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ようこそ大学図書館へ



ようこそ
大学図書館へ

附属図書館

ラーニング・コモンズ（1 階）

学習室 24（1 階）

研究個室・共同研究室（3 階）

OSL（情報端末エリア）（3 階）

メディア・コモンズ（3 階）

サイレントエリア（3 階）

組み替え自由な机や移動式のホワイトボード、

プロジェクタ、電子黒板などが備わっており、

多様な学習が可能です。図書館主催のミニ講習

会なども行っています。また「学習サポートデ

スク」を設置しています。

ほぼ終日利用可能な学習スペースです。無線

LAN の利用が可能で、なごみスペースでは飲

食もできます。入退室には図書館利用証（学生

証、職員証）による認証が必要です。

　利用時間：月～木　 10：00 ～翌 9：00

　      　金 　　 10：00 ～ 22：00

　　　　　　土日祝日 10：00 ～ 19：00

 　（平日 9：00 ～ 10：00 は清掃のため一旦閉室）

研究個室は 14 室、共同研究室は大小異なる部屋

が 5 室あり、人数によって使い分けることがで

きます。研究個室は大学院生以上が利用できます。

学内ネットワークに接続されている PC からであ

ればオンラインで予約も可能です。

情報環境機構の教育用コンピュータ 60 台、プリ

ン タ（Cloud On-Demand Print 対 応）2 台 を 備

えています。

Cloud On-Demand Print（京 大 生

協運営。有料）の詳細はこちら↓

音楽や映画鑑賞、語学学習などができる施設で

す。防音設備を施したメディア・シアターも完

備しています。

PC や電卓など音の出る機器は使用不可のため、

静かに集中して学習するのに最適です。 館内全域で学内 LAN（KUINS Air）が使えます



環 on［わおん］（人間・環境学研究科棟 1 階）

英語学習コーナー（2 階）

大閲覧室（2 階）

視聴覚室（1 階）

グレート・ブックスコーナー（1 階）

文庫・新書コーナー（1 階）

OSL（情報端末エリア）（2 階）

吉田南総合図書館 蔵書冊数 694,710 冊。1897（明治30）年に設置された第三高等学校の図書

館を前身とし、現在は人間・環境学研究科、総合人間学部をはじめ吉田南構

内関係５部局の図書館であるとともに、全学共通科目にも対応した図書館。

個人・グループでの学習や研究会での利用を目

的とした「話せる図書館」です。グループ学習

室など 4 つのエリアがあり、発表の打ち合わせ

やディスカッション、個人での学習にもご利用

いただけます（総座席数 40）。

　利用時間：月～金　 9：00 ～ 17：00

映画やドキュメンタリーなどの映像資料や語学

資料を利用することができます。

長きにわたって読み伝えられてきた古今東西の

古典・名著が揃っています。

気楽に読書を楽しむことのできる人気のコー

ナーです。

英語多読用図書を多く備えており、自分のレベ

ルにあった本を選ぶことができます。

天窓から光が降り注ぐ明るく開放的な空間に約

270 席の閲覧席があり、ゆっくり勉強や読書を

するのに最適です。

情報環境機構の教育用コンピュータ 10 台、電

源席 26 席を備えています。 

館内全域で学内 LAN（KUINS Air）が使えます

　何はともあれ、百聞は一見に如かず！実際に図書館・室を訪問・利用してみたいというあなた

へのおすすめは「図書館機構スタンプラリー “Library Walk”」です。学部生のみなさんの身近に

ある図書館・室が多数参加しています。「京大図書館 MAP」片手に Let’s Go!  

図書館機構スタンプラリー "Library Walk" 開催中（4/2 ～5/15）

吉田キャンパスの図書館・室の場所と利用方法がひと目でわかる

「京大図書館 MAP」を各図書館・室で配布していますので、ぜひ

ご活用ください。期間中に図書館・室を巡り、スタンプを５個以

上集めると、図書館グッズをプレゼントします。学部新入生のみ

なさんには、ガイダンスで配布されています。



KULINEを使う
ク　ラ　イ　ン

利用したい資料が見つかったら・・・

資料種別を示すアイコンに注目！

利用の仕方が異なってきます

冊子体（紙）の図書や雑誌
図書 雑誌

詳しくは 5ページで！



MyKULINEを活用しましょう！
マ　イ　ク　ラ　イ　ン

オンラインで利用できる図書や雑誌

他にもこんなアイコンがあります

貴重書

学位論文

電子ブック 電子ジャーナル

　所蔵館名をクリックすると、その図書館・室の場所や開館時間、利用条件など詳しい情報を見る

ことができます。臨時休館の場合もありますので、実際に行く前に確認しておきましょう。図書館

利用証（学生証、職員証）も忘れずに！

個人利用の範囲を超えた大量のダウンロードは厳禁です！

●借りている資料や返却期限を確認する

●貸出期間を延長する 
　* 延滞している場合や予約が入っているときは不可

●貸出中の資料を予約する

●図書やコピーの取り寄せを依頼する

●今まで借りた資料の履歴を見る（要登録）

●返却期限お知らせメールを受け取る（要登録）

●新着図書や新着雑誌の情報をメールで受け取る

プラグインシステムのインストール方法等の

詳細はこちら

■電子ジャーナル・データベース認証システムのご案内
貴重書や、博士学位論文も　　

KULINEで検索できます。

利用にあたっては事前申し込みが

必要な場合もありますので、職員

にご相談ください。



　また、附属図書館 1 階のラーニングコモンズ内に

は、大学院生スタッフが学習相談にのってくれる学

習サポートデスクがあります。学習や進路について

困ったときには利用してみてください。

　院生スタッフの専門分野や時間割は

　　こちら↓

　各図書館・室では、レポートの書き方や文

献の探し方の講習会をはじめとして、勉強

や論文執筆に役立つイベントを多数開催し

ています。全学の講習会情報は、下記のウェ

ブページから確認できます。新入生向けの

イベントも各種開催されていま

すので、ぜひご参加ください。

　学内の他キャンパスや遠隔地にある資料を取り寄せて利用することができます。（無料）

　取り寄せは、原則として所属部局の図書館・室に MyKULINE で申し込んでください。

　コピーの取り寄せも可能です。（有料）

　資料の探し方など、わからないことがあれば、お気軽に図書館・室の職員にお尋

ねください。附属図書館には専用のカウンターもあります。メールフォームでのご

相談も受け付けています。

相談する（レファレンス、学習サポートデスク）

イベント・講習会

そのほか便利なサービスいろいろ

↑学習サポートデスク

↑吉田南総合図書館での講習会の様子

学内デリバリー・サービス

　他キャンパスの図書館・室で直接借りた資料を、最寄りの図書館・室のカウンターで返却す

ることができます。（無料）

キャンパス間返送サービス

　探している資料が京都大学にない場合、他大学図書館などから借りたり、コピーを取り寄せ

たりすることができます。（有料）

　MyKULINE または所属部局の図書館・室カウンターで申し込んでください。

学外 ILL



KURENAIコンテンツ紹介

史  林

「京都大学貴重資料デジタルアーカイブ」で読む古文書の世界
　京都大学には、非常に珍しい古典籍が数多く所蔵されていますが、通常貴重書庫等に保管されて

いるため、実際に手にする機会はなかなかないかもしれません。でも、「京都大学貴重資料デジタル

アーカイブ」にアクセスすれば、いつでも手軽に楽しめることをご存知ですか？全国の大学の中で

も最大規模を誇る 130 万件以上の画像から、2 点をご紹介します。

Digital
Archive

京都大学貴重資料

挿絵とあらすじで楽しむお伽草子：『玉水物語』

『金石集帖・續帖』

　昔、鳥羽辺に住む高柳宰相の姫君が 14、5 歳になったとき、きつねがその美し

さに恋をしました。きつねは女に化けて姫君に仕え、玉水と呼ばれてかわいがら

れます。やがて姫君の入内が決まると、玉水は小箱を残して館を去ります。小箱

の中には、自らの正体を明かす手紙と姫君への恋心をつづる長歌が収められてい

ました。2019 年大学入試センター試験に出題されて話題になったこの作品、姫

君に恋するきつねが男ではなく同性の女に化けて仕える、という筋書きは珍しいですね。

　明治 43 年に附属図書館に収蔵され、本書の離れがソウル大学校に残る以外は現存

が確認されない貴重な資料です。その編者について、今西龍博士は趙寅永が王命を

受けて編纂したかとされましたが、確証はなく、金在魯編の可能性もあります。碑

文の美しさをぜひ味わってみてください。



桂キャンパスの中央に

位置しています。

閲覧席からは京都市内

を一望できます。

図書館・室からのおしらせ

2020 年春、桂図書館がオープンします！

ー




