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～大学生のニーズにあったサービスが京都府立図書館にあります～ 

京都府立図書館では、京都府立大学のキャリア演習に協力しており、昨年度に当館で受

講した２回生（６名）の原案をもとにミニパンフレットを作成しました。 

（公財）大学コンソーシアム京都の御協力を得て、府内の各大学に配付し、学生の利用

促進を図ります。 

 

＜現状＞ 

  「大学の街 京都」といわれるが、府立図書館を利用したことがない、府立図書館がそ

もそもどこにあるのか知らない大学生も多い。 

 

＜ポイント＞  

 ○ 府立図書館ではレポート作成や卒業論文のための調査・研究に役立つ専門書、学術書

や一般教養図書に加え、新聞・雑誌など 120万点を超える資料を所蔵。 

更に各種新聞・辞典・雑誌・書籍などのデータベースや映像資料なども数多く取り揃

えている。 

 ○ 京都府立大学生の協力を得て、大学生の視点で当館の特徴や使い方を紹介したミニパ

ンフレットを作成。 

 ○（公財）大学コンソーシアム京都加盟の府内 37大学に配付。 

 

 

○ 学生に「親しみやすい形で」「役立つ情報を届ける」ためにどうすればよいか悩み、

試行錯誤しました。このように冊子として形になり府内の大学に配っていただけるの

は感慨深いです。 

○ 府立図書館は、行く度に新しい発見と出会える場所だと思っています。その魅力を

冊子を通じて伝えられたら嬉しいです。 

○ 資料がとても充実し、雰囲気も良い府立図書館を、京都の大学に通う同年代の人た

ちに是非知ってもらいたいです。 

    ※当冊子は京都府立図書館ホームページからダウンロードもできます。 

     https://www.library.pref.kyoto.jp/?p=18791 

原案を作成した京都府立大学生からのコメント 

大学生の発案による大学生のための 

「京都府立図書館利用のススメ！」(ミニパンフレット) 

を府内 37大学に配布し、学生の利用促進を図ります！ 

 

京都府立大学キャリア演習 

平成30年度受講生プロデュース 

京都府立図書館 企画総務部 企画調整課 古川 

 住所 〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町 

 TEL 075-762-4655 FAX 075-762-4653 

 e-mail  h-furukawa72@pref.kyoto.lg.jp 

https://www.library.pref.kyoto.jp/?p=18791
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このコーナーの本棚の横には｢⼩説の中の京都｣というリストがあり､
出版された年代別にまとめられています｡きっと読みたい本が⾒つか
ると思います。
もちろん⼩説だけではありません｡他にも京都の観光名所やスイー

ツのお店を特集した雑誌､宇治茶や京料理などの⾷に関する本､他にも
芸術､⽂芸､歴史など様々な分野の京都の本があります。
⾃分の好きな分野から京都を知ってみませんか? 知ったら､京都の

ことをもっと知りたくなる｡そして､今まで読もうとしなかった本との
出会いも待ってるかもしれません｡
幅広い分野にわたる蔵書と館内の落ち着いた雰囲気で知的好奇⼼が

掻き⽴てられる｡京都府⽴図書館はそんな場所でもあります。
ぜひ⾃分のお気に⼊りの本を探しに⾜を運んでみてください!



みなさん､京都府⽴図書館を利⽤していますか？

そもそも京都府⽴図書館がどこにあるのか知らない。
どうやって活⽤するのかもわからない｡そんな⽅も多い
かと思います｡

⼩さいころに､絵本や⼩説を借りるのに近くの公⽴図
書館を使ったことがある⼈も多いのではないですか？
でも､⼤学に⼊り､講義や研究などに時間を追われるよ
うになってからはどうでしょう？

そんな学⽣の⽅でも､京都府⽴図書館の存在が役⽴つ
ときはたくさんあります。

このパンフレットには､⼤学⽣に京都府⽴図書館の特
徴や使い⽅を知ってほしい､講義や研究などで活⽤して
ほしい､そんな思いがつまっています。

講義や研究などに不安のある⽅､⾊んな事をより深く
探求したい⽅､そんな皆さんの⼿助けとなれば幸いです｡

はじめに
府立図書館活用術その３

豊富な蔵書

る､わかりやすい本も多く置かれているので、専⾨分野として研究し
ているような⼈だけでなく、京都についてあまり詳しくない⼈にも
⾃信をもってオススメできます!
まずは､⼊ってすぐに「京都が舞台の⼩説」を集めたコーナーがあ

ります｡多くの⼈にとって⼩説は⾝近な存在ではないでしょうか？
例えば皆さん､森⾒登美彦の『夜は短し歩けよ⼄⼥』を始めとする

作品や､村上春樹の『ノルウェイの森』､万城⽬学の『鴨川ホル
モー』……これらの京都が舞台の⼩説を読んだことがある⼈も多い
と思います。
｢ここ知ってる！｣と思って読んだり､読んだ後に物語の舞台となっ

た場所を通ったときに本のことを思い出したりする｡そうすると､そ
の本も､京都も､どちらもよりいっそう楽しむことができます。

京都府⽴図書館の蔵書の特徴
の⼀つは､京都に関する資料が
多いということです。
それだけ聞くと古くて難しい

資料ばかりが並んでいるのをイ
メージしがち｡実際には､⾊々な
⾓度から京都を知ることができ



最近京都市で下宿を始めた孝君とその近所に住む京都
府⽴図書館に詳しい花⼦さんが話しています。
ちょっと聞いていきましょう！

「自習はご遠慮ください」
とHPにはあるけど、図書館
内で勉強できないの？

図書館内では、図書館の資料や

データベースをつかって、レポー

ト作成や卒業論文のための調査研

究、資格試験・語学の勉強などに

取り組めるよ。

火曜日から金曜日は9時30分から19時00分
まで、土曜日・日曜日・祝日は9時30分か
ら17時00分まで開いているわ。
祝日でない月曜日と毎月第4木曜日、それ
に年末年始（12月28日から1月4日）は開い
ていないから気をつけてね。

図書館はいつ開いているの？

データベース検索

①図書館向けデジタル化資料送信サービス

｢⽇経ビジネス｣や｢⽇経パソコン｣など経済についての雑誌が検
索できます｡就職活動などにも役⽴つかもしれません!

②ジャパンナレッジ

絶版などで⼿に⼊れるのが難しい本や､なかなかお⽬にかかれな
い貴重な本をパソコン上で簡単に閲覧できます｡もう⾒つからない
と思っていたあの本に出会えるかも……!?

50種類の辞事典､雑誌､書籍が検索できます｡⽇本国語⼤辞典､国
史⼤辞典､⽇本古典⽂学全集など､⽇本について知りたい時はとり
あえずジャパンナレッジ! 外国語辞書もありますよ!

明治〜現在までの全国紙･地⽅紙記事を検索できます｡⽇本の古
今東⻄の情報が詰まっています!

④⽇経BP記事検索サービス

新聞５⼤紙(読売､朝⽇､毎⽇､⽇経､産経)が提供しているデータ
ベースで記事が検索できます｡⾃分が⽣まれた⽇に何があったのか､
新聞記事も検索できますよ!

他にも⾳楽や判例､医学⽂献など様々な情報にアクセス可能です!
気になった⽅はぜひ⼀度､京都府⽴図書館の2階に⾜を運んでみて
下さい。

⑤新聞記事データベース

③ざっさくプラス



どうやって借りるの？

１階カウンターで貸出手続きをすれば借りら
れるわ。1人５冊までで、期間は２週間。館
内での閲覧のみの図書や、雑誌・新聞・電子
資料・映像資料・音声資料などの貸し出しは
できなかったんじゃないかな。

探している本がなかったら
どうしたらいいのかな？

京都府立図書館では、他の図書館との相互
協力（資料の相互貸借）を行ってるの。読
みたい本が無かったら、他の図書館（公立
図書館や連携している大学図書館）から
持ってきてもらうことができるんだよ。

ありがとう、花子さん！よくわかったから、
早速明日行ってみるよ。

使いこなそう！
府立図書館活用術その２ 京都府民じゃなくても

借りられるの？

京都府と近くの府県（滋賀県・大阪府・兵庫
県・奈良県・福井県・三重県）に住む人は
借りられるよ。他にも、京都府内に通勤・通
学している人も借りることができるよ。

基礎的な知識を〈ジャパンナレッジ〉でまず⾝に着けて。
〈ざっさくプラス〉などで､全国各地の京都に関する新聞記事を

調べまくる｡〈図書館向けデジタル化資料送信サービス〉で､なか
なかお⽬にかかれない貴重な観光関係の本を印刷できます!

気になった建物や地域名を〈ジャパンナレッジ〉で検索。
⼿がかりが出てきたら､府⽴図書館の蔵書を検索したり､〈図書館

向けデジタル化資料送信サービス〉でなかなか⼊⼿できない雑誌記
事を直接確認しよう!

【京都の建築についてのレポートを書かなきゃ】

【全国の⼈の京都の印象についての卒業論⽂に取り組むぞ！】

〈⽇経BP記事検索サービス〉で企業名や商品名を検索!
気になったキーワードを⾒つけたら〈新聞データベース〉でも検
索! そのとき〈ざっさくプラス〉も役に⽴つかも。

【就職のための情報収集をしたい】

【法律の改正前の条⽂が⾒たい】
インターネット検索では法改正後の新しい条⽂しか⾒ることが

できないけれど､〈D1-Law.com 第⼀法規法情報総合データベー
ス『現⾏法規［履歴検索］』〉なら基準⽇時点の公布情報をもと
に､現在･過去･未来いずれの時点であってもそれぞれ指定した時点
で有効な条⽂が検索できますよ! もちろん判例検索も充実していま
す!



府⽴図書館はこんなところ！

京都府⽴図書館は､調査･研究に役⽴つ､専⾨書･学術書を多くそ
ろえた図書館です｡図書館の資料を使っての勉強や調べもののため
に､閲覧机もたくさん⽤意しており､毎⽇⼤勢の⽅が利⽤されてい
ます。

館内でしか閲覧できない貴重な資料が多数所蔵されているほか､
論⽂･本･新聞･雑誌などのデジタルデータにアクセスできるサービ
スもあります｡飲⾷できる休憩コーナーもあるのでじっくり勉強や
調べものができますよ。

府立図書館活用術その１

①館内でじっくり調査・研究

【講演会・ワークショップ】

②さまざまなイベント

例えば､定期的に開催している講演会｡ここでは､京都で研
究や社会活動をしている⽅々のそれぞれの視点から語られる
研究やご⾃⾝と本との関わりなどを聴くことができます｡内
容は多岐にわたり､マンガの話から宇宙の話まで! あなたの
興味にマッチして､広げてくれるものがあること間違いなし!

京都府⽴図書館では､たくさんのイベントを開催しています!
どんなイベントが催されているか､ちょっとだけ紹介します。

歴史や季節にまつわるあれやこれについて､館内で展⽰が⾏わ
れています｡壁に､ショーウィンドウに､特設本棚に､その時々の
テーマに沿った展⽰物がずらりと並んでいるのを⾒ることがで
きます｡興味のある展⽰ならなおのこと､興味がない展⽰でも､思
わぬ世界の広さ､深さを味わうことができるはず!

意外と知られていないのがこの｢館内⾒学会｣｡毎⽉第３⽔曜⽇
に普段⾒ることのできない地下書庫や⾃動化書庫などを職員の
⽅に案内してもらうことができるんです ｡

京都府⽴図書館といえば、外観・内装のレトロなデザインが
⾒所ですが、⾃動化書庫のカッコいいメカっぷりは⼀⾒の価値
あり! 
 

いかがですか? 図書館といえば本を借りるところ､というイ
メージを持っているあなたも､きっとイベントに参加すればその
イメージは変わるはず。 

まずは⾃分の興味のあるイベント
がないかどうか､京都府⽴図書館の
ウェブサイトをチェックしてみるこ
とをおススメします! 

【館内展示】

【館内見学会】



府⽴図書館はこんなところ！

京都府⽴図書館は､調査･研究に役⽴つ､専⾨書･学術書を多くそ
ろえた図書館です｡図書館の資料を使っての勉強や調べもののため
に､閲覧机もたくさん⽤意しており､毎⽇⼤勢の⽅が利⽤されてい
ます。

館内でしか閲覧できない貴重な資料が多数所蔵されているほか､
論⽂･本･新聞･雑誌などのデジタルデータにアクセスできるサービ
スもあります｡飲⾷できる休憩コーナーもあるのでじっくり勉強や
調べものができますよ。

府立図書館活用術その１

①館内でじっくり調査・研究

【講演会・ワークショップ】

②さまざまなイベント

例えば､定期的に開催している講演会｡ここでは､京都で研
究や社会活動をしている⽅々のそれぞれの視点から語られる
研究やご⾃⾝と本との関わりなどを聴くことができます｡内
容は多岐にわたり､マンガの話から宇宙の話まで! あなたの
興味にマッチして､広げてくれるものがあること間違いなし!

京都府⽴図書館では､たくさんのイベントを開催しています!
どんなイベントが催されているか､ちょっとだけ紹介します。

歴史や季節にまつわるあれやこれについて､館内で展⽰が⾏わ
れています｡壁に､ショーウィンドウに､特設本棚に､その時々の
テーマに沿った展⽰物がずらりと並んでいるのを⾒ることがで
きます｡興味のある展⽰ならなおのこと､興味がない展⽰でも､思
わぬ世界の広さ､深さを味わうことができるはず!

意外と知られていないのがこの｢館内⾒学会｣｡毎⽉第３⽔曜⽇
に普段⾒ることのできない地下書庫や⾃動化書庫などを職員の
⽅に案内してもらうことができるんです ｡

京都府⽴図書館といえば、外観・内装のレトロなデザインが
⾒所ですが、⾃動化書庫のカッコいいメカっぷりは⼀⾒の価値
あり! 
 

いかがですか? 図書館といえば本を借りるところ､というイ
メージを持っているあなたも､きっとイベントに参加すればその
イメージは変わるはず。 

まずは⾃分の興味のあるイベント
がないかどうか､京都府⽴図書館の
ウェブサイトをチェックしてみるこ
とをおススメします! 

【館内展示】

【館内見学会】

c-sasa80
タイプライターテキスト

c-sasa80
タイプライターテキスト

c-sasa80
タイプライターテキスト

c-sasa80
タイプライターテキスト

c-sasa80
タイプライターテキスト

c-sasa80
タイプライターテキスト

c-sasa80
タイプライターテキスト

c-sasa80
タイプライターテキスト

c-sasa80
タイプライターテキスト

c-sasa80
タイプライターテキスト

c-sasa80
タイプライターテキスト



どうやって借りるの？

１階カウンターで貸出手続きをすれば借りら
れるわ。1人５冊までで、期間は２週間。館
内での閲覧のみの図書や、雑誌・新聞・電子
資料・映像資料・音声資料などの貸し出しは
できなかったんじゃないかな。

探している本がなかったら
どうしたらいいのかな？

京都府立図書館では、他の図書館との相互
協力（資料の相互貸借）を行ってるの。読
みたい本が無かったら、他の図書館（公立
図書館や連携している大学図書館）から
持ってきてもらうことができるんだよ。

ありがとう、花子さん！よくわかったから、
早速明日行ってみるよ。

使いこなそう！
府立図書館活用術その２ 京都府民じゃなくても

借りられるの？

京都府と近くの府県（滋賀県・大阪府・兵庫
県・奈良県・福井県・三重県）に住む人は
借りられるよ。他にも、京都府内に通勤・通
学している人も借りることができるよ。

基礎的な知識を〈ジャパンナレッジ〉でまず⾝に着けて。
〈ざっさくプラス〉などで､全国各地の京都に関する新聞記事を

調べまくる｡〈図書館向けデジタル化資料送信サービス〉で､なか
なかお⽬にかかれない貴重な観光関係の本を印刷できます!

気になった建物や地域名を〈ジャパンナレッジ〉で検索。
⼿がかりが出てきたら､府⽴図書館の蔵書を検索したり､〈図書館

向けデジタル化資料送信サービス〉でなかなか⼊⼿できない雑誌記
事を直接確認しよう!

【京都の建築についてのレポートを書かなきゃ】

【全国の⼈の京都の印象についての卒業論⽂に取り組むぞ！】

〈⽇経BP記事検索サービス〉で企業名や商品名を検索!
気になったキーワードを⾒つけたら〈新聞データベース〉でも検
索! そのとき〈ざっさくプラス〉も役に⽴つかも。

【就職のための情報収集をしたい】

【法律の改正前の条⽂が⾒たい】
インターネット検索では法改正後の新しい条⽂しか⾒ることが

できないけれど､〈D1-Law.com 第⼀法規法情報総合データベー
ス『現⾏法規［履歴検索］』〉なら基準⽇時点の公布情報をもと
に､現在･過去･未来いずれの時点であってもそれぞれ指定した時点
で有効な条⽂が検索できますよ! もちろん判例検索も充実していま
す!

c-sasa80
取り消し線



最近京都市で下宿を始めた孝君とその近所に住む京都
府⽴図書館に詳しい花⼦さんが話しています。
ちょっと聞いていきましょう！

「自習はご遠慮ください」
とHPにはあるけど、図書館
内で勉強できないの？

図書館内では、図書館の資料や

データベースをつかって、レポー

ト作成や卒業論文のための調査研

究、資格試験・語学の勉強などに

取り組めるよ。

火曜日から金曜日は9時30分から19時00分
まで、土曜日・日曜日・祝日は9時30分か
ら17時00分まで開いているわ。
祝日でない月曜日と毎月第4木曜日、それ
に年末年始（12月28日から1月4日）は開い
ていないから気をつけてね。

図書館はいつ開いているの？

データベース検索

①図書館向けデジタル化資料送信サービス

｢⽇経ビジネス｣や｢⽇経パソコン｣など経済についての雑誌が検
索できます｡就職活動などにも役⽴つかもしれません!

②ジャパンナレッジ

絶版などで⼿に⼊れるのが難しい本や､なかなかお⽬にかかれな
い貴重な本をパソコン上で簡単に閲覧できます｡もう⾒つからない
と思っていたあの本に出会えるかも……!?

50種類の辞事典､雑誌､書籍が検索できます｡⽇本国語⼤辞典､国
史⼤辞典､⽇本古典⽂学全集など､⽇本について知りたい時はとり
あえずジャパンナレッジ! 外国語辞書もありますよ!

明治〜現在までの全国紙･地⽅紙記事を検索できます｡⽇本の古
今東⻄の情報が詰まっています!

④⽇経BP記事検索サービス

新聞５⼤紙(読売､朝⽇､毎⽇､⽇経､産経)が提供しているデータ
ベースで記事が検索できます｡⾃分が⽣まれた⽇に何があったのか､
新聞記事も検索できますよ!

他にも⾳楽や判例､医学⽂献など様々な情報にアクセス可能です!
気になった⽅はぜひ⼀度､京都府⽴図書館の2階に⾜を運んでみて
下さい。

⑤新聞記事データベース

③ざっさくプラス



みなさん､京都府⽴図書館を利⽤していますか？

そもそも京都府⽴図書館がどこにあるのか知らない。
どうやって活⽤するのかもわからない｡そんな⽅も多い
かと思います｡

⼩さいころに､絵本や⼩説を借りるのに近くの公⽴図
書館を使ったことがある⼈も多いのではないですか？
でも､⼤学に⼊り､講義や研究などに時間を追われるよ
うになってからはどうでしょう？

そんな学⽣の⽅でも､京都府⽴図書館の存在が役⽴つ
ときはたくさんあります。

このパンフレットには､⼤学⽣に京都府⽴図書館の特
徴や使い⽅を知ってほしい､講義や研究などで活⽤して
ほしい､そんな思いがつまっています。

講義や研究などに不安のある⽅､⾊んな事をより深く
探求したい⽅､そんな皆さんの⼿助けとなれば幸いです｡

はじめに
府立図書館活用術その３

豊富な蔵書

る､わかりやすい本も多く置かれているので、専⾨分野として研究し
ているような⼈だけでなく、京都についてあまり詳しくない⼈にも
⾃信をもってオススメできます!
まずは､⼊ってすぐに「京都が舞台の⼩説」を集めたコーナーがあ

ります｡多くの⼈にとって⼩説は⾝近な存在ではないでしょうか？
例えば皆さん､森⾒登美彦の『夜は短し歩けよ⼄⼥』を始めとする

作品や､村上春樹の『ノルウェイの森』､万城⽬学の『鴨川ホル
モー』……これらの京都が舞台の⼩説を読んだことがある⼈も多い
と思います。
｢ここ知ってる！｣と思って読んだり､読んだ後に物語の舞台となっ

た場所を通ったときに本のことを思い出したりする｡そうすると､そ
の本も､京都も､どちらもよりいっそう楽しむことができます。

京都府⽴図書館の蔵書の特徴
の⼀つは､京都に関する資料が
多いということです。
それだけ聞くと古くて難しい

資料ばかりが並んでいるのをイ
メージしがち｡実際には､⾊々な
⾓度から京都を知ることができ
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INDEX
はじめに
今更聞けない図書館問答
府立図書館活用術その１―府立図書館紹介
府立図書館活用術その２―データベース検索
府立図書館活用術その３―豊富な蔵書
おわりに

このコーナーの本棚の横には｢⼩説の中の京都｣というリストがあり､
出版された年代別にまとめられています｡きっと読みたい本が⾒つか
ると思います。
もちろん⼩説だけではありません｡他にも京都の観光名所やスイー

ツのお店を特集した雑誌､宇治茶や京料理などの⾷に関する本､他にも
芸術､⽂芸､歴史など様々な分野の京都の本があります。
⾃分の好きな分野から京都を知ってみませんか? 知ったら､京都の

ことをもっと知りたくなる｡そして､今まで読もうとしなかった本との
出会いも待ってるかもしれません｡
幅広い分野にわたる蔵書と館内の落ち着いた雰囲気で知的好奇⼼が

掻き⽴てられる｡京都府⽴図書館はそんな場所でもあります。
ぜひ⾃分のお気に⼊りの本を探しに⾜を運んでみてください!



☆大学生による大学生のための
図書館利用のススメ！

学生のニーズに合ったサービス、

京都府立図書館にあります。

おわりに
いかがでしたか？京都府立図書館について今までより少し詳し

くなってもらえたのではないでしょうか。

京都の学生である間にぜひ一度は府立図書館に足を運んでみて

ください！

百聞は一見にしかず。一度行ってその魅力に触れたらきっとそ

こはあなたにとってのお気に入りの場所になると思います。

AccessWebsite

知ろう、行こう。京都府立図書館

〇京都市営地下鉄「東山」駅下車 徒歩約10分
〇市バス 5・46・100・110系統
「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車すぐ
〇市バス 31・201・202・203・206系統
「東山二条・岡崎公園口」下車 徒歩約5分

上のQRコードをアプリで読み取るか、
下記のURLにアクセスしてください。

https://www.library.pref.kyoto.jp/

京都府立図書館をもっと知りた
い方は、京都府立図書館の公式
Webサイトへ！

〒606-8343
京都市左京区岡崎成勝寺町
TEL 075-762-4655

原案は、
京都府立大学キャリア演習
平成30年度受講生

の方々です！

Special Thanks

発行：

Go To！

京都府立図書館！
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