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LIBRARY GUIDE 2021
Introduction

　本学図書館は、本館と分館（アジア関係図書館）、
並びに閲覧機能を備えた分室から構成されています。
　本館には日本語をはじめ、英語、スペイン語、
フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、イタリア語、
ロシア語などの、分館には中国語をはじめとする
アジアの言語などの資料が所蔵されています。
　蔵書数は図書が約61万冊、学術雑誌は約4,000
種です。各言語圏の語学、文学、歴史、社会科学、
芸術などの分野を中心にして、国際地域研究を
推進するための蔵書構成が特徴です。

The KUFS University Library consists of the Main 
Library, the Branch Library (also known as the 
Asia Library), and the detached reading room 
for accessing and browsing materials from the 
collection.
The Main Library collection contains holdings in 
Japanese as well as in English, German, French, 
Spanish, Portuguese, Italian, Russian and other 
principally Western languages. Materials in 
Chinese and other Asian languages are held at 
the Branch Library. 
The Library’s holdings include approximately 
610,000 books, together with current and back 
issues of some 4,000 academic journals. The 
collection concentrates on works on linguistics, 
literature, history, the social sciences, the arts, 
and other fields from every linguistic zone, and 
is distinctive for its focus on supporting and 
promoting international area studies both on 
and off the KUFS campus.

図
書
館
の
構
成

1

和漢書
Japanese and Chinese Books

洋書
Books in Foreign Languages

その他
Other

図書
Books

和漢書
Japanese and Chinese Serials

洋書
Foreign Serials 

学術雑誌
Serials

287,742冊
287,742 volumes

311,416冊
311,416 volumes

19,551冊
19,551 volumes

618,709冊
618,709 volumes

2,669種 （うち継続中  1,867種）
2,669 titles (Continuing 1,867 titles)   

1,463種 （うち継続中　549種）
1,463 titles (Continuing 549 titles)   

4,073種 （うち継続中 2,416種）
4,073 titles (Continuing 2,416 titles)   

（2020年3月31日現在）
(As of March 31, 2020)

図書館の構成

利用にあたって
　授業期間中の利用時間
　休館日
　特別開館日
　利用資格
　貸出
　返却
　予約

京都外大図書館「MyLibrary」
　パスワード
　利用者メニュー

施設・設備
　本館1Fフロアマップ（7号館）
　本館2Fフロアマップ（7号館）
　本館書庫フロアマップ（7号館）

分館（アジア関係図書館・京都国連寄託図書館）
　概要

各種サービスと制度
　レファレンス・サービス
　購入希望図書
　相互貸借・文献複写取り寄せサービス（ILL）
　文献複写（コピー）
　K-Libnet（京都府図書館総合目録ネットワーク）
　京都府立大学附属図書館との共同利用
　校友会員（卒業生・修了生）利用制度
　京都外大図書館市民利用制度
　卒業論文・卒業研究作成サポート
　図書館利用ガイダンスとライブラリーツアー
　指定図書制度（教員向け）
　授業内ガイダンス（教員向け）

資料の調べ方
　資料をさがす
　資料を読む、借りる
　閲覧室の資料
　書庫の資料
　研究室の資料
　学術論文と雑誌記事の探し方
　機関リポジトリ
　外部データベース・電子書籍・電子ジャーナル
　本学図書館作成データベース
　資料の分類（NDC・DDC）

スペシャル・コレクション
　スペシャル・コレクション一覧
　デジタルアーカイブ

英語多読用図書／二言語学習用図書コーナー

就職関係・資格試験問題集コーナー

ホームページ

特色ある図書館活動
　図書館報『GAIDAI BIBLIOTHECA』
　フォーラム（外大祭協賛行事）
　展示会
　本学図書館が開催した主な貴重書展示会

設備概要

図書館利用のマナー
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User guide
　Opening hours for academic term

　Closed days

　Special opening day

　Terms of Use

　Borrow

　Return

　Reservation

KUFS Personal library account "MyLibrary"
　Logging in

　User menu

Facilities and equipment
　Main Library 1F floor plan (Bldg. 7)

　Main Library 2F floor plan (Bldg. 7)

　Main Library BF floor plan (Bldg. 7)

Asia Library Kyoto United Nations Depository Library
　Overview

Services
　Reference service

　Book Request

　ILL (Interlibrary Loan) 

　Photocopy

　K-Libnet

　Alliance with Kyoto Prefectural University Library

　Graduate Alumni Membership

　Public Membership

　Graduation Thesis and Subject Support

　Library Guidance and Tour

　Book Assigning (Service for teachers)

　In-Class Guidance (Service for teachers)

How to search
　Searching for items

　Read or checkout materials

　Items in the Reading Rooms

　Items of the Closed Stacks

　Items of the laboratory

　Searching for academic papers and articles

　Institutional Repository

　External databases, eBooks, eJournals

　Our original databases

　NDC/DDC Classification

Special collections
　Collections List

　Digital archive

Books for Extensive Reading Dual Language Books　

Career planning and Test Prep Books

Library Website

Library acivities
　Library News "GAIDAI BIBLIOTHECA"

　Forum

　Exhibition

　Exhibitions of rare books held by the university library

Facilties and Equipment

Library Manners
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Opening hours for academic term

0302

■貸出冊数と期間 Number and period for loan

※休館日については、図書館のホームページや
　開館日程表でお知らせします。

※Closing days will be announced on the Library 
　website. 

授業期間中の利用時間

9：00～17：00

　夏季・冬季・春季休暇中の開館時間については、
図書館のホームページや開館日程表でお知らせ
します。

Opening hours during holiday seasons will be 
announced on the library website.

利
用
に
あ
た
っ
て

2 2

Closed days休館日

Special opening day特別開館日

Terms of Use利用資格

9：00～21：10 

9：00～20：45

9：00～18：30

9：00～17：00

9：00～16：45

9：00～17：00

京都国連寄託図書館（9号館2階）
Kyoto United Nations Depository Library (2F Bldg.9)

分館（アジア関係図書館 9号館2階）
Asia Library (2F Bldg.9)

第5閲覧室（6号館1階）　※2021年9月開室（予定）
Reading Room 5 (1F Bldg.6) 　※Opening on September 2021

本館
Main Library

月曜日～金曜日
Mon. - Fri. 

土曜日
Sat. 

本学の学生及び本学園教職員・本学名誉教授
京都外国語専門学校の学生
京都外大西高等学校図書室との相互協力に
基づく利用者
他大学及び短期大学図書館との相互協力に
基づく利用者
京都府立大学附属図書館との共同利用協定に
基づく利用者
校友会員（卒業生・修了生） ※利用登録が必要です。
一般市民 ※利用登録が必要です。
その他、特に館長が許可した者

●

●

●

●

●

●

●

●

特別開館日の日程・開館時間については、図書館
のホームページや開館日程表でお知らせします。

●

Students of KUFS, teachers and staffs, professor 
emeritus
Students of Kyoto Career College of Foreign 
Languages
Patrons on agreement with Kyoto Gaidai Nishi High 
School
Patrons of other university and college library that is 
on agreement with KUFS Library
Patrons of Kyoto Prefectural University Library
Graduate alumni of KUFS who is registered to the 
library
General citizens who has gone through the proce-
dure of library registration
Any one who is especially permitted by the chief 
director of the library

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

日曜日及び国民の祝日（通常授業実施日及び
特別開館日を除く）
夏季・冬季休暇中の一定期間

Sundays and National holidays except special 
occasions
Certain period on Summer and Winter holiday 

● Special opening day will be announced on the 
library website.

Borrow貸出

■長期休暇中の貸出期間について

　　夏季・冬季および春季休暇中は貸出期間が変わります。
詳細は図書館ホームページや開館日程表でお知らせします。

■図書特別貸出制度

　　レポートや卒業論文、卒業研究作成に必要な図書貸出
のための制度です。
　　各 に々決められた利用条件とは別に、上限6冊、4週間を貸
出期間として図書を借りることができます。
　　利用を希望する場合は、閲覧カウンターで手続きをしてく
ださい。

■貸出ができない資料について

　　貸出ができない主な資料は下記のとおりで、禁帯出ラベ
ルが貼られています。　
　　館内での閲覧のみ可能です。
　稀覯資料 ／ 書誌・索引・目録 ／ 辞書・辞典 ／ 年鑑 ／ 白
書 ／ 学術雑誌 ／ 新聞 ／ 視聴覚資料 ／ 博士・修士論文

Lending period changes on holiday seasons. Please 
check the library website for details.

For University and Junior College students, Special 
lending is available for thesis and research purpose. 
Special lending allows you to take additional 6 items for 
4 weeks.  Please consult at the circulation desk for more 
information.

Rare items
Bibliography, Index, Catalog
Dictionaries, Encyclopedias
Yearbook
White paper
Magazine and Newspaper
Audiovisual material
Master thesis, Doctoral dissertation

■図書の貸出手続き

　　閲覧カウンター、もしくは自動貸出機で
手続きを行ってください。手続きの際は、学生
証・教職員証・ライブラリーカードを図書に
添えて申し出てください。
　　自動貸出機は閲覧カウンター横に設置し
ています。

To checkout, please bring the items with 
the Student ID card/the staff ID card/Li-
brary card to the circulation desk.
You can also use a self-checkout machine 
by the circulation desk.

Period for loan during the holidays

Speacial loan

To borrow

Library use only

利
用
に
あ
た
っ
て

U
se
r g
u
id
e

2
利
用
に
あ
た
っ
て

U
se
r g
u
id
e

※延長して借りたい場合は、1回に限り貸出期限を更新することができますので、
必ず返却期限までに更新手続きをしてください。
　ただし、他の人の予約が入っている・返却期限を過ぎている・他に延滞中の図
書がある等の場合は更新できません。

※To renew the loan, please bring the items to the circulation desk for 
procedure or you can renew by yourself on MyLibrary. Renewal is available 
only once when no one has reserved the item. You cannot renew when the 
item is already overdue, or if you have other items that is overdue.

大学院生　Graduate School students

学部生　University students

短期大学生　Junior College students

科目等履修生　Part-time students

卒業生　Graduate alumni

一般市民　General citizens

20冊
10冊
10冊
6冊
6冊
6冊

20 books

10 books

10 books

6 books

6 books

6 books

4 weeks

3 weeks

3 weeks

2 weeks

2 weeks

2 weeks

Once (2 weeks)

Once (2 weeks)

Once (2 weeks)

4週間
3週間
3週間
2週間
2週間
2週間

1回（2週間）
1回（2週間）
1回（2週間）

貸出冊数
Number of items for loan

貸出期間
Period for loan

更新（延長）
Renew
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Reading Room 5 (1F Bldg.6) 　※Opening on September 2021

本館
Main Library

月曜日～金曜日
Mon. - Fri. 

土曜日
Sat. 

本学の学生及び本学園教職員・本学名誉教授
京都外国語専門学校の学生
京都外大西高等学校図書室との相互協力に
基づく利用者
他大学及び短期大学図書館との相互協力に
基づく利用者
京都府立大学附属図書館との共同利用協定に
基づく利用者
校友会員（卒業生・修了生） ※利用登録が必要です。
一般市民 ※利用登録が必要です。
その他、特に館長が許可した者

●

●

●

●

●

●

●

●

特別開館日の日程・開館時間については、図書館
のホームページや開館日程表でお知らせします。

●

Students of KUFS, teachers and staffs, professor 
emeritus
Students of Kyoto Career College of Foreign 
Languages
Patrons on agreement with Kyoto Gaidai Nishi High 
School
Patrons of other university and college library that is 
on agreement with KUFS Library
Patrons of Kyoto Prefectural University Library
Graduate alumni of KUFS who is registered to the 
library
General citizens who has gone through the proce-
dure of library registration
Any one who is especially permitted by the chief 
director of the library

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

日曜日及び国民の祝日（通常授業実施日及び
特別開館日を除く）
夏季・冬季休暇中の一定期間

Sundays and National holidays except special 
occasions
Certain period on Summer and Winter holiday 

● Special opening day will be announced on the 
library website.

Borrow貸出

■長期休暇中の貸出期間について

　　夏季・冬季および春季休暇中は貸出期間が変わります。
詳細は図書館ホームページや開館日程表でお知らせします。

■図書特別貸出制度

　　レポートや卒業論文、卒業研究作成に必要な図書貸出
のための制度です。
　　各 に々決められた利用条件とは別に、上限6冊、4週間を貸
出期間として図書を借りることができます。
　　利用を希望する場合は、閲覧カウンターで手続きをしてく
ださい。

■貸出ができない資料について

　　貸出ができない主な資料は下記のとおりで、禁帯出ラベ
ルが貼られています。　
　　館内での閲覧のみ可能です。
　稀覯資料 ／ 書誌・索引・目録 ／ 辞書・辞典 ／ 年鑑 ／ 白
書 ／ 学術雑誌 ／ 新聞 ／ 視聴覚資料 ／ 博士・修士論文

Lending period changes on holiday seasons. Please 
check the library website for details.

For University and Junior College students, Special 
lending is available for thesis and research purpose. 
Special lending allows you to take additional 6 items for 
4 weeks.  Please consult at the circulation desk for more 
information.

Rare items
Bibliography, Index, Catalog
Dictionaries, Encyclopedias
Yearbook
White paper
Magazine and Newspaper
Audiovisual material
Master thesis, Doctoral dissertation

■図書の貸出手続き

　　閲覧カウンター、もしくは自動貸出機で
手続きを行ってください。手続きの際は、学生
証・教職員証・ライブラリーカードを図書に
添えて申し出てください。
　　自動貸出機は閲覧カウンター横に設置し
ています。

To checkout, please bring the items with 
the Student ID card/the staff ID card/Li-
brary card to the circulation desk.
You can also use a self-checkout machine 
by the circulation desk.

Period for loan during the holidays

Speacial loan

To borrow

Library use only
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※延長して借りたい場合は、1回に限り貸出期限を更新することができますので、
必ず返却期限までに更新手続きをしてください。
　ただし、他の人の予約が入っている・返却期限を過ぎている・他に延滞中の図
書がある等の場合は更新できません。

※To renew the loan, please bring the items to the circulation desk for 
procedure or you can renew by yourself on MyLibrary. Renewal is available 
only once when no one has reserved the item. You cannot renew when the 
item is already overdue, or if you have other items that is overdue.

大学院生　Graduate School students

学部生　University students

短期大学生　Junior College students

科目等履修生　Part-time students

卒業生　Graduate alumni

一般市民　General citizens

20冊
10冊
10冊
6冊
6冊
6冊

20 books

10 books

10 books

6 books

6 books

6 books

4 weeks

3 weeks

3 weeks

2 weeks

2 weeks

2 weeks

Once (2 weeks)

Once (2 weeks)

Once (2 weeks)

4週間
3週間
3週間
2週間
2週間
2週間

1回（2週間）
1回（2週間）
1回（2週間）

貸出冊数
Number of items for loan

貸出期間
Period for loan

更新（延長）
Renew
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■借りた図書は、返却期限までに学生証・
教職員証・ライブラリーカードを添えて、
閲覧カウンターで手続きを行ってくだ
さい。
　閉館後の返却の際は、本館正面入口に
ある図書返却ポストに入れてください。
　ただし、返却期限を過ぎた図書は入れ
ないでください。
■返却が遅れると、延滞日数に応じて
一定期間貸出ができなくなります。返
却期限を厳守してください。
■文書による督促を受けた時は、通信
料・手数料として1通につき100円の証
紙を購入して収めていただきます。

■To return items, please bring them 
back to the circulation desk or to the 
Book Return when the Library is 
closed. Do not use the Book Return if 
the item you have taken is overdue.  
■If you return late, you will not be 

able to borrow for a certain period 
of time depending on the number 
of days overdue. Please be sure to 
return the books on time.
■If you receive late notice by post, 

fee of 100yen per post must be 
paid by certificate stamp.

　借りたい図書が貸出中の場合、予約をすることがで
きます。閲覧カウンターもしくは「MyLibrary」（☞P.5）で手
続きを行ってください。

You can put items on hold if the items you wish to take is 
already taken. Reservation can be made through 
MyLibrary (☞ p.5) or at the circulation desk.

Return返却

Reservation予約
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LIBRARY GUIDE 2021
KUFS Personal library 
account "MyLibrary"

　利用者IDとパスワードを入力してMyLibraryに
ログインし、自分だけの機能を利用することができます。

MyLibrary is a personal library account that 
allows you to use some of the library features 
online.
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Logging inパスワード

User menu利用者メニュー

お知らせ
Notice

個人カレンダー
Personal calendar

利用状況照会
Current status

予約登録
Reserve

貸出履歴
Record

貸出・予約情報をリアルタイムで表示します。現在借りている図書や予約した図書の情報を確認する
ことができます。
ＯＰＡＣの検索結果画面で「貸出中」と表示された図書に予約登録をすることができます。
貸出履歴を確認することができます（直近1年間分）。
図書館の開館日・休館日・開館時間の他に、返却期限日や予約保管期限日をカレンダーに表示します。
現在借りている図書を継続して借りることができます。
MyLibraryを介して学外から利用できる「電子書籍・電子ジャーナル」、「外部データベース」などを収録
しています。
予約保管通知や返却期限通知などを表示します。またメールでもお知らせします。

●利用状況照会

●予約
●貸出履歴
●個人カレンダー
●貸出延長
●外部データベース

●お知らせ

　利用にはパスワードが必要です。ＩＤとパスワード
はWeb Campusでお知らせします。ログインは図書館
ホームページの蔵書検索画面などに設置した「ログ
イン」ボタンをクリックしてください。配布されたIDと
パスワードを入力後、直ちに「プロフィール変更」を
行ってください。

●Current status
●Reserve
●Record
●Personal calendar
●Renew

●Databases
●Notice

Check which items you're borrowing and reserving here.

You can reserve items that is taken by other patron from OPAC search page.

Check your record here.

Shows due dates for borrowed items and for items on hold.

You can renew the items you're borrowing here, it must be within the due dates and no 

one else has reserved.

External databases that are available to log in through this page.

Available holds, overdue items and other notice will be shown here. We will also notify 

by email.

ID and Password to use MyLibrary is sent through 
Web Campus. Once you attain them you can log in 
from the OPAC search page of the library website. 
Change the password immediately after logging in 
for the first time.
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しています。
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●個人カレンダー
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ホームページの蔵書検索画面などに設置した「ログ
イン」ボタンをクリックしてください。配布されたIDと
パスワードを入力後、直ちに「プロフィール変更」を
行ってください。

●Current status
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●Record
●Personal calendar
●Renew
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Check which items you're borrowing and reserving here.

You can reserve items that is taken by other patron from OPAC search page.

Check your record here.

Shows due dates for borrowed items and for items on hold.

You can renew the items you're borrowing here, it must be within the due dates and no 

one else has reserved.

External databases that are available to log in through this page.

Available holds, overdue items and other notice will be shown here. We will also notify 

by email.

ID and Password to use MyLibrary is sent through 
Web Campus. Once you attain them you can log in 
from the OPAC search page of the library website. 
Change the password immediately after logging in 
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Facilities and equipment

Main Library 1F floor plan (Bldg.7)
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館長室

事務室

教職員･大学院生閲覧室
（第3閲覧室）

AV閲覧室

新着図書

自動貸出機

ロッカー

コピー機

入  口

ビジュアル資料閲覧室

情報検索コーナー

雑誌架

Promenade des Livres（書物の散歩道）

閲覧カウンター
書　庫

（地下１階～地上２階）

W C

W
C

　入館の際、学生証／教職員証／ライブラリーカードを入館ゲート
のICカード読み取り部に近づけてください。図書館を利用する際は、必
ず学生証／教職員証／ライブラリーカードを携帯してください。
　学外から来館された方や、カード不所持の方は入口横のインターフォン
で連絡してください。

Touch the Student ID card/the staff ID card/Library card on the IC reader 
at the gates to enter. Be sure to carry the Student ID card/the staff ID 
card/Library card with you all the time when you use the library.
If you're a visitor or have forgotten the card, call staff via intercom on the 
wall. 

入口 Entrance1

1

3

5

2

6

4

Entrance

Self-checkout

New Arrivals

Photocopier

Locker

Coffee-table Books section

Audiovisual Room

Computers

Reading Room 3

Head Librarian's
office

Office

Circulation desk
Closed Stacks

Magazines
 (Closed Stacks)

　「世界が見えるビジュアル本」、「世界の児童文学（和書）」、「ワンポイント展示」の
コーナーがあります。
　また、文献複写用のコピー機を備えています。コピー機を利用する際は文献複写サービス
（☞P.13）で定められているルールを守ってください。

Coffee-table books on travel and cultures are available here.This is where you can find 
Photocopy machine too. When you use photocopier, please respect and follow copyright 
law （☞p.13）.

ビジュアル資料閲覧室 Coffee-table Books section4

　本館1階西側廊下には、「Promenade des Livres
（書物の散歩道）」と題して、様々な図書を配架してい
ます。

　・「新修外国語」　・「岩波新書」　・「中公新書」
　・「京都関係図書」　・「ふくろうの本」
　・「岩波ブックレット」など

Some easy readers in English and Japanese paperbacks 
collections are available here.

Promenade des Livres（書物の散歩道）6

　教職員・大学院生用の閲覧室です。主に辞書・事典
が配架されています。

Teachers and staffs, Graduate School students of KUFS 
can use this reading room. Dictionaries and Encyclope-
dias are shelved here.

教職員･大学院生閲覧室
（第3閲覧室）

Reading Room 3 
(for teachers and Graduate School students 
use)

5

　閲覧カウンターでは図書の貸出・返却、予約受付やレファレンスなどの各種
サービスを行っています。各種サービスを受ける場合や資料の探し方、図
書館の利用方法がわからない時などは、閲覧カウンターにお越しください。

At circulation desk you can borrow, return, reserve library materials and ask for 
assistance when needed.

閲覧カウンター Circulation desk2

　本学図書館が所蔵している資料を検索することができる蔵書検索
（OPAC）端末と、外部データベース接続端末を設置しています。検索結果を
印刷できるプリンターも設置しています。
Information searching through OPAC(Online Public Access Catalog) and other 
various Databases are available here.

情報検索コーナー Computers3
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のICカード読み取り部に近づけてください。図書館を利用する際は、必
ず学生証／教職員証／ライブラリーカードを携帯してください。
　学外から来館された方や、カード不所持の方は入口横のインターフォン
で連絡してください。

Touch the Student ID card/the staff ID card/Library card on the IC reader 
at the gates to enter. Be sure to carry the Student ID card/the staff ID 
card/Library card with you all the time when you use the library.
If you're a visitor or have forgotten the card, call staff via intercom on the 
wall. 
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Entrance

Self-checkout

New Arrivals

Photocopier
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Coffee-table Books section

Audiovisual Room

Computers

Reading Room 3
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Circulation desk
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　「世界が見えるビジュアル本」、「世界の児童文学（和書）」、「ワンポイント展示」の
コーナーがあります。
　また、文献複写用のコピー機を備えています。コピー機を利用する際は文献複写サービス
（☞P.13）で定められているルールを守ってください。

Coffee-table books on travel and cultures are available here.This is where you can find 
Photocopy machine too. When you use photocopier, please respect and follow copyright 
law （☞p.13）.

ビジュアル資料閲覧室 Coffee-table Books section4

　本館1階西側廊下には、「Promenade des Livres
（書物の散歩道）」と題して、様々な図書を配架してい
ます。

　・「新修外国語」　・「岩波新書」　・「中公新書」
　・「京都関係図書」　・「ふくろうの本」
　・「岩波ブックレット」など

Some easy readers in English and Japanese paperbacks 
collections are available here.

Promenade des Livres（書物の散歩道）6

　教職員・大学院生用の閲覧室です。主に辞書・事典
が配架されています。

Teachers and staffs, Graduate School students of KUFS 
can use this reading room. Dictionaries and Encyclope-
dias are shelved here.

教職員･大学院生閲覧室
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5

　閲覧カウンターでは図書の貸出・返却、予約受付やレファレンスなどの各種
サービスを行っています。各種サービスを受ける場合や資料の探し方、図
書館の利用方法がわからない時などは、閲覧カウンターにお越しください。

At circulation desk you can borrow, return, reserve library materials and ask for 
assistance when needed.

閲覧カウンター Circulation desk2

　本学図書館が所蔵している資料を検索することができる蔵書検索
（OPAC）端末と、外部データベース接続端末を設置しています。検索結果を
印刷できるプリンターも設置しています。
Information searching through OPAC(Online Public Access Catalog) and other 
various Databases are available here.

情報検索コーナー Computers3



Main Library 2F floor plan (Bldg.7)

0908

本館2 Fフロアマップ（7号館）

4
施
設
・
設
備

F
a
cilitie

s a
n
d
 e
q
u
ip
m
e
n
t

4
施
設
・
設
備

F
a
cilitie

s a
n
d
 e
q
u
ip
m
e
n
t

　本学図書館が所蔵している資料を検索することができる蔵書検索（ＯＰＡＣ）
端末と、自由にインターネットなどが利用できるインターネット端末を設置
しています。インターネット端末を利用する場合は、本学発行のＩＤとパス
ワードでログインしてください。

Computer device for OPAC (Online Public Access Catalog) search which allows 
you to search the library items online, and computer device for internet search 
are here. When you use the device for internet search please log in with the 
school ID and Password.

情報検索コーナー（第1閲覧室・第2閲覧室） Computers (Reading Room 1 & 2)7

Computers

　貸出用ノートパソコンを利用することができます。 利用する場合は、閲覧カウンターに
申し出てください。 さらに、第5閲覧室にもパソコン利用コーナーがあります。

There are desks with electrical outlet and Wired LAN available for personal and rental 
computer to use. PC stations are also available in the Reading Room 5.

パソコン利用コーナー（第1閲覧室） Laptop and personal device station (Reading Room 1)9

　第２閲覧室に配架されている資料は以下の通りです。
　図書は分類ごとに配架されています。（☞P.22、23）
　　・和書「総記（０００)」、「哲学・宗教（１００）」、
　　　　　 「歴史（２００）」、「社会科学（３００）」、
　　　　　 「産業（６００）」、 「芸術（７００）」
　　・「指定図書」、「卒業生の著作物」、
　　　「世界をセレクト」、「世界を旅する情報源」
             などのコーナー
　　・洋雑誌、洋新聞の最新号

Following items are shelved in the Reading Room 2.
For more information about classification, see p.22,23.

・Books in Japanese language under the NDC classification of 000 (General Works), 
  100 (Philosophy & Religion), 200 (History), 300 (Social Science), 600 (Industry) and 700 (Arts)
・Teacher Assigned Books section
・Books written by graduated students 
・Travel guide
・Non-Japanese Magazines & Newspapers

第2閲覧室 Reading Room 210

　第1閲覧室に配架されている資料は以下の通り
です。
　図書は分類ごとに配架されています。（☞P.22、23）

　・和書「自然科学（４００）」、「技術・工学（５００）」、
　　　  「言語（８００)」、「文学（９００）」
　・各言語の辞書・事典
　・「ベストセラーになった書物」、
　  「教員著作」、「翻訳文学」、
  　「学生の皆さんに人気のある文学作品：日本の現代
　　作家」などのコーナー
　・和雑誌、和新聞の最新号

Following items are shelved in the Reading Room 1.
For more information about classification, see p.22,23.

・Books in Japanese language that is under the NDC 
classification of 400 (Natural Science), 500 (Engineer-
ing) 800 (Language) and 900 (Literature)
・Dictionaries in various languages
・Bestselling Books section
・Popular Authors section
・Latest issues of Japanese Magazines and Newspapers

第１閲覧室 Reading Room 18
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本学の後援会寄贈の就職関係と資格試験問題集を配架しています。（☞P.28）

Latest test prep books of each year are donated by the University's Supporter's Association.（☞p.28）

就職関係・資格試験問題集コーナー Career planning & Test Prep Books11

　英語以外の多読用図書や絵本などを配架しています。

　　・スペイン語　・フランス語　・ドイツ語
　　・ポルトガル語　・イタリア語

Easy Readers of Non-English languages are shelved here.

・Spanish
・French
・German
・Portuguese
・Italian

Easy Reading Books12
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　本学図書館が所蔵している図書は、閲覧室に配架されているだけで
なく、多くの図書が書庫に配架されています。なお、書庫への入庫は教職員
および大学院生と、大学4年次生で受講しているゼミの担当教員から許可
を得た学生のみとなります。書庫を利用する場合は閲覧カウンターに申
し出てください。
　大学4年次生で入庫を希望する方は、所定の期間にゼミ担当教員か
ら入庫許可申請書を受け取り、図書館が開催する「書庫利用に関するオ
リエンテーション」を受けてください。

Most of the books library posesses are stored in the Closed Stacks area. 
Teachers and staffs, Graduate School students, and  4th year students 
who are permitted through their seminar teachers can enter the Closed 
Stacks. 
If you are 4th year students and wish to enter the Closed Stacks, please 
receive application form by seminar teacher and join an orientation at the 
library. 

書庫 Closed Stacks Area

　第5閲覧室は、英語を中心とする外国語学習用図書（多読）専用の閲覧室です。
　ここには、英語の多読用図書として、さまざまな種類のGraded Readers（レベル分けし
た英語読本）と映画化された原作やペーパーバックなどを配架しています。また、2言語学
習用図書として、英語と他の外国語との対照本を揃えています。（☞P.27）

Reading Room 5 is a room with a collection of language learning books such as leveled 
Graded Readers and some Paperbacks. Collections are mainly English, but there are some 
Dual language learning books as well. （☞p.27）

第5閲覧室（6号館1階）  2021年9月開室（予定） Reading Room 5 (1F Bldg.6)   Opening on September 2021
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Asia Library 
Kyoto United Nations Depository Library
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　アジア関係図書館は、国際交流会館（9号館）
の2階にあります。中国語の資料、中国に関する日
本語資料や西洋言語で書かれた日本研究資料な
ど、アジアに関する資料約10万冊を備えており、ア
ジア研究の拠点となっています。また、学術雑誌の
バックナンバーも所蔵しています。
　アジア関係図書館の資料は、閲覧室および地下
1階と地上 2・3階の 3層から成る書庫に配架され
ています。
　併設されている京都国連寄託図書館には、国連
資料約6万冊を、閲覧室の一部と地上1階の書庫
1層に配架しており、閲覧できます。
　なお、入館には学生証／教職員証／ライブラリー
カードが必要です。

Asia Library is located in the 2nd floor of Bldg.9. This 
is a library specializes in Asian studies and holds 
100,000 items including studies on China in Japanese 
and Chinese languages, studies on Japan in Western 
languages. There are also back issues of academic 
journals stored in here.
Kyoto United Nations Depository Library is adjoined 
to this library. 60,000 materials are shelved in the 
Reading Room and in the Closed Stacks availablre to 
be browsed.
You need Student ID card/Staff ID card/Library card 
to enter.
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係
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書
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書
館

Overview概要
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6
　資料の探し方や図書館の利用法がわからない時
などは、閲覧カウンターでご相談ください。

If you have any questions about how to find items or 
how to use the library, please ask at the circulation 
desk.

Reference serviceレファレンスサービス

Book Request購入希望図書

　必要な資料が本学図書館にない場合には、「購
入希望図書申込書」に必要事項を記入して申し込
むことができます。ただし資料の内容によっては受け
付けできない場合があります。
※1人6冊／年まで申し込むことができます。

When the book you need is not in the collection of 
the library, you can make a Book Request to add the 
book into the library collection. Please fill in the form 
at the circulation desk. 
*maximum number of book request you can make is 
6 items per year.

Photocopy文献複写（コピー）

　本学図書館の資料は、著作権法第31条で規定
された範囲内でのみ、複写（コピー）することがで
きます。希望される方は、閲覧カウンターに「文献
複写申込書」を提出してください。
　なお、複写に伴う著作権法上の一切の責任は、利
用者が負うことになります。詳細は以下の通りです。
　著作権のある資料（著者の死後70年を経過してい
ない著作物など）の複写については、以下に記載する
事項を守ってください。

公表された著作物は全部でなく一部分1）である
こと。
定期刊行物に掲載された論文その他の記事は
刊行後相当の期間2）を経たものであること。
コピー部数は一人について一部のみであること。
利用者の調査研究のためであること。
有償無償を問わず、再複写したり頒布したりしな
いこと。
　1 ）一部分とは半分を超えない程度。
　2 ）相当の期間とは次号の刊行まで、あるいは刊行後3ヵ月。

●

●

●
●
●

You may make a photocopy of library items specified 
within Copyright Law No.31. Please fill in the form at 
the circulation desk to declare. All the responsibilities 
regarding the Copyright Law should be taken by the 
applicant.

Please follow the rules stated below when you pho-
tocopy any items with copyright.

・The work must be partial.  1)

・One whole article can be photocopied but it must 
　not be of the latest issue, or certain period of time
  must have passed.  2)

・One photocopy per person.
・It must be for academic purpose.
・Regardless of charge, it must not be re-copied or 
　handed out to others.

1) Partial meaning not more than half of one piece of work.
2) Until the next issue is published, or 3 months after being
    published.

ILL (Interlibrary Loan) 相互貸借・文献複写取り寄せサービス
（ＩＬＬ）

　本学図書館にない資料は、他大学図書館や研究
機関などから相互協力に従って、図書や複写物を
取り寄せることができます。ただし、送料と複写料
は自己負担です。
　また、他大学図書館を利用する場合は、紹介
状を発行しますので、閲覧カウンターに申し出てく
ださい。

ILL(Interlibrary Loan) allows you to borrow items or to 
request for document copy of articles from other 
university libraries with cost. 
If you wish to visit other university library yourself, 
letter of introduction can be issued. please consult at 
the circulation desk.
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　アジア関係図書館は、国際交流会館（9号館）
の2階にあります。中国語の資料、中国に関する日
本語資料や西洋言語で書かれた日本研究資料な
ど、アジアに関する資料約10万冊を備えており、ア
ジア研究の拠点となっています。また、学術雑誌の
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ています。
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　資料の探し方や図書館の利用法がわからない時
などは、閲覧カウンターでご相談ください。

If you have any questions about how to find items or 
how to use the library, please ask at the circulation 
desk.

Reference serviceレファレンスサービス

Book Request購入希望図書

　必要な資料が本学図書館にない場合には、「購
入希望図書申込書」に必要事項を記入して申し込
むことができます。ただし資料の内容によっては受け
付けできない場合があります。
※1人6冊／年まで申し込むことができます。

When the book you need is not in the collection of 
the library, you can make a Book Request to add the 
book into the library collection. Please fill in the form 
at the circulation desk. 
*maximum number of book request you can make is 
6 items per year.

Photocopy文献複写（コピー）

　本学図書館の資料は、著作権法第31条で規定
された範囲内でのみ、複写（コピー）することがで
きます。希望される方は、閲覧カウンターに「文献
複写申込書」を提出してください。
　なお、複写に伴う著作権法上の一切の責任は、利
用者が負うことになります。詳細は以下の通りです。
　著作権のある資料（著者の死後70年を経過してい
ない著作物など）の複写については、以下に記載する
事項を守ってください。

公表された著作物は全部でなく一部分1）である
こと。
定期刊行物に掲載された論文その他の記事は
刊行後相当の期間2）を経たものであること。
コピー部数は一人について一部のみであること。
利用者の調査研究のためであること。
有償無償を問わず、再複写したり頒布したりしな
いこと。
　1 ）一部分とは半分を超えない程度。
　2 ）相当の期間とは次号の刊行まで、あるいは刊行後3ヵ月。

●

●

●
●
●

You may make a photocopy of library items specified 
within Copyright Law No.31. Please fill in the form at 
the circulation desk to declare. All the responsibilities 
regarding the Copyright Law should be taken by the 
applicant.

Please follow the rules stated below when you pho-
tocopy any items with copyright.

・The work must be partial.  1)

・One whole article can be photocopied but it must 
　not be of the latest issue, or certain period of time
  must have passed.  2)

・One photocopy per person.
・It must be for academic purpose.
・Regardless of charge, it must not be re-copied or 
　handed out to others.

1) Partial meaning not more than half of one piece of work.
2) Until the next issue is published, or 3 months after being
    published.

ILL (Interlibrary Loan) 相互貸借・文献複写取り寄せサービス
（ＩＬＬ）

　本学図書館にない資料は、他大学図書館や研究
機関などから相互協力に従って、図書や複写物を
取り寄せることができます。ただし、送料と複写料
は自己負担です。
　また、他大学図書館を利用する場合は、紹介
状を発行しますので、閲覧カウンターに申し出てく
ださい。

ILL(Interlibrary Loan) allows you to borrow items or to 
request for document copy of articles from other 
university libraries with cost. 
If you wish to visit other university library yourself, 
letter of introduction can be issued. please consult at 
the circulation desk.
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　本学図書館と、京都府内の公共図書館・読書施設
等との間で図書資料を互いに無料で貸し借りできる
サービスです。京都府内の公共図書館、読書施設や
K-Libnetに参加している大学図書館の蔵書を取り寄せ
て利用することができます。

This is a service that allows KUFS library patrons to 
borrow items free of charge from the university library 
and public libraries in Kyoto Prefecture. Patrons can order 
items from public libraries and university libraries in 
Kyoto Prefecture participating K-Libnet.

K-LibnetK-L ibnet（京都府図書館総合目録ネットワーク）

　本学図書館は、京都府立大学附属図書館と共同利
用協定を結んでいます。これによって、同学での閲覧や
貸出等のサービスを受けることができます。
　学生証や身分証を持参すれば、利用カードの発行を
受けられます。詳細は京都府立大学附属図書館のホー
ムページを確認してください。わからないことがあれば
本学図書館の閲覧カウンターにご相談ください。

京都府立大学附属図書館ホームページアドレス
https://www2.kpu.ac.jp/toshokan/toshokan.html

"KUFS Library is in alliance with the Kyoto Prefectural 
University Library, which allows you to visit and borrow 
items from the Kyoto Prefectural University Library as well 
as KUFS Library.
Library card can be issued if you bring your KUFS 
students card/ID card when visited. Please visit Kyoto 
Prefectural University Library website for details. If you 
have any questions please ask at the circulation desk. 

Kyoto Prefectural University Library Homepage address 
https://www2.kpu.ac.jp/toshokan/toshokan.html

Alliance with Kyoto Prefectural 
University Library

京都府立大学附属図書館との
共同利用

　卒業論文・卒業研究作成を資料提供面から支援しています。

●本学図書館のデータベース「論文・レポートなどを書くた
　めの資料データベース」
●「卒業論文・卒業研究」に関連した利用ガイダンス
●卒業論文・卒業研究・レポート作成者のための「図書特別
　貸出制度」（☞P.3）。

The Library offers special support for graduation thesis and 
subject such as:
Databese on writing paper & report on the website.
Library Guidance for writing thesis.
Special loan that allows you to take extra 6 books for 4 weeks 
other than usual loan.（☞p.3）

Graduation Thesis and Subject Support卒業論文・卒業研究作成サポート

　「新入生歓迎ライブラリーツアー」、「図書館利用の仕方」、
「コンピューターによる資料検索」や「卒業論文・卒業研究作
成のための資料検索」などの図書館の使い方やサービスにつ
いて利用ガイダンスを開催しています。ガイダンスの内容とス
ケジュールについては、図書館のホームページなどでお知らせ
します。

The Library offers different Guidance and Tour throughout the 
year such as: Library Tour for new students, Guidance on how 
to reach necessary information, Guidance for thesis. For 
timing and details please visit the Library website.

Library Guidance and Tour図書館ガイダンスとライブラリーツアー

　指定図書制度は、シラバスに取り上げる参考文献以外で授
業内容に関係する図書を本館第2閲覧室の「指定図書」の
コーナーに集中的に配架する事ができる制度です。
　指定図書制度の活用を希望される場合は、配架する冊数
と貸出期間の希望を閲覧カウンターまでお知らせください。

Teachers can apply specific books outside the ones in the 
syllubus to be shelved into Teacher Assigned Books section in 
the Reading Room 2. If you wish to assign any books, please 
inform the circulation desk of your preference for the number 
of books to be shelved and the period for loan.

Book Assigning (Service for teachers)指定図書制度（教員向け）

　本学図書館では、授業の内容に関連した資料の探し方、蔵
書検索やデータベースの使い方を授業時間内に説明するガイ
ダンスを行っています。ガイダンスは先生方と相談の上、目的
に応じた内容を設定します。
　授業内ガイダンスの実施を希望される場合は、閲覧カウン
ターまでお知らせください。

The library provides guidance on how to find materials related 
to classes, how to search the library collection, and how to use 
the databases. The content of the guidance will be reflected 
on the teacher's request according to the needs.
If you would like to have In-Class Guidance, please contact 
the circulation desk. 

In-Class Guidance (Service for teachers)授業内ガイダンス（教員向け）

Graduate Alumni Membership校友会員（卒業生・修了生）利用制度

　本学を卒業・修了後も図書館の利用を希望される方
は利用登録をすることができます。登録には身分証を
お持ちください。登録料は年間1,000円で、貸出冊数
は6冊まで、貸出期間は2週間です。
　制度についての詳細及び申込方法は、図書館ホーム
ページをご覧ください。

　生涯学習の一環として一般の方々に対し登録制の
「京都外大図書館市民利用制度」を設けています。登
録料は年間3,000円（更新1,500円）です。貸出冊数
は6冊、貸出期間は2週間です。詳細は図書館ホーム
ページをご覧ください。

Graduate students of KUFS can continue to use the 
library. Please bring your ID to register. Membership for 
graduate alumni is 1,000yen per year. You can take up to  
6 books for 2 weeks. Please visit the library website for 
more information.

Public Membership京都外大図書館市民利用制度

As part of Lifelong Learning, the library is open for gen-
eral citizen. Membership costs 3,000yen per year. (1,500 
for renewal) Registered citizen can take up to 6 items for 
2 weeks. Please visit the library website for more informa-
tion.
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ムページを確認してください。わからないことがあれば
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students card/ID card when visited. Please visit Kyoto 
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●「卒業論文・卒業研究」に関連した利用ガイダンス
●卒業論文・卒業研究・レポート作成者のための「図書特別
　貸出制度」（☞P.3）。

The Library offers special support for graduation thesis and 
subject such as:
Databese on writing paper & report on the website.
Library Guidance for writing thesis.
Special loan that allows you to take extra 6 books for 4 weeks 
other than usual loan.（☞p.3）

Graduation Thesis and Subject Support卒業論文・卒業研究作成サポート

　「新入生歓迎ライブラリーツアー」、「図書館利用の仕方」、
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Graduate Alumni Membership校友会員（卒業生・修了生）利用制度
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「京都外大図書館市民利用制度」を設けています。登
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Graduate students of KUFS can continue to use the 
library. Please bring your ID to register. Membership for 
graduate alumni is 1,000yen per year. You can take up to  
6 books for 2 weeks. Please visit the library website for 
more information.

Public Membership京都外大図書館市民利用制度

As part of Lifelong Learning, the library is open for gen-
eral citizen. Membership costs 3,000yen per year. (1,500 
for renewal) Registered citizen can take up to 6 items for 
2 weeks. Please visit the library website for more informa-
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資料をさがす

　図書館で資料をさがすには、蔵書検索（OPAC）を
使用します。

You can search for items on library OPAC. 　蔵書検索(OPAC)の検索結果には所在情報が表示されてい
ます。
　資料の所在場所によって読む、借りるの手順が異なります。
　なお、禁帯出の図書や雑誌などは借りることができません。

The location information is displayed in the search 
results of OPAC.Procedure defers depending on the 
location of the item. Items with the "Library use only" 
labels cannot be taken outside of the library.

　トップページには蔵書検索のほか、図書館カレン
ダー、Library News、MyLibraryのログインアイコン
など便利なコンテンツがあります。

On OPAC top page, there're Calendar, Library 
News, login button for MyLibrary other than 
Quick Search. 

資
料
の
調
べ
方

7

7

Read or checkout materials資料を読む、借りる  

　閲覧室で自由に読むことができます。
   借りる場合は閲覧カウンターまたは自動貸出機で貸出手続き
をしてください。
　所在場所がわからない場合は、蔵書検索結果詳細、または出
庫請求票を閲覧カウンターへお持ちください。

You can read in the Reading Rooms freely.
Please go through a procedure for checkout at the 
circulation desk or at the Self-checkout.
Please bring the printed out book info page to the 
circulation desk.

Items in the Reading Rooms閲覧室の資料    

　蔵書検索結果詳細、または出庫請求票を閲覧カウンターへ
お持ちください。
　閲覧室で読む場合は閲覧カウンターで館内閲覧の手続きを
してください。なお、館内閲覧した資料は当日中に閲覧カウン
ターへ返却してください。
　借りる場合は閲覧カウンターで貸出手続きをしてください。

Please bring the printed out book info page to the 
circulation desk.
Please go through a procedure at the circulation desk to 
browse inside the library.
Please return the items you have taken from the Closed 
Stacks area to read inside the library to the circulation 
desk on the day.
Please go through a procedure for checkout at the 
circulation desk.　

Items of the Closed Stacks書庫の資料    

　研究室から図書を取り寄せます。取り寄せには1～２週間か
かります。蔵書検索結果詳細、または出庫請求票を閲覧カウン
ターへ お持ちください。

We will contact the laboratory and retrieve it. It takes 
approximately 1~2 weeks.
Please bring the printed out book info page to the 
circulation desk.

Items of the laboratory研究室の資料    
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蔵書検索トップページ　OPAC Search

　詳細検索では、「書名」、「著者」などの項目検索や
複数の条件を指定した検索が可能です。

蔵書検索はスマートフォン版も利用することができます。
検索ページのURL: http://osirabe.net/opac.kufs/

With advanced search you can search by titles or 
authors, or combination of those criteria. 

詳細検索　Detail Search

クイックサーチ
キーワードで手早く

検索が可能
Quick Search
Quick search by

keywords is available

新着案内
新着図書の表示
New arrivals

New items at the library

NII横断検索
CiiNii Booksとの
横断検索も可能

NII cross search
Cross search through

CiNii Books

特殊区分
就職関連図書や
本学ならではの
資料をすぐに検索

Special classification
Available to search
for items originally

classified in this Library

言語区分
言語区分による
絞込みが可能
Language

classification
Able to search 
by languages

Library News
図書館からのお知らせ

を配信
Notice from the library

データベース
外部データベースに
接続（ ☞ P.19）

Databases
Connecting to external

databases（☞p.19）

MyLibrary Login
MyLibraryへの
ログイン

図書館カレンダー
開館時間やイベント
情報をチェック

Library Calendar
Check operating hours

分類番号
本の並びは分類

番号順
NDC/DDC

Classification
Items in the Library are

classified by NDC/DOC.

絞込条件
言語、媒体、状態などで
掛け合わせ検索が可能

Refine search
Narrow down the search

by language, 
medium or status

スマートフォン版蔵書検索

アクセス用QRコードはこちら

請求番号 → ラベル → 本の並び → 同じ番号の所に同じ内容の本
… 本の中身を数字で表す（分類番号 資料の分類（☞P.22、23）を参照してください） 
… 著者番号 

316.853
Var

所在……資料の所在場所を示しています。
「本」は本館、「分」は分館を示し、その後に実際の配架場所が表示
されています。研究室の図書は「研究室」と表示されます。
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外国雑誌オンラインデータベース
Online research database of overseas magazines.■EBSCO Master File Premier

英字新聞のオンラインデータベース
Online research database of overseas newspapers.■EBSCO Newspaper Source 

スペイン語学術雑誌のオンラインデータベース
Online research database of acadmic journals of Spanish language.■EBSCO Fuente Academica 

外国雑誌のほか、「New York Times」の記事が閲覧できるデータベース
Articles of Non-Japanese magazines and also New York Times★ProQuest Research Library

国際情報、時事・社会問題関連資料オンラインデータベース
Online database of global issues , current events and social issues.★Global in Context 

中国学術雑誌・ 中国語言文学中国学術雑誌言語学関係オンラインデータベース
Chinese database of academic journals and linguistics.

★CNKI 
　China National Knowledge Infrastructure

一般の新聞・雑誌記事（多言語媒体）からビジネス情報、法律情報、医薬情報、
人物情報などを収録したデータベース
Online database of news, business, and legal publications from various 
media in English and other languages.

★Nexis Uni

政治学・国際関係学関連全文データベース
Full-text search database of Political science and International relations.★ProQuest Political Science 

サービス業全般関連全文データベース
Full-text search database of general service industry.★Hospitality & Tourism Complete 

言語・文学分野のロシアの定期刊行物を検索できるデータベース
Database of Russian serial publications of literatures and languages.★РУКОНТ（ルコント） 

日本経済新聞社発行の『NIKKEI ASIAN REVIEW』の記事が検索できる
データベース
Article search database of Nikkei Asian Review.

★NIKKEI ASIAN REVIEW

電子ジャーナル Electric journal

★印………学内PCのみ／On-Campus use only
■印………図書館ホームページの「MyLibrary」から学外利用ができます。／via "MyLibrary" on Library website.

CiNii Books（国立情報学研究所）
CiNii Books (National Institute of Informatics)

国立国会図書館のほか、全国の各図書館や研究機関が提供する資料を検索
できます。

国立国会図書館サーチ（国立国会図書館）
NDL Search（National Diet Library）

図書を探す Search for book
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7 Searching for academic papers and articles学術論文と雑誌記事の探し方

　学術論文や雑誌記事は学外の記事索引データベース
や機関リポジトリで検索します。
　また、本学が所蔵していない資料を探す際にも活用でき
ます。

External databases and IR(Institutional Repository) 
can be used to search for academic papers and 
journal articles. It is available to search papers and 
articles that are not in the collection of KUFS library. 

　利用したい学術論文や雑誌記事が見つかったら、
蔵書検索（OPAC）で本学図書館にその収録誌が所
蔵されているか検索してください。所蔵していない資料
は、他機関に文献複写や相互貸借を依頼することが
できるので、閲覧カウンターに申し出てください。

When you find the article you would like to read, 
search on OPAC to see if the journal that 
contains the article is in the collection of the 
library. If it's not in our collection, you could use 
ILL(Interlibrary Loan) or copy delivery service to 
other institutes. Please consult at the circulation 
desk. 

　「CiNii Articles - 日本の論文をさがす」では、学協会刊
行物・大学研究紀要・国立国会図書館の雑誌記事索引
データベースなどを検索できます。約1,700万の学術論文
情報が収録されています。

"CiNii Articles" allows you to search information on 
academic articles published in academic society 
journals, university research bulletins or articles 
included in the National Diet Library's Japanese 
Periodicals Index Database. It contains information 
on approximately 17 million academic papers.

External databases, eBooks, eJournals外部データベース・電子書籍・電子ジャーナル

　本学図書館が契約しているデータベースや電子ジャーナルを
提供しています。また自由にアクセスできる外部データベースにも
多数接続しています。

The Library is subscribed to many eBooks and eJournals. 
There are links to free external sources here too.

Institutional Repository機関リポジトリ

　多くの大学や研究機関が電子化された研究論文や博
士論文を「機関リポジトリ」で公開しています。本学図書館
では「京都外国語大学機関リポジトリ（KUFS-IR）」で本学
刊行の学術雑誌に掲載された研究論文と博士論文を
PDF形式で公開しています。

Many universities and research institutes are 
publishing research papers and doctoral disserta-
tions in electronic form in their "Institutional Reposi-
tories". In the library, "Kyoto University of Foreign 
Studies Institutional Repository (KUFS-IR)" offers 
research papers and doctoral dissertations 
appeared in academic journals published by the 
university in PDF format.

「CiNii Articles」（国立情報学研究所）　CiNii Articles  (National Institute of Informatics)

　「Google Scholar」では、インターネット上で公開されて
いる世界中の学術論文を検索できます。オープンアクセス
で公開されているPDF形式の学術論文も数多く見つける
ことができます。

Google Scholar allows you to search academic 
papers from worldwide that are published on the 
internet. Many open access articles can be found in 
PDF format too.

”NDL Search”is an integrated search service of catalogs  including 
libraries, archives, academic institutes and the National Diet 
Library

"CiNii Books" allows you to search information of books and 
journals held by university libraries in Japan. It can be 
cross-searched through OPAC.

全国の大学図書館等が所蔵する資料の情報を検索できるサービスです。
蔵書検索（OPAC）から横断検索もできます。

「Google Scholar」 （Google社）　Google Scholar (Google)

　「MAGAZINEPLUS」は一般誌から専門誌、大学紀要、
海外紙誌まで収録した日本最大規模の雑誌記事（書誌）
データベースです。国立国会図書館の「雑誌記事索引」や
各学会の年報・論文集などを収録しています。

MAGAZINEPLUS is Japan's largest database of 
journal articles (bibliographies), including general 
and specialized magazines, university bulletins, and 
overseas journals. It also includes the National Diet 
Library's "Japanese Periodicals Index(JPI)" and the 
annual reports and thesis collections of various 
academic societies.

「MAGAZINEPLUS」  （日外アソシエーツ）※学内PCからのみ閲覧可　MAGAZINEPLUS (Nichigai Associates)
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朝日新聞の記事検索データベース
Article search database of Asahi Shimbun.

★朝日新聞　聞蔵II
　ビジュアルフォーライブラリー
　Asahi Shinbun "Kikuzo II" 
　Visual for Libraries

読売新聞の記事検索データベース
Article search database of Yomiuri Shimbun.

毎日新聞、週刊エコノミストの記事検索データベース
Article search database for Mainichi Shimbun and Weekly Economist

世界100カ国以上、60言語、2500以上の新聞・雑誌データベース
Magazines and Newspapers from over 100 countries, in 60 languages, 
2,500 titles

日本経済新聞の記事データベース
Article search database of Nkkei Shimbun.

新聞記事を探す Search for newspaper articles

主要辞書・事典の項目検索データベース
Online database of major dictionaries and encyclopediae.★JapanKnowledge+N 

『ブリタニカ百科事典』のオンラインデータベース
Online database of Encyclopedia Britannica.★Britannica Online 

｢判例｣、｢法令｣、｢文献情報｣、｢法律雑誌｣など日本法の総合法律データベース
Legal database of Japanese law, including precedents, laws and 
regulations, bibliographic information, and law journals

★TKC ローライブラリー 
　TKC Law Library

★ヨミダス歴史館
　Yomidas Rekishikan

★毎索
　Maisaku

★PressReader

★日経テレコン21
　Nikkei Telecom 21

★印………学内PCのみ／On-Campus use only
■印………図書館ホームページの「MyLibrary」から学外利用ができます。／via "MyLibrary" on Library website.
◆印………図書館で利用申請をすることで学外利用ができます。／available if resistered through the Library.

事項を調べる Refarence tool

電子書籍総計594タイトルが閲覧できるプラットホーム
Online Library with 594 e-books.■EBSCOhost ebook Collection

様々な言語、分野の電子書籍を閲覧できるプラットホーム
E-book platform of various field and languages.◆Maruzen eBook Library 

電子書籍（和書）のプラットフォーム。所蔵タイトルだけでなく、未所蔵タイトル
についても一定ページ試し読みが可能
Online platform of Japanese e-books with preview function that allows 
user to browse beginning of all the e-books including the ones that the 
library do not own.

■KinoDen 

様々な言語、分野の電子書籍を閲覧できるプラットホーム
E-book platform of various field and languages.◆ProQuest Ebook Central 

電子書籍 e-book

　本学図書館では、様々なジャンル、テーマの主題別書誌デー
タベースを作成して、情報検索のサポートを行っています。

The Library created various databases according to different 
themes to offer academic support.

Our original databases本学図書館作成データベース  

　本学図書館ではノーベル文学賞を受賞した文学作家
の著作物や研究書を収集しています。このデータベースで
は文学賞が制定された1901年から現在までの受賞者を
紹介し、その所蔵資料が検索できます。

We have a collection of works and research papers 
of authors who have won the Nobel Prize in Litera-
ture. This database introduces the laureates from 
1901, when the prize was established, to the 
present, and allows users to search for materials in 
the collection.

データベース ノーベル文学賞　
Nobel Prize in Literature database

　本学図書館は国連に関する資料を多数揃えており、ま
た京都国連寄託図書館を併設しています。このデータベー
スでは国連に関連した項目ごとに所蔵資料を検索するこ
とができます。

We have a large collection of items related to the 
United Nations and also Kyoto UN Depository 
Library is adjoined to our library. This database 
allows you to search the collection by UN-related 
items.

データベース 国連を学ぶ　
Learn UN database

　本学の教員や名誉教授の著作物を本館の第1閲覧室
に配架しています。このデータベースでは教員ごとに所蔵
する著作物を検索することができます。

The works of our faculty members and professors 
emeritus are shelved in the Reading Room 1 of the 
Main Library. In this database, you can search the 
works of each faculty member. 

本学教員著作資料所蔵データベース　
University Publication database

　本学を卒業し、各方面で活躍されている方々が執筆し
た著作物を本館の第2閲覧室に配架し、このデータベース
で紹介しています。

Works by alumni of the university who are active in 
various fields are distributed in the Reading Room 2 
of the Main library and are introduced in this 
database.

卒業生の皆さんが書かれた本と資料のデータベース
Database of works written by alumni

主題別書誌データベース
Databases by subject

Pick
Up
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000 Generalities
010 Bibliography
020 Library & information sciences
030 General encyclopedic works
040
050 General serial publications
060 General organizations & museology
070 News media, journalism, publishing
080 General collections
090 Manuscripts & rare books

100 Philosophy & psychology
110 Metaphysics
120 Epistemology, causation, humankind
130 Paranormal phenomena
140 Specific philosophical schools
150 Psychology
160 Logic
170 Ethics(Moral philosophy)
180 Ancient, medieval, Oriental philosophy
190 Modern western philosophy

200 Religion
210 Philosophy & theory of religion
220 Bible
230 Christianity Christian theology
240 Christian moral & devotional theology
250 Christian orders & local church
260 Social&ecclesiastical theology
270 History of Christianity & Christian church 
280 Christian denominations & sects
290 Comparative religion & other religions

300 Social sciences
310 Collections of general statistics
320 Political science
330 Economics
340 Law
350 Public administration & military science
360 Social problems & services; association
370 Education
380 Commerce, communications, transportation
390 Customs, etiquette，folklore

400 Language
410 Linguistics
420 English & Old English
430 Germanic languages    German
440 Romance languages    French
450 Italian, Romanian, Rhaeto-Romanic
460 Spanish & Portuguese languages
470 Italic languages    Latin
480 Hellenic languages    Classical Greek
490 Other languages

500 Natural sciences & mathematics
510 Mathematics
520 Astronomy & allied sciences
530 Physics
540 Chemistry & allied sciences
550 Earth sciences
560 Paleontology    Paleozoology
570 Life sciences    Biology
580 Plants
590 Animals

600 Technology(Applied sciences)
610 Medical sciences    Medicine
620 Engineering & allied operations
630 Agriculture & related technologies
640 Home economics & family living
650 Management & auxiliary services
660 Chemical engineering
670 Manufacturing
680 Manufacture for specific uses
690 Buildings

700 The arts    Fine and decorative arts
710 Civic & landscape art
720 Architecture
730 Plastic arts    Sculpture
740 Drawing & decorative arts
750 Painting & paintings
760 Graphic arts    Printmaking & prints
770 Photography & photographs
780 Music
790 Recreational & performing arts

800 Literature & rhetoric
810 American literature in English
820 English & Old English literatures
830 Literatures of Germanic languages
840 Literatures of Romance languages
850 Italian, Romanian, Rhaeto-Romanic
860 Spanish & Portuguese literatures
870 Italic literatures    Latin
880 Hellenic literatures    Classical Greek
890 Literatures of other languages

900 Geography & history
910 Geography & travel
920 Biography, genealogy, insignia
930 History of ancient world to ca. 499
940 General history of Europe
950 General history of Asia    Far East
960 General history of Africa
970 General history of North America
980 General history of South America
990 General history of other areas

●日本十進分類法（NDC）・綱目表（2次区分表） ●Dewey Decimal Classification（デューイ十進分類法）・Second Summary

000 総　記
010 図書館
020 図書．書誌学
030 百科事典
040 一般論文 ．講演集
050 逐次刊行物 ．年鑑
060 学会．団体．研究調査機関
070 ジャーナリズム ．新聞
080 叢書．

貴重書．郷土資料．その他の特別コレクション
全集

090

100 哲 学
110 哲学各論
120 東洋思想
130 西洋哲学
140 心理学
150 倫理学
160 宗　教
170 神　道
180 仏　教
190 キリスト教

200 歴　史
210 日本史
220 アジア史 ．東洋史
230 ヨーロッパ史 ．西洋史
240 アフリカ史
250 北アメリカ史
260 南アメリカ史
270 オセアニア史
280 伝　記
290 地理．地誌．紀行

300 社会科学
310 政　治
320 法　律
330 経　済
340 財　政
350 統　計
360 社　会
370 教　育
380 風俗習慣 ．民俗学
390 国防．軍事

400 自然科学
410 数　学
420 物理学
430 化　学
440 天文学．宇宙科学
450 地球科学 ．地学．地質学
460 生物科学 ．一般生物学
470 植物学
480 動物学
490 医学．薬学

500 技術．工学．工業
510 建設工学 ．土木工学
520 建築学
530 機械工学 ．原子力工学
540 電気工学 ．電子工学
550 海洋工学．船舶工学．兵器
560 金属工学 ．鉱山工学
570 化学工業
580 製造工業
590 家政学．生活科学

600 産　業
610 農　業
620 園芸．造園
630 蚕糸業
640 畜産業．獣医学
650 林　業
660 水産業
670 商　業
680 運輸．交通
690 通信事業

700 芸　術
710 彫　刻
720 絵画．書道
730 版　画
740 写真．印刷
750 工　芸
760 音楽．舞踊
770 演劇．映画
780 スポーツ ．体育
790 諸芸．娯楽

800 言　語
810 日本語
820 中国語．東洋の諸言語
830 英　語
840 ドイツ語
850 フランス語
860 スペイン語
870 イタリア語
880 ロシア語
890 その他の諸言語

900 文　学
910 日本文学
920 中国文学 ．東洋文学
930 英米文学
940 ドイツ文学
950 フランス文学
960 スペイン文学
970 イタリア文学
980 ロシア文学
990 その他の諸文学

NDC/DDC Classification資料の分類（NDC・DDC）

　本学図書館では、和漢書を日本十進分類法（NDC）
で分類しています。

In this library, items in Japanese, Chinese and 
Korean languages are classified by NDC(Nippon 
Decimal Classification).

　本学図書館では、洋書をデューイ十進分類法（DDC）
で分類しています。

In this library, items in English and other Western 
languages are classified by DDC (Dewey Decimal 
Clssification)
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Nipponaliaニッポナリア

Chirimen crepe books from Japan’s “bunmei kaika” 
 (civilization and enlightenment) opening to the West文明開化期のちりめん本    

　日本人が外国人とどのように係わってきたかが書か
れた史料（和書）のコレクションです。古くは江戸時代
前期から近代国家を目指した明治時代の中期頃まで
を対象にして、鎖国期の漂流記や外国船の来航、オラ
ンダを通じた蘭学、初期の英語学習、西洋料理や衣
服の研究書などが含まれています。

This collection contains Japanese language his-
torical materials concerning early Japanese inter-
actions with peoples from other countries. The 
oldest materials date from the early Edo Period 
and the latest to mid-Meiji Period when Japan 
was seeking to become a modern nation. It con-
tains journals of Japanese castaways rescued by 
foreign vessels and records of visits by foreign 
ships during the sakoku period of national seclu-
sion, rangaku (Dutch learning) texts based on 
knowledge obtained from Dutch traders coming 
to Japan, as well as early English language learn-
ing textbooks and research works on Western 
cooking, clothing, and other customs.

Historical materials on Japan’s foreign relationsわが国の対外交渉史料    
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　本学図書館のスペシャル・コレクションは、建学の
精神と教育・研究方針に基づき、世界の貴重な文献
や資料を収集したものです。
　なお、スペシャル・コレクションについては順次デ
ジタル化を進め、ホームページで公開しています。さ
らに、全国各地で開かれる展示会への出展協力や出
版物、テレビ番組などへの写真提供も行っています。

The Special Collections of the library is a collec-
tion of rare and valuable items from around the 
world, gathered based on the spirit of the Uni-
versity's mission and its educational policies.
The Special Collections are being digitalized and 
are available on our website. We also cooperate 
with exhibitions held throughout Japan and pro-
vide photographs for publications and TV pro-
grams.

　西洋言語で書かれた日本研究書のコレクションです。歴史
的には16世紀後半に来日したキリスト教宣教師の布教報告
書から、江戸時代鎖国期のオランダ人の日本研究書、明治時
代にお雇い外国人として来日した欧米人の日本研究書、さら
には現代のジャパノロジストの研究成果などを含んでいます。

A collection of research works on Japan in Western 
languages. Of broad historical reach, the collection 
includes reports by Christian missionaries who visited 
Japan in the latter half of the 16th Century, studies by 
Dutch visitors during Japan’s years of national seclusion 
during the Edo Period, works on Japan by so-called oya-
toi-gaikokujin (hired foreigners) Western experts recruited 
during the Meiji Period after the reopening of Japan to 
provide instruction in Western practices and technology, 
and research works by contemporary Japanologists.

　ちりめん本とは、木版多色刷りの和紙に縮みを入れ、日本の
伝統的な和製本によって仕上げた書物のことです。明治時代
の中期頃から長谷川武次郎が外国人に神話や民話などを翻
訳させて作ったものを中心にしたコレクションです。英語をは
じめ、多くのヨーロッパ言語版が含まれています。

Chirimenbon are crepe paper books made by creasing 
Japanese washi paper pages printed in color using 
hanga woodblocks and bound in traditional Japanese 
fashion. The core of the collection is chirimenbon ver-
sions of Japanese myths and fairy tales translated by 
foreigners at the request of Hasegawa Takejiro from the 
mid-Meiji Period on. The collection includes editions in 
English and numerous other European languages.

William Shakespeare ウィリアム・シェイクスピア   

　イギリスの文豪ウィリアム・シェイクスピア（William Shake-
speare, 1564-1616）の作品と作品研究、並びに作家研究書
のコレクションです。彼の初めての戯曲全集であるファーストか
らフォースまでの4つのフォリオ、また、作品の単体であるクォー
トなど初期の書物が含まれています。

This is a collection focuses on the British literary giant 
William Shakespeare (1564-1616),　bringing together 
both his own works and research tomes on those works 
and the author himself. This collection includes the first 
through fourth Folios that are the first complete collec-
tion of his plays, as well as the Quartos of individual 
plays and other early publications.

靄湖漁叟『海外異聞』
Aiko Gyoso: Kaigai Ibun.

シーボルト『日本』
Siebold, Fr. Von
Nippon: Archiv zur Beschreibung von Japan.

『日本昔噺シリーズ』
Japanese fairy tale series.

シェイクスピア『戯曲全集』1st～4thフォリオ
Shakespeare, William
 Mr. William Shakespeares; comedies, histories, & tragedies. 4 folios.
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■我が国の対外交渉史料

■対外交渉を描いた浮世絵

■ニッポナリア（西洋言語による日本研究書）

■文明開化期のちりめん本

■世界の探検と航海

■世界の古刊地図 

■世界の古聖書と宗教関係書

■西洋古辞書・古事典

■世界の文学と民話

■世界の人たちの自筆書簡

■世界を変えた科学理論

■ウィリアム・シェイクスピア 

■サミュエル・ジョンソン  

■チャールズ・ディケンズ

■マルティン・ルター

■ヨーハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

■フリードリヒ・フォン・シラー 

■ライナー・マリア・リルケ

■オノレ・ド・バルザック

■ミゲール・デ・セルバンテス 

■アメリカーナ

■オーストラリア文学 

■メキシカーナ

■スルタン・ハミド

■チャイナ（欧文による中国研究書）

■ラフカディオ・ハーン

■ヴェンセスラウ・デ・モラエス

■京都から世界へ（京都関係資料）

■Historical materials on Japan’s foreign relations (Japanese 
Rare Materials)

■Ukiyo-e depicting Japan’s interactions with the outside 
world

■Nipponalia

■Chirimenbon crepe books from Japan’s “bunmei kaika” 
(civilization and enlightenment) opening to the West

■World explorations and voyages

■Ancient maps of the world

■Antiquarian Bibles of the world

■Western antiquarian dictionaries and encyclopedias

■World literature and folktales

■Manuscript letters of people of the world

■The scientific theory books

■William Shakespeare

■Samuel Johnson

■Charles Dickens

■Martin Luther

■Johann Wolfgang von Goethe

■Friedrich von Schiller

■Rainer Maria Rilke

■Honoré de Balzac

■Miguel de Cervantes

■American books

■Australian Literature

■Mexican books

■Sultan Hamid

■China

■Lafcadio Hearn

■Wenceslau José de Sousa de Moraes

■From Kyoto to the World

Special collections
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Digital archiveデジタルアーカイブ

We have been photographing and digitalizing all of our 
rare books held in the Special Collection "Historical Doc-
uments on Japan's International Negotiations" and pub-
lishing them on our website along with their titles. We 
are planning to release them in the future.

　スペシャルコレクション「我が国の対外交渉史料」と
して所蔵している貴重資料の全頁撮影およびデジタル
化を行い、解題とともにホームページで公開する取り組
みを行っています。今後も順次公開していく予定です。

Graded Readers with Quizzes    

　第5閲覧室は、英語を中心とする外国語学習用図
書専用の閲覧室です。ここには、英語の多読用図書と
して、さまざまな種類のGraded Readers (レベル分
けした英語読本）と映画化された原作やペーパー
バックなどをそろえています。また、二言語同時学習用
図書として、英語と他の外国語（スペイン語、フランス
語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ロシア語、スウェー
デン語）との対訳書があります。なお、英語以外の多
読用図書は、第2閲覧室に専用コーナーがあります。
また図書館のホームページでも「Books for Extensive 
Reading データベース」を作って公開しています。

The Reading Room 5 is dedicated to books for 
language learning, mainly in English. Here, you 
will find a wide variety of Graded Readers 
(leveled English reading books), original novels 
that made into movies, paperbacks, etc., for 
extensive reading in English. We also have 
bilingual books in English and other languages 
(Spanish, French, German, Chinese, Italian, 
Russian, and Swedish). There are shelves in the 
Reading Room 2 for non-English extensive 
reading books. The "Books for Extensive Reading 
Database" is also available on the library's 
website.

　外国人向けに平易な英語で書かれた図書（名作
やフィクション、ノンフィクション等）です。レベル別に
配架しています。

Books written in plain English (masterpieces, 
fiction, non-fiction, etc.) for non-Japanese. The 
books are arranged by level.

★第5閲覧室のリニューアルについて Reopening of the Reading Room 5    

　第5閲覧室は、8号館地階から6号館1階に移
設し、リニューアルして開室します。
　新しい第5閲覧室は多読図書がより利用しや
すく、座席などもゆったりとしたレイアウトになり
ます。また自動貸出機の導入により、貸出の利便
性が大きく向上します。
　開室は2021年9月を予定しています。

Reading Room 5 will be moved to the first 
floor of Bldg.6 from the basement of Bldg. 8 
and reopen. The new Reading Room 5 will 
have a more spacious seating layout and 
easier access to multiple reading items. The 
new Reading Room 5 will be equipped with 
self-checkout machine, which will greatly 
improve the convenience of borrowing items. 
The room is scheduled to open in September 
2021.

Young Readers with Quizzes

　英語話者の児童やティーンズのために書かれた図
書です。レベル別に配架しています。

These are books written for native English speak-
ing children and teens. The books are shelved by 
level.

Independent Reading Program

　2年間の多読で培ったリーディング力で、大人向
けのペーパーバックが読めるようになることを目指す
プログラム用に選書された図書です。

These books are selected for a program that aims 
to enable students to read paperbacks for adults 
with the reading skills they have developed over 
two years of extensive reading.

Bridge Books

　Independent Reading Programにおいて、多読
からペーパーバックにスムーズに移行するために最
適な図書です。Young Adult(YA)と呼ばれるものや、
児童書、ライトノベルなどが含まれています。

In the Independent Reading Program, these 
books are ideal for a transition from extensive 
reading to paperback, including Young Adult (YA) 
books and children's books.

Dual Language Books

　二か国語対訳の図書です。英語と他の外国語の
対訳別に配架しています。

Bilingual books. Bilingual books are shelved by 
English and other languages.

Books for Extensive Reading 
Dual Language Books
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　本学の後援会から毎年最新の就職関係と資格試
験問題集を寄贈いただいています。これらは「就職関
係・資格試験問題集コーナー」に配架しています。ま
た図書館のホームページにも「就職試験・資格試験
問題集データベース」を作成して公開しています。

Every year, the latest career related books and 
test prep books are donated by the University's 
Supporters' Association. These books are 
placed in the "Career & Test Prep Books" sec-
tion. We have also created a "Job Test and 
Qualification Test Prep Book Database" which is 
available on the library's website.
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10 　図書館ではホームページより様々な情報を発信し
ています。最新の情報は定期的にホームページを確
認してください。

The Library offers information on the website. 
Please check the website regularly for updates.
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<資格試験 Qualification Test Prep Book＞

TOEIC

TOEFL

英語能力検定試験（英検）

IELTS

GTEC

スペイン語技能検定

実用フランス語検定

ドイツ語検定

イタリア語検定 

<就職試験 Job Test Prep Book>

教員採用試験

公務員試験

秘書検定 

サービス接遇検定

SPI   

   

<資格試験　Qualification Test Prep Book＞

日本漢字能力検定（漢検） 

中国語検定 (中検 ) 

HSK 漢語水平考試

Test of English for International Communication

Test of English as a Foreign Language

EIKEN Test in Practical English Proficiency

International English Language Testing System

Global Test of English Communication

Evaluacion del Conocimiento de la Lengua Espanola (Seiken)

Diplôme d’ Aptitude Pratique au Français (Futuken)

Diplom Deutsch in Japan (Dokken)

Italiano : Prova di Abilita Linguistica

Teacher Recruitment Screening Examination

Civil Service Recruitment Examination

Secretarial Skill Proficiency Test

Hospitality Proficiency Test

Synthetic Personality Inventory

The Japan Kanji Aptitude Test (Kanken)

Test of Chinese Proficiency (Chuken)

Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì

□本館第2閲覧室　 Main Library 2nd Reading Room

□分館閲覧室　Asia Library Reading Room

◆蔵書検索 | OPAC　　　

◆開館予定表 | Library Calendar　

◆新着情報とお知らせ | Latest Information

◆利用案内 | Users Guide　

◆フロア紹介 | Floor Map 　

◆外部データベース | External Databases

◆年次報告書 | Annual Report　

◆利用者アンケート結果報告 | User Survey Results     　     

　 etc...

主なコンテンツ　 Contents

シラバスに記された参考文献
本学のシラバスに記載されている参考文献の所蔵情報リ
ストを公開しています。

世界の美本ギャラリー
本学図書館が所蔵する貴重書を写真と解題で紹介して
います。

デジタル展示会
過去に本学が行った貴重書展示会の出展資料や解題、
実際に会場で使用したパネルなどを見ることができます。

Reference books listed in the syllabus
A list of the collection of the reference books listed 
in the syllabus of the university.

Beautiful Books of the World
An image with a bibliographical information of rare 
books from our collection.

Digital Exhibition
Images of rare books and its bibliographical infor-
mation from our past rare books exhibition are avail-
able here along with the commentary panels we 
actually used at the exhibition site.

特徴的なコンテンツ　 Significant Contents
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Forumフォーラム（外大祭協賛行事）

Exhibitions of rare books held 
by the university library

本学図書館が開催した
主な貴重書展示会

　図書館報『GAIDAI BIBLIOTHECA』を発行してい
ます。内容は文献紹介、書評、利用案内、オフィス・
ニュース、図書館広報などです。

Library publishes brochure which includes book 
reviews, user guides, office news, and library 
announcements. 　本学図書館は毎年定期的に貴重書展示会を開催しています。

　フォーラムでは図書館が扱う「情報」についてと
りあげています。学生の皆さんが必要とする学術情
報や、卒業後の実社会で知っておけば役立つ情報
収集と活用などについて、有識者と参加者が意見
交換を行う貴重な機会となっています。

This forum focuses on "Information". Academic 
information which students need for study, or 
practical information useful in real life after grad-
uating. It is an rare opportunity of meeting and 
exchanging  opinions with experts on the field. 

Exhibition展示会

　貴重書の中から厳選した稀覯書展示会を毎年定
期的に開催しています。
　また、図書館のホームページでも「デジタル展示
会」を作成して公開しています。
　オープンキャンパス時には「高校生が知っている
世界の有名な書物展」や「ワンポイント展示」など
も行っています。

We hold rare books exhibition every year, care-
fully selected from among our valuable books. 
The "Digital Exhibition" is also available on the 
library's website.
On the Open Campus, we hold an exhibition 
called "World's Famous Books which High 
School Students Know"
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令和元（２０１9） 年度 ーナポレオン生誕250年記念ー

ナポレオン、偉大なるエジプト文明に挑戦する （本学会場）
令和元（２０１9） 年度

外国人を魅了したちりめん本
 ̶明治の偉大な出版者 長谷川武次郎 （̶丸善京都本店会場）
平成30（２０１8） 年度 ー明治150年記念ー

明治の京都をみた外国人 （本学会場）
平成30（２０１8） 年度 ー明治150年記念ー

明治の京都をみた外国人 （丸善京都本店会場）
平成２9（２０１7） 年度 ー学校法人京都外国語大学創立70周年記念ー

世界の軌跡を未来の英知に
平成２8（２０１6） 年度 本学国際文化資料館主催「日伊国交樹立150周年 記念パネル展示」

近代日本のイタリア発見 ̶岩倉使節団の記録から̶

平成２７（２０１５） 年度 稀覯書展示会

ちりめん本の先駆者 長谷川武次郎に協力した外国人たち
平成26（2014）年度　ーシェイクスピア生誕450周年記念稀覯書展示会ー

シェイクスピアの世界とその書物の変遷
平成25（2013）年度　ー日本スペイン交流400周年記念稀覯書展示会ー

書物に蘇るスペインと日本の交流の軌跡
平成24（２０１2） 年度 ― 学校法人京都外国語大学創立65周年記念 ―

知られざる世界への挑戦 航海、探検、漂流を記した書物65選（東京会場）
平成24（２０１2） 年度 ― 学校法人京都外国語大学創立65周年記念 ―

知られざる世界への挑戦 航海、探検、漂流を記した書物百選 （本学会場）
平成23（2011） 年度 ― 日独交流150周年記念 ―

日本人を魅了してきたドイツの書物
平成22（２０１0） 年度 ― 日本ポルトガル修好通商条約150周年記念 ―

鎖国期をはさんだポルトガル人の日本研究
平成21（２０09） 年度 ― 日墨交流400周年記念稀覯書展示会 ―

黒潮が結んだメキシコとの絆
平成20（2008） 年度 ― 日仏交流150周年記念稀覯書展示会 ―

フランス人による日本論の源流をたどって
平成20（2008） 年度 稀覯書特別展示

スペイン王国国王 ファン・カルロス一世陛下並びにソフィア王妃陛下 御来学記念図書展
平成19（２０07） 年度 ― 学校法人京都外国語大学創立60周年記念 ―

文明開化期のちりめん本と浮世絵
平成18（２０06） 年度 ― フランシスコ・ザビエル生誕500年記念 ―

日本をヨーロッパに紹介した戦国期の宣教師たち
平成17（２０05） 年度 ― 「日本におけるドイツ年 2005/2006」記念 ―

日本で知られたドイツの世界
平成17（２０05） 年度 稀覯書特別展示

ポルトガル共和国大統領 ジョルジェ・フェルナンド・ブランコ・デ・サンパイオ閣下 御来学記念図書展
平成16（２０04） 年度 ― ラフカディオ・ハーン没後100年並びにヴェンセスラウ・デ・モラエス生誕150年記念 ―

二人の偉大な日本紹介者 ハーンとモラエス
平成16（２０04） 年度 稀覯書特別展示

ポルトガル共和国外務大臣 テレーザ・ゴウヴェイア閣下 御来学記念図書展
平成15（２０03） 年度 ― ペリー提督来航150周年記念 ―

ペリーがやって来た！　黒船来航と日本

We hold occasional exhibitions of rare books.



LIBRARY GUIDE 2021
Library acivities

Library News "GAIDAI BIBLIOTHECA"

3130

図書館報「GAIDAI BIBLIOTHECA」

特
色
あ
る
図
書
館
活
動

12

12

Forumフォーラム（外大祭協賛行事）

Exhibitions of rare books held 
by the university library

本学図書館が開催した
主な貴重書展示会

　図書館報『GAIDAI BIBLIOTHECA』を発行してい
ます。内容は文献紹介、書評、利用案内、オフィス・
ニュース、図書館広報などです。

Library publishes brochure which includes book 
reviews, user guides, office news, and library 
announcements. 　本学図書館は毎年定期的に貴重書展示会を開催しています。

　フォーラムでは図書館が扱う「情報」についてと
りあげています。学生の皆さんが必要とする学術情
報や、卒業後の実社会で知っておけば役立つ情報
収集と活用などについて、有識者と参加者が意見
交換を行う貴重な機会となっています。

This forum focuses on "Information". Academic 
information which students need for study, or 
practical information useful in real life after grad-
uating. It is an rare opportunity of meeting and 
exchanging  opinions with experts on the field. 

Exhibition展示会

　貴重書の中から厳選した稀覯書展示会を毎年定
期的に開催しています。
　また、図書館のホームページでも「デジタル展示
会」を作成して公開しています。
　オープンキャンパス時には「高校生が知っている
世界の有名な書物展」や「ワンポイント展示」など
も行っています。

We hold rare books exhibition every year, care-
fully selected from among our valuable books. 
The "Digital Exhibition" is also available on the 
library's website.
On the Open Campus, we hold an exhibition 
called "World's Famous Books which High 
School Students Know"

特
色
あ
る
図
書
館
活
動

Lib
ra
ry a

civitie
s

12
特
色
あ
る
図
書
館
活
動

Lib
ra
ry a

civitie
s

令和元（２０１9） 年度 ーナポレオン生誕250年記念ー

ナポレオン、偉大なるエジプト文明に挑戦する （本学会場）
令和元（２０１9） 年度

外国人を魅了したちりめん本
 ̶明治の偉大な出版者 長谷川武次郎 （̶丸善京都本店会場）
平成30（２０１8） 年度 ー明治150年記念ー

明治の京都をみた外国人 （本学会場）
平成30（２０１8） 年度 ー明治150年記念ー

明治の京都をみた外国人 （丸善京都本店会場）
平成２9（２０１7） 年度 ー学校法人京都外国語大学創立70周年記念ー

世界の軌跡を未来の英知に
平成２8（２０１6） 年度 本学国際文化資料館主催「日伊国交樹立150周年 記念パネル展示」

近代日本のイタリア発見 ̶岩倉使節団の記録から̶

平成２７（２０１５） 年度 稀覯書展示会

ちりめん本の先駆者 長谷川武次郎に協力した外国人たち
平成26（2014）年度　ーシェイクスピア生誕450周年記念稀覯書展示会ー

シェイクスピアの世界とその書物の変遷
平成25（2013）年度　ー日本スペイン交流400周年記念稀覯書展示会ー

書物に蘇るスペインと日本の交流の軌跡
平成24（２０１2） 年度 ― 学校法人京都外国語大学創立65周年記念 ―

知られざる世界への挑戦 航海、探検、漂流を記した書物65選（東京会場）
平成24（２０１2） 年度 ― 学校法人京都外国語大学創立65周年記念 ―

知られざる世界への挑戦 航海、探検、漂流を記した書物百選 （本学会場）
平成23（2011） 年度 ― 日独交流150周年記念 ―

日本人を魅了してきたドイツの書物
平成22（２０１0） 年度 ― 日本ポルトガル修好通商条約150周年記念 ―

鎖国期をはさんだポルトガル人の日本研究
平成21（２０09） 年度 ― 日墨交流400周年記念稀覯書展示会 ―

黒潮が結んだメキシコとの絆
平成20（2008） 年度 ― 日仏交流150周年記念稀覯書展示会 ―

フランス人による日本論の源流をたどって
平成20（2008） 年度 稀覯書特別展示

スペイン王国国王 ファン・カルロス一世陛下並びにソフィア王妃陛下 御来学記念図書展
平成19（２０07） 年度 ― 学校法人京都外国語大学創立60周年記念 ―

文明開化期のちりめん本と浮世絵
平成18（２０06） 年度 ― フランシスコ・ザビエル生誕500年記念 ―

日本をヨーロッパに紹介した戦国期の宣教師たち
平成17（２０05） 年度 ― 「日本におけるドイツ年 2005/2006」記念 ―

日本で知られたドイツの世界
平成17（２０05） 年度 稀覯書特別展示

ポルトガル共和国大統領 ジョルジェ・フェルナンド・ブランコ・デ・サンパイオ閣下 御来学記念図書展
平成16（２０04） 年度 ― ラフカディオ・ハーン没後100年並びにヴェンセスラウ・デ・モラエス生誕150年記念 ―

二人の偉大な日本紹介者 ハーンとモラエス
平成16（２０04） 年度 稀覯書特別展示

ポルトガル共和国外務大臣 テレーザ・ゴウヴェイア閣下 御来学記念図書展
平成15（２０03） 年度 ― ペリー提督来航150周年記念 ―

ペリーがやって来た！　黒船来航と日本

We hold occasional exhibitions of rare books.
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（2021年3月31日現在）

本　館　Main Library
7号館　地下1階　地上2階　BLDG.7 B1, 2F

分　館（アジア関係図書館）　Asia Library (Branch)
国際交流会館　地下1階　地上3階　BLDG.9 B1, 3F

第4閲覧室・第5閲覧室　The Fourth and Fifth Reading Room
8号館　地階　BLDG.8 BF

第2分館・保存書庫　Repository

総面積（京都国連寄託図書館を含む）
Total Area 565.00㎡

閲覧室
Reading Room

134.00㎡ 50席 2台 2台

書庫
Stack Room 387.00㎡

事務室
Office Room

26.00㎡

その他
Other

18.00㎡

総面積
Total Area

総面積
Total Area

112.00㎡

第4閲覧室
Fourth Reading Room 44.00㎡ 48席

第5閲覧室
Fifth Reading Room 68.00㎡ 36席 2台

170.00㎡

合　　　計 3,205.00㎡ 490席 28台 6台

総面積
Total Area 2,358.00㎡

第1閲覧室
First  Reading Room

232.16㎡ 168席 4台

第2閲覧室
Second Reading Room

174.22㎡ 111席 3台 1台

第3閲覧室
Third Reading Room

41.00㎡ 30席 1台

ＡＶ閲覧室
Audio-Visual  Room

16.00㎡ 5席 3台

書庫
Stack Room 1,148.00㎡

ロビー
Lobby

16.80㎡

ビジュアル資料閲覧室
Coffee-table Books Section

30.00㎡ 11席

資料流通ホール
Circulat ion Area

123.00㎡ 7席 6台

館長室
Director's  Room

28.00㎡

事務室
Office Room

146.37㎡

地下継続図書室
Serial  Books Room

28.00㎡

その他
Other

374.45㎡

学生貸出用端末
Personalcomputers for Lending 10台

面積
Area

座席数
Seats

図書館の資料、設備備品は
大切に

Please treat library materials and
equipment with care.

利用した資料は返却台に
戻そう

Please use the return stands to
put back the materials you have
taken from the shelves.

返却期限を守ろう

Please keep the due date.

私語は慎もう

Please refrain from
speaking out loud.

飲食は原則できません
飲み物は蓋付きのボトルのみ

マナーを守って
皆で気持ちの良い
 環境づくりを！

Let's create
a comfortable
environment

by keeping manners.

Drinking and eating is not allowed
inside the library. 

You can only take bottled
drink with a cap.

通話はできません
音漏れには気をつけよう
Please refrain from speaking

on the phone.
Be mindful of sound leakage

from earphones.

図書館で借りた資料を
貸し借りしてはいけません
What you have checked out from
the library is your responsibility.
It must not be loaned to

the third party.

資料の撮影をしては
いけません

Please refrain from taking photos
of the library materials.

利用者用機器
端末機器
Computer Terminals

視聴覚機器
Audio Visual Equipment
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