書館や公共図書館とは、違った使い方がいろいろできま

す。ぜひ、これからの大学生活に、京都大学図書館を活用してください。京都大

学には 50以上の図書館・室があります。それぞれの利用方法は各図書館・室の

図書館で本を借りるには、住所登録をする必要があります。

←利用証申請書 (住所届)を、附属図書館または所属

学部の図書館・室に提出してください(ガイダンスで配布、

各図書館・室にも備付)0 <γ心 Vλ'¥".ハず

申請書に、ECS-ID(aO ~ではじまる情報環境機構の利用コー

ぷ ド)を記入すると、オンラインサービス MyKULlNEが利用
※住所変更などがあった場合も ミ
図書館に届出てください。 、ivJできるようになります。MylくULlNEでは Web上で図書の

fiうタ:予約や貸出の更新(延長)ができます。
x〆<'¥(〆〆みど《メT-"<V'xλみく XXXXx  <XX"< 

心さふおじご孜、話ぬるるる00る0<
学術情報リテラシ一入門 ~…~…ぃ

ー図書館と Web情報の活用 -A

本学教員と図書館員が担当する情報リテラシー

の授業です(全学共通科目・後期月曜2限開講)。

図書館の一般的な書籍や雑誌から、インターネッ

卜上の情報、電子ジャーナル・データベースな

ど多様な学術情報源を駆使する基礎を学べます。

LEVEL 
図書館に入る
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本を借りてみる

長附属図書館、人環・

総人図書館などには、

セルフで本の貸出処理

を行える自動貸出機が

あります。



目的の本・雑誌・

視聴覚資料を

探す

長http://kuI i ne.ku I i b.kyo 

to-u.ac.jp/ 

KULlNEとは、京都大学

のすべての図書館・室

に所蔵されている図書

や雑誌・電子資料が検

索できるデータベース

です。

Web上で、 24時間ど

乙からでもアクセスで

きます。

4 

自習する・

グループ学習を

する

長昼夜を問わず勉強で

きるスペース(学習室

24)や、グループで討

論などができるスペー

ス(環 onなど)があ

ります。

京大にない場合、

他大学・他機関

から、本や論文

のコピーを取り

寄せる

ここまできたら

あなたも大学図書館

マスター!

公共図書館とあわせて利用しよう

専門書 ・学術書の多い大学図書館に比べて、

公共図書館は小説、一般書、一般雑誌を数

多く所蔵しています。

その自治体の資料など、郷土資料を網羅的

に所有しているところも。

図書館によって特色が違うので、効率的に

使い分けていきましょう。その図書館の

OPAC (蔵書検索)や横断検索サイトを使う

と便利です。

ー・固 白

京芙 ユ
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11 ¥1 図書館・室紹介 111111111 

数理解析研究所図書室

数理解析研究所図書室は 1963年(昭和 38年〉に開設さ

れました。今年開設 50周年を迎えます。当図書室は、専門

図書館として、数学、応用数学、計算機科学、理論物理学の

分野の文献と資料を収集・整理しており、専任所員や本学の

研究者のみならず、広く国内外の数理科学の研究者に利用し

ていただいています。

数理解析研究所は数理科学の基礎的研究を推進する唯一の全

国共同利用研究所です。年聞を通じて数多くの研究集会やシン

ポジウムが開催され、国内外から多くの研究者が参加されます。

図書室はそれらの参加者の万々にもよく利用され、文献の提供

など多様な支援・サービスを行っています。

当図書室の蔵書数は、 2012年4月現在、 93，385冊(う

ち洋書 85，957冊〉、所蔵雑誌は 1，561種(うち洋雑誌

1，430種〉です。専門書をはじめとして、一般には入手し難

いレクチャー・ノート(講義録〉やプレプリント(学術誌に投

稿する前に印刷配布する先刷〉等についても、海外の諸機関と

資料交換することにより入手に努めています。収集した資料の

情報はデータベース iRIMS-DBJとして構築し、広く学外ヘ

発信しています。

また、当研究所では全国共同

利用研究集会等の記録として

「数理解析研究所講究録」を刊

行しています。京都大学学術情

報リポジトリ KURENAIでは

1 rv  1800号まで全文を公開

しています。同じく当研究所刊

行の論文集 iRIMS-PreprintJ

についても、当研究所のホーム

ページで公開しています。

ぜひ研究にご活用ください。

=ー揚百三4七音頭困=主主理解1Fü買究耳立ß~迎去呈窒一一一一

一 開室時間÷月山金-9:00-17:00-

ニヶーコ肱室日-:--f"?""日プ祝日三重日立記烹日コ宣J8):

年来年始でーその他臨時間霊あり

一一一連絡先:干606=850去京都存在京医北白)11追分町 一一一一

二~σ主J753~223=

一一一ー開制限苛百i3-干現5

一一=E:;:MAIL::Ji!:iraJ-Y@Kurims.kj卯to~u .acjp

ー- tJRt: httpプIwww:kurimo.kyoto可苛CJPプ-libr-ary/Home.html-ー一一

I ~&，経 .数理研|三三

=・三三|日〔
乱惑星

亡「 農学部正門

今出川通
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附属図書館研究開発室 准教授 (図書館情報学 ・東南アジア研究)

伝記や自伝を面白いと思うようになったのは、最近のことだ。ご多分に洩れず、

子供の時に教育的な配慮の行き届いた伝記を、親や教師に与えられるままに一通り

読んだ。エジソン、野口英世、キュ リ一夫人、マザー・ テレサ、といった面々の伝

記で、その後読み返したことはないが、努力と勤勉という道徳観が強調され、彼 -

彼女ら一人一人のとんでもない個性も、彼 ・彼女らが生きた時代の息吹も伝わって

こなかったように思う。

大人になって大学院で研究を始めるようになってはじめて、テーマに関係ある

人々の自伝や伝記を自分で探して読むようになり、歴史の流れの中で、教科書で、習っ

た史実が一人一人の人生に与えた影響を知る面白さを理解すると同時に、主人公の

持つ強烈な個性に魅了された。

『ヤシガラ椀の外へ』は、文系の人の多くが大学や大学院課程で読むナショナリ

ズム論の古典の一つ 『定本想像の共同体~ *の著者、 ベネディク ト・ アンダーソン

の学問的軌跡を描いた自伝である。乙のような知の巨人の自伝であれば、当然英語

で出版されればかなり売れるはずだが、著者の希望で日本語訳のみ出版されている。

本書は、アンダーソンが中国で生まれて、アメリ力、アイルランドとイギリスで、育っ

た幼年期に始まり、ケンブリッジ大学を卒業後、半年間の無職期聞を経て、コーネ

ル大学に就職し、東南アジアをフィールドとする比較政治学者として歩んできた過

程が、我々後学の徒に向けてユーモアに満ちた温かい言葉で綴られている。

知の世界の歩き方
一一人と書物との出会いが導く研究アプローチ

本書では、アンダーソンの言語への一貫した強い興味、移動が多い人生から培わ
マージナル

れた「周辺」に位置しているという感性を持って比較研究を構想していった過程、

既存の学問分野に縛られない研究アフローチが、研究者に限らず様々な人と書物と

の出会いの中から導かれていった詳細が分かる。研究をすすめる上でも参考になる

が、私にとっては、学術的というよりは感情的に揺さぶられる本であり、それが他

の研究者による学術的な伝記や自伝を読んだ際との違いであった。

といっても、私が本書から受け取ったメッセージはシンフルだ。それは、人と本

との出会いをその都度大切にすること、フィールドに赴き、自ら経験してみること

が、常に新しい知識への扉を開く鍵であるという 2点である。そして、それはアン

ダーソンという知の巨人が常に謙虚であり、新しい知を追い求め続けていることを

示している。このメッセージを思い出すために、私は何度となくこの本を手に取っ

た。辛いことがあった時、自信がなくなった時、この本を聞くことで、私自身の人

や本、フィールドとの出会いを大切にする気持ちを思い出し、何とか歩みをすすめ

ることができた。読んでいるうちに、なぜか涙が出てきたこともある。知の世界で

アンダーソンのように速い足取りで遠くまで歩いていくことができる人は限られて

いるだろうが、遅い歩みでもすすめて行けば、少しずつ新しい世界が見えてくるも

のである。そのヒン トは日々の生活や人と共有した時間の中にあるのだと、アンダー

ソン先生に話しかけられているような気がしてくる本なのだ。

新入生の皆さんには、これから多くの人、本、場所との出会いが待っている。そ

の中には、人生の転機となる出会いもあるだろう。私は立場上、それらの出会いの

中に、図書館での本との出会いが含まれることを祈っている。

青争{膚 SE卜SHU 2013.04 Vol.50 NO.1 
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ヤシガラ椀の外ヘ

ベネディクト・アンダーソン著;

加藤剛訳.NTT出版，2009

京大pF言葉

附属図書館 2F開架

GKI141011ヤ2

東南アジア研究所図書室

本館3F IIAsO 1116811 Be 

*定本想像の共同体 :

ナショナリズムの起源と流行

ベネディクト・アンダーソン著，

白石降，白石さや訳.書籍工房早山，2007

京大所蔵

附属図書館 2F開架

AI13811テ 1

人環・総人図書館

1F和書 311.311T113 
他
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2013 
書館講習会・イベントガイド

イベ ント
iぞJan酬スタシフラυ『

、て"-[ibraryWalk 
4/2 (火)-4/26 (金)‘

女図書館機構スタンプラリー

Library Walk 

開催日:4/2(火)"-' 4/26(金)

→詳しくは P.8をご覧ください

一-一………τ柑珂定跡品." 含肘5・Ct..t "'''9:'7t:~!lo

:1-.....<011岨・同町 ..舗グッズ酬も岬.，.

..と@・・ ・次調書・・・(，可u，'t<I!~ぃ， _守司量 一.，τ圏、.

"加お毎 ・・回ト
'一同町 ~~ 

U防官仰 w.・k・掴岨凶・・・..ヲ、，.，・>7・・a・
健風a・~ゴール『.' . .，_，輔)...，1.... 帽岨t・帽，.目

湖、 唖・，X(帽田弘・"'-.....割引ヲ枇

品川'

，，~・".an?>>-~止血塁

女附属図書館オリ工ンテーション 2013

.図書館ツアー

・知の宝庫を歩く!附属図書館スタンプラリー

.ビデオ「知らなきゃ損!図書館活用法」上映

開催日:4/2 (火)，，-，

女秋の図書館ツアー [附属図書館]

展
、圃圃.

刀丈

会 ¥

女BookSelection 

毎年秋に開催

肯貴重書公開展示

女ノーベル貰記念特別展示

[附属図書館]

2012年 10月、山中教授の

ノーベル貰受賞を記念して

展示を行いました。

‘ ; "ft 
• '1咽'栴i ・
~ぶ-・・・量二J・・圃 . ・・小 . .程冨-ニ11

， 艦砲，i_
』_g ヨ置!.!u吋 . 

女人環・総人図書館

ウオークラリー

[人環・ 総人図書館]

開催日:4/4 (木)"-'26(金)

[附属図書館] 女BookCollection 

[農学部図書室]

2013年 1月に第 1回を開催し

[附属図書館] ました。今後も開催予定です。

※ポスターは第 1回のもの

青争イ宿 SE卜SHU2013.04 Vol.50 NO.1 
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園・館機織剛山NE.習会一一一-

KU'LINEか6はじめる、文

2012隼12月12日{水}
同時3。分 -17嶋00分

..  ..  合.W222_

.溢本.デモ形式

肯定期講習会 [附属図書館]

-資料の探し方 -KULlNE(クライン)の使い方等-

・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-Webof Scienceを中心に-

.文献管理ツールの使い方 -RefWorksを中心に-

女Scopus活用講習会 [各キャンパスで開催]

日時 1111 21目(水'16づ00-17:00
場筋附aa..・"11・金2・
お申込 先婿30:s('1・ー.11:/"-'"・で..，..........:・.:;>._;<.>fr・-・・・1刷杭帥飾、，

開 岨、方向叩 』崎山知e郎、肺叫防阻..-....
亀岡田畑卸品~"

押えておきたい!
新聞の使い方、探し方

女新聞の使い方、探し方 [附属図書館]

女論文・レポートを書くための文献収集講座 [附属図書館]

女KULlNEからはじめる、文献検索 (図書館機構 KULlNE講習会)

[各キャンパスで開催]

女Webof Science & EndNote Web講習会

[各キャンパスで開催]

女SciFinder講習会 [各キャンJ¥スで開催] [霊Le
女ジ、ャパンナレッジプラスガイダンス

[附属図書館/人環・総人図書館]

講
習
会

女LexisNexisAcademic講習会

[附属図書館/人環・総人図書館]

女EndNote講習会 [医学図書館]

※講習会各ポスター・写真は 2012年度のもの

他にも各種イベントや講習会を企画していますo

開催情報は、図書館機構ホームページ、または 目

各図書館・室のホームページやポスターでお知 目

らせします。 目

ぜひご参加ください岨

図書館機構ホームページ URL:http://www.kulib.kyoto-u.ac_jp/ 

青争イ膚 SE卜SHU 2013.04 Vol.50 NO.1 07 
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@kuscilib 
京大理学部

中央図書室

トリガーくん 題弱

@jinkanso 

ujinlib 
京大人環・総人

図書館

E霊童霊園

附属図書館、総合人間学部図書館とお好きな図書館をぐるっ

とまわってスタンプを集めましょう!合計 5個以上のスタン

プを集めたら、ゴール地点の附属図書館にて、図書館グ、ッズ

を差し上げます。

ぜひこの機会に、 京大図書館をめぐってみてください。

スタンプシートは、

静情 Vo1.50，NO.1別冊

「京大図書館 MAPJに

あります(各図書館 ・

室にて配布)。

@kyodai 

letlib 
京都大学文学

研究科図書館

@仁IAS_library

京都大学地域研

究統合情報セン

ター(仁IAS)

図書室

京都大学農学部図書室

Facebook 
https://www.facebook.com/agrlibku 

日時 :2012年 10月16日 (火)・22日 (月)・24日 (水)

.29日 (月)、11月14日 (水)・19日 (月)

計6回各回とも 10・30-11: 30 (60分)

場所:医学図書館 1階情報コナ

内容:KULlNE検索、参考文献の役割と見方、

医中誌Web/PubMedの使い方、文献の取寄せ方法など

計 6回、40名が受講。 l人 l台パソコンを割り当てた少人数の実

習形式でしたので、その都度分からないことを講師や補助者に質

問できる講習会でした。用意したメニューの他に、インパクトフ ア

クターを調べる方法や、雑誌の略誌名から正式名を知る方法等に

ついて質問が出ましたので、随時配布資料老改訂して、 質問内容

にお答えするスライドを増やしていきました。

またすべての日程

終了後、配布資料

と IQ&AJを医学

図書館 HP上で公開

し、その場にいな

かった秘書さんた

ちにも共有してい

ただけるようにし

ています。

日時 :2012年 11月13日 (火)・20日 (火)

計 2回各国とも 17:30-18 : 15 (45分)

場所 :医学図書館1階情報コーナー

内容 :文献の検索から入手まで (レクチャー)、

データベース演習 (医中誌Web/PubMed等)

計 2回、 11名が受講。附属病院の看護師をはじめ、臨床

検査技師、栄養士、放射線技師等が参加されました。

医師以外の医療従事者も、忙しい病院勤務の合聞を縫って

文献を読んだりレポートを書いたりしなければならないよ

うです。

アンケートでは特に絞り込み検索や、検索履歴を使った検

索方法が参考になったとしザ感想が寄せられました。今後

も図書館から、効率よくデータベースを検索するコツをご紹

介していきたいと思います。

日ごろ他の事務等に追われて忙しい秘書さんたち

が、少しでも先生の役に立ちたい、という熱意を

持って受講されていたのが印象的でした。

京都大学図書館機構報「静俺JVol.50 No.1 (通巻 177号)2013年 4月 1日発行
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