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１．京都大学図書館機構
Kyoto University Library Network
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京都大学の図書館・室
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京都大学図書館機構
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京都大学図書館機構（2005年4月発足）
【使命】

京都大学の基本理念に基づき、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

【体制】

・京都大学図書館協議会・・・審議機関

・附属図書館のほか、50余の図書館・室

・各図書館・室では解決できない問題や、調
整が必要な課題に対応



図書館機構のWebサイト

http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/ 6

資料検索

京都大学の図書館・室
共有の総合サイト

ニュース



２．図書館の電子リソース
Library Electronic Resources
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・京都大学蔵書検索KULINE
・MyKULINE
・データベース
・ArticleLinker
・リモートアクセス



[図書館機構]  資料検索等

8http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/

資料検索
（KULINE
蔵書検索）

電子リソース

学習/研究サポート

（レファレンス・ガイド、 講習
会、「情報探索入門」）

特殊コレク
ション（電子
図書館等）

KURENAI
研究成果の公開

各図書館・室

開館日程



KULINE 京都大学蔵書検索
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MyKULINE:オン

ラインでの図書貸
出予約・更新も可

⇒レファレンス・ガイド 「京都大学蔵書検索KULINEの使い方」★

他大学を検索:全国

の大学の蔵書検索

KULINE: 京都大学の蔵書640万冊の約80%を検索。
古典籍資料等は、「全学総合目録」（カード式）で。



KULINE 所在情報の見方
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附図 開架2F DH||221||イ8

所蔵館、配置場所、請求
記号をメモして所蔵館へ
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・貸出状況の確認、貸出更新、予約
・相互貸借や文献複写の申込み
・リンク集やメモの保存
・KULINE検索
・自分でレイアウト変更、学外利用可

MyKULINE申込：「MyKULINE等利用申請書」を所属図書館･室へ

MyKULINE
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ログイン
SPS-ID （教職員グループ
ウェアID）/ ECS-ID（教育
用コンピュータ利用コード）



KULINE検索のポイント

■キーワード検索

 単語をスペースで区切る。
M.ヴェーバー著.大塚久雄訳.岩波書店, 1989
『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』

 同義語も検索する（入力する単語をいろいろ、工夫）。
「NGO」「Non-Governmental Organization」「非政府 組織」

 ‘of ’ や ‘the’ などは無視される（ストップワード）。

■検索記号
 前方一致検索
例：略誌名で検索 Mater* Sci* Technol*

（Materials Science & Technology などを検索）

 完全一致検索 #科学
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KULINE →（雑誌・電子ジャーナル）→Full text

雑誌の場合 １．論文が掲載された雑誌名のみで検索する。
２．検索結果から、所蔵巻・年の所蔵を確認する。

cell* mol*  life sci*

雑誌と電子ジャーナルにチェック

例)  Cell.  Mol.  Life Sci.  の場合

*：前方一致検索
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１．必要な年を含む
電子ジャーナルを選択

２．ポップアップしたProxy画面で

SPS-ID / ECS-IDを入力

紙媒体の所蔵情報
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電子ジャーナルの

Full textの Download
（PDF版,HTML版）

出版社のサイトから
Full text 
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●電子ジャーナルを利用するとは

ダウンロード（画面で見ることも含む）、コピー、保存、印刷

●不正（不適切）利用とは

①短時間での大量のダウンロード、印刷。

②個人的な研究・教育目的以外の目的で利用

③不正コピー（複製）、データの改編、再配布、転売

電子ジャーナル・データベースの不正利用

理由：①使用許諾条件に違反 ②著作権侵害の疑い ③サーバーへの負荷

●遵守しない場合

・京都大学からのアクセス停止→学習・研究へ被害大

“Attention: Access from your IP address has been denied”
・京都大学全体の信頼の損失

・訴訟問題（著作権侵害行為）

※不正アクセス（侵入・乗っ取り、改竄､情報漏洩、ウィルス通信妨害）は犯罪

×連続的なクリック
（PDFファイルに、
大量にアクセス）
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電子リソースの検索
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60,000 titles ～
240,000 titles ～

100 ～

目的、テーマにあった
データベースを使う



データベース
Popular 
Databases
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CiNii, 
Web of 
Science, 
Scopus,
・・・

新聞（朝日、・・・）、世界の新聞

百科辞典、国史大辞典、・・・

資料タイプ別

アルファベット別

分野別

学位論文

電子ジャーナル・電子ブック

電子リソース Electronic Resources



データベース → Full text

表示言語： 簡体中文、English, 日本語

京大Article Linker:  Full textへのNavigation

Times Cited: 被引用件数

データベースにアクセス時、
SPS-ID/ECS-ID必要。
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例）Web of Science



京大 Article Linker

Full text
（本文）入手

京大ArticleLinker：
学内で利用できる
論文Full textへ

Navigateするツール

Full textがな

い場合は、
KULINE検索

学外から取
り寄せ申込

出版社サイト
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Article Search（統合検索）
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長所：図書も論文も同時に検索可。
どんな検索をしていいかわからない
時や、おおまかな検索をするのに便
利。
短所：どんなデータベースを検索さ
せたのか確認が必要。
検索時、同時アクセス件数をオー
バーしているデータベースは検索不
可。精度の高い検索は各データベー
スで。

データベースを指定して検索
サブジェクトで検索

各種データベース、電子ジャーナルサイト、電子ブック等、

あわせて京大の50のリソース一度に検索



論文・レポートを書くための文献収集講座 22

文献管理ツール・論文執筆支援ツール

アクセス： 電子リソース＞データベース

■英語論文執筆支援ツール

単語の用例検索。

Springer exemplar

■文献管理ツール：文献の一元管理。個人の文献データベース作成、オン
ラインでの文献情報検索、取り込み、参考文献リストの自動作成
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http://www.refworks.com/refworks�
http://www.springerexemplar.com/index.aspx�


リモートアクセス（Remote Access）

学外から電子リソースを使う

PPTP接続：自宅のパソコンに設定
(設定ﾏﾆｭｱﾙへのｱｸｾｽは学内で)

電子ジャーナル・電子ブック

23



３．利用者支援
Users Support
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学習/研究サポート

■レファレンス・ガイド
■講習会 （2010年、附属図書館の例）

■全学共通科目「情報探索入門」（後期）
教員の講義と図書館員の演習補助との連携

アクセス： 図書館機構＞学習/研究サポート

定期講習会・文献収集講座 （毎月2回程度）
資料の探し方 - KULINEの使い方等 -
学術論文の探し方：日本語編 - CiNiiを中心に -
学術論文の探し方：海外編 - Web of Scienceを中心に -
文献管理ツールの使い方 - RefWorksを中心に -
文献収集講座 （6～12月）
データベース講習会（ベンダー、キャンパス連携）
6月： SciFinder, Scopus＆Science Direct
7月： Web of Science & EndNote Web, LexisNexis Academic, JDreamII
10月～： Scopus＆Science Direct, LexisNexis Academic 
教育・研究支援 （90分～180分、科目関連授業：文献検索・文献収集）
4月： 学部1回生（自然科学系）, 研究科院生（人文社会学系）
6月： 研究科院生（人文社会学系） （2回）

（内容例）
・キーワードの入力方法
・検索方法(論理演算等）
・データベース種類・概要
・論文・レポートの書き方
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図書館・室のサービス 一覧

サービス内容 内容・利用方法等

貸出
貸出期間・冊数

各図書館・室別、身分・所属等により異なる。
（附属図書館の開架図書は 2週間・5冊）

貸出更新(延長)、予約 MyKULINE利用可。

複写
「京都大学文献複写相
互利用書」

大学運営費（所属図書館・室へ）。
※館内コピー方法は図書館・室により異なる。

学内から
取り寄せ

学内図書ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰｻｰﾋﾞｽ・
ｷｬﾝﾊﾟｽ間返送ｻｰﾋﾞｽ

遠隔地キャンパスから図書の取り寄せ・返送
（無料）。MyKULINE利用可。

学外から
取り寄せ

ILL
（現物貸借・文献複写）

MyKULINE利用または所属図書館/附属図書
館へ。※医学部及び関連部局は医学図書館。

蔵書

京都大学蔵書検索
「KULINE」

約640万冊の検索。電子ジャーナル、電子ブッ
クの検索も可。

「京都大学電子図書館」貴重資料画像等。

電子リ
ソース

電子ジャーナル、データ
ベース、電子ブック

SPS-ID（教職員ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱのﾛｸﾞｲﾝID）又は
ECS-ID（教育用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑの利用ｺｰﾄﾞ）

知的成果
発信

京都大学学術情報リポジ
トリ「KURENAI」

研究成果等の半永久的蓄積。全世界に無料
公開。登録申請は附属図書館へ。

※MyKULINEの申請は、所属図書館・室、附属図書館へ 26



図書館施設（共同学習・研究）

図書館名 室 名
室数
（室）

収容
（人）

対 象

附属図書館 共同研究室 5室 4～20学内所属者

医学図書館
グループ学習室 3室 2～12

医学部及び関係部
局所属者

セミナー室 1室 24
小閲覧室 2室 4

人環・総人図
書館

環on 2エリア 10学内所属者

環on グループ
学習室

1室 8人環・総人所属者

※他の自習スペース： 学習室24、研究個室、情報検索コーナー、OSL
27

http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/images/renewal2009_02.JPG�


図書館の情報を授業に生かすには

■授業に生かす例

 授業のテーマに関係する図書や論文を、図書館で探して利用
するような課題を出す。

 紙媒体の辞書・事典等と、データベースで検索した結果の両方
を情報源とする文献リストを作成させる。

 学生に問題設定させたのち、レポート作成を授業に盛り込む。

■最新の図書館情報・文献情報を得る方法

 図書館機構または所属図書館・室のページを「お気に入り」に

 MyKULINEを利用

 Mail News登録・・・Library Service News (LSN)

 RSS登録

 文献のアラート登録
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配付資料

お問い合わせ

京都大学附属図書館 情報サービス課参考調査掛

Email   ref@kulib.kyoto-u.ac.jp

Tel    075-753-2636

 MyKULINE等利用申請書

 京都大学図書館機構 概要 2010
 京都大学附属図書館 利用案内 2010
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