TITLE:

京都大学図書館機構概要 2022

AUTHOR(S):

京都大学図書館機構

CITATION:

京都大学図書館機構. 京都大学図書館機構概要 2022. 2021: 1-30

ISSUE DATE:
2021-12

URL:
http://hdl.handle.net/2433/267753
RIGHT:

京都大学
図書館機構 概要

Kyoto University Library Network

2022

桂図書館リサーチコモンズから京都市街を望む
View of the center of Kyoto City from Research Commons of Katsura Library

京都大学図書館機構長挨拶

2

Message from the Director-General

基本理念と目標

3

Mission Statement and Goals

将来構想

4

Future Vision and Strategy

機能と体制

5

Functions and Organization

全学図書館・室一覧

7

Kyoto University Libraries

主要事業

9

Major Activities

オープンアクセスの推進

9

Promotion of Open Access

学修・教育支援 15 Support for Study and Education
社会貢献・国際交流 20 Social Contribution and International Exchange
主要コレクション 21 Major Collections
沿革 27 History
歴代図書館機構長等 29 Former and Current Directors

01

京都大学図書館機構長挨拶

Message from the Director-General

京都大学図書館機構長

Director-General of the Kyoto University Library Network

引原隆士

Takashi Hikihara, Ph.D.
大学や大学図書館を取り
巻く国内外の環境は、今大
きな変化の中にあります。
2013年頃から世界ではオー
プンアクセスや研究データ
のオープン化が大きな潮流
となり、日本においても国
レベルの科学技術戦略の
もとに各府省等の動きが加
速し、大学でも取り組みが

急がれ、大学図書館には大学の学術成果を世界に発信する
という新しい役割を求められるようになっています。
そうした中、京都大学では、2015年度に京都大学オープンア
クセス方針を採択し、京都大学の教員が執筆した学術論文
等の研究成果を、図書館機構が運用する京都大学学術情
報リポジトリKURENAIによりインターネット上で原則公開す
ることを、教員の義務といたしました。また、一次資料のデ
ジタルアーカイブ化による人文社会科学系研究基盤の強化
にも取り組み、2017年度には京都大学貴重資料デジタル
アーカイブを公開しました。そして2019年度には京都大学研
究データ管理・公開ポリシーを策定し、研究データ公開支援
サービスの提供を拡充していこうとしています。
さらに今、新型コロナウイルス感染症への対応を通じて社会
のあり方そのものが大きく変わろうとしており、大学におけ
る研究・教育の環境、手法ともに、従来のあり方から脱却を
努めて求められる状況にあります。大学の共有基盤組織で
あり続けてきた大学図書館においても、いかに迅速に必要
な研究・教育支援体制を構築していくかが問われています。
明らかに、デジタルトランスフォームすべきものとそうでない
ものを精査し、適切な運用のあり方を決めていくことが必要
です。そしてその具体的な取り組みは、新型コロナウイルス
感染症拡大以前に実現しておくべきであった、またできたも
のも少なくありません。
図書館機構は、2019年度に「京都大学図書館機構将来構
想2020-2027」を策定し、世界最高水準の研究教育拠点を
支える新たな図書館機能の実現を目指しています。時代の
変化に応じて機能を見直しながら、京都大学にふさわしい
図書館ネットワークの構築に向けた努力を今後も継続してい
きます。皆様のご理解とご協力を、そして新たな提案をお願
いいたします。

The environment surrounding universities and their libraries
is in the midst of great changes across the world. Since
around 2013, open access to research achievements
including their evidence data, has become a major trend
around the world, Japan being no exception. Under this
context, the ministries of the government of Japan are
accelerating their efforts to carry out the national strategy on
science and technology innovation. This has, in turn,
encouraged universities to ramp up their efforts, including
those by us, libraries, that are presently expected to perform
the new role of disseminating universitiesʼ academic
achievements to the world.
Under these circumstances, in Academic Year 2015, Kyoto
University adopted its Open Access Policy which, in principle,
mandates individual faculty members to publicize their
research results online, such as in the form of academic
papers, via the Kyoto University Research Information
Repository (KURENAI) operated by the Library Network. It is
worth noting that the Library Network has also started
strengthening the foundation for research in humanities and
social sciences through the digital archiving of the primary
sources it owns and, as part of the project, launched the
Kyoto University Rare Materials Digital Archive in Academic
Year 2017. We also formulated the Kyoto University Policy on
Research Data Management and Sharing in Academic Year
2019, and have endeavored to increase support service for
open access to research data.
What is more, the world is currently witnessing great
disruptions in the manner of running society amidst the
collective efforts to contain the spread of COVID-19 even as
universities are being required to depart from the usual
settings and ways of research and education. Since university
libraries have served as the common infrastructure for faculty
and students, we are now being tested as to how quickly we
can build systems necessary to support research and
education amidst the challenges of the novel coronavirus
pandemic. It is essential to examine which part of our services
should be digitally transformed and how to carry them out.
We are finding out that not a few practical measures we are
introducing now should or could have already been
implemented before the emergence of pandemic.
The formulation of the Kyoto University Library Network
Future Vision and Strategy 2020-2027 in Academic Year 2019
is aimed at realizing new library functions that can support
world-class research and education hub. We are determined
to continue our efforts to develop a library network that is
most suitable to Kyoto University and able to update its
functions in response to the changing times. We sincerely ask
for your continued understanding, cooperation, and fresh
suggestions.
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基本理念と目標

Mission Statement and Goals

京都大学図書館機構は、京都大学の基本理念に基づき、

The Kyoto University Library Networkʼs mission is to provide
first-rate academic and information infrastructure that is
consistent with our universityʼs mission statement and, as
well, worthy of an educational and research center that ranks
as one of the highest in the world. The Library Network
collects, classifies and preserves academic information
resources and newly created intellectual knowledge, the
intellectual property of humankind, disseminates related
information, and constantly develops and offers the
highest-quality and most advanced information service
possible. The end goal is to support the teaching and
research objectives of the university and to contribute to the
academic community at large, both in Japan and
internationally, now and in the future.

世界最高水準の教育・研究拠点に相応しい学術情報基盤
としての役割を担うことを使命とする。将来にわたっ
て、京都大学における教育・研究活動を支援し、かつ国
内外の学術コミュニティに貢献するために、人類の知的
資産である学術情報資源や新たに生み出される知的成果
を不断に収集、整理、保存し、関連する情報を発信する
とともに、常に最上質の先進的情報サービスを研究開発
し、提供する。
そのため、京都大学図書館機構は以下の目標の実現をめ
ざす。

1 京都大学図書館機構は、全学の図書館機能を十全に
発揮して教育・研究を支援するために、学生・教職

In pursuit of the above-mentioned purposes, the Kyoto
University Library Network endeavors to realize the following
specific goals:
1

To place maximum priority on understanding, and
responding to, the needs of students and faculty in
order to ensure that all the libraries of the Kyoto
University Library Network are able to provide support
for teaching and research in a thorough and effective
manner;

2

To select and collect appropriate materials and
resources, to classify them and, using appropriate
research and development, to strive to always make
them readily accessible, in order to develop the
universityʼs library collections and information services
as part of its academic information infrastructure;

3

To preserve and disseminate the outstanding,
world-ranking intellectual achievements that are
produced regularly at Kyoto University;

4

To develop and maintain frameworks for the
preservation and management of the various kinds of
human intellectual property that are in Kyoto
Universityʼs possession so as to ensure their accessibility
now and in the future;

5

To build high-quality user support systems that are
helpful in making the best use of academic information;

6

To enhance the skills and commitment of all library staff
members and improve library facilities and equipment
to help users utilize academic information in an
effective and pleasant environment;

7

To strengthen the partnerships both between the
libraries of the Kyoto University Library Network and
with related departments and organizations in the
university, and

8

To coordinate and collaborate with other libraries both
in Japan and abroad and to contribute to our localities
and society at large.

員のニーズを把握し、それに応えることを最優先す
る。
2 学術情報基盤としてのコレクションおよび情報サー
ビス体制を構築するために、学術情報を適切に選
定、収集、整理し、必要な研究開発を行い、それら
への最善のアクセスを提供する。
3 京都大学が日々創造する世界的に卓越した知的成果
の蓄積・発信を行う。
4 京都大学が保有する人類の知的資産を将来にわたっ
て利用できるような保存管理体制を整備する。
5 学術情報活用のために質の高い利用者支援システム
を構築する。
6 図書館利用者が学術情報を有効かつ快適に活用でき
るように、全ての図書館スタッフのスキルおよびモ
チベーションの向上と、設備、施設の充実を図る。
7 京都大学図書館機構を構成する組織は、相互に、ま
た関連する学内組織との間の協力関係を強化する。
8 国内外の図書館と連携し、相互協力するとともに、
社会と地域に貢献する。
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将来構想

Future Vision and Strategy

将来構想は、機構の基本理念と目標にのっとり、約10年後
の京都大学の図書館のあり方を展望し、事業目標を明らか
にすることを目的として策定しています。2009年度に初めて
策定（2009年12月図書館協議会承認、2016年2月改定）
して
から1 0 年が経 過したことから、2 0 1 9 年 度に「 将 来 構 想
2020-2027」を新たに策定しました。

Based on the forementioned mission statement and goals, we
have formulated our Future Vision and Strategy that envisions
what we will become some 10 years from when it is formulated
and clarifies the aims of our projects on our way toward that
future. The first version was approved in December 2009 (and
revised in February 2016) by the Library Network Board.
Reflecting on the 10 years of our activities since then, we
formulated our new Future Vision and Strategy 2020-2027 in
Academic Year 2019.
The Kyoto University Library Network Future
Vision and Strategy 2020-2027: To Realize New
Library Functions That Support Worldʼs Highest
Level of Research and Education Hub (approved
by the Library Network Board in February 2020)

京都大学図書館機構将来構想2020-2027 : 世界
最高水準の研究教育拠点を支える新たな図書
館機能の実現
（2020年2月図書館協議会承認）
https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/about/1385163

https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/about/1385163
(Japanese only)

基本目標1

オープンアクセスを推進し、
研究活動を支援する
事業目標1
事業目標2

研究成果のオープンアクセスを推進する
研究サイクルに適合した支援を展開する

基本目標2

学修・教育支援を推進する
事業目標1
事業目標2

学修環境を整備する
人的支援を拡大する

基本目標3

豊富な学術資源を活用し、
社会への貢献を強化する
事業目標1
事業目標2
事業目標3

京都大学の図書館を世界に発信する
国内外の研究者の研究活動を支援する
生涯学習に貢献する

基本目標4

全学図書館機能の基盤を整備する
事業目標1
事業目標2
事業目標3
事業目標4

全学的コレクションを系統的に構築する
学術情報資源の共通利用基盤を整備する
全学図書館機能の強化と
図書系職員の人材育成を推進する
図書館活動の全学的基盤を整備する

Basic Goal 1

To promote open access
and support research activities
Project Objective 1: To promote open access to research
achievements
Project Objective 2: To develop support services that fit to
each phase of the research cycle

Basic Goal 2

To promote support for study and education
Project Objective 1: To provide the environment for study
Project Objective 2: To expand in-person support

Basic Goal 3

To further contribute to society by utilizing
abundant academic resources
Project Objective 1: To increase the presence of Kyoto University
Libraries in the world
Project Objective 2: To support research activities of researchers
in Japan and internationally
Project Objective 3: To contribute to recurrent learning

Basic Goal 4

To enhance infrastructure for
the university-wide library service function
Project Objective 1: To systematically develop university-wide
library collections
Project Objective 2: To provide an integrated platform to
utilize academic information resources
Project Objective 3: To promote the enhancement of
the university-wide library service function
and the development of the library staff
Project Objective 4: To provide a university-wide infrastructure
for library activities
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機能と体制
機能

Functions

図書館機構は、京都大学における学術研究基盤の整備、全

The Library Network is a university-wide organization aiming
to develop infrastructure for academic research at Kyoto
University, to promote and support university-wide projects,
and to carry out other issues related to all the departments
and organizations of the university. It is composed of
individual libraries categorized into the following three
functions: General Library, Area-Focus Hub Library, and Special
Library. The function of the Library Network is being realized
through the enhancement of each libraryʼs specific function
and coordination and collaboration between them.
The General Library function is performed by the Main
Library, which serves as the administration office of the Library
Network. It administers affairs related to the Library Network,
adjusts the university-wide library service functions, and plans
and coordinates the improvement and the integration of the
library service management. The Area-Focus Hub Library
function is fulfilled by Yoshida-South Library and Katsura
Library, both of which are tasked with the Special Library
function, a basic library function realized by a library that has
been established by a specific department operating it from
the viewpoint of its field of expertise and the University-Wide
Library Service function, which goes beyond the scope of its
establishing department and develops and coordinates an
organization for library service management throughout
Kyoto University. The Special Library function is carried out
by the other departmental libraries.

学的事業の推進又は支援、その他全学に係る業務を実施す
るための全学機能組織です。総合図書館、エリア連携図書
館、専門図書館の機能を持つ個々の図書館から構成され、
これらの図書館がそれぞれ機能を高めながら、連携協力を
強化することにより、図書館機構の機能が実現されます。
総合図書館として図書館機構全体の事務本部機能を担うの
が、附属図書館です。図書館機構の運営、全学図書館機能
の調整、図書館業務の改善や共同化の企画調整等を行いま
す。エリア連携図書館には吉田南総合図書館及び桂図書館
が指定されており、設置母体部局が主体的に設置し運営す
る部局図書館等が専門分野の観点から実現する基本図書
館機能である専門図書館機能と、設置母体部局を超えて京
都大学の図書館全体に関わる図書館業務の体制を構築し
調整を行う全学図書館機能を併せ持っています。さらに、そ
の他の各部局図書館室等が、専門図書館としての役割を果
たしています。

図書館機構
The Library Network
専門図書館（部局図書館等）
Special Library

エリア連携図書館
Aria-Focus Hub Library

総合図書館（附属図書館）
General Library (the Main Library)

専門図書館機能
Special Library function

専門図書館機能
Special Library function

基本図書館機能
Basic Library function

基本図書館機能
Basic Library function

基本図書館機能
Basic Library function

図書館基盤機能
図書館支援機能
図書館協力機能
Functions for Library Infrastructure,
Support, and Cooperation

全学図書館機能

京都大学全体に関わる
図書館業務の体制を
構築し調整を行う機能

University-wide Library
Service function
to develop and manage
the organization to provide
the library service related to
the whole university
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全学図書館機能
University-wide
Library Service function

総合図書館機能
［機構の事務本部機能］
General Library function
as the administration
office for the Library Network

Functions and Organization
体制

Organization

図書館機構には審議体として図書館協議会が設置されてお

Serving as the deliberative body of the Library Network is
the Library Network Board where the representatives from
the universityʼs departments and organizations discuss and
decide on issues regarding the organization and the
management of the Library Network, the planning and the
adjustment of library management, the collaboration and
coordination between the Main Library and the other
libraries, and the cooperation engagement with the Institute
of Information Management and Communication (IIMC).
Under the Library Network Board, the Subcommittees
formulate and carry out action plans on the issues of their
specific domains and report their progress and achievement,
while the Executive Committee evaluates these activities
and conducts self-inspection and evaluation in accordance
with improvement recommendations. The Research and
Development Laboratory of the Main Library also plays an
important role̶that of developing new library functions
and projects for the whole Library Network.

り、図書館機構の組織及び運営、業務についての企画及び
調整、附属図書館及び部局図書館等の間における連携及
び調整、情報環境機構との連携及び協力に関する審議を
行っています。
図書館協議会のもと、専門の事項に関する活動計画の策
定、実行、報告を担うのが特別委員会、活動評価、改善提
案に基づく自己点検評価を行うのが幹事会です。また、附属
図書館に設置されている研究開発室が、図書館機構全体の
新たな図書館機能や事業の研究開発を行っています。

組織図
Organization Chart
総長
President

理事（図書館担当）
Executive Vice-President (for Library)

図書館機構長 ※1
Director-General of the Library Network

事務局（附属図書館事務部）
Administration Office (the Main Library Office)

図書館機構副機構長
Deputy Director-General of the Library Network

図書館協議会 ※2
The Library Network Board

オープンアクセス・
研究支援特別委員会
Committee on Open Access
and Research Support

学修・教育支援特別委員会
Committee on Learning
and Education Support

学術資源利活用特別委員会
Committee on the Utilization
of Academic Resources

幹事会 ※3
Executive Committee

図書館資料整備特別委員会
Committee on Academic Information
Resources Development

定例会
Monthly Management Meeting

図書館機能強化特別委員会
Committee on the Enhancement
of Library Functions

認証システム監理特別小委員会
Subcommittee on the Certification System
for Electronic Resources

※1：図書館機構長 附属図書館長を兼ねる
※2：図書館協議会構成員
図書館機構長（議長）、理事（図書館担当）、図書館機構副機構長、エリア
連携図書館設置部局推薦教授、附属図書館宇治分館長、部局選出教授等、附
属図書館事務部長、その他総長が認める本学の専任教員
※3：幹事会構成員
図書館機構長（議長）、理事（図書館担当）、図書館機構副機構長、附属図
書館宇治分館長、附属図書館事務部長、特別委員会委員長、その他機構長が
必要と認める者

※1：Director-General also serving as Director of the Main Library
※2：The Library Network Board members
Director-General (Chairman), Executive Vice-President (for Library), Deputy Director-General, professors
recommended by the establishing departments of the Area-Focus Hub Libraries, Uji Library Director, professors
elected from the departments, Director of Library Administration, and professors deemed necessary by University
President
※3：Executive Committee members
Director-General (Chairman), Executive Vice-President (for Library), Deputy Director-General, Uji Library Director,
Director of Library Administration, Committee chairpersons, and those deemed necessary by Director-General
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全学図書館・室一覧
https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/newdb

吉田キャンパス
本部構内
附属図書館【総合図書館】
文学研究科図書館
文・学術雑誌閲覧室
教育学部図書室
法学部図書室
経済学研究科・経済学部図書室
経・経済資料センター
工学部・工学研究科（吉田）
工業化学科図書室 / 電気系図書室 / 建築系図書室
地球工学科図書室 / 物理系図書室
人文科学研究所図書室
エネルギー科学研究科図書室
情報学研究科図書室
地球環境学堂図書室
環境科学センター図書室
経済研究所図書室
アジア・アフリカ地域研究研究科アジア専攻図書室
北部構内
理学部中央図書室
理学研究科
数学教室図書室 / 物理学教室図書室 / 宇宙物理学教室図書室
地球惑星科学専攻図書室 / 化学図書室 / 生物科学図書室
農学部図書室 / 農・生物資源経済学専攻司書室
東アジア人文情報学研究センター図書室
基礎物理学研究所図書室
数理解析研究所図書室
フィールド科学教育研究センター森林系図書室

キャンパスマップ
Campus Map

吉田キャンパス
Yoshida Campus
桂キャンパス
Katsura Campus
宇治キャンパス
Uji Campus

霊長類研究所図書室
PRI [Reichorui]
生態学研究センター図書室
CER [Seitaigaku]

複合原子力科学研究所図書室
RNS

フィールド科学教育研究センター
瀬戸臨海実験所図書室
FSERC Seto

太秦天神川
Uzumasa Tenjingawa

桂キャンパス
Katsura Campus

吉田南構内
吉田南総合図書館【エリア連携図書館】
医学部・薬学部・病院構内
医学図書館 / 医・人間健康科学系図書室（医学図書館分室）
薬学研究科・薬学部図書室
アジア・アフリカ地域研究研究科アフリカ専攻図書室
東南アジア地域研究研究所図書室

桂キャンパス
桂図書館【エリア連携図書館】

その他のキャンパス
複合原子力科学研究所図書室
霊長類研究所図書室
生態学研究センター図書室
フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所図書室

171
洛西口
Rakusaiguchi

桂川
Katsuragawa

阪急京都線
Hankyu Kyoto Line

附属図書館宇治分館

桂 Katsura
沓掛 IC
Kutsukake IC

京都縦貫自動車道
Kyoto-Jukan Expressway

宇治キャンパス

9

大山崎 JCT
Oyamazaki JCT

07

Kyoto University Libraries
https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/newdb?lang=en

Yoshida Campus

北大路通 Kitaoji St.

鞍馬口
Kuramaguchi

N

京都市営地下鉄
烏丸線
Subway
Karasuma Line

京阪鴨東線
Keihan Oto Line

今出川
Imadegawa

二条
Nijo

吉田キャンパス
Yoshida Campus
神宮丸太町
Jingu Marutamachi

山科 Yamashina

Higashioji St.

京阪本線
Keihan Main Line

近鉄京都線
Kintetsu Kyoto Line

24

鴨川東 IC
Kamogawa
Higashi IC

東大路通

JR 嵯峨野線
JR Sagano Line

京都河原町
KyotoKawaramachi

京都
Kyoto

丹波橋
Tanbabashi
中書島
Chushojima

本線Main
京阪ihan
e
K

JR 東海道新幹線
JR Tokaido
Shinkansen Line

道

速

高

路

Me

in

y
wa

s
res

Exp

醍醐 Daigo

JR
JR 奈良
Na 線
ra L
ine

線 ne
宇治Uji Li
京阪ihan
Ke

e

Lin

Yoshida-South Campus
[Area-Focus Hub Library] Yoshida-South Library
Medicine/Pharmaceutical Sciences/University Hospital Campus
Medical Library / Med. Health Sci.
Pharmacy
ASAFAS [Africa]
CSEAS [Tohnan Asia]

Katsura Campus
[Area-Focus Hub Library] Katsura Library

Uji Library

Others

六地蔵 Rokujizo

ス
イパ
滋バ

黄檗 Obaku

第二京阪道路
Daini Keihan Road

North Campus
Science (Common)
Science
Mathematics / Physics / Astronomy
Earth Planetary / Chemistry / Biology
Agriculture / Agr. Nat. Res. Econ.
CIEAS [Jinjose]
Yukawa [Kisoken]
RIMS [Suken]
FSERC Forest

Uji Campus

宇治キャンパス
Uji Campus

iji B

Ke

yp

ass

RNS
PRI [Reichorui]
CER [Seitaigaku]
FSERC Seto

京

巨椋 IC
Ogura IC
久御山 JCT
Kumiyama JCT

京都東 IC
Kyoto Higashi IC

山科 IC
Yamashina IC

ish

名

京都南 IC
Kyoto Minami IC

JR 東海道線
JR Tokaido Line

1

神

1

Su
京 bw
東 都市 ay T
西 営 oz
線 地 ai L
下 ine
鉄

三条京阪
Sanjyo Keihan

四条 Sijo
烏丸
Karasuma

竹田 Takeda

今出川通 Imadegawa St.

東山 Higashiyama

烏丸御池
Karasuma Oike

上鳥羽 IC
Kamitoba IC

出町柳
Demachiyanagi

Main Campus
[General Library] Main Library
Letters Library
LAJ
Education
Law
Economics
Econ. Res. Office
Engineering (Yoshida)
Chem. / Elec. / Arch.
Global / Phys.
IRH [Jimbun]
Energy
Informatics
GES [Chikyu Kankyo]
EPRC [Kankyo Kagaku]
KIER [Keiken]
ASAFAS [Asia]

宇治西 IC
Uji Nishi IC

宇治東 IC
Uji Higashi IC
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主要事業

オープンアクセスの推進

した。

In order to materialize its vision for reform and future
development, termed the "WINDOW" concept, Kyoto University
formulated the Kyoto University Action Plan for Strategic
Priorities (2016-2021) as a focused and strategic set of initiatives
to be implemented during the third medium-term goal period.
The Library Network is promoting one of its projects, the Open
Access Promotion Project, under which a team of faculty
members and librarians are contributing to the development of
the foundation for open access promotion in Kyoto University.
The projectʼs two major pillars are the publication of research
results in the Kyoto University Research Information Repository
(KURENAI) and the digital archiving of the primary sources
owned by the university, including rare materials.
The Open Access Promotion Project has won the
Commendation for Science and Technology by the Minister
of Education, Culture, Sports, Science, and Technology 2020
award (Science and Technology Promotion Category), and
the Japan Association of National University Libraries Award
2020.

京都大学の改革と将来構想（WINDOW構想）

WINDOW : A Vision for the Future

http://www.kyoto-u.ac.jp/window/

http://www.kyoto-u.ac.jp/window/en/

京都大学オープンアクセス推進事業（2016-2021）

Kyoto University Open Access Promotion Project
(2016-2021)

京都大学は、
「京都大学の改革と将来構想（WINDOW構
想）」を実現するため、第三期中期目標期間中に戦略的・重
点的に実施する事業として、
「京都大学重点戦略アクション
プラン（2016-2021）」を策定しました。図書館機構は、この
中の事業のひとつ「オープンアクセス推進事業」を推進して
おり、教員および職員からなるプロジェクトチームが、京都
大学学術情報リポジトリKURENAIによる研究成果の公開と
貴重資料等の一次資料のデジタルアーカイブ化を両輪とし
て、京都大学におけるオープンアクセス推進基盤構築に貢
献しています。
本事業は先導的な取り組みとして注目され、令和2年度科学
技術分野の文部科学大臣表彰（科学技術賞科学技術振興
部門）及び「令和2年度国立大学図書館協会賞」を受賞しま

https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/content0/1373844

https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/content0/1373844?lang=en
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オープンアクセス推進のための学術論文等の研究成果公開の推進
→京都大学学術情報リポジトリKURENAI

Promotion of open access to research results available through the
Kyoto University Research Information Repository (KURENAI)

貴重資料等の一次資料のデジタルアーカイブ化による人文社会科
学系研究基盤の強化
→京都大学貴重資料デジタルアーカイブ

Enhancement of research resources in the humanities and social sciences by
digitizing the rare materials owed by the university and rendering them open
access in the Kyoto University Rare Materials Digital Archive

コンテンツの国際展開

International distribution of the above-mentioned academic contents

オープンサイエンスや研究公正を踏まえた研究情報の適切な管理の
ためのリサーチデータマネジメント
（RDM）支援と人材育成

Support service for research data management and the development of human
resources able to provide such service for appropriate management of research
information in accordance with open science and research integrity

専門的有識者をコアにしたプロジェクト体制と
研究支援職員の組織的育成

Organization of a project team led by experts and the systematic training
of research support staff

Major Activities

Promotion of Open Access

京都大学オープンアクセス方針

Kyoto University Open Access Policy

京都大学は、2015年4月に京都大学オープンアクセ

会的責任を果たしていきます。

Kyoto University adopted the Kyoto University Open
Access Policy in April 2015, whereby faculty members
are in principle held responsible for the publication
on the Internet of their research results, such as in the
form of academic theses. We believe that assuring
open access to research and education results
facilitates collaboration among researchers and
greatly contributes to opening the path to the
creation of new knowledge that goes beyond the
boundaries of research fields. At the same time, such
an assurance clearly demonstrates the need for
accountability to society of those engaged in
academic research. By taking a stance that promotes
open access by adoption of the university-wide
policy and broader publication of many research and
education results, we will be able to contribute to the
development of academic research and help fulfill
our social responsibility as a university.

京都大学オープンアクセス方針

Kyoto University Open Access Policy

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research-policy/openaccess

https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/content0/13092?lang=en

京都大学研究データ管理・公開ポリシー

Kyoto University Policy on Research Data
Management and Sharing

京都大学は、2020年3月に「京都大学研究データ管

Kyoto University formulated the Kyoto University
Policy on Research Data Management and Sharing in
March 2020 in order to provide Kyoto University
researchers with a guideline in managing, preserving
and sharing their research data.
Appropriately managing and preserving research
data gathered and produced by research activities
and sharing such data for further utilization together
equates to retaining and increasing the value of the
data. By doing so, we will be able to achieve Kyoto
Universityʼs mission to generate world-class
knowledge through freedom and autonomy in
research that conforms to high ethical standards and,
as a university committed to a broad social
engagement, disseminate knowledge informed by
the ideals of freedom and peaceful coexistence.

ス方針を採択し、教員が執筆した学術論文等の研
究・教育成果をインターネット上で公開することを原
則教員の義務としました。
研究成果をオープンアクセスとすることは、研究者間
のコラボレーションを促進し、研究分野を超えた新
たな知の創出に道を開く大きな力となるとともに、学
術研究に従事する者が社会に対して果たすべき説明
責任を明確にするものと考えています。全学方針の
採択により大学としてオープンアクセスを推進する姿
勢を明らかにし、多くの研究・教育成果をより広く公
開することで、学術研究の発展に寄与し、大学の社

理・公開ポリシー」を策定し、京都大学の研究者が研
究データを管理・保存・公開するための指針となる原
則を示しました。
研究活動の過程で生み出される研究データを適切に
管理・保存し、また公開して利活用を促進すること
は、研究データの価値を守り高めることにつながり
ます。それにより、京都大学が掲げる、
「研究の自由
と自主を基礎に、高い倫理性を備えた研究活動によ
り、世界的に卓越した知の創造を行う」とともに、
「世界に開かれた大学として、自由と調和に基づく
知を社会に伝える」という基本理念の具現化に大き
く貢献します。
京都大学研究データ管理・公開ポリシー
https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research-policy/kanrikoukai

Kyoto University Policy on Research Data
Management and Sharing
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/research/research-policy/rdm
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主要事業

オープンアクセスの推進

京都大学オープンアクセス方針

Kyoto University Open Access Policy

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research-policy/openaccess

https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/content0/13092?lang=en

2015年2月20日 図書館協議会承認
2015年4月14日 部局長会議承認
2015年4月28日 教育研究評議会承認
2015年4月28日 役員会承認

Approved by the Kyoto University Library Network Board on
February 20, 2015;
by the Deans and Directors Meeting on April 14, 2015;
by the Education and Research Council on April 28, 2015;
by the Board of Executive Directors on April 28, 2015

趣旨
1．京都大学は、本学に在籍する教員（以下「教
員」という。）によって得られた研究成果に対す
る学内外からの自由な閲覧を保証することによ
り、学術研究のさらなる発展に寄与するととも
に、情報公開の推進と社会に対する説明責任を果
たすために、オープンアクセスに関する方針を以
下のように定めるものとする。

(Objective)
1. To assure open access to published products of
Kyoto University faculty research to further research
and public accountability.

研究成果公開の権限
2．京都大学は、出版社、学会、学内部局等が発
行した学術雑誌（図書等を除く）に掲載された教
員の研究成果（以下「研究成果」という。）を、
京都大学学術情報リポジトリ（以下「リポジト
リ」という。）によって公開する。ただし、研究
成果の著作権は京都大学には移転しない。
適用の例外
3．著作権等の理由でリポジトリによる公開が不
適切であるとの申し出が教員からあった場合、京
都大学は当該研究成果を公開しない。
適用の不遡及
4．本方針施行以前に出版された研究成果や、本
方針施行以前に本方針と相反する契約を締結した
研究成果には、本方針は適用されない。
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(Access Rights)
2. Kyoto University Research Information Repository
(hereafter “Repository”) shall provide open public
access to Kyoto University faculty research published
in journal articles without acquiring copyright.

(Waiver)
3. Kyoto University exempts research requesting
copyright or similar protection.

(Non-retroactive)
4. This policy exempts research published prior to its
implementation or contractually conflicting with it.

電子データの提出とリポジトリへの登録
5．研究成果の発行版がリポジトリでも公開可能
である場合、京都大学は当該発行版をリポジトリ
に登録することができる。発行版の公開は禁じて
いるが著者版の公開を許している場合、研究成果
の公開に同意した教員は、著者最終稿等を、でき
るだけすみやかに京都大学へ提出する。リポジト
リへの登録・公開、公開後のデータ利用等、リポ
ジトリに関わる事項は、「京都大学学術情報リポ
ジトリ運用指針」に基づき取り扱う。

(Electronic Data Submission)
5. The Repository shall disclose published versions of
research whenever permitted. If a publisher prohibits
open access to the published version but allows open
access to final prepublication manuscripts,
researchers should submit their final prepublication
manuscripts to the Repository. Deposit, release,
subsequent use, and all other issues related to the
Repository shall be implemented in accordance with
Kyoto University Research Information Repository
Operational Guidelines.

その他
6．本方針に定めるもののほか、オープンアクセス
に関し必要な事項は、関係者間で協議して定める。

(Others)
6. Open access issues unstated in this policy shall be
negotiated by the parties concerned.

Major Activities

Promotion of Open Access

京都大学研究データ管理・
公開ポリシー

Kyoto University Policy on Research
Data Management and Sharing

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research-policy/kanrikoukai

https://www.kyoto-u.ac.jp/en/research/research-policy/rdm

2020年3月19日研究者情報整備委員会承認

Approved by the Kyoto University Research Information
Management Committee on March 19, 2020

京都大学は、「研究の自由と自主を基礎に、高い
倫理性を備えた研究活動により、世界的に卓越し
た知の創造を行う」とともに、「世界に開かれた
大学として、自由と調和に基づく知を社会に伝え
る」ことを基本理念として掲げている。研究活動
の過程で生み出される研究データを適切に管理・
保存し、また公開により利活用を促進すること
は、研究データの価値を守り高めることであり、
それによりこれらの理念を具現化し、学術研究の
広範囲にわたる発展と地球社会の調和ある共存に
大きく貢献することができる。

Kyoto Universityʼs mission states that we will
generate world-class knowledge through freedom
and autonomy in research that conforms with high
ethical standards and, as a university committed to a
broad social engagement, disseminate knowledge
informed by the ideals of freedom and peaceful
coexistence. Appropriately managing and preserving
research data gathered and produced by research
activities and sharing such data for further utilization
equates to retaining and increasing the value of the
data. By doing so, we will be able to achieve the
above-mentioned mission and contribute to the
development of academic research in a wide range of
fields and harmonious coexistence within the human
and ecological community on this planet.

そこで、京都大学で行われる研究が多様であるこ
とを踏まえ、研究データの管理・保存・公開に関
して、それぞれの研究分野における法的および倫
理的要件に従うことを認め、それらを最大限尊重
した上で、学術研究の発展と京都大学における将
来の研究を守るため、指針として京都大学研究
データ管理・公開ポリシーとして以下の原則を定
める。

Therefore, we have formulated the following policy
on Research Data Management and Sharing to
contribute to the development of academic research
and secure the sustainability of research at Kyoto
University. This policy serves as a general guideline in
managing, preserving, and sharing research data at
Kyoto University, which is home to diverse research
activities and complements legal and ethical
requirements specific to each research field.

1．本ポリシーにおける「研究データ」とは、本
学の研究活動の過程で研究者によって収集ま
たは生成された情報を指し、デジタル・非デ
ジタルを問わない。
2．京都大学において、研究者は研究データを適
切に管理・保存すること、すなわち研究デー
タ管理は、優れた研究を行う上で必要不可欠
であると認識する。
3．京都大学は、原則として、研究データを収集
または生成した研究者が、研究データ管理を
行う権利と責務を有していることを認め、研
究者は、研究データの価値を守るため、それ
ぞれの研究分野における法的および倫理的要
件に従って研究データ管理を実施する。
4．京都大学は、研究データが、論文などと同様
に、今後の学術や社会の発展に貢献する知の
基盤の一つであるとの認識に基づき、特段の
定めがある場合を除き、可能な限り社会に公
開し、その利活用を促進する。
5．京都大学は、研究データ管理および公開を支
援する環境を整える責務がある。

1．In this policy, research data is defined as the
recorded information, both digital and non-digital,
gathered or produced by the researchers of Kyoto
University in the process of their research activities.
2．The researchers of Kyoto University should be
aware that Research Data Management, defined
as managing and preserving research data
appropriately, is indispensable in conducting
research of a high standard.
3．Kyoto University acknowledges that researchers
who have gathered or produced research data in
principle have the right and responsibility to
implement Research Data Management. The
researchers of Kyoto University implement Research
Data Management in compliance with legal and
ethical requirements in each research field for the
purpose of retaining the value of research data.
4．Kyoto University will promote the utilization of
research data by sharing it to the greatest possible
extent unless otherwise specified, based on the
understanding that research data, along with
academic theses, serves as a foundation of
knowledge that contributes to the current and
future development of scholarship and society.
5．Kyoto University is responsible for providing the
environment to support Research Data
Management and sharing.

なお、社会や学術状況の変化に応じて、適宜本
ポリシーの見直しを行うものとする。

This policy will be reviewed as needed in response to
changes in society and academic circumstances.
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主要事業

オープンアクセスの推進

研究・教育成果の公開

Open Access to Research and Education Results

京都大学の研究・教育成果のオープンアクセスを推
進するプラットフォームとして、図書館機構は学術情
報リポジトリKURENAI（2006年6月設置）を運営し、教
員・学生が執筆した学術雑誌掲載論文、学位論文、
学内刊行誌記事などをインターネット上で公開して
います。2015年度の京都大学オープンアクセス方針
採択を受け、2016年にはリポジトリ登録システムを導
入して教員が登録手続きを簡便にできるようにし、
2019年度からは研究成果の根拠となる研究データの
登録を開始しています。KURENAIは、2021年8月に世
界 リ ポ ジトリラン キ ン グ 機 関 リ ポ ジトリ 部 門
TRANSPARENT RANKING: Institutional Repositories by
Google Scholar（スペイン高等科学研究院）で世界第
5位、国内第1位を獲得しています。

The Library Network operates the Kyoto University
Research Information Repository (KURENAI) that was
launched in June 2006 as a platform to promote open
access to Kyoto Universityʼs research and educational
achievements. The repository is making freely available
on the Internet journal articles, theses, various research
materials, and articles of other publications by the
university members. Responding to the adoption of the
Kyoto University Open Access Policy in 2015, the
university introduced the KURENAI Deposit System in
2016 to enable university members to deposit their
articles in a simple and easy way. KURENAI also started
to store research data on a trial basis in 2019. KURENAI
was ranked fifth in the world and first in Japan on the
TRANSPARENT RANKING: Institutional Repositories by
Google Scholar by the Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) in August 2021.

京都大学学術情報リポジトリ「KURENAI」（写真a）

Kyoto University Research Information Repository
KURENAI (Photo a)

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/

a

b

研究データ公開支援

Support for Open Access to Research Data

図書館機構では、学際融合教育研究推進センター
アカデミックデータ・イノベーションユニットと協
力し、研究データ公開支援の取り組みを開始しまし
た。2019年2月に研究データ公開支援サイトを開設
し、2019年11月にはリーフレット「これからのリ
サーチデータマネジメント（RDM）」を作成・公開
し、研究者・学術機関の双方に有用な研究データ管
理の概要を紹介しています。
今後、情報環境機構や研究推進部などとも連携し
て、研究データの公開支援に取り組んでいきます。

The Library Network, in cooperation with the
Academic Data Innovation Unit of the Center for the
Promotion of Interdisciplinary Education and
Research, has started support service for research data
sharing. We launched a website of the service in
February 2019 and in November 2019, publicized a
leaflet entitled “How We Go Forward with Research
Data Management (RDM)” that explains the outline of
RDM and how beneficial RDM is for both researchers
and academic institutions.
We will also work with the Institute for Information
Management and Communication and the Research
Promotion Department to support research data
sharing at Kyoto University.

研究データ公開支援 - 総合案内（写真b）

https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/researchdata/1380691
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https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/?locale=en

Open Research Data - General Information (Photo b)
https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/researchdata/1380691?lang=en

Major Activities

Promotion of Open Access

学術情報資源のデジタル化・公開

Digitization of, and Open Access to,
Academic Information Resources

図書館機構では、京都大学が所蔵する貴重な古典籍・
古文書をはじめとする学術資料のデジタル化とインターネッ
ト上での公開に取り組んでいます。
これまでにデジタル化し
て京都大学貴重資料デジタルアーカイブに公開した資料
は約1万8千点、
137万画像
（2020年10月末現在）
に及び、
国内でも有数の規模を誇ります。
京都大学貴重資料デジ
タルアーカイブは、2017 年 9月に運用を開始した京都大学
の貴重資料デジタル画像公開プラットフォームで、画像
データの相互運用性とアクセス性を向上させる国際的な
規格 IIIF
（International Image Interoperability Framework）
にも対応しています。
公開画像の多くは、原資料所蔵館を
明示することにより自由に二次利用することができます。

The Library Network is digitizing primary sources owned
by Kyoto University, such as rare materials, and making
digital images available on the Internet. The number of
items publicized in the Kyoto University Rare Materials
Digital Archive totals appropriately 1.37 million images of
18,000 titles as of the end of October 2020, which makes
it one of the top digital archive services in Japan in terms
of both scale and quality. The digital archive, released in
September 2017, is a university-wide platform to provide
open access to digitized rare materials. It is compliant
with the International Image Interoperability Framework
(IIIF), an international standard that enhances the
interoperability and accessibility of digital images. Most
of the images are freely reusable if holding libraryʼs name
is indicated when used or shared.

京都大学貴重資料デジタルアーカイブ

Kyoto University Rare Materials Digital Archive

https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/

https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/en

写真 c) 中井家絵図・書類『京都皇居色別指圖』/ d) 谷村文庫
『大般若波羅蜜多経 巻第23』（いずれも附属図書館）

Photo c) Nakai Collection: Kyouto koukyo irowake sashizu / d)

c

Tanimura Collection: Daihannya haramittakyou (Main Library)

d

京都大学貴重資料
デジタルアーカイブ基金

Kyoto University Rare Materials
Digital Archive Fund

図書館機構は、学術情報資源のデジタル化・公開
事業を推進するため、京都大学貴重資料デジタル
アーカイブ基金（2018年7月設置）を運営していま
す。長い年月を経て傷んだ資料を修復し、状態に
適した方法で撮影するには、大変な手間と費用が
必要になりますが、寄附者のみなさまのご支援に
より、江戸時代の天皇即位の儀式が色鮮やかに描
かれた『享保二十乙卯歳十一月三日御即位堂上堂
下飾御規式之圖并於清涼殿禮服御覧圖』をはじ
め、京都に縁の深い資料を中心にデジタル化・公
開しています。

In order to promote the digitization project of rare
materials owned by Kyoto University, the Library
Network launched the Kyoto University Rare Materials
Digital Archive Fund in July 2018. Restoring fragile rare
materials and digitizing them in ways most suitable for
each material requires much effort and costs. Thanks to
the generous support from our donors, we have
digitized several rare materials closely related to Kyoto
and have made the images accessible in the digital
archive. One of these precious rare materials is Kyouhou
nijuu kinotou no toshi juuichigatsu mikka gosokui
toushou touka kazari gokisiki no zu narabini seiryouden
reifuku goran zu, which depicts the accession ceremony
of the Japanese Emperor during the Edo Period.

京都大学貴重資料デジタルアーカイブ基金
https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/about/1378633

Kyoto University Rare Materials Digital Archive Fund
https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/about/1378633?lang=en

14

主要事業

学修・教育支援

環境整備
図書館機構を構成する全学の図書館・室では、様々な学びのスタイルに合わせたスペースを提供しています。中でも、京都大学の
教育の基本理念「対話を根幹とした自学自習」の場として、グループワークが可能な環境が整えられています。
附属図書館
Main Library
https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/mainlib/

ラーニング・コモンズ（写真 a）
Learning Commons（Photo a）

京都大学のシンボルであるクスノキをモチーフとする木造物を配し
た学習空間で、
「集い」と「創発」をコンセプトに学生・教職員が中心
となり設計し、2014年4月に開室しました。組換自由な机やホワイト
ボード、プロジェクター、電子黒板等を使って、活発な議論や意見
交換が行われています。

a

This learning space, featuring a wooden structure design inspired by
Kyoto Universityʼs symbol, the camphor tree, was planned by Kyoto
Universityʼs students, faculty members and librarians in line with the
concept of “gathering and emergence.” Users actively discuss and
exchange opinions, using configurable tables and chairs,
whiteboards, projectors, and electronic blackboards.
学習室24
Study Room 24

学生・教職員が24時間利用できる学習室です。リラックススペース
「なごみ」では飲食も可能です。
Study Room 24 is open for university members round the clock. Users
can drink and eat food in its relaxation space called Nagomi.
メディア・コモンズ（写真 b）
Media Commons（Photo b）

映画、ドキュメンタリー、語学学習等のコンテンツを備え付けの各
種機器で活用できます。総ガラス張りで、時計台の向こうに吉田山・
大文字山が一望できる明るい空間です。

b

Media Commons is equipped with a variety of audio and video
devices to make the best use of the film, documentary, and language
learning collections. Its room has a full view of the Kyoto University
Clock Tower flanked by Yoshida and Daimonji mountains behind it.
吉田南総合図書館
Yoshida-South Library
https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/yoshidasouthlib/

環on（わおん）
（写真 c）
Wa-on（Photo c）

個人・グループでの学習や研究会開催に利用できる「話せる図書
館」です。
「創造と学習の場」をコンセプトとし、多目的スペース、グ
ループ学習室、くつろぎスペース、L型カウンターの4つのエリアがあ
ります。

c
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The space for individual and group study use is Wa-on, a library
where users can talk with each other. Powered by the concept “a
space for creativity and learning of academic communication,” this
library space consists of four areas – a group study room, a relaxation
area, a multipurpose area, and an L-shaped counter space.

Major Activities

Support for Study and Education

Library Facilities
Kyoto University Libraries provide spaces that are suitable to a variety of learning styles. For example, the areas for group work are available
as the environment conducive for promoting independent and interactive learning, which is one of the universityʼs educational missions.
桂図書館
Katsura Library
https://www.t.kyoto-u.ac.jp/lib/ja
2020年4月、従来の桂キャンパス工学研究科5図書室を集約して、
桂図書館が開館しました。エリア連携図書館として全学の図書館機
能を支える重要な役割を担うとともに、オープンサイエンス拠点とし
て理工系研究支援サービスを推進します。また、
「新しい発見と交
流の場」として地域や社会への情報拠点となり、グローバル・イノ
ベーション支援の推進も目指しています。
桂図書館の環境の整備と維持をより一層図るため、桂図書館基金
を設置しています。
Katsura Library, which integrated five former libraries of the Graduate
School of Engineering on Katsura Campus, opened in April 2020. It
plays a crucial role within the university-wide Library Network as an
“area-focus hub library,” and supports science and engineering
research by functioning as an open-science hub. The library aims to
promote global innovation by providing a platform for interaction
between researchers, the local community, and beyond, serving as a
space for new discovery and interaction.
The Katsura Library Fund has been established to further develop
and maintain the libraryʼs facilities.
オープンラボ / リサーチコモンズ
Open Lab/Research Commons
研究室とは異なる環境・設備を設けて研究者間の交流を活性化さ
せ、学生の知的活動を促すとともに学外研究者との協働を促進する
ことを目的とした施設です。
グループワークやディスカッションのほか、学会・ポスター展示の会場
としてもご利用いただくことが可能です。
This facility was established to provide researchers with an
alternative environment to laboratories in which to conduct
exchange, studentsʼ academic activities, and collaboration with
researchers from outside the university. The facility can be used for
group work, group discussions, conferences, poster sessions, and
exhibitions.
メディアクリエーションルーム
Media Creation Room
動画撮影ができるスタジオを併設し、デジタル教材や研究発表動画
の制作が可能なカメラ等の機材を備えています。
This room has a studio for video recording, as well as cameras and
other equipment to produce digital teaching materials and research
presentation videos.

桂図書館基金
Katsura Library Fund
http://www.kikin.kyoto-u.ac.jp/contribution/katsuralibrary/

16

主要事業

学修・教育支援

人的サービス

In-Person Services

全学体制での学術情報リテラシー教育支援
図書館機
構では、「図書館機構による学術情報リテラシー教育支
援の方針」（2011年制定）に基づき、各図書館・室が連
携・協力し、全学体制での学術情報リテラシー教育支援
を行っています。新入生向けには図書館オリエンテー
ションや利用ガイダンス、館内ツアー等、さらに進んだ
内容としては、京都大学蔵書検索KULINEや各種データ
ベースの使い方、文献探索法などの講習会を実施してい
ます。こうした講習会を教員からの依頼により必修科目
の1コマとして実施している学部・大学院もあります。
（写真a）

Cross-Campus Academic Information Literacy Learning
Support is coordinated by the Library Network, with the
member libraries working together based on the Library
Network Academic Information Literacy Learning Support
Policy that was enacted in 2011. We offer orientation, guides,
library tours for new students, and more advanced sessions on
how to use the Kyoto University Library Online Catalogue
(KULINE) and other various databases and also how to collect
academic documents and data. We provide such literacy
sessions as a required class for some faculties and graduate
schools upon faculty membersʼ request. (Photo a)

正規授業科目の提供
学術情報リテラシー教育支援の
一環として、正規の授業科目「大学図書館の活用と情報
探索」（全学共通科目2単位）を提供しています。図書館
副機構長による講義に始まり、情報学、人間・環境学、
薬学などのさまざまな専門分野・所属の教員がリレー形
式で講義を担当し、締めくくりとなる演習では、図書館
職員が演習問題の作成や実習のサポートを務めます。情
報活用能力がますます求められる中、情報環境の変化や
大学教育におけるニーズに内容を対応させています。
学習サポートデスク
附属図書館では国際化・多様化
する学生への学習支援の一環として、留学生を含む大学
院生が日本語・英語・その他の言語で対応する学習サ
ポートデスクを設置しています。図書館の使い方全般の
ほか、文献収集法やレポート執筆方法、プレゼンテー
ション作成などについて、身近な先輩として個別相談に
応じたり、講習会を開催したりしています。（写真b）

a
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The Regular Course on Academic Information Literacy
entitled "University Library Data Searching” (Liberal Arts and
General Education; 2 credits) is provided as part of our efforts
to support academic information literacy education. It begins
with a lecture by the Deputy Director-General of the Library
Network, followed by lectures by faculty members of different
departments and areas of expertise, such as informatics,
human and environmental studies, and pharmaceutical
sciences. The course concludes with work sessions for which
librarians prepare exercise materials and provide on-site
support. Now that information literacy skills are increasingly
seen as necessary, this course will continue to be updated to
adapt to the changing information environment and to meet
the universityʼs education requirements.
The Learning Support Desk at the Main Library supports
students, including the increasing number of international
students, in terms of their diversifying needs. The service is
provided in Japanese, English, and other languages by
graduate students of Kyoto University in the form of in-person
consultation and workshops on topics, such as how to use the
library, collect documents, write reports, and make
presentations from the viewpoint of fellow senior students.
(Photo b)

b

Major Activities

Support for Study and Education

新型コロナウイルス感染症対策下における
図書館サービス

Library Service in the Context of Preventive
Measures against COVID-19

新型コロナウイルス感染症の拡大を抑制するため、京都大学
でも2020年4月以降授業の休講やオンライン化の措置が講じ
られ、各図書館・室は対面サービスの制限を余儀なくされまし
た。こうした中、図書館機構では京都大学所属者が利用でき
る電子ジャーナル・電子ブックの提供範囲拡大情報やキャン
パス外からのアクセス方法をまとめたウェブサイトを公開し、
研究や学習に必要な資料のオンライン利用を促進しました。
一方、各図書館・室では、三密を避ける対策を取ったうえで
段階的にオンライン以外のサービスを再開・拡大しました。
まず多くの学生が利用する附属図書館と吉田南総合図書館
（写真c）が閉館中でも資料を貸出できるように事前予約制
の取置サービスを開始し、その他の一部図書館・室もこれに
続きました（2020年4月）。その後利用者の利便性を考慮し
て、利用者が短時間のみ入館して必要な資料を書架から出
納・貸出できるようにしました（5月; 一部図書館・室）。遠方
に滞在している利用者に対しては、図書館が片道の送料を負
担して貸出資料を郵送する「郵送貸出」を、附属図書館や吉
田南総合図書館で開始しました（5月）。さらに、学習サポー
トデスクによる学習相談や各図書館・室が主催する講習会
も、オンラインへ移行して再開しました（6月）。7月からは、
一部で実施された対面授業や試験に対応して、一部図書館・
室で閲覧席の利用を部分的に再開するとともに、百周年時計
台記念館国際交流ホールに臨時自習室を設置しました。設備
面では、本学の卒業生から寄贈された空気清浄機を一部の
図書館・室に設置（写真d）し、附属図書館の閲覧机にアクリ
ル板の間仕切りを増設しました（2021年1月）。2021年度以降
も本学の活動制限のガイドラインにおける対応レベルや対面
授業・対面試験の実施状況を鑑みながら、開館時間や提供
施設・サービスの変更等を行い、各図書館・室のサービス情
報を図書館機構We bサイトの特設ページで提供しました。
新型コロナウイルス感染症対策のためこれまでとは異なる生
活様式が求められる中、図書館機構では研究者・学生の活動
を引き続き力強く支えていきます。

After April 2020, in order to contain the spread of the novel coronavirus,
classes in the university were canceled and moved online as the libraries
moved to restrict in-person services. Under the pandemic circumstances,
the Library Network opened a website on e-resource information,
including an expanded list of e-journals and e-books available to the
university members and instructions on how to access e-resources from
off-campus, as a way of promoting the online use of resources necessary
for research and study.
In the meantime, each library took measures to avoid the 3Cs (Closed
spaces, Crowded places, and Close-contact settings) in reopening part
of their on-site services and starting new services in accordance with the
“new normal”, which was conducted in a phased manner. In the bid to
respond to the obtaining needs of students, the Main Library and
Yoshida-South Library (Photo c) took the lead to start a new service of
preparing books reserved in advance for pick-up in April 2020 and,
subsequently, other libraries followed suit. In May, the “pick-up from
shelves” service was initiated in order to enhance user convenience by
allowing them to briefly enter the library to pick up the books they need
from the shelves and borrow them. For users who stayed far from the
campus, the Main Library and Yoshida-South Library also started in May
the service to cover one-way shipping fee for the delivery of library
materials. The counseling service at the Learning Support Desk and
guidance sessions hosted by each library also resumed online in June.
Starting July, in response to the start of a limited number of in-person
classes and examinations, part of the reading rooms of the libraries were
reopened and a temporary study room was set up in the International
Conference Halls of the Clock Tower Centennial Hall. Air purifiers
donated by alumni have been installed in twelve libraries (Photo d), and
in January 2021, additional acrylic partitions were installed on the Main
Libraryʼs reading desks. As with the implementation of face-to-face
classes and examinations, library opening hours, available facilities, and
services have been continually adjusted in accordance with the
universityʼs anti-virus activity restriction levels throughout 2021.
Information on each libraryʼs services has been provided on a special
page of the Kyoto University Library Network website.
Amidst the necessity of adjusting to a new way of life in order to contain
the spread of COVID-19, the Library Network is determined to continue
supporting researchers and students in their relevant activities.

c
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主要事業

Major Activities

学修・教育支援

Support for Study and Education

情報資源の構築・提供

Development and Provision of
Information Resources

電子リソースの安定提供

Secure Provision of E-Resources

電子ジャーナルやデータベースなどの電子リソースは、
研究・教育活動に不可欠な情報基盤であり、これを京都
大学構成員に安定的に提供することは、図書館機構の重
要な責務です。この責務を果たすため、図書館機構では
電子ジャーナル・データベース認証システムを運用して
います。2019年度には新たな認証システムとしてプラグ
イン方式を導入しました。この方式により、電子リソー
スへのアクセスが学外からも容易になり利用者の利便性
が向上するとともに、電子リソース利用時に求められる
コンプライアンス遵守も担保しています。

Electronic resources, such as e-journals and databases, refer
to an information infrastructure indispensable to research
and education activities, and the stable provision of such
resources to university members is one of the most
important responsibilities held by the Library Network. As a
means to fulfill this responsibility, the Library Network began
operating an e-resources access authentication system. We
added a plug-in extension when it was renewed in Academic
Year 2019, a feature that has been demonstrated to increase
user convenience by allowing users to access e-resources
even from off-campus and guaranteeing the compliance
required of users when utilizing e-resources at the same time.

電子ジャーナル・電子ブックリスト（写真a）
https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/erdb/13502

E-Journals & E-Books List (Photo a)

a

b

大型コレクションの整備

Development of Special Collections

研究・教育に必要な情報資源の中には、規模が大きく部
局単独で購入することが困難なものもあります。図書館
機構では、各部局の購入希望を調査して全学的に調整
し、学外機関との共同利用にもふさわしい資料を収集し
ています。

Some of the information resources necessary for research and
education activities are large in scale and beyond the budget
of a single department of the university. The Library Network
inquires and coordinates the needs of the various departments
across the university and purchases collections that are
expected to be broadly used at Kyoto University and beyond.

大型コレクション

https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/collections/12557
写真 b) 大型コレクション: イェシェック文庫
（法学研究科所蔵）
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https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/erdb/13502?lang=en

Special Collections
https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/collections/12557?lang=en
Photo b) Special Collection: Jescheck Collection (Law)

主要事業

Major Activities

社会貢献・国際交流

Social Contribution and International Exchange

社会貢献

Social Contribution

図書館機構では、図書館に関連する最新の動向をテーマ

The Library Network holds a symposium every year on a topic
related to the latest library trends in the goal of deepening
human communication in libraries, universities and other
academic communities across the country. The events are
open to the general public as well. We also hold an exhibition
of the universityʼs collection of rare materials once every
several years, providing the general public the opportunity to
familiarize themselves with our precious holdings.
An example of our effor ts to contribute to the local
community is the agreement with Kyoto Prefectural Library
on the promotion of collaboration and cooperation through
the inter-library loan service, which has made it easier for
citizens of the prefecture to use materials held by the Main
Library of Kyoto University. We also provide junior high school
students opportunities to be part of the service desk of the
Main Library and of background work that users do not
normally see as part of the universityʼs accommodation of
youth work experience programs in Kyoto City.

とした講演会を毎年開催し、全国の図書館・大学・学術
関係者との交流を図るとともに、一般の方の参加も受け
入れています。また、京都大学が所蔵する貴重資料原本
を一般の方も目にできる機会として、図書館機構貴重書
公開展示を随時開催しています。
地域貢献の取り組みとしては、2017年に京都府立図書館
と相互貸借による連携・協力の推進に係る協定を締結
し、京都府民が京都大学附属図書館所蔵資料をより利用
しやすくしたほか、京都市内の中学校から職場体験を受
け入れ、大学図書館での窓口サービスや、利用者が目に
することが少ないバックヤードでの業務を体験する機会
を提供しています。

国際交流

International Exchange

図書館機構では、海外の学術機関と学術交流協定を締結

The Library Network has been promoting international
exchange through academic exchange agreements with
institutions abroad (see chart below). We have been active in
international exchange, dispatching our librarians to various
academic institutions abroad every year under the John Mung
international mobility program for young librarians in order to
investigate the latest trends and to exchange opinions with
librarians from other countries. We also receive visitors and
librarians participating in staff development programs: a notable
visitor was a catalog department head and assistant professor at
the New York University Law School Library who stayed with us
for three weeks in 2017 to investigate the current situations of
libraries in Japan, talk about the latest information on the
Resource Description & Access (RDA) during a workshop, and
discuss the aforementioned issue with our librarians. Other
visitors have included librarians coming from Southeast Asian
countries under the Sakura Science Plan, SAKURA SCIENCE
Exchange Program by the Japan Science and Technology
Agency.

し、国際交流を推進しています（下表）。
図書館職員の交流にも積極的に取り組み、京都大学若手
人材海外派遣事業「ジョン万プログラム」では毎年図書
館職員を海外の学術機関へ派遣し、最新動向の調査と意
見交換を行っています。海外からの訪問や研修の受入も
行っており、2017年度にはニューヨーク大学法学部図書
館の司書・目録部長を3週間にわたり受け入れ、RDA
（Resource Description & Access 資源の記述とアクセス）
に関するワークショップや意見交換会を開催しました。
そのほか、日本・アジア青少年サイエンス交流事業さく
らサイエンスプラン（科学技術振興機構）により来訪す
る東南アジア各国からの図書館職員をはじめ、各国の図
書館関係者に図書館機構の事業を紹介しています。

締結年月
Concluded in

関係部局
Related Dep.

相手国
Country

相手機関
Institution

実施事業
Project

2020.3

総合博物館 Museum
文学研究科 G.S. Letters
図書館機構 Library Network

米国
United States

プリンストン大学
Princeton University

総合博物館が所蔵する古文書のデジタルイメージの公開及び当該古文書の研究
Research in, and digitization of, the Museumʼs ancient documents

2016.12

図書館機構 Library Network
（人文科学研究所 IRH・
附属図書館 Main Library）

台湾
Taiwan

国家図書館
National Library

本学における台湾漢学リソースセンターの開設、「臺灣漢學講座」の開催等の学術交流
Academic exchange on Taiwan and Chinese studies
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主要コレクション

特殊文庫
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a

e

b

f

c

g

d

h

Major Collections

Rare Materials

附属図書館

Main Library

国宝

National Treasure

重要文化財

Important Cultural Property

『今昔物語集』鈴鹿本（平安末鎌倉初期写）

Konjaku monogatari-shu (Suzuka-bon), manuscript dating from the late Heian to early Kamakura periods

『萬葉集』尼崎本（平安末鎌倉初期写）

Manyoshu (Amagasaki-bon), manuscript dating from the late Heian to early Kamakura periods

『古今和歌集註』藤原教長撰、伝二條師忠筆
（仁治２年写）

Kokin wakashu-chu by Fujiwara no Norinaga; manuscript written by Nijo no Morotada, 1241

『兵範記』平信範著(長承元年-承安元年）

Hankoku-ki, manuscript diary by Taira no Norikuni, 1036

『範國記』平範国著(長元９年）

Chishin-ki, manuscript diary by Taira no Tomonobu, 1132

『知信記』平知信著(天承2年）

Yogaku shinan-sho, manuscript dating from the late Heian period.

『幼学指南鈔』（平安末期写）

Kiyohara-ke kagaku-sho. 34 kinds of manuscripts

Hyohan-ki, manuscript diary by Taira no Nobunori, 1132-1171

清原家家学書34種

一般貴重書

Rare Books

特殊文庫

Special Collections

維新特別資料文庫

Meiji Restoration Special Material Collection

大塚京都図コレクション

Otsuka Takashi Collection

河合文庫

Kawai Collection

菊亭文庫

Kikutei Collection

旭江文庫

Kyokko Collection

近衛文庫

Konoe Collection

島田文庫

Shimada Collection

蔵経書院文庫

Zokyo Shoin Collection

新聞文庫

Shimbun Collection

清家文庫

Seike Collection

谷村文庫

Tanimura Collection

『天正遣欧使節肖像画』、『国女歌舞伎絵
詞』、『しほやきぶんしょう 3巻』 など

幕末から明治維新に至る勤皇志士関係資料

大塚隆氏（1926-2017）旧蔵の江戸期から近代
に至る京都地図

河合弘民博士（1872-1918）旧蔵の朝鮮史研究
資料

菊亭家家記、特に家業の音楽書を中心とした
有職故実に関する文書・記録

大賀寿吉氏（1870-1936）旧蔵のダンテに関す
る原典・新聞・雑誌断簡

近衛家旧蔵の漢籍および古写本

島田家文書記録及び仏教学者島田蕃根
（1827-1907）の蔵書からなる修験道文献

京都蔵経書院旧蔵の仏典類・真宗関係の仏書

元大阪新聞社記者の中神利人氏（1884-1969）
旧蔵、幕末から第二次世界大戦初期に至る日
本の新聞

儒学の名家である清原家旧蔵の経書・日記・
秘伝類

大正・昭和期の実業家谷村一太郎氏
（1871-1936）旧蔵の和漢稀覯書

Newe Zeyttung auss der Insel Japonien, Kunijo Kabuki Ekotoba, Shioyaki bunshou, etc.

Materials relating to kinʼno no shishi (loyalists who fought for the cause of the Emperor), dating from the end of
the Tokugawa regime

Maps of Kyoto dating from the Edo period to the modern period, formerly owned by Takashi Otsuka (1926-2017)

A collection for research in Korean history formerly owned by Dr. Kawai Hirotami (1872-1918)

Manuscripts and records of yusoku kojitsu (codes of court practice and etiquette), mainly consisting of the family
history of the Kikutei family, especially documents on music

Original texts, and newspaper and journal articles relating to Dante, formerly owned by Jukichi Oga (1870-1936)

Chinese classics and manuscripts formerly owned by the Konoe family

Collection relating to Shugen-do, Japanese mountain asceticism, including records that belonged to the Shimada
family and books formerly owned by Bankon Shimada (1827-1907), Buddhism scholar

Books containing Buddhist texts and documents on Shin-Buddhism, formerly owned by the Zokyo Shoin in Kyoto

Japanese newspapers dating from the end of the Edo period to early days in World War II, formerly owned by
Kazuto Nakagami (1884-1969), a journalist for the Osaka Newspaper Company

Materials comprising Confucian classics, diaries and secret texts transcribed and handed down in the Kiyohara
family who specialized in Confucian studies

Japanese and Chinese rare books formerly owned by Ichitaro Tanimura (1871-1936), a businessman active during
the Taisho and Showa periods

左ページ写真 a) 国宝『今昔物語集』鈴鹿本 / b) 重要文化財『兵範記』/ c) 一般貴重書『天正遣欧使節肖像画』/ d) 一般貴重書『しほやきぶんしょう 』/ e) 維新特別資料文庫『坂本龍馬書状』/ f ) 河合文庫『金石
集帖』/ g) 中井家絵図・書類『二条御城中絵図』/ h) 富士川文庫『骨度正誤図説』
（いずれも附属図書館）
Photos on the left page a) National Treasure: Konjaku monogatari-shu (Suzuka-bon) / b) Important Cultural Property: Hyohan-ki / c) Rare Book: Newe Zeyttung auss der Insel Japonien / d) Rare Book: Shioyaki bunsho /
e) Meiji Restoration Special Material Collection: Sakamoto Ryouma shojou / f ) Kawai Collection: 금석집첩 천 / g) Nakai Collection: Nijou gojouchuu ezu / h) Fujikawa Collection: Kotsudo seigo zusetsu (Main Library)
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主要コレクション

特殊文庫

特殊文庫

Special Collections

陶庵文庫

Toan Collection

中井家絵図・書類

Nakai Collection

中院文庫

Nakanoin Collection

平松文庫

Hiramatsu Collection

富士川文庫

Fujikawa Collection

宮崎市定コレクション

Miyazaki Ichisada Collection

イスパニア文庫

España Collection

ロールズ・シリーズ

Rolls Series

フランス建築・地誌資料コレクション

Collection de documents relatifs à l'architecture et à la topographie en France

西園寺公望公爵（雅号: 陶庵、1849-1940）旧蔵書

江戸幕府京都大工頭中井家旧蔵の御所・二条
城・諸寺社等建築関係の図面・文書類

中院通規伯爵（1856-1925）の旧蔵書・文書記録

平松家旧蔵書（重要文化財『兵範記』『範國
記』『知信記』を含む）

富士川游医学・文学博士（1865-1940）旧蔵の
和漢の医書及び西洋医学翻訳書

宮崎市定名誉教授（1901-1995）旧蔵の地理書
と古地図

イスパニア国最高学術研究会議の配慮により
同国政府より寄贈された学術図書

英国中世の公文書記録の集大成

パリ市の歴史的・都市論的研究に必須の文献

文学研究科

Plans, documents and maps relating to the construction of the Kyoto Imperial Palace, the Nijo-jo Castle, and
various temples and shrines passed down through the Nakai family, the Tokugawa Government's master
carpenter in Kyoto

A collection formerly owned by Count Michinori Nakanoin (1856-1925), including manuscripts passed down
through the family

Books handed down in the Hiramatsu family, including Hyohan-ki, Hankoku-ki and Chishin-ki, all designated
important cultural property

Japanese and Chinese medical books and translations of Western medical books formerly owned by Yu Fujikawa,
M.D. & D. Litt. (1865-1940)

Books on geography and old maps formerly owned by Ichisada Miyazaki (1901-1995), Professor Emeritus of Kyoto
University

Books on science donated by the Spanish government through the good offices of the Spanish National Research
Council

The Chronicles and Memorials of Great Britain and Ireland during the Middle Ages, a major collection of British and
Irish historical materials

Books indispensable to the research in the history and urban sociology of Paris

Graduate School of Letters

池田文庫

Ikeda Collection

潁原文庫

Ebara Collection

桑原文庫

Kuwabara Collection

クラーク文庫

Clarke Collection

大阪外国語学校露語部一期生であった池田久雄
氏旧蔵のロシア語文献

文学部教授であった潁原退蔵博士（1894-1948）
旧蔵の国文学関係文献

文学部名誉教授であった桑原隲蔵博士（1870
-1931）旧蔵の東洋史関係文献

文学部教師であったエドワード B. クラーク氏

（1874-1934）旧蔵の英文学関係文献

西田文庫

文学部名誉教授であった西田幾多郎博士
（1870-1945）旧蔵の哲学関係文献

教育学研究科

Books in Russian donated by Hisao Ikeda who learned Russian at the Osaka School of Foreign Languages

Books on Japanese literature formerly owned by Dr. Taizo Ebara (1894-1948), Professor of the Faculty of Letters,
Kyoto University

Books on Oriental history formerly owned by Dr. Jitsuzo Kuwabara (1870-1931), Professor Emeritus of the Faculty
of Letters, Kyoto University

Books on English literature formerly owned by Edward B. Clarke (1874-1934), Professor of the Faculty of Letters,
Kyoto University

Nishida Collection
Books on philosophy formerly owned by Dr. Kitaro Nishida (1870-1945), Professor Emeritus of the Faculty of
Letters, Kyoto University

Graduate School of Education

小西文庫

Konishi Collection

高橋文庫

Takahashi Collection

京都帝国大学第9代目総長であった小西重直博士
（1875-1948）の旧蔵書

高橋俊乗博士（1892-1948）旧蔵、江戸時代末
期を中心とする教育思想関係文献
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A collection formerly owned by Prince Kinmochi Saionji (1849-1940), known as Toan, his pseudonym

A collection formerly owned by Dr. Shigenao Konishi (1875-1948), 9th President of Kyoto Imperial University

Books on educational philosophy around the end of the Edo period formerly owned by Dr. Shunjo Takahashi
(1892-1948)

Major Collections

Rare Materials

法学研究科

Graduate School of Law

ハチェック文庫

Hatschek Collection

ターナー文庫

Thaner Collection

トゥール文庫

Tuhr Collection

イェシェック文庫

Jescheck Collection

小早川文庫

Kobayakawa Collection

ドイツの国法学・行政法学者ユリウス・ハチェック
博士（1872-1926）旧蔵の公法学関係文献

ドイツの民法学者フリードリヒ・ターナー氏
旧蔵の教会法関係を中心とした文献

ドイツの民法学者アンドレアス・フォン・
トゥール博士
（1864-1925）
旧蔵の私法関係を中心とした文献

ドイツのマックス・プランク外国・国際刑事法研究
所所長を務めたハンス・ハインリッヒ・イェシェック
博士（1915-2009）旧蔵の刑事法関係文献

京都帝国大学教授で法制史学者の小早川欣吾
氏（1900-1944）旧蔵の日本法制史関係文献

経済学研究科

Books on public law formerly owned by Dr. Julius Hatschek (1872–1926), a German scholar of constitutional law
and administrative law

Books mainly on canon law formerly owned by Friedrich Thaner, a German scholar of civil law

Books mainly on private law formerly owned by Dr. Andreas von Tuhr (1864-1925), a German scholar of civil law

Books on criminal law formerly owned by Dr. Hans-Heinrich Jescheck (1915–2009), Director of the Max Planck
Institute for Foreign and International Criminal Law in Germany

Books on legal history of Japan formerly owned by Kingo Kobayakawa (1900-1944), Professor of Kyoto Imperial
University and legal history scholar

Graduate School of Economics

上野文庫

Ueno Library

河上文庫

Kawakami Library

朝日新聞社主であった上野精一氏（1882-1970）
・
上野淳一氏（1909-1997）旧贈のジャーナリズム関
係文献

経済学部教授であった河上肇博士（1879-1946）
旧蔵の図書・講義ノート・原稿

理学研究科
数学教室貴重書コレクション

16世紀-20世紀の数学関係洋書および江戸時代
の和算書・天文学・暦書

Books on journalism formerly owned by Seiichi Ueno (1882-1970) and Junichi Ueno (1909-1997), both former
owners of the Asahi Shimbun Company

Books, lecture notes, and manuscripts formerly owned by Dr. Hajime Kawakami (1879-1946), Professor of the
Faculty of Economics, Kyoto University

Graduate School of Science
Rare Book Collection of the Department of Mathematics
Books written in western languages on mathematics from the 16th to 20th centuries, and books on Japanese
mathematics, astronomy and the study of the calendar during the Edo period

a

b

c

d

写真 a) イェシェック文庫（法学研究科）/ b) Flora Japonica（理学研究科）/ c)『筭爼』（理学研究科数学教室）/ d)『はちかつき』（吉田南総合図書館）
Photos a) Jescheck Collection (Law) / b) Flora Japonica (Science) / c) Sanso (Science) / d) Hachikatsuki (Yoshida-South Library)
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主要コレクション

特殊文庫

理学研究科
理学部中央図書室
貴重書・準貴重書コレクション

Graduate School of Science
Rare Book Collection of the Faculty of Science Common Library
Books from the 16th to the 20th centuries on natural history, geology, paleontology, and conchology

16世紀-20世紀の博物学・地質学・化石学・貝類学
関係文献

工学研究科
重要文化財：ジョサイア・コンドル建築図面

日本近代建築の父と呼ばれたジョサイア・コンドル
博士
（1852-1920）
の建築図面

吉田南総合図書館
林文庫

第三高等学校
文献

Graduate School of Engineering
Important Cultural Properties : Josiah Conder Architectural Drawings
Architectural drawings by Dr. Josiah Conder (1852-1920), often referred to as the father of modern Japanese
architecture

Yoshida-South Library
Hayashi Collection

林森太郎教授寄贈の国文学関係

溝淵文庫

第三高等学校 溝淵進馬教授（1871-1935）寄贈
の教育学・哲学関係文献

アジア・アフリカ地域研究研究科

Books on Japanese literature donated by Moritaro Hayashi, Professor of the Third High School

Mizobuchi Collection
Books on education and philosophy donated by Shinma Mizobuchi (1871-1935), Professor of the Third High
School

Graduate School of Asian and African Area Studies

アイユーブ・コレクション

Mamoud Ayoub Collection

モイーヌッディーン・アキール博士所蔵
ウルドゥー語文献コレクション

Moinuddin Aqeel Collection

京都大学学士山岳会文庫

Collection of The Academic Alpine Club of Kyoto

カーク・グリーン・コレクション

Kirk-Green Collection

元テンプル大学教授マフムード・アイユーブ博
士（1935-）旧蔵のイスラーム学関係文献

Books on Islamic Studies formerly owned by Dr. Mahmoud Ayoub (1935-), former Professor of Temple University

Books in Urdu formerly owned by Dr. Moinuddin Aqeel (1946-), former Professor of Karachi University

元カラチ大学教授モイーヌッディーン・アキー
ル博士（1946-）旧蔵のウルドゥー語文献

京都大学学士山岳会・国際登山探検文献セン
ター旧蔵の学術探検登山関係文献

アフリカ研究者カーク・グリーン博士（1925-2018）
旧蔵のナイジェリアをはじめとするアフリカ関係
文献

人文科学研究所

Books on Africa, particularly Nigeria, formerly owned by Dr. Anthony Kirk-Green (1925-2018), an Africanist

Institute for Research in Humanities

サン=シモン、フーリエ文庫

Saint-Simon, Fourier Collection

矢野文庫

Yano Collection

村本文庫

Muramoto Collection

中江文庫

Nakae Collection

フランスの社会主義思想家アンリー・サン=シモン
（1760-1825）
とシャルル・フーリエ
（1722-1837）
の
著書・パンフレット類・研究書

京都大学名誉教授であった矢野仁一博士（18721970）が「現代支那」研究班代表者として収集し
た文献

大阪朝日新聞社員であった村本英秀氏寄贈の漢籍

中国学者中江丑吉氏（1889-1942）旧蔵の漢
籍・洋書・手稿・書簡
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Books on scientific expedition and mountain climbing, formerly owned by the Academic Alpine Club of Kyoto
(AACK)

Pamphlets, research materials and books authored by the French socialist theorists Henri de Saint-Simon
(1760-1825) and Charles Fourier (1722-1837)

Documents collected by Dr. Jinichi Yano (1872-1970), Professor Emeritus of Kyoto University, as organizer of the
research group "Contemporary China"

Chinese classics donated by Eishu Muramoto, a former employee of the Osaka Asahi Shimbun Company

Books written in Chinese and western languages and manuscripts and letters, formerly owned by Chinese scholar
Ushikichi Nakae (1889-1942)

Major Collections

Rare Materials

経済研究所
マッケンジー文庫

ロチェスター大学名誉教授ライオネル・マッケンジー
博士
（1919-2010）
旧蔵の数理経済学関係文献

東南アジア地域研究研究所

Institute of Economic Research
McKenzie Library
Books on mathematical economics formerly owned by Dr. Lionel McKenzie (1919-2010), Professor Emeritus of
Rochester University

Center for Southeast Asian Studies

チャラット・コレクション

Charas Collection

フォロンダ・コレクション

Foronda Collection

オカンポ・コレクション

Ocampo Collection

石井米雄京都大学名誉教授コレクション

Yoneo Ishii Collection

タイ政府関係者故チャラット
（Charas Pikul）
氏旧蔵
の葬式配付本
（Nagsue Ngan Sop）
等

フィリピン史学者マルセリーノ・フォロンダ博士
（1907–1997）
旧蔵のフィリピン関係文献

フィリピン歴史学者・作家のアンベス・オカンポ博士
（1961-）
旧蔵、19世紀後半から20世紀初頭に至る
フィリピン史関係文献

京都大学名誉教授石井米雄博士（1929-2010）
旧蔵の東南アジア研究資料ほか

生命科学研究科附属放射線生物研究センター
原爆文庫

京都大学名誉教授であった武部啓博士
（1934-2018）
旧蔵の原爆関係文献

Monographs, containing cremation volumes called Nagsue Ngan Sop, formerly owned by late Charas Pikul, a
former Thai government officer

Books on Philippine studies formerly owned by Dr. Marcelino Foronda (1907-1997), a Filipino historian

Books on the history of the Philippines from the second half of the 19th century to the beginning of the 20th
century formerly owned by Dr. Ambeth Ocampo (1961-), a Filipino historian and writer

Books for Southeast Asian studies formerly owned by Dr. Yoneo Ishii (1929-2010), Professor Emeritus of Kyoto
University

Radiation Biology Center, Graduate School of Biostudies
Atomic Bomb Collection
Books on the atomic bombs formerly owned by Dr. Hiraku Takebe (1934-2018), Professor Emeritus of Kyoto
University

a

b

c

d

写真 a)『佐州金銀採製全圖』
（吉田南総合図書館）/ b)『きふね』
（吉田南総合図書館）/ c)『環海異聞』
（経済学研究科）/ d) A text-book of physics. 5th ed., rev. (基礎物理学研究所) ※書き込みは湯川秀樹博士
による
Photos / a) Sashu kingin saisei zenzu (Yoshida-South Library) / b) Kifune (Yoshida-South Library) / c) Kankai ibun (Economics) / d) A text-book of physics. 5th ed., rev. (Yukawa) *Annotations hand-written by Dr. Hideki
Yukawa
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沿革

附属図書館 Main Library

京都帝国大学創立、附属図書館を設置（6月） 明治30

●

1897

Kyoto Imperial University established; The Kyoto Imperial University
Library set up (Jun)

閲覧室を開室（12月11日: 附属図書館創立記念日） 明治32

●

1899

Reading Rooms of the library opened (December 11: founding day of
the Main Library)

附属図書館商議会規程を制定（12月） 明治41

●

1908

The regulation of the University Library Board enacted (Dec)

京都大学附属図書館と改称（9月） 昭和22

●

1947

Renamed to Kyoto University Library (Sep)

附属図書館（第二代）、竣工（2月） 昭和23

●

1948

2nd building of the Main Library completed (Feb)

『附属図書館60年史』を刊行（3月） 昭和36

●

1961

Sixty Years of Kyoto University Library published (Mar)

館報『静脩』を創刊（9月） 昭和39

●

1964

Library bulletin Seishu started (Sep)

附属図書館（第三代: 現行）、竣工（10月） 昭和58

●

1983

3rd (current) building of the Main Library completed (Oct)

閲覧システムを導入（業務のコンピュータ化を開始）
（4月） 昭和59

●

1984

Computerization of the library service management started (Apr)

バックナンバーセンター
（BNC）
を開設（1月） 昭和60

●

1985

The Back Number Center (BNC; storage of back issues of journals)
opened (Jan)
The Research Room founded at Kyoto University Library (Apr)
(reorganized to the R&D Lab in 1996)

調査研究室を設置（4月）
（1996年研究開発室に改組）

NACSIS-CAT（目録システム）サービスに参加（6月） 昭和62

●

1987

Joined the National Institute of Informatics Online Cataloging System
(NACSIS-CAT) (Jun)

OPACの運用を開始（10月）

平成2

●

1990

The Online Public Access Catalog (OPAC) started (Oct)

NACSIS-ILLサービスに参加（4月）

平成4

●

1992

Joined the National Institute of Informatics Inter-Library Loan
(NACSIS-ILL) System (Apr)

調査研究室を改組し、研究開発室を発足（4月）

平成8

●

1996

The Research Room reorganized to the Research and Development
Laboratory (R&D Lab) (Apr)
The Oldest extant copy of Konjaku monogatari-shu (Suzuka-bon)
designated a National Treasure (Jun)

『今昔物語集（鈴鹿本）』、国宝に指定（6月）

電子図書館システムの運用を開始（1月） 平成10
附属図書館、全学共通科目「情報探索入門」の提供を開始（4月）
（科目名変更: 2013-2014年「学術情報リテラシー入門: 図書館と
Web情報の活用」、2015年-「大学図書館の活用と情報探索」）
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●

1998

The E-Library system launched (Jan)
The Liberal Arts and General Education Course "Introduction to
Information Retrieval" started by the Main Library (Apr) (title changed:
2013-2014 "Introduction to Academic Information Literacy: Information
Skills for Library and Web Resources", 2015- "University Library Data
Searching")

History

附属図書館創立百周年記念式典を開催（11月） 平成11

●

1999

The centenary of the founding of the Main Library celebrated (Nov)

附属図書館宇治分館を発足（4月） 平成12

●

2000

Uji Library established as a branch of the Main Library (Apr)

平成16

●

2004

The Kyoto University Library Network Board founded（the University
Library Board reorganized to the Library Network Board and the Main
Libraryʼs Steering Committee) (Apr)

京都大学図書館機構を発足（4月） 平成17

●

2005

The Kyoto University Library Network established (Apr)

学内デリバリー・サービスの運用を開始（5月） 平成18

●

2006

The Inter-campus Delivery Service started (May)

京都大学図書館協議会を発足（附属図書館商議会を廃し、図書館
協議会と附属図書館運営委員会に機能分割）
（4月）

The Kyoto University Research Information Repository KURENAI
launched on a trial basis (Jun) (officially started in Oct)

学術情報リポジトリを試験公開（6月）
（10月から正式公開）

電子ジャーナル・データベース認証システムの試験運用を開始（3月） 平成19
（4月から正式運用）

●

2007

The E-Resources Access Authentication System launched on a trial
basis (Mar) (officially started in Apr)
The Kyoto University Library Network Mission Statement enacted (Mar)

「京都大学図書館機構の基本理念と目標」を制定（3月）
電子ジャーナル経費を共通経費化（4月） 平成20

●

2008

Budget for e-journals formerly managed by each department
integrated and centralized into university-wide management (Apr)

京都大学学術情報リポジトリ運用指針を制定（5月）
The Kyoto University Research Information Repository Operational
Guidelines enacted (May)
研究開発室に専任准教授を配置（1月） 平成21

●

2009

A full-time associate professor assigned to the R&D Lab (Jan)

附属図書館に学習室24を設置（1月）

Study Room 24 set up at the Main Library (Jan)

キャンパス間返送サービスを開始（6月）

The Inter-campus Return Service initiated (Jun)
The Kyoto University Library Network Future Vision and Strategy
approved (Dec)

「京都大学図書館機構将来構想」を策定（12月）

附属図書館に学習サポートデスクを設置（10月） 平成25

●

2013

The Electronic Document Delivery Service (EDDS) launched on a trial
basis (Oct) (officially started in Apr 2014)

文献取り寄せサービス
（EDDS）の試験運用を開始（10月）
（2014年4
月から正式運用）
附属図書館にラーニング・コモンズを設置（4月） 平成26

●

2014

平成27

●

2015

The Kyoto University Open Access Policy approved (Apr)

京都大学オープンアクセス方針を採択（4月）
「京都大学図書館機構将来構想」を改定（2月） 平成28

附属図書館事務組織を改組（4月）
重点戦略アクションプラン（2016-2021）オープンアクセス推進事業
を開始（4月）

An academic cooperation agreement signed between the Main
Library, the Institute for Research in Humanities, Kyoto University, and
the Research Institute of Korean Studies, Korea University (Feb)
The Main Libraryʼs Media Commons and Study Room 24 renovated
(Mar)

附属図書館メディア・コモンズ及び学習室24を改修（3月）

リポジトリ登録システムの試験運用を開始（3月）
（2017年4月から正
式運用）

The Learning Commons set up at the Main Library (Apr)
The Learning Commons awarded the Japan Design Space
Associationʼs Special Award Student Award and ranked among the
BEST 100 of the Japan Commercial Environmental Design
Associationʼs JCD Design Award 2014 (Jul)

ラーニング・コモンズが日本空間デザイン協会空間デザイン協会特
別賞 学生賞を受賞、日本商環境デザイン協会JCD Design Award
2014にてBEST100入選（7月）

附属図書館、京都大学人文科学研究所及び高麗大学校民族文化
研究院（韓国）
と共同事業協定を締結（2月）

The Learning Support Desk set up at the Main Library (Oct)

●

2016

The Kyoto University Library Network Future Vision and Strategy revised
(Feb)
The KURENAI Deposit System launched on a trial basis (Mar) (officially
started in Apr 2017)
The administrative structure of the Main Library reorganized (Apr)
The Open Access Promotion Project launched as part of the Action
Plan for Strategic Priorities (2016-2021) (Apr)
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沿革
History

An academic exchange agreement signed between the Library
Network and Taiwanʼs National Central Library (Dec)

図書館機構、国家図書館（台湾）
と学術交流協定を締結（12月）

Joined the International Image Interoperability Framework (IIIF)
Consortium (Dec)

International Image Interoperability Framework (IIIF) Consortiumに
参加（12月）
吉田南総合図書館をエリア連携図書館に指定（5月） 平成29

●

2017

Yoshida-South Library designated as an Area-Focus Hub Library (May)

京都大学貴重資料デジタルアーカイブを試験公開（9月）
（12月から
正式公開）

The Kyoto University Rare Materials Digital Archive launched on a trial
basis (Sep) (officially started in Dec)

附属図書館、京都府立図書館と相互貸借による連携・協力の推進
に係る協定を締結（10月）

An agreement on the promotion of collaboration and cooperation
through inter-library lending signed between the Main Library and
the Kyoto Prefectural Library (Oct)
A full-time assistant professor assigned to the R&D Lab (Nov)

研究開発室に専任助教を配置（11月）
桂図書館をエリア連携図書館に指定（2月） 平成30

●

2018

The Liberal Arts and General Education Course “Basics of Academic
Information Literacy” (intensive lecture) offered by the Library
Network (Apr)

大学院共通科目群「学術研究のための情報リテラシー基礎」
（集中
講義）
を実施（4月）

The Kyoto University Rare Materials Digital Archive Fund set up (Jul)

京都大学貴重資料デジタルアーカイブ基金を設置（7月）
京都大学学術情報リポジトリ運用指針を改定（登録対象に研究
データを追加）
（6月）

Katsura Library designated as an Area-Focus Hub Library (Feb)

令和1

●

2019

The Kyoto University Research Information Repository Operational
Guidelines revised (research data added to the scope of deposit)(Jun)

歴代図書館機構長等
機構長

Directors-General
部局
Faculty

初代
1st

大西 有三
Yuzo Ohnishi

工学
Engineering

04/01/2005-09/30/2008

大西 有三
Yuzo Ohnishi

事務取扱
Executive Vice President

10/01/2008-10/31/2008

第2代
2nd

藤井 讓治
Joji Fujii

文学
Letters

11/01/2008-03/31/2011

第3代
3rd

林
信夫
Nobuo Hayashi

法学
Law

04/01/2011-09/30/2012

第4代
4th

引原 隆士
Takashi Hikihara

工学
Engineering

10/01/2012-

※附属図書館長を兼任
Also serving as Directors of the Main Library
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任期
Term of Office (MM/DD/YYYY)

History

「京都大学図書館機構将来構想2020-2027」を策定（2月）

令和2

●

2020

The Kyoto University Library Network Future Vision and Strategy
2020-2027 approved (Feb)
An academic cooperation agreement signed between the Library
Network, the Kyoto University Museum, the Graduate School of
Letters, Kyoto University and Princeton University (US) (Mar)

図書館機構、京都大学総合博物館、文学研究科およびプリンスト
ン大学（米国）
と共同事業協定を締結（3月）

京都大学研究データ管理・公開ポリシーを策定（3月）

The Kyoto University Policy on Research Data Management and
Sharing formulated (Mar)

桂図書館、桂キャンパス5図書室を統合して開館（4月）

Katsura Library opened, integrating five libraries in the Katsura
Campus (Apr)

「オープンアクセス推進事業（京都大学重点戦略アクションプラ
ン）」が令和2年度科学技術分野の文部科学大臣表彰（科学技術賞
科学技術振興部門）
（4月）及び令和2年度国立大学図書館協会協
会賞を受賞（6月）

The Kyoto University Library Network's Open Access Promotion
Project was awarded The MEXT Commendation for Science
Technology (Apr) and The Japan Association of National University
Libraries (JANUL) Award. (Jun)

桂図書館 Katsura Library

Former and Current Directors
副機構長

Deputy Directors-General
部局
Faculty

任期
Term of Office (MM/DD/YYYY)

初代
1st

森棟 公夫
Kimio Morimune

経済
Economics

06/01/2005-03/31/2006

第2代
2nd

岡田 知弘
Tomohiro Okada

経済
Economics

04/01/2006-09/30/2008

第3代
3rd

岡田 知弘
Tomohiro Okada

経済
Economics

12/16/2008-03/31/2011

第4代
4th

引原 隆士
Takashi Hikihara

工学
Engineering

04/01/2011-09/30/2012

第5代
5th

寺田 浩明
Hiroaki Terada

法学
Law

10/01/2012-09/30/2014

第6代
6th

藤井 秀樹
Hideki Fujii

経済
Economics

10/01/2014-09/30/2016

第7代
7th

松井 啓之
Hiroyuki Matsui

経営管理
Management

11/01/2016-

黒橋 禎夫
Sadao Kurohashi

情報学
Informatics

04/01/2021-

附属図書館副館長を兼任（ 04/01/2021-）
Also serving as Deputy Director of the Main Library
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