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学内デリバリー・サービス
（現物貸借）の運用開始について
京都大学図書館機構では、平成 18 年３月
27 日より標記サービス（正式名称：京都大
学図書館（室）間デリバリー・サービス ( 現物
貸借 )）の試行運用を、5 月 15 日より本運用
を開始しました。このサービスは、学内図
書館（室）間の相互貸借を通じ利用者に便宜
を図るための新たなサービスとして提供す
るもので、これにより利用者は、借用する
ことが難しかった学内遠隔地図書館（室）の
資料を、所属部局図書館（室）等、最寄り
の図書館（室）窓口で借用することができる
ようになりました。このサービスは、「京都
大学図書館（室）
におけるデリバリー・サー
ビス（現物貸借）運用申合せ」（以下運用申
合せ）および「京都大学図書館（室）間デリバ
リー・サービス（現物貸借）マニュアル」
（以
下運用マニュアル）に基づき行われます。
図書館 ( 室 ) 間の相互貸借をもとに行うサー
ビスであること、配送は学内便で行うこと、
貸出冊数および期間は原則として配送期間
も含め 3 冊以内 2 週間とすること、が主な運
用条件となっています。サービスへの参加・
不参加は各図書館（室）の判断に委ねられ

ており、８月１日現在の参加館（室）は 3 7 館
（室）となっています。
学内デリバリー・サービス
（現物貸借）は、
それまで学内の一部の図書館（室）間で個別
合意のもとに行われていた図書資料の配送
による貸借を全学的なサービスとして位置
づけ定着させることを目指して、平成 16 年
度に図書館職員で組織する業務改善検討委
員会・図書館サービス部会により検討が始
まり、平成 17 年度には同部会で「運用申合
せ（案）」と「運用マニュアル
（案）」の作成・
整備が進められました。その後、業務改善
検討委員会および図書館協議会第二特別委
員会での案の審議を経て、平成 18 年４月の
図書館協議会において両案が承認されたこ
とを受け５月 15 日より本運用が開始、現在
に至っています。
このサービスがまずは学内図書館（室）間
に定着し、学内利用者にとってより便利で
求められるサービスとして機能していくよう、
各方面で見守り工夫を加えつつ発展させて
いく必要があるでしょう。
（附属図書館情報サービス課）

学内図書館室移転・閉室情報
１．農学研究科・フィールド科学教育研究セン
ター森林系
農学部総合館の耐震補強等の改修工事が
2005 年度から４カ年計画により、実施され
ています。改修工事および準備作業のため、
農学研究科の図書室（農学部図書室・生物
資源経済司書室・フィールド科学教育研究
センター森林系図書室）の利用が制限され
ますので、簡単にご案内します。
農学部図書室の移転期間は、改修工事６
ヶ月間（平成 19 年７月から平成 19 年 12 月）
と、引っ越しにかかる期間（改修前２ヶ月、
改修後１ヶ月）を含めて約９ヶ月間を予定
しています。閉室期間は平成 19 年５月１日
から７月 31 日までの２ヶ月間と、平成 20 年
１月１日から同月 31 日の１ヶ月間、合わせ
て３ヶ月間を予定しています。この期間中
は農学部図書室をご利用いただけません。

―９―

改修工事中の仮移転先はフィールド科学教
育研究センター旧事務室及び研究室の予定
です。仮移転先に現在の閲覧室を移設し、
利用できる資料は、閲覧室配置図書、新着
雑誌・新聞等となります。書庫配置資料（和・
洋雑誌バックナンバー等）は全て箱詰めし
別置保管予定ですので、ご利用いただくこ
とができません。工事が完了し、準備が整
い次第開室いたします。また農学部図書室
ホームページでも、その都度お知らせいた
します。
生物資源経済学専攻（旧・農林経済学教室）
司書室は、平成 18 年度から 3 年間の予定で
工学部 7 号館にて暫定的に開室しています。
図書・雑誌・各種統計資料等合わせて約 12
万冊を所蔵しておりますが、仮移転期間が
長期にわたるため、箱詰めのままで利用出
来ない図書は現在のところありません。た
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だし、資料は、本部構内 2ヶ所・北部構内 3
ヶ所・学外 1ヶ所に所在が分かれております
ので、ご利用の際には利用の可・不可を事
前に司書室にご確認ください。
フィールド科学教育研究センター森林系
図書室の改修工事期間は平成 20 年２月から
７月で、それに伴う引っ越し等の予定は改
修前１ヶ月の平成 20 年１月と改修後１ヶ月
の８月を予定しており、引っ越し等期間中
は閉室とさせていただきます。また改修工
事期間中は開室の予定ですが、その間図書
室が使用できるスペースは現在確定してお
りませんので、開室場所もご利用いただけ
る資料についての制限も流動的です。
改修期間中は皆様にご迷惑をおかけしま
すが、どうかよろしくお願いします。

２．理学研究科・理学部 数学教室図書室
理学部 3 号館が耐震補強工事を行うにあた
り、2 0 0 6 年 3 月 13 日から 2 0 0 7 年 3 月 3 1 日
（予定）までの一年間図書室の利用が完全に
できなくなります。工事の決定が急であっ
たことと、予算の都合上の理由から、理学
部内に図書を配架し閲覧できる場所を確保
することができませんでした。そのため教
室内教授会・図書委員会で検討した結果、
誠に遺憾ながら「図書は全て箱詰めとし空
きセミナー室等に保管する」「工事終了まで
図書室は閉室する」「当教室内の教官・学生
は閉室中数理解析研究所の図書室等を利用
する」と決定致しました。利用者の皆様に
は大変ご不便をおかけいたしますが、ご理
解頂きますよう宜しくお願い致します。
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この一覧は寄贈者著作のみの掲載となっております。上記以外にも多くの図書館資料を附属図書館や部局図書室にご寄贈頂きました。
今後とも教育・研究用の蔵書充実のためご寄贈いただきたくよろしくお願いいたします。
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