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図書館長からのメッセージ～新入生に贈る言葉

本の世界を旅しよう。

　苦しかった長い受験生活をくぐりぬけ、今はさぞかし解放された清々し

い、いい気分でしょう。ちょっと誇らしくもありませんか。そして、新しい

大学生活に若干の不安を覚えながらも、期待の方が大きく、これから何で

もできそうな気分になっていませんか。

　と言うのも、いまから45年ほど前の私がそうだったからです。大学構内

の一角に張りだされた合格者名簿に自分の受験番号を見つけたときの、

何ともいえない解放感をいまでも覚えています。

　そうなのです。あなたは、これまでにないほど自由な時間と立場を手に

入れたのです。少し大げさかもしれませんが、自分の意志で、何でもでき

るようになったのです。

　これからどうします?

　4月からは、これまでとは全く違う新しい授業や課外活動が始まり、刺

激的ではあっても、また忙しくなり、ある意味では自由が制約されるよう

な気分になりますが…。

　そんなときに、キャンパス内であなたを待っている、広くて深くて自由

な世界が図書館にあります。そこでは約300万冊ものさまざまな書物がみ

なさんの来るのを心待ちにしています。一冊一冊にいろんな見知らぬ世界

が詰まっているのです。あなたは座ってページをくるだけで、その世界を

旅し感じ味わうことができるのです。

　美しい雪の山を遠望し、草原の風を感じ、海辺の街で人々と出会い、人

生談義に興じ、数字の橋を渡り、記号の壁を越え、不思議な生き物に出会

うことができるのです。そのうちに、あなたは自分の心の中を旅している

かもしれません。

　いつでも、一瞬にして時空を越え、見知らぬ世界へ行けるなんて、こん

な醍醐味はほかにありません。

　心の赴くままに、広大かつ深遠な本の世界を放浪し、堪能してください。

ご入学、おめでとうございます。
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立命館大学 図書館

衣笠キャンパス

修学館リサーチライブラリー

衣笠キャンパス

人文系文献資料室
びわこ・くさつキャンパス

メディアライブラリー

びわこ・くさつキャンパス

メディアセンター
朱雀キャンパス

朱雀リサーチライブラリー

社会科学分野と外国語関係の
研究資料を所蔵
54万冊

特　色

所蔵数

経済学・経営学、スポーツ健康科学
分野の資料を中心に所蔵
48万冊

特　色

所蔵数

理工学・情報理工学・生命科学・
薬学分野の資料を中心に所蔵
34万冊

特　色

所蔵数

法務研究科、経営管理研究科、
公務研究科の教育・研究を支援
５万冊

特　色

所蔵数

人文科学分野の研究資料を所蔵

35万冊

特　色

所蔵数

衣笠キャンパス

衣笠図書館
人文科学・社会科学分野の学習資料を
中心に所蔵
94万冊

特　色

所蔵数

皆 さ ん の 学 習 を サ ポ ー ト し ま す !

図書館は
創造的な

学習空間

立命館大学図書館は、1905（明治38）年に私立京都法政大学（立命館大学の前身）

に設置された図書室を起点とし、立命館大学とともに歩んできました。現在3つの

キャンパスに６つの図書館があり、290万冊（研究所等含む）を超える図書資料を

所蔵し、年間240万人を超える入館者がいます。

図書館は知的活動の拠点として「自立的学習支援」「教育・研究支援」「コミュニケー

ションの場の提供」などに努めています。

特 集1
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使いたい資料が他キャンパス図書館にある場合は、指定のキャンパスに
取寄せることができます。手続き後、衣笠、びわこ・くさつ、朱雀のキャン
パス間は概ね翌日の夕方に、衣笠/びわこ・くさつ/朱雀<=>APU間は概
ね3日後に届きます。（間に土・日・祝日、長期休暇を含む場合を除きます。）

オンラインシラバス

※画面は開発中のものです。完成したイメージと異なる場合がありますので、ご了承ください。

レポートを書くのに必要な資料
が他キャンパスにしかない、でも
わざわざ借りに行くのは辛い…

そんなときは
「取寄せ」ボタンを

ワンクリック！

衣笠・朱雀・びわこ・くさつ
キャンパス間は最短で翌日
の夕方に受け取れます!!

新入生の皆さん。ご入学おめでとうございます。もう大

学図書館は利用されましたか。

皆さんが高校まで利用されてきた図書館（室）との規模

の違いに驚かれている方もたくさんいることでしょう。

立命館大学図書館では様々な学習支援サービスを提供

していますが、その中でも知っておくと特に便利な5つ

のサービスをご紹介します。

RUNNERS検索結果画面の右下「予約/取寄」ボタ
ンから手続きをしてください。
※RainbowもしくはAPU-NetのIDをお持ちでない
方は、各館カウンターでもお申込みできます。

予約・取寄せはどうやるの？

衣笠図書館、メディアライブラリー、メディアセンターでは、各館に関連
する学部の教科書や参考書を3冊（内1冊は館内利用）、語学書も1冊購
入しています。
授業がない日も、図書館に来れば予習・復習ができます。

明日の授業の予習や
準備がしたいな…
でも今日は教科書を
持ってきていない…

そんな時でも
大丈夫！

図書館にはシラバス指定の
教科書・参考図書がそろっています。

オンラインシラバスの下段にある教科書・参考書の書名をクリック
すると、RUNNERS（蔵書検索システム）にリンクしています。シ
ラバスに掲載されているさまざまな蔵書を一発検索！ レポート作成
や授業の予習・復習などをする際に、ぜひ利用してみてください。

おすすめポイント☆

１

2

よむりすの Library Lecture☆ 

学習に役立つ
大学図書館

知
っ
て
る
？

シラバスとは

講義の概要が

書かれたものだよ

ここから蔵書情報にリンク！
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※画面は開発中のものです。完成したイメージと異なる場合がありますので、ご了承ください。

衣笠図書館・メディアセンター・メディアライブラリーでは、学習を支援するため
の資料を購入しています。
利用したい資料が所蔵されていない場合は、OPAC（RUNNERS蔵書検索）や
Webcatの検索画面や MyLibrary、メール、または各館備え付けの用紙から購入
希望ができます。
※購入希望された資料は収書基準に基づいて購入可否判断します。

レファレンスカウンターでは、図書
館利用や情報収集について本学
の学生や教職員からの相談を受
け付けています。
学習・研究テーマの参考になる
情報の探し方、探している情報・
テーマを扱っている機関、文献
探しのお手伝い、データベース
の利用案内などの学習サポート
を行っています。いつでも気軽に
利用してください。

図書館の閲覧室なら、資料をみながらゆっくりレポートも作成でき
て一石二鳥、インターネットに接続できるのでデータベースなどを
使って調べ物も簡単にできます。

どの資料を探してもわからない…
もうお手上げ!
どうやって調べたらいいの!?

使いたい資料が
OPAC（RUNNERS蔵書検索）で
検索しても出てこない‥

レポートを作成するのにパソコンを
使いたいけれど…
マルチメディアルームがすごい行列…

そんなあなたの味方
資料探しのプロが
図書館にいます！

あきらめるのはまだ早い！

無線LAN
接続が可能！

資料検索で困ったら
レファレンスカウンターに
行ってみよう。

所蔵していない資料は
リクエストできます。

ノートパソコンなどの無線LAN対応
端末があれば館内のどこでも
インターネットに接続が可能です。

衣笠図書館内「ぴあら」カウンターとメディアライ
ブラリーサービスカウンターではノートパソコンの
貸出を行っています。図書館内であればどこでも利
用が可能なので、家から重いパソコンを持ってこな
くても、ＵＳＢさえもってくればデータの作成保存
ができてとても便利！ぜひ活用してみてください。

おすすめポイント☆

3

4

５

友達とパソコンや資料を見ながらグループ発表の相談した
い…そんなあなたのご要望に図書館は応えます。
おすすめポイントで紹介された「ぴあら」。新入生の皆さ
んにはまだ馴染みがない響きだと思います。「ぴあらって
何？」、そう不思議に思った方は次のページをご覧ください。



大学図書館、その魅力に迫る連載２
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図書館はただ本を借りるだけ、あるいはそこで静かに調べ物や学習をしたりするだけの

場所だと思っていた人も多いのではないでしょうか？

従来の「静かな学習空間」という図書館の概念を覆す空間。それが「ぴあら」です。

「ぴあら」では仲間や教員とともにディスカッションを行ったり、プレゼンの練習やセミ

ナーを行ったり、自分たちが主体となって情報を発信することができる場所や便利な

設備が整っています。

昨年衣笠キャンパス図書館内に開設され大盛況の「ぴあら」が、2012年・春ついにびわこ・

くさつキャンパスのメディアライブラリーとメディアセンターにもOPENします。

まだ「ぴあら」を知らないあなたに「ぴあら」ではいったい何ができるのか、ご紹介します。

「学生スタッフによる IT・情報検索
サポート」を受けることができる
詳細は「ぴあら」ホームページをご覧ください。
※ITサポートは衣笠のみで行っています。

「学習支援ツール」を
利用できる
ぴあらでは大型ディスプレイ付パソコンや大型スク
リーン、プロジェクタ、ホワイトボード、フリップチャー
ト、スキャナ、プリンタなど様々な機器を利用すること
ができるので、ディスカッションするだけでなく、その
場でグループで協力して資料の作成が行えます。 

「セミナー・企画 」を開催できる
ぴあらは自由な学習の場です。セミナーを開催してみたい。
やってみたい企画があるけれど、どこでやろうかなと迷った時には「ぴあら」がおすすめ。

「自分発信で何か企画したい」「誰かと一緒に学びあいたい」そんな時にはぴあらをぜひ
活用してください。（規模の大きな企画は事前にご相談ください）

えっ！？ 
これが図書館！？
そうです。
図書館は今、進化しています。

「グループワーク」ができる
ぴあら内は話をしても大丈夫です。
テーブルやイスは人数に合わせて移動して使うことができるので、何人で
集まっても対応が可能です。ふたつきの飲み物もＯＫですので、リラックス
した環境で仲間と協力しながら学習を進めていくことができます。
図書館館内にあるので、館内利用の図書館の資料を使うこともできますよ。

「プレゼンテーション」の練習ができる
大型スクリーンとプロジェクターが設置されているコーナーがあり、ゼミ
ナール大会や学会の本番をイメージしながら、本格的なプレゼンテーショ
ンの練習を行うことができます。 

次世代型図書館空間…その名も

ぴあら
▲ ぴあらとは Peer Learning Roomの略です。

詳細はぴあらホームページをご覧ください。「ぴあら」で検索 検 索ぴあら
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第1閲覧室

第２
閲覧室

吹抜

吹抜

EV

情報検索・AV
視聴コーナー

証紙券売機証紙券売機
カ
ウ
ン
タ
ー

玄関
RUNNERS検索機

EV

ぴあら

閲覧室

洋雑誌
コピー
コーナー

情報検索コーナー

機械室

和雑誌

閲覧室洋書
参考
図書

ユニバーサル
アクセスルーム

閲覧室

吹抜吹抜

グループ学習室

プレゼンテーションルーム

和書

和書

マルチメディア
ルーム

閲覧室

オーバーサイズブックス
コーナー

進路・就職コーナー 事務室

文庫・
新書コーナー

コピー
コーナー

ライフサイエンス
アカデミックラウンジ

ピア・ラーニングルーム

参考
図書

語学書コーナー

エントランスホール

サービスカウンター

情報検索
コーナー

ぴあら

衣笠図書館

メディアセンター

メディアライブラリー
アクロスウイング２階

正面入り口すぐ右側の横長の空間です。
プレゼンテーションルームは2階にあります。

図書館に入ってすぐ左側ガラスの扉の部屋です。

メディアライブラリー入口を入って右奥です。

事務室

雑誌関係
バックナンバー
コーナー

新聞閲覧室
ＡＶルーム

事務室

作業室

EV

新聞
縮刷版

新着雑誌コーナー

雑誌記事
索引コーナー

証紙券売機

スタンドアローン
CD-ROM検索コーナー

カード目録コーナー

ホール 特別閲覧室

IN

OUT

入口 出口

インフォメーション
カウンター

レファレンス
カウンター

RUNNERS検索機
CD-ROM
（LAN対応）
検索コーナー

コピーコーナー
（1,2,3階）

住宅
地図

レファレンス
コーナー

進路・就職
コーナー

ぴあら

ピア・ラーニングルーム ユニバーサル・アクセス・ルーム

1F 2F

ピア・ラーニングルーム

吹抜吹抜

各図書館ぴあらＭＡＰ

ぴあらは
どこにあるの？
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①些細なことに
疑問を持つようになれる本

①大学生活の様々な場面で活きてくる本

①身近にある大切なことに気づかされ、

行動する勇気をもらいます！！①大学での歴史の学びの基礎！！

①導き出す「己」の考え

社会におどらされない自分へ

Contents ❶推薦フレーズ　❷本人情報　❸書誌情報

各学部オリター・エンター団から
新入生へ贈る一冊

①あらゆる成功を研究した著者が出した、

成功するための7つの原則

特集2



＊学生の学部・回生は、2012年3月時点の所属を示しています。

①自分自身の生き方を
考えるきっかけを与えてくれる本

①成功よりも「失敗」を評価しよう

①ゆっくり歩け、そしてたっぷり水を飲め
（本文より）

①日々浮かぶ発想を
行動に移させてくれる本

①人との出会いを大切にしようと思えた本

「読書は大切だ」、誰もが一度は聞いたことがあるフレーズです。大学生になって、4年間でたくさん本を読みたい、

そう思っている新入生の皆さんもたくさんいると思います。立命館大学の図書館には約290万冊を超える図書が

所蔵されています。そんなにたくさんあると、どの本から読んでいいか分からないですよね。そういった不安を解消

すべく、皆さんにとって最も頼れる先輩であろう各学部オリター・エンター団に所属する学生さんに、「新入生へ贈

る一冊」を紹介してもらいました。どのような点がお薦めなのかをワンフレーズに凝縮して語ってもらっています。

今回紹介された本に興味があれば、ぜひ図書館で借りてみてください。そして読書の魅力を体感してください。

そうすれば、次に読みたい本はきっと自然と見つかると思います。一人でも多くの皆さんが大学生活の中でたくさん

の本と出会われることを願っています。

①世間の常識に流されず、考えぬき、
行動する力を身につけて欲しい。
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速報

入生のみなさんは、これまでもインターネット

で調べものをすることが多かったと思います。

しかし、その情報が本当に正しいのか考えたことはあ

りますか？

　立命館大学では、授業に必要な本だけではなく、海

外の学術雑誌や多くの有料データベース・電子ジャー

ナル・電子ブックなどを契約して、学生・教職員のみ

なさまに提供しています。そして、2012年4月から、

立命館学術情報システム（RUNNERS）が、学術情報の検索・利用をサポートします。

ディスカバリーサービス・Refworksがスタート

新 それらの質の高い情報をGoogleのように検索できる

サービス：ディスカバリーサービスをスタートさせま

す。このディスカバリーサービスは、世界はもとより、

国内でも普及し始めたばかりの最先端のサービスで、

「学術情報のGoogle」がキーコンセプトです。「何か

ら探していいのかわからない」と言う場合は、図書館

ホームページのRUNNERSから利用してください。新

しい世界の入り口です。
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１

2

3

❶ OPAC：蔵書検索の所在、
　 貸出情報など表示します。
❷ 該当のデータベース名を表示します。
❸ 検索結果からより細かく絞り込みます。



ディスカバリーサービス・Refworksがスタート

べものをして、そのタイトル等の文献情報を記

録しておきたいと思ったことはありませんか？

今回、サービス開始するRefWorksは、様々な学術デー

タベースの検索結果を取り込んで、個人用の文献デー

タベースを作成したり、投稿する雑誌の形式で参考文

献リストを作成することができる、 Webベースの文献

調 情報管理・論文作成支援ソフトです。

　Webベースのサービスなので、特別なソフトをイン

ストールすることなく、自宅などどこからでもアクセス

できます。

これから論文やレポートを書こう、と思っている人には、

まさになくてはならない機能です。

Library Navigator * 11
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　 「2011年度第2回読楽コーナー学生による選書」実施にともない、衣笠図書館、メディアライブラリーにおいて学生選書スタッフによ
る選書を行い、図書の展示を開始しました。
　前期・後期一回ずつ実施しています。応募については立命館大学ホームページに随時掲載いたしますので、興味のあるかたはぜひ
応募してください。

理系の1回生が4人、2回生が1人の5人で、ワクワク、ドキドキ、あるいは
心がほっこりするような本を49冊選びました。寒い冬、外からだけでなく、
心から暖まりませんか?

今回私達は4つのジャンルを作りました。手に取
りやすいジャンルから本を選んでいただき、皆さ
んの読書の扉を開けてみてください。

　2011年12月16日朱雀キャンパスにて、第7回読書マラソン・立命館コメント大賞の表彰式が行われました。大学部門83通、附属校
部門1,002通から、生協理事長、図書館長をはじめとする審査員の審査のもと、グランプリ、生協理事長賞、図書館長賞、RUC大賞等が
選ばれました。
　読書マラソン・立命館コメント大賞は、毎年6月頃から募集を開始する予定です。ぜひご参加ください。

■ 図書館長賞受賞コメント
書名『神様のカルテ』　夏川 草介 著（小学館）2010年
　「人の命を救う」それは神様の行為である。しかし医者は神ではない。患者と同じように家族がいる一人の人間である。なのに、患
者も医者本人すらもそれを忘れがちだ…。これは、人として患者の人生に寄り添う医者の物語である。一章ごとに咲きほこり散ってい
く季節の花々のように、人もまた、生まれては死に、次の世代へと命を渡していくのだろう。ひっそりと命を終えていく人々と、それを
見守る家族と医者の姿に、ただただ涙した。
　漱石かぶれの一止は古めかしい言い回しをするが鼻につくこともなく読みやすい。やはり漱石は偉大である。（ペンネーム いくも）

● 読書マラソン・コメント大賞とは…
全国の大学生協が「大学4年間で100冊読もう」をキャッチフレーズに行っている読書推進の取組みです。
立命館大学でも「立命館コメント大賞」として同時期に実施しています。詳細は、各キャンパス生協書籍部までお問い合わせください。

　衣笠キャンパスに「グロバール時代にふさわしい、学習・研究・教育を支える」ことを目的として、2015年に新図書館が開設される予定です。
学生の学びと成長にふさわしい、ゆとりある空間の実現を目指して現在検討を行っています。

Library Navigator は最新号・バックナンバー共に
図書館ホームページでも閲覧可能です。

「立命館　図書館だより」で検索！

学生選書  展示のおしらせ

読書マラソン・立命館コメント大賞表彰式が
行われました。

2015 年衣笠に新図書館誕生予定！

検 索立命館　図書館だより

テーマ：「扉を開けよう」 テーマ：「ホットな読書で冬を乗り切ろう！」衣笠キャンパス びわこ・くさつキャンパス


