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京都工芸繊維大学附属図書館
〒606-8585　京都市左京区松ヶ崎橋上町１番地
　Tel: 075-724-7189  Fax: 075-724-7180

Email: library@jim.kit.ac.jp ■Amenity Space 1F
Syllabus book Corner, Daily newspapers, Student Selection Corner.

■Old Newspaper Corner 1F 
Old newspapers

■TOEIC・TOEFL Corner 1F
Books related to TOEIC assessment and study abroad.

■Current Periodicals Room 1F
Current Periodicals, Supplementary English textbooks, Blue Backs, 
Nikkei Bunko, etc.
Mr. Doi collection

■Periodicals 1F
Foreign and Japanese Periodicals (back issues)

■General Topics 1F
  000  ‘s : General Works          800  ‘s : Language
  900  ‘s : Literature

■General Topics 2F
  400  ‘s : Natural Sciences      600  ‘s : Industry
  500  ‘s : Technology, Engineering
  700  ‘s : The Arts Reference books

■Reference Corner 2F … Dictionaries, Encyclopedias, White 
Papers and year books (library use only) 

■KIT Standard Recommended Books 2F
Books related to the “KIT standard” program.

■General Topics 3F
  100  ‘s : Philosophy, Religion     200  ‘s : History, Geography
  900  ‘s : Social Sciences
Human-oriented technology library, Oversized books

■Rare Book Room 3F
Old Japanese Foreign books and materials relating to KIT, 
etc. 

■Storage Rooms
Old materials accepted in or prior to 1966. When searching 
on OPAC, the materials will be shown as “積層工芸” (Sekiso 
Kogei) or “積層繊維” (Sekiso Sen’i)

■１F アメニティゾーン
シラバス掲載図書コーナー、学生選書コーナー、英語サブリーダー、
当日の新聞

■１F 新聞コーナー（バックナンバー）
過去１年の新聞

■１F TOEIC・TOEFLコーナー
TOEIC・留学関連図書

■１F 雑誌閲覧室
新着雑誌、ブルーバックス、日経文庫、有斐閣アルマなど

■１F 和洋雑誌書庫
製本雑誌（バックナンバー）

■１F 図書資料ゾーン
  000  番…………………総記
  800  番…………………言語
  900  番…………………文学
■２F 図書資料ゾーン

  400  番…………………自然科学
  500  番…………………技術、工学、工業
  600  番…………………産業
  700  番…………………芸術
参考図書（全分類）…事典、辞書、ハンドブック、白書・年鑑類
KITスタンダード推薦図書コーナー
工繊大関連図書コーナー

■３F 図書資料ゾーン
  100  番…………………哲学、宗教
  200  番…………………歴史、地理
  300  番…………………社会科学
大型図書（全分類）
人間指向型工学ライブラリー

■３F 貴重図書室
和・洋古書や本学関連資料など。

■積層書庫
1966年以前に受け入れた古い資料。OPAC検索時に配置場
所が「積層工芸」「積層繊維」と表示されます。

URL 

▲

http://www.lib.kit.ac.jp/
KIT学術成果コレクション 

▲

http://repository.lib.kit.ac.jp/opac/repository/10212/
Twitter 

▲

https://twitter.com/KIT_Library

地下鉄烏丸線「松ヶ崎」駅より徒歩８分。
（出口１から右（東）へ400m進み４つ目の信号を右（南）へ180m）

From Kyoto Station to KIT by Subway
Take the “Kokusai Kaikan” bound Karasuma Line Subway to “Matsugasaki” Station, 
and walk east for about 8 min.
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■教員用コピー機
University-Funded copy machine
Requires a Dedicated Copy Card

■資料用コピー機
Coin-operated copy machine
You can only copy library materials here.

■生協コピー機
飲料自動販売機
Beverage vending machine
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食物禁止
No foods / Drinks with lids only

環境・資料を守るために

禁煙
No smoking

携帯電話の通話禁止
No talking on cell phones

私語禁止
Do not disturb others

申し込みが必要です
Application is required

General Topics

Reading Space
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General Topics

アメニティーゾーン
Amenity Space
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　開館時間と休館日

開館・サービス時間
 平　日 土曜日 日・祝日
　通　常　期 9：00̶21：00 10：00̶17：00 閉　館
春・夏・冬季休業期 9：00̶17：00 　閉　館 閉　館
前後期試験期間中 9：00̶21：00 10：00̶17：00 10：00̶17：00

休館日
日曜日・国民の祝日・休業期間中の土曜日・年末年始（12/28～翌年1/4）・全学の夏季一
斉休業
＊臨時に変更する場合があります。最新の開館日程は附属図書館Webサイト、館内掲示な
どをご確認ください。

　利用にあたって

•図書館を利用するには利用証（＊）が必要です。
　＊学部生・大学院生は学生証、教職員は職員証。その他の方は図書
館利用証を発行しますので、カウンターにてお手続きください。

•入館時には、入館ゲートにて利用証を読み取ってください。

　貸出・返却・延長・リクエスト

貸出
借りたい資料と学生証（職員証・利用証）を持ってカウンターへ。 自動貸出機もご利用ください。

貸出冊数と期間

＊特別貸出…夏季・冬季・春季休業期間には長期貸出を行います。館内掲示・図書館
　　　　　　Webサイト等で別途お知らせします。特別貸出図書の延長はできません。

返却
開館中はカウンターへ 。閉館後・休館時は玄関前のブックポストへご返却ください。
＊返却期限を過ぎると遅れた日数分だけ 貸出停止となります。

貸出期間の更新（延長）
予約の無い資料に限り、１回のみ貸出延長できます（更新日より３週間延長）。更新の手続
はMyOPACまたはカウンターにて。

予約
貸出中資料の予約ができます。お申込はMyOPACまたはカウンターにて。

図書･資料の購入希望（リクエスト）
図書館に所蔵のない資料の購入希望受付を行っています。詳細は図書館Webサイトをご覧
ください。

　レファレンス・サービス（調査・相談）

本や雑誌の探し方、電子ジャーナルやデータベースの使い方についてのご案内、他大学等の
図書館利用のための紹介状発行などを行います。カウンターへご相談ください。

　相互利用・協定校図書館の利用

文献複写物の取寄せ・図書の現物借用
図書館に必要な資料がない場合、他の図書館から資料を取寄せます。MyOPACまたはカウン
ターにてお申込ください。複写料や郵送料などの経費は利用者の負担となります。

協定校図書館の利用
協定校大学附属図書館（京都ノートルダム女子大学、京都府立大学）でも本を借りることが
できます。各大学の附属図書館カウンターにて利用証の登録申請が必要です。

　館内の施設・設備

グローバルコモンズスペース（１F・３F）
多言語、多文化学習に特化したエリアで、グループワークができます。各所に自由に使えるホ
ワイトボードを配置し、プロジェクタやDVD・ブルーレイプレーヤーなどの機器が利用できます。

施設の利用
　閲覧自習席（１F・２F）/ サイレントスタディルーム（2Ｆ）
自習のため自由に利用できます。2Ｆはサイレントゾーン
となっておりますので、私語等はご遠慮ください。
　グループ学習スペース
•研修室（3Ｆ）
プロジェクタ、DVDレコーダーなどの機材を設置しており、
セミナーやミーティングなどの学習・研究に利用できます。
•グループスタディルーム（３F）
少人数での調査･研究･学習のために利用できます。大学院生以上の方は、最長１週間の継
続的な利用が可能です。詳細はお問い合わせください。
•セミナールーム（１F）
セミナーやミーティングなどの学習・研究に利用できます。スクリーンでの映像視聴にも
適しています。

　コピー機の利用・プリントアウト

コピー機
　資料用コピー機（１Fアメニティゾーン）
館内資料の複写に利用できます。調査研究を目的として著作権
法の認める範囲内で1人１部のみ、コピーできます。複写申込
書を記入し、カウンターに提出してください。現金コイン式。
＊私物の本やノート、プリントなどのコピーはできません。
　教員専用コピー機（１F雑誌閲覧室）
公費カードによる利用ができます。カードの発行、経費の変更
などについては、カウンターにてお申込ください。
　生協コピー機（１F自販機スペース）
自由に利用できます。資料のコピーは著作権の範囲内で行ってください。現金コイン式。

印刷（プリントアウト）
館内設置の情報科学センター端末から資料用コピー機へプリントアウトできます。附属図書
館のプリンターを選択してください。現金コイン式。

　PCの利用

情報科学センターPCの利用（１F ・３F　Webブラウジングコーナー）
情報科学センターの端末を設置。利用には情報科学センターのアカウントが必要です。資料
用コピー機（１Fアメニティゾーン）からのプリントアウトができます（有料）。

個人PCの持ち込み
ご自分のノートPCなどをキャンパスネットワークに接続して利用することができます。2
Ｆ閲覧席に有線の情報コンセントコーナーもあります。
＊情報科学センターにて事前登録が必要です。詳細は情報科学センターへお問い合わせくだ
さい。

　OPAC（蔵書検索システム）

•Webで本学の所蔵している図書・雑誌を検索することができます。キーワードや著者名
などから、本の所在がわかります。
•OPACログイン画面「MyOPAC」より、貸出期間の延長・予約・文献複写・賃借申込、貸出・
予約・文献複写・賃借申込状況の照会、図書購入リクエストの申込などができます。

　電子リソースの利用

京都工芸繊維大学附属図書館Webサイト　 http://www.lib.kit.ac.jp
様々な電子リソースを提供している学術情報の入口です。ご活用ください。

学術文献データベース、電子ジャーナル、電子ブックの利用
京都工芸繊維大学が契約している電子リソースを利用できます。利用には学内ネットワーク
への接続が必要です。VPN接続（＊）で一部、学外からも利用できます。各種電子リソース
の利用方法などについては、館内の各種パンフレットや図書館Webサイトをご覧ください。
＊詳細は情報科学センターへお問い合わせください。

図書館からのお願い
•館内での食事はご遠慮ください。飲み物はふた付容器のものに限ります。館内の掲示をご
確認ください。
•携帯電話の利用や大声による私語など、他の利用者の迷惑となる行為は慎んでください。
•貴重品は必ず身につけ、盗難にご注意ください。

詳しくは図書館WEBサイトをご覧下さい　www.lib.kit .ac.jp

利用にあたって

INFORMATION

資料種別

図 書

雑 誌

冊　　数

５冊

１００冊

１０冊
１冊

期　　間

３週間

１年（※学生用
図書は３週間）
３週間
３日間

身　　分
学部学生・研究生・科目等
履修生・職員・非常勤職員

教員・客員教授

大　学　院　生
全　利　用　者

   LIBRARY HOURS

 　　Weekdays Saturdays Sundays/Holidays*
　 Hours 9:00—21:00 10:00—17:00 closed

Hours during vacation 9:00—17:00 closed closed
Examination 

9:00—21:00 10:00—17:00 10:00—17:00Periods (Summer/Winter)

*National holidays, Summer holidays (mid-August), Winter vacation (Dec.28-Jan.4)
 For more information, please check our website or notice board.

   ENTRANCE SECURITY

You need a student or a staff ID card, or a member's card to use the library.The entrance 
gate opens upon swiping your ID card (*) through the card reader.
*Required Cards
• Undergraduate and graduate students: student ID card
• Faculty and staff: staff ID card
• Others (Alumni, Research students, Partner university students): 

require a member's card (apply at the counter)

   LOANS・RETURNS・RENEWALS・RESERVATIONS・BOOKREQUESTS

Loans
Bring your library card and the items you wish to borrow to the 1F information counter. 
Use the automatic lending machine.

Quantity and Duration Limits

*Exceptions – The library offers long-term book loans during the summer, winter and spring 
holiday periods. Please refer to our website or notice board.

Returns
During opening hours: return books at the counter.
After closing and on holidays: return books at the drop box at the front entrance.
- If books are returned late, privileges will be suspended for the same number of days that 

the books or other media were late.

Renewals
Before they are due, you can renew books and other media once (only) through the "My 
OPAC" Web Service or at the counter. It is not possible to renew items borrowed 
long-term, during holidays. 

Reserving books and other media
You can reserve items on loan through “MyOPAC” or at the counter.

Book Requests
All KIT Library card holders can request materials for research and learning. See the 
library website for more information.

   REFERENCE SERVICES

Ask the library staff when you need assistance finding materials or using the databases. 
Materials unavailable in our library can be requested from other libraries. Services include 
interlibrary loans/articles or partial book photocopies. A letter of introduction to visit other 
libraries can also be supplied on request.

   OBTAINING ITEMS FROM OTHER LIBRARIES

Interlibrary Loans
Materials not available at our library can be borrowed or partially photocopied from other 
libraries through the "MYOPAC" Web Service or at the 1F counter. Expenses will be borne 
by the user.

Use of Partner University Libraries
KIT library users may use the Kyoto Notre Dame University and Kyoto Prefectural  
University libraries. User ID registration is required at partner university library counters.

  FACILITIES AND EQUIPMENT

Global Learning Commons (1F・3F）
This space is provided for collaborative learning opportunities for multilingual and 
multicultural understanding. It opened in the spring of 2015.

Facilities and Equipment
Reading and study corner (1F・2F) / Silent study rooms (2F)
These areas are available for individual study.
Group study space
• Seminar Rooms (3F)

These rooms are equipped with a projector, DVD player, etc. for 
seminars, meetings, group study and research purposes.

・Group Study Rooms (3F)
 Available for up to one week for individuals or small group research and study.
・Seminar room (1F) 

Available for group meetings and viewing audiovisual materials on a large screen.

  COPY MACHINE USE

Copying Library Materials (Amenity Space 1F)
The coin-operated black and white/color copy machines on the 
1F Amenity Space are available for your use. Submit a copy- 
machine-use application form and observe copyright laws.

KIT-funded Copy Machine (Current Periodicals Room 1F)
This machine can be used with a government-funded copy 
machine card. Apply for and recharge cards at the counter.

KIT Coop Copy Machine (Vending Machine Space 1F)
This coin-operated copy machine is freely available for your use. Observe copyright laws.

  PC USE

Center for Information Science PC Use （Web-browsing Corner 1F・3F）
Center for Information Science PCs are available for your use. A CIS account ID and 
password are required.

   
Using Your PC in the Library

You can connect your private PC to the Campus Network by wireless LAN or via 
information wall sockets (at the 2F Reading Space, etc.).
Please ask at the CIS for details on obtaining a CIS account ID and password.
(Center for Information Science http://www.cis.kit.ac.jp/)

  SERVICES AVAILABLE THROUGH THE LIBRARY WEBSITE

Kyoto Institute of Technology Library Website   http://www.lib.kit.ac.jp
Please take advantage of this valuable academic resource.

OPAC (Online Public Access Catalog)
Our book search system, “OPAC,” enables searches for all KIT books and periodicals. 
This system is accessible to all card holders with Internet connections and/or mobile 
devices. You can reserve books or renew books you have borrowed by logging in through 
your CIS account.

Databases, E-Resources and E-Journals
We provide various databases and e-Journals for students and faculty/staff. You can 
access electronic journals and academic literature databases via the Campus Network 
using the Internet or from off campus through a VPN connection.*
*For details contact the Center for Information Science (CIS)  http://www.cis.kit.ac.jp

Library Rules
• No smoking or eating are allowed in the library. Drinking is permitted if your beverage 

container has a lid.
• Refrain from talking loudly. Set your mobile phone to silent mode.
• We are not responsible for lost or stolen items. Keep your valuables with you at all times.

The Library Staff Welcome Your Questions
Please feel free to come to the 1F information counter if you have any questions on using 
the library, searching for materials, or how to access materials unavailable in the KIT 
library. We will be happy to explain how to access our partner college libraries and/or 
how to obtain copies of materials from these libraries.

Books

Journals

Maximum No.

5

100

10
1

Length of loan*

3 weeks

1year(Books for 
students: 3 weeks)

3 weeks 
3 days

Type of Borrower
Undergraduate students,

Research students,
Staff, Part-time staff

Teaching staff,
Visiting teachers

Graduate students
All users

Matsugasaki, Sakyo-ku, Kyoto 606-8585 JAPAN
Phone; +81-75-724-7189 / Fax; +81-75-724-7180      Email: library@jim.kit.ac.jp

URL    http://www.lib.kit.ac.jp/
KIT-Academic Repository    http://repository.lib.kit.ac.jp/opac/repository/10212/
Twitter    https://twitter.com/KIT_Library
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