総合博物館

附属図書館 P. 48 ⑱
学内には、附属図書館をはじめ、宇治分館と50か所
を超える学部や学科図書館があります。
正規生（学位取得を目的とする）は学生証で附属図
書館を利用できます。非正規生（学位取得を目的とし
ない）は図書館利用証が別途必要ですので、附属図書
館で申請してください。

P. 48
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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入館できます。
開館時間
水～日曜日

9:30－16:30（入館は16:00まで）

＜附属図書館＞

５ 学内施設

開館時間
月～金曜日
8:00－22:00
土・日・祝日
10:00－19:00
休館日
毎月末日（7月・8月、1月・2月は開館します）、
年末年始（12月28日－1月3日）
*その他、臨時に休館することがあります。

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

附属図書館には、安全対策にも配慮した24時間利用可能
な「学習室24」が併設されています。京都大学の学生と教
職員のみが利用でき、入退室時には利用証（学生証・職員
証）による認証が必要です。

健康科学センターでは、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）、特殊な研究に従事する人の健康診断等を実施し
ています。また、禁煙や食事・運動療法などの保健指
導を行なっています。
保健診療所では、下記の診療科があり、種々の疾患
の診療・治療を行なっています。詳細は保健診療所に
問い合せて下さい。

＜宇治分館＞
開館時間
月～金曜日
9:00－17:00
休館日
土・日・祝日・創立記念日（6月18日）・年末年始（12月
28日～1月4日）
*その他、臨時に休館することがあります。
◆京都大学附属図書館 URL
www3.kulib.kyoto-u.ac.jp/
◆京都大学附属図書館宇治分館 URL
lib.kuicr.kyoto-u.ac.jp/homepage/japanese/index.htm
◆京都大学図書館機構 URL
www.kulib.kyoto-u.ac.jp/

情報環境機構・学術情報メディアセンター P. 48
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
用メールのアドレスを提供しています。通常、入学時
にECS-IDと学生メールのアドレスが記載された封筒が
配布されますので、大切に保管してください。封筒が
配布されない場合は、学生証を持参のうえ学術情報メ
ディアセンター南館あるいは北館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
オープンスペースラボラトリ(OSL)のPC、全学生共通
ポータル、各種e-Learning、学外から学内へのVPN接
続、学内無線LAN、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。なお、OSLのPCなどの教育用コン
ピュータシステムを利用する場合は、ECS-IDを取得後
に講習会を受講する必要があります。講習会の日程は
各学部・研究科とセンターの掲示板、下記の機構Web
サイトで確認してください。
学生メールを利用するためには (http://mail.st.kyotou.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。
〈学術情報メディアセンター南館P.48 79 〉
窓口受付時間：南館：月～金曜日10:00－17:00
＊土・日・祝日、創立記念日（6月18日）、年末年始（12月29
日－1月3日）は、窓口を閉めています。
◆京都大学情報環境機構 URL
www.iimc.kyoto-u.ac.jp/
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健康科学センター・保健診療所 P. 48 ⑪

診療科名・時間
吉田キャンパスP. 48 ⑪
月～金曜日（祝日を除く）10:00 - 12:30、14:00–16:30
内科、神経科
宇治キャンパスP. 50 ⑦
水・木曜日（祝日を除く）10:15 - 12:15
内科、神経科
桂キャンパスP. 50 ⑭
火・木・金曜日（祝日を除く）10:00 - 12:30
内科、神経科
診療科別の時間割は、保健診療所の受付掲示板また
は下記ウェブサイトを見てください。
診療料金
診察は無料、検査・投薬は実費負担です。
◆保健診療所 URL
www.kyoto-u.ac.jp/health/kuhc-home.html

京都大学生活共同組合（Co-op）

P. 48-50

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。
京 都大 学 生協 へ の加 入 は、生 協 本 部（組 合 員セ ン
ター：正門を東に50ｍ）や時計台記念館地下のサービ
スカウンターなどで受付しています。留学生の出資金
は4,000円です。卒業等で生協を脱退する時に、出資金
が全額返還されます。脱退手続は、生協本部で受付け
ています。
また、京都大学生活協同組合留学生委員会では、毎
年「留学生のための大学生活ガイドブック」を発行し
ています（日・中・英の3ヶ国語）。
生協各店の位置は、P.48－50の地図で確認してくださ
い。
◆京都大学生活協同組合 （日本語のみ） URL
www.s-coop.net/
◆京都大学生協留学生委員会 URL
www.s-coop.net/about_seikyo/committee/international_stu_com/

Main Library 48页 ⑱
校内有Main Library，Branch Library (Uji Campus) 以及超过50个的本科专业及学科图书馆。
正式生（以取得学位为目的）可凭学生证使Main Library。非正式生（不以取得学位为目的）另需图书馆使
用证，请向Main Library申请。
<Main Library (Yoshida Campus)>

＜Branch Library (Uji Campus)＞
开馆时间
周一至周五
9:00－17:00
休馆日
周六・日及节日・建校纪念日（6月18日）・年末和年初
（12月28日～1月4日）
* 此外，可能临时休馆。
◆Kyoto University Library（英语）URL
www3.kulib.kyoto-u.ac.jp/index-e.html
◆Kyoto University Library Branch Office on Uji Campus（英
语）URL
lib.kuicr.kyoto-u.ac.jp/homepage/english/
englishindex.htm
◆Kyoto University Library Network（英语）URL
www.kulib.kyoto-u.ac.jp

Institute for Information Management and Communication (IIMC)/
Academic Center for Computing and Media Studies (ACCMS) 48页

IIMC提供学生账号（以下ECS-ID）和学生用电子邮件
地址，以利用京都大学的信息服务。通常在入学时交付
记载有ECS-ID和学生用电子邮件地址的信封，请妥善保
管。没有交付信封的情况下，请持学生证到Academic
Center for Computing and Media Studies的南馆或者
北馆办理手续。
ECS-ID可用于IIMC和图书馆机构等提供的Open Space
Laboratory (OSL)、Common Portal for All Students、各种e-Learning、从校外向校内进行的VPN连
接、校内无线LAN、Kyoto University Liberal Arts
Syllabus Information System (KULASIS)、Kyoto University Libraries Online Catalogue (My KULINE)、
电子杂志、证书自动发行机等多数校内服务。此外，取
得ECS-ID之后必须参加宣讲会。宣讲会的日程请于各本
科、研究生院办公室和ACCMS的布告牌、以下IIMC网站予
以确认。
使用学生电子邮箱时请链接http://mail.st.kyotou.ac.jp/。由于大学会向该邮件地址发送联络事宜等，
所以请每天登陆一次，查看邮件。
＜ACCMS South Bldg.48页

京都大学收藏着自1897年建校以来的逾100年时间内收
集的贵重学术标本（自然史、技术史、文化史）约260万
件。本校学生只需出示学生证即可免费入馆。
开馆时间
周三至周日 9:00－16:30（请于16:00前入馆）
◆The Kyoto University Museum（英语）URL
www.museum.kyoto-u.ac.jp/index_e.htm

Health Service / Kyoto University Infirmary Services 48页⑪
Health Service实施定期健康检查（向受检者发行就
业、申请奖学金时需要的健康诊断书），以及从事特定
研究者的健康检查等。此外，还进行戒烟、饮食及运动
疗法等保健指导。
Kyoto University Infirmary Services设有下述诊疗
科，可对各种疾病进行问诊和治疗。详细情况请向
Infirmary Service咨询。

校内设施

在Main Library，兼设有考虑安全措施的、可以连续利用24
小时的“学习室24”。只有京都大学的学生和教职员工可以利
用，在入退室的时候根据利用证件（学生证、职员证）来对个
人身份进行认证。

22

５

开馆时间
周一至周五
8:00～22:00
周六、日及节日 10:00～19:00
休馆日
每月末日（7月、8月, 1月、2月照常开馆）
4月1日～2日，年末和年初(12月28日～1月3日)
* 此外，可能临时休馆。

The Kyoto University Museum 48页

诊疗科名, 诊疗日及时间
Yoshida Campus 48页 ⑪
周一至周五（节假日除外）10:00－12:30 14:00－16:00
内科、神经科

Uji Campus 50页 ⑦
周三、周四(节假日除外) 10:15 - 12:15
内科、神经科

Katsura Campus 50页 ⑭
周二、周四、周五(节假日除外) 10:00 - 12:30
内科、神经科
关于各诊疗科的时段划分，请参见保健诊疗所的受理告示
板或下列网站。

诊疗费用
问诊免费，检查与开药自费。
◆Kyoto University Infirmary Services（英语）URL
www.kyoto-u.ac.jp/health/kuhc-home.html

京都大学生活协同组合（生协:Co-op）4 8 - 5 0 页
组合成员在校内各店只要出示组合员证，即可以市场
价 格 的 80-90% 购 买 书、文 具、饮 料 食 品、PC、CD 等。
加入京大生协的手续由生协总部（组合员中心:正门往
东50m）及时钟纪念馆地下一层的服务台受理。留学生的
出资金额为4,000日元。因毕业等原因需退出生协时，可
全额返还出资金。退出生协的手续在生协总部办理。
京都大学生活协同组合的留学生委员会每年发行《京
都大学留学生生活指南》（日、中、英3国语言）。
关于生协各店的位置，请通过48-50页的地图加以确
认。
◆Kyoto University Co-op（仅日语）URL
www.s-coop.net/
◆Kyoto University Co-op Foreign Student Committee（英
语）URL
www.s-coop.net/about_seikyo/committee/international_stu_com/

79＞

窗口受理时间：South Bldg.：周一至周五 10:00－17:00
*周六、日及节日、创立纪念日（6月18日）、年末和年初（12
月29日-1月3日）窗口关闭。
◆IIMC（英语）URL
www.iimc.kyoto-u.ac.jp/en/
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