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!W 図書館機構スタンプラリーLibr抑制k参加館

＠ 図書館・室
※＊－・の中の階数は図書館・窒の入口のある階です

判 食堂・カフェ

Shop生協店舗・売店

PC PC端末設置施設

教育学研究科・教育学部図書室Education lib. 

OPEN 

総合博物館へは
建物西側（東大路適切
からご入館ください。
（休館日：月・火） ー....... 

09:00」7:00 on Mon, Wed, and Thu. 
09:00-19:00 on Tue and Fri. 
CLOSED 

教育学図書室は
教育学部本館西側（博物館側）から
入ってすぐ左手です。

on weekends, holidays, and 1st of every month. 

図書館機構スタンプラリー
Library Walkのゴ、ール地点は
附属図書館1階
参考調査カウンターです。

（平日：9:00・17:00)

OPEN 

08:00-22:00 on weekdays. 

附属図書館Main lib. 

10：・00-19:00 on weekends and holidays. 
CLOSED 

on the end of every month except July, Aug, and Jan. 

医学図書館Medical lib. 

OPEN 

09:00-21:4うon weekdays. 
10:00-15:4うon Saturdays. 
CLOSED 

on Sundays, holidays，叩d 20th Oct. 

固医学部・薬学部・

繭経ぉo�l6

開中央→fJJl学部中央附書室
fill数学→fJJl学部数学教室阿書室
時物瑚→fJJl学書fl物理．学教室似1書室
fill宇宙→fJJl学部宇宙物即．学教室附書室
即地球感星→fill学部地球感星科学専攻阿書室
開化学→fJJl学部化学教室阿書室
fill生物→fJJl学部生物科学側書室
農→農学研究科・農学部ド1書室

農学研究科・農学部図書室Agriculture lib. 
農生経→農・生物資源経済学専攻司書室
フィ森林→

フィールド科学教育研究センター
森林系側書室

理学部中央図書室
Science lib. 

OPEN 

09:00-18:50 on weekdays. 
ClβSED 

on weekends and holidays. 

OPEN 

09:00-20:00 on weekdays. 
CLOSED 

on weekends and holidays. 

電気総合館4階です。
建物の北側からお入りください。

亡'!!J

御蔭通

基礎研→基礎物内学研究所凶書室
数押．研→数fill解析研究所ll'<I書室
人情セ→

東アジア人文情報学研究センター図書室

＠ 北部構内

Eコ r

ロ
Cb 目

＠本部構内
附凶→附属凶書館 工育電気→工・電気系凶書家（育問）
文→文学研究科凶雪館 工青建築→工・吉田建築系凶書室長
文雑閲→文学研究科学術雑誌閲覧室 工吉物理→工・吉出物理系図書室
法→法学研究科・法学部図書室 情報学→情報学＇－liTF究科図書室
経済→ エネ科→

経済学研究科・経済学部図書室 エネルギー科予研究科図書室
経資セ→経済資料センター アア研（アジア）→
教育→ アジア・アフリカ地域研究研究科

教育学研究科・教育学部図書室 アジア専攻図書室
経研→経済研究所図書室 環境セ→環境科学センター図書室
工吉地球→工・地球工学科図書室 人文研→人文科学研究所図書室
工占化学→工・工業化学科図書室 地環→地球環境学堂 図書室

OPEN 

09:00-17:00 on weekdays. 
CLOSED 

on weekends and holidays. 

、�－－－－～〉 回吉田南構内 吉田南→吉田南総合図書館

環on 「話せる岡書館」

人間・環境学研究科棟l階で-to II 
建物の南側からお入りください。

OPEN 

09:00・17:00 on weekdays. 
CLOSED 

on weekends and holidays. 

薬学研究科・薬学部図書室Ph訂macy lib. 

OPEN 

09:00・17:00 on weekdays. 
CLOSED 

on weekends and holidays. 

薬学部本館の東側です。 近衛通からお入り く ださい。

病院構内
医→医学図書館
医人健→

医学図書館人間健康科学系図書室
薬→薬学研究科・薬学部図書室
アア研（アフリカ）→

アジア・アフリカ地域研究研究科
アフリカ専攻図書室

東南ア→東南アジア研究所図書室

図書館機構スタンプラリー
Library Walkのゴ、－｝レ地点は

吉田南総合図書館
1階カウンターです。
（平日：9:00-17:00)

吉田南総合図書館
Yoshida-South lib. 

OPEN 

09:00-20:00 on weekdays. 
10:00-1う：00 on Saturdays. 

CLOSED 

on Sundalιholidays, 
組d 28th of every month excαpt July and Jan. 





京大図書館で本を借りるには
． 

． 

1.蔵書検索システム｜くul1neで検索！

京都大学の図書館には約690万冊の蔵書があり、日本の大学
図書館では第2位の蔵書数。まず欲しい本がどこにあるのかを
蔵書検索システムKULINE（クライン）で調べるのが第一歩。
KULINEを使うと学内に所蔵されている図書や雑誌を検索
できます。電子ジャーナル・電子ブックへもアクセス可能で、す。

KU LINEには
スマホアプリ
もあります！

KULINEへはこちら

h叩・／／kulinc.kulib.匂oro-u.ac.jp/

kul1ne 
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2.所蔵館の場所と開館情報を確認する

京都大学では学部や研究所ごとに図書館・室があり、分野に
応じた図書や雑誌を所蔵しているのが特徴です。学内には
約ラOもの図書館・室があり、開館時間も異なります。場所と
開館’育報を機構HPや京大図書館MAPで確認しましょう。

3.貸出手続きを済ませる

所蔵館へ行き、学生証（もしくは図書館利用証）で貸出手続きを
行うと本を借りる乙とが出来ます。遠隔地（桂・宇治キャンパス等）
の図書館・室にある本は吉田キャンパスへ取り寄せることも
可能です。またMyKULINEとしぢ図書館のパーソナルサービス
を利用するとオンラインから貸出中の本の予約や、貸出期間の
延長ができます。 ぜひご利用く ださい。



新入生向け学部図書館・室
学部新入生の皆さんがよく利用する吉田キャンパス内の図書館・室をど紹介します。

各館の詳しい情報は京都大学図書館機構HPや各館のHPをご覧ください。

図書館ツアー、館内スタンプラリー、オリエンテーションビデオ上映
会者行います〉詳細は図書館機構ニュース「新入生の方へ図書館
オリエンテーションのお知らせ」老ご覧ください。

開館時間 休館日
月ー金8:00-22:00 毎月月末

(7・8・l月は開館）土・日・祝：10:00-19:00

各種サービス・施設利用時間
地下書庫
月ー金色9 00-19,45土・moo-14,45

南棟書庫
月．金9,00-18'45

文献複写利用書・現金精算による複写
月ー金9,00-17,00

環on（人間・環境学噺究科棟1階）
環。nは個人・ゲループ学習や研究会なEの利用を
目的とした日話せる図書館」。ノートパソコンの貸出
があり、無線IANも利用できます。
月一金9:00 17:00（毎月28日も開室）

各種サービス・施設利用時間
書庫内図書

文献復写利用書・現金精算（領収書発行）
月金・9帥－16:45

メデ、イア・コモンズ
月金：8：帥－21・：30 土・日

研究個室 ・共同研究室
月金：9帥－21:00 土・日

オープン・スペース・ラボラトリ
月一金.8:00-21・30 土・日

BNC（パックナンバーセンター）
月一金9曲－21.00 土・日

学習サポートデスク
月ー金：13:00-19:00

学習室 24

月一木：10:00－翌朝9:00 金10:00-22:00

土・日・祝：10:00-19:00

全学共通科目に対応した幅広いジャンル目資料老提供して
います。視聴覚室やPCコーナーも充実。新入生対象ウオーク
ラリー、各種講習会などのイベントを実施しています。

開館時間 休館日
月ー金9:00-20:00 日・祝・創立記念日
土：10:00-15:00 毎月28日0・1月は開館）



開館時間
本館 月金9・：00-19：・00（書庫18：・45まで）
雑誌 月金9白∞ー18:00（書庫17:45まで）
※他宇都・学外の方の利用は17:00まで

休館日
土・日・祝・創立記念日・入学試験日
毎月15日
（ただし、15日が土日祝に当たる場合は次の平日）

本館
L昌弘� I 問雑誌閲覧室

rー「 ｜｜ ｜雑誌閲覧室では
I I 坤部崩 無線凶が利用
「一一「 I L」｜ できます。

法経済学東館 」ー－－－＇

開館時間
月一金：9:00 20:00 
土・＇.9:00-17:00

複写受付時間
月ー金.9:00-19:45 
土・9:00・16:45

休館日
日・祝・創立記念日・入学試験日
毎月1日の午前中・ 毎月1ラ日

法経北館の2階です。本館地下書庫の資
料の利用は前日の15:00 までに要予約！

開館時間
月ー金9:00-20:00
土：13:00-17:00

休館日
日・祝・創立記念日・入学試験日

·� .. 毎月15日
（ただし、15日が土日祝に当たる場合は次の平日）

法経北館の1階です。「エコノミストJ
「日経ビジネス」など経済・ビジネス関連
の雑誌を多数所蔵しています。



室害図系鶴吉室図判球地室脅科学業

工
学
部

工学部には 、 地球工学・建築学・物理
工学・電気電子工学・情報学・工業化学
の各学科ごとに図書室があります。
経キャンパスには大学院生用の各 系
図書室があり、それぞれ特色ある資料

情報学研究科図書室 吉田物理系図書室電気系図書室（吉田） を所蔵しています。

開館時間
月・水・木：9:00-17:00
火・金：9:00-19:00
※夏季および冬季休業中ならびに2月試験終了

後、3月は月一金.9:00 12:00,13:00-17:00 

休館日
士・日・祝・創立記念日
毎月l日
（ただし1日が休日のときはくり下がる）

開架方式（一部閉架）ですので、ほとん
どの図書や雑誌を直接手に取って自由
に見るととができます。

開館時間
月 金：9:00-12:00,13:00-17:00 
※昼休み休憩中、開室している図書室も

あります。

休館日
士・日・祝・創立記念日
※詳細は図書室HPでこ確認ください。

開館時間
月ー金：9:00-18:50
※夏季休暇などの長期休暇中は

月ー金，9,00-17,00

自由閲覧室開室時間
月ー金：9:00-20:00

休館日
土・日・祝・創立記念日

理学部には学部生向け資料を置く中央
図書室以外にも、専門資料を箇く、数学・
物理学・宇宙物理学・地球惑星科学・化
学・生物科学の6つの教室図書室があり
ます。4月1日新入生ガイダンス開催。



開館時間
月金：9:00-20:00

軽読書室開室時間
月ー金：9:00・17:00

複写受付時間（現金〕
月F金：9:00-16:30

休館日
土・日・祝・創立記念日

入口は箆学部総合館2階です。19時以降は建物
全体が施錠されますのでご注意ください。同建
物内に生物資源経済学専攻司書室もあります。

開館時間
月一金：9’00 21目：45
土：10:00-1ラ： 45

複写受付時間（現金）
月金：9・00 16：目 30

休館日
目・祝・創立記念日

医学部解剖体祭(10月20日）

－医学部生はグループ学習室や館内
貸出ノートパソコン申込みができます0
．分室（人間健康科学系図書室）もあり
ます。

開館時間
月ー金：9:00-17:00

複写受付時間（現金）
月ー金：9:00-16:30

休館日
土・日・祝・創立記念日

－図書室は本館l階東端にあります。
．薬学部生は、貸出ノートパソコンを
利用できます。



京都大学岡書館機構報
「静惰」とは昭和39(1964）年に創刊され、
現在まで発行されている図書館報です。
明治32(1899）年に附属図書館が設置され
西園寺公望公に館名を委嘱したとζろ
「静惰館」と揮蓋して名が贈られました。
附属図書館の2階には現在もとの西園寺
公望公の書が掲げられています。 館報の
「静僑」という名称の由来です。

WEB版へはこちら
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「京大図書館MAP」は図書館機構報「静傭」別冊と
して発行されました。本紙の「静惰」にも図書館・室
についての情報が掲載されています。学内各所の
図書館・室で配布しております。
また、京都大学学術情報リポジトリ「KURENAI」を
通じてWEB版もお読みいただけます。過去号の
アーカイヴもありますので、どうぞ、ご覧ください。

http://repository.kulib.kyoto-u・ac.jp/dspace/handle/2433/36041

京都大学図書館機構報「静惰」
Vol.53 No.I（通巻189号） 別冊 2016年4月1日発行
編集：「静惰」編集小委員会（責任者：附属図書館事務部長）
発行：京都大学図書館機構 京都府京都市左京区吉田本町36-1 Tel.Oアラー753-2613



育田南
受付は4/26まで




