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大学図書館

　京都大学には学内最大規模の附属図書館、学部生向け図
書を多く所蔵する吉田南総合図書館、各分野の専門資料を
有する部局図書館・室など 40の図書館・室があります。
　詳細は以下のWebサイトを参照、または、各図書館の
窓口にお問い合わせください。
◪…図書館・室一覧　www.kulib.kyoto-u.ac.jp/newdb

＜附属図書館地図：P.53#18＞
開館時間
　平日：8:00-22:00
　土曜、日曜、祝日：10:00-19:00
休館日
　夏季一斉休業（8月第 3週の月曜、火曜、水曜）、
　年末年始（12月 29日− 1月 3日）、
　その他、臨時に休館することがあります。
◪ 附属図書館　www.kulib.kyoto-u.ac.jp/mainlib/

＜吉田南総合図書館 地図：P.53#88＞
開館時間
　平日：9:00-20:00
　土曜：10:00-15:00
休館日
　日曜、祝日、創立記念日（6月 18日）、
　卒業式の翌日〜 4月 3日、8月 11日〜 20日、
　12月 29日〜 1月 3日、毎月 28日（7月、1月を除く）、
　その他、臨時に休館することがあります。
分室「環on」
　個人・グループでの学習や研究会での利用を目的とした
「話せる図書館」です。
　開室時間：平日 8:40-18:30
◪……吉田南総合図書館……
www.kulib.kyoto-u.ac.jp/yoshidasouthlib/…

産業厚生部門/健康管理室　

　産業厚生部門/健康管理室では、定期健康診断（受検者
には、就職・奨学金申請時に必要な健康診断書を発行）を
実施しています。診療は行っていません。詳細は健康管理
室に問い合せてください。

◪…産業厚生部門/健康管理室：www.hoken.kyoto-u.ac.jp

総合博物館　

　京都大学が 1897 年の開学以来、100 年以上にわたっ
て収集してきた貴重な学術標本（自然史、技術史、文化史）
約 260 万点を収蔵しています。本学の学生は、学生証を
提示すれば無料で常設展、企画展、特別展を観覧できます。
開館時間
　水曜-日曜 9:30-15:30（入館は 15:00 まで）〔事前予約制〕

◪……京都大学総合博物館… …
www.museum.kyoto-u.ac.jp/

情報環境機構　

　情報環境機構では、京都大学の情報サービスを利用する
際に必要な学生アカウント（以下、ECS-ID）と学生用メー
ル（以下、KUMOI）アドレスを提供しています。入学時
に ECS-ID と KUMOI のアドレスが記載された封筒が配付
されますので、有効化処理をして利用ください。封筒が配
付されない場合は、学生証を持参のうえ情報環境支援セン
ター（学術情報メディアセンター南館1階）で手続を行なっ
てください。
　ECS-ID は、情報環境機構や図書館機構等が提供する
ICT コ モ ンズの PC、 全学生共通ポータル、各種
e-Learning研修、学外から学内への VPN接続、学内
Wi-Fi接続サービス (KUINS-Air)、KULASIS、MyKULINE、
電子ジャーナル、証明書自動発行機など多数の学内サービ
スに利用できます。
　KUMOI を利用するためには全学生共通ポータルまたは
mail.st.kyoto-u.ac.jp/…にアクセスしてください。大学か
らの連絡事項などをこのメールアドレスに配信することが
ありますので、一日一回はログインしてメールを見るよう
にしましょう。

＜情報セキュリティ e-Learning ＞
　京都大学では、全学情報セキュリティ委員会の下、情報
や情報技術の安全で効果的な利用のために「e-Learning
方式での情報セキュリティに関する基本的な知識の習得」
がすべての構成員に義務づけられています。必ず修了テス
トを受けてください。テストを受けないと受講完了になり
ません。詳細は、以下のWebサイトで確認してください。
◪……京都大学情報環境機構… …
www.iimc.kyoto-u.ac.jp/ja/services/ismo/e-Learning/

＜情報環境支援センター（学術方法メディアセンター南館）＞
開室時間
　平日：9：00-17：00
閉室日
　土曜、日曜、祝日、創立記念日（6月 18日）、
　夏季一斉休業日（8月第 3週の月曜、火曜、水曜）、
　年末年始（12月 29日-1 月 3日）

◪……京都大学情報環境機構… …
www.iimc.kyoto-u.ac.jp/

京都大学生活協同組合（Co-op） 

　組合員は大学構内各店で、本・文房具・飲食品・PC・
CDなどが、市場価格の10〜 20％引で購入できます。留
学生委員会が留学生向けのイベント等を行なっています。
　京都大学生協への加入は、組合員センター（吉田南生協
会館）、ショップルネ、桂Bショップ、宇治購買で受付して
います。留学生の出資金は4,000円（10口）です。卒業
等で生協を脱退するときに、出資金が返還されます。脱退
手続は、組合員センターで受付けています（手続きには
パスポートが必要です）。

◪……京都大学生活協同組合… …
www.s-coop.net/
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University Libraries  
Kyoto University has about 40 libraries, including the 
largest Main library, Yoshida-South Library with many 
books for undergraduates and other subject-specific 
libraries. Please refer to the website or contact the 
information counter of each library for detailed 
information.
◪ List of KU libraries　www.kulib.kyoto-u.ac.jp/newdb?lang=en

＜Main Library    ＞
Open Hours
　Mon - Fri: 8:00-22:00, Sat, Sun,
　National Holidays: 10:00-19:00
Closed
　Aug.15 - 17, Dec.29 - Jan.3
　Please note that the library may be closed temporary 
on some occasions.

◪ Main Library  www.kulib.kyoto-u.ac.jp/mainlib/en/

＜Yoshida-South Library    ＞
Open Hours
　Mon-Fri: 9:00-20:00
　Sat: 10:00-15:00
Closed
　Sun, National Holidays, University Foundation Day (Jun.18),
　The next day of the Graduation Ceremony-Apr.3,
　 Aug.11-20, Dec.29-Jan.3, 28th every month except 

for Jul. & Jan.
　Please note that the library may be closed temporary 
on some occasions.
“Wa-on”
　It is a designated space for individual and group study 
use, and you can talk.
Open Hours: Mon-Fri 8:40-18:30
◪  Yoshida-South Library  

www.kulib.kyoto-u.ac.jp/yoshidasouthlib/

Occupational Welfare Division/
Health care office  

Health care office offers annual health checkups 
(students taking the checkup can receive a university 
health certificate that may be required for scholarship 
applications and entrance exams), research.
Helth care office do not provide medical treatment.
Medical treatment is not offered. Please enquire 
directly to the Health care office.

◪  Occupational Welfare Division/Health care office:  
www.hoken.kyoto-u.ac.jp/en/

The Kyoto University Museum  
Kyoto University has been col lecting research 
specimens and objects since its founding in 1897. Now 
they exceed 2.6 million items, covering a wide spectrum 
of objects related to natural history, technological 
history, and cultural history. Admission is free for 
permanent and special exhibitions with a Kyoto 
University Student ID card.
Open Hours
　Wed.-Sun. 9:30-15:30 (Please enter by 15:00)
　〔Online reservations are required.〕
◪  The Kyoto University Museum   

www.museum.kyoto-u.ac.jp/en/

The Institute for Information Management 
and Communication (IIMC)  

The IIMC provides students with student accounts (ECS-ID) 
that enable them to utilize Kyoto University’s information 
services, including student mail addresses (KUMOI). 
Students will receive an envelope containing their ECS-ID 
and KUMOI email address after enrollment. Please be sure 
to activate your ESC-ID. Those who do not receive their 
envelope should inquire at ICT Support Center in the South 
Building of the Academic Center for Computing and Media 
Studies (ACCMS). Please make sure to bring your student ID 
card when making an inquiry.
　The ECS-ID is required for access to the various 
services provided by the IIMC and the University’s 
libraries, including the computers in the ITC Cosmos,  
the Common Portal for All Students, e-Learning services, 
external access to the Campus Network (VPN services), 
on-campus Wi-Fi-connection service (KUINS-Air), the 
Kyoto University Liberal Arts Syllabus Information 
System (KULASIS), the Kyoto University Libraries Online 
Catalogue (MyKULINE), e-journals and Certificate-
issuing Machines.
　To utilize your KUMOI account, please access the 
website at mail.st.kyoto-u.ac.jp/. Students are advised 
to check their university email accounts at least once a 
day, as administration offices use the accounts to send 
important notices.

＜E-Learning Course on Information Security＞
In order to utilize information technology efficiently and 
safely within the university, the University Information 
Security Committee requires all students, faculty, 
researchers, and administrative staff to take the 
E-Learning Course on Information Security. Please be 
sure to take the test to complete the course. For 
details, please refer to the website below:
◪ www.iimc.kyoto-u.ac.jp/en/services/ismo/e-Learning/

＜ICT Support Center at ACCMS South Bldg.＞
Office Hours:  Mon. - Fri. 9:00-17:00
Closed: Sat., Sun., National Holidays, University 
Foundation Day (Jun. 18), Summer Holidays (Mon., Tue., 
& Wed. of the 3rd week of Aug.), and New Year break 
(Dec.29-Jan.3).
◪  Kyoto University IIMC www.iimc.kyoto-u.ac.jp/en/

Kyoto University Co-op  
Co-op members can buy items such as books, 
stationary, food, drink, personal computers, and CDs in 
co-op stores on campuses at 10 - 20% discount. 
International students enjoy events arranged by the 
Coop Foreign Students Committee.
　Applications are accepted at the Co-op main office 
(on the second floor of the co-op shop at the 
Yoshidasouth Campus), Shop Renais,Katsura B shop and 
Uji shop. The membership fee for international students 
is \4,000 (10 shares). The fee will be returned to the 
cardholder when the membership is cancelled (whether 
after graduation or for other reasons). The cancellation 
procedure is accepted only at the main office (your 
passport is necessary for the cancellation procedure).
◪  Kyoto University Co-op www.s-coop.net/english/
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