




KEIO

【学部】 Faculties 1年生 2年生 3年生 4年生

文学部
Letters

経済学部
Economics

法学部
Law

商学部
Business and Commerce

医学部
School of Medicine

理工学部
Science and Technology

総合政策学部
Policy Management

環境情報学部
Environment and Information Studies

看護医療学部
Nursing and Medical Care

薬学部
Pharmacy

【大学院 】Graduate Schools

文学研究科
Letters

経済学研究科
Economics

法学研究科
Law

社会学研究科
Human Relations

商学研究科
Business and Commerce

法務研究科（法科大学院）
Law School

医学研究科
Medicine

理工学研究科
Science and Technology

政策・メディア研究科
Media and Governance

健康マネジメント研究科
Health Management

薬学研究科
Pharmaceutical Sciences

経営管理研究科
Business Administration (Business School)

システムデザイン・マネジメント研究科
System Design and Management

メディアデザイン研究科
Media Design

三田メディアセンター　
Mita Media Center

日吉メディアセンター
Hiyoshi Media Center

理工学メディアセンター
Media Center for 
Science and Technology

湘南藤沢メディアセンター　
Shonan Fujisawa Media Center

薬学メディアセンター
Media Center for 
Pharmaceutical Sciences

メディアセンター本部 Media Center Head Office

■三田/Mita ■矢上/Yagami

■日吉/Hiyoshi ■湘南藤沢/Shonan Fujisawa

■信濃町/Shinanomachi ■芝共立/Shiba Kyoritsu

【キャンパス】 Campuses

組　織　図 Organization

University
Media Center

信濃町メディアセンター
Shinanomachi Media Center

4〜6年生

薬学科
4〜6年生

Keio University Media Center　1 



全塾・その他
Keio University

信濃町キャンパス
Shinanomachi Campus

三田キャンパス
Mita Campus

矢上キャンパス
Yagami Campus

日吉キャンパス
Hiyoshi Campus

湘南藤沢キャンパス
Shonan Fujisawa Campus

芝共立キャンパス
Shiba Kyoritsu Campus

メディアセンターの歩み

■1858	福澤諭吉、築地鉄砲洲に
　　　	蘭学塾を開く（慶應義塾の起源）
	 Yukichi	Fukuzawa	opens
	 school	for	Dutch	studies
	 （predecessor	of		Keio	Gijuku）	
	 in	Edo	（now	Tokyo）

■1905	図書館初代監督	田中一貞
	 Kazusada	Tanaka,
	 first	University	Librarian

藤山工業図書館
Fujiyama Industrial Library

慶應義塾煉瓦講堂
Auditorium, Mita Campus

月波楼
Gepparo

■1958	藤山工業図書館を寄付した
　　　 藤山愛一郎氏の篤志を受けて、
　　　 慶應義塾藤山記念日吉図書館開設
	 	Fujiyama	Memorial	Library	opens	in	honor		of		 Aiichiro	Fujiyama,	donor	of	Fujiyama		 	Industrial	Library	 	

■1944	 藤原銀次郎氏、藤原工業大学を
　　　 慶應義塾に寄付工学部図書室として開設
　　　 藤山工業図書館が藤山愛一郎氏によって
　　　 寄贈される
	 ※1957年に売却後、蔵書は工学部および日吉に移管
	 Ginjiro	Fujiwara	donates	Fujiwara	Institute	of	Technology	to	Keio									
	 University.	Faculty	of	Engineering	inaugurated	and	Library	Room
	 opens.	Aiichiro	Fujiyama	donates	Fujiyama	Industrial	Library	to	Keio	
	

■1952	 小金井キャンパスに、藤原工業大学
										図書室を継承した工学部図書室開設
	 Faculty	of	Engineering	Library	Room	opens	on	
	 Koganei	Campus	as	successor	to	Library	of	
	 Fujiwara	Institute	of	Technology

■1958	工学部図書室を図書室小金井分室とする
	 Library	Room	reestablished	as	
	 Koganei	Branch	of	University	Library

■1965	図書室小金井分室を
　　　 工学図書館に昇格
	 Koganei	Branch	reestablished	as	
	 Engineering	Library

1858 1900 1950

■1871	芝新銭座を経て現在の三田に移転
	 Keio	Gijuku	moves	to	current	Mita	site

■1912	 創立50年記念図書館
　　　（現・図書館旧館）開館
	 Keio	University	Library	
　　　　	（now	the	Old	Library）	opens	
	 to	commemorate	50th		
	 anniversary	of	founding	of	
	 Keio	Gijuku■1887	煉瓦講堂の中に12坪の書籍館を設置

	 Shosekikan	（Library）	established	in	auditorium
														building

■1890	大学部書館を置く
	 Daigakubu	Shokan
													 　　（University	Bibliographic	Section）
														established

■1871	島原藩邸の一室「月波楼」を図書室とする
	 Gepparo	room	of	Shimabara	estate	converted	to	first	library

■1935	日吉予科図書室開設
	 Hiyoshi	Preparatory	Course
	 Library	Room	opens

■1936	 第二校舎内に移設
	 	Library	Room	moves
　　　　　	into	Second	Building

■1950	前年制定された慶應義塾図書館
　　　 規定で日吉分室と位置付けられる
	 Library	Room	reestablished	as	Hiyoshi	branch
　　　　　of	University	Library

■1937	初代医学部長・北里柴三郎を記念して
	 北里記念医学図書館開設
	 Kitasato	Memorial	Medical	Library
	 founded	in	honor	of	Shibasaburo	
	 Kitasato,	first	Director	of	Keio	School	of	Medicine

■1944	 北里記念医学図書館、
　　　 慶應義塾に寄贈
	 Kitasato	Memorial	Medical	Library
	 donated	to	Keio	University

Chronology
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藤山記念日吉図書館
Fujiyama Memorial Library

図書館新築成り
開館式当日
Opening ceremony for Keio 
University Library building

慶應義塾書籍館内部
Inside the Shosekikan

北里柴三郎
Shibasaburo Kitasato

藤山愛一郎
Aiichiro Fujiyama

藤原銀次郎
Ginjiro Fujiwara

■1915	正面階段上にステンドグラス完成
	 Stained	glass	window	installed	above	main
														stairway



■1958	藤山工業図書館を寄付した
　　　 藤山愛一郎氏の篤志を受けて、
　　　 慶應義塾藤山記念日吉図書館開設
	 	Fujiyama	Memorial	Library	opens	in	honor		of		 Aiichiro	Fujiyama,	donor	of	Fujiyama		 	Industrial	Library	 	

■1958	 工学部図書室を図書室小金井分室とする
	 Library	Room	reestablished	as	
	 Koganei	Branch	of	University	Library

■1965	図書室小金井分室を
　　　 工学図書館に昇格
	 Koganei	Branch	reestablished	as	
	 Engineering	Library

■1971	松下幸之助氏の資金援助により
　　　「松下記念図書館」建設
	 Matsushita	Memorial	Library	built	with	
	 the	financial	support	of	Konosuke	Matsushita

■1990	 湘南藤沢キャンパス（SFC）の創設と同時に、湘南藤沢
　　　メディアセンター開設。厚生棟の一部を使ってサービス開始
												Shonan	Fujisawa	Media	Center	opens	with	inauguration
												of	Shonan	Fujisawa	Campus（SFC）
												Services	start	at	a	temporary	facility	in	Σ（Sigma）	Building

■1972	理工学情報センター発足
	 Science	and	Technology	Library	and	
	 Information	Center	inaugurated

■1993	 ｢研究・教育情報センター」と「大学計算センター」を統合しメディアネットへ改組
	 Libraries	and	Information	Centers	merge	with
	 Computer	Centers	to	form	MediaNet

■1994	 山中資料センター
	 開設
	 Yamanaka	Book	
	 Depository	opens

■1999	 KOSMOS	Ⅱ（図書館システム）稼動
	 KOSMOS	II	launched

■1999	白楽サテライトライブラリー開設
	 Hakuraku	Satellite	Library	opens

1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2016

■1970	研究・教育情報センター発足
	 Library	and	Information	Center	
	 system	inaugurated

■1991	 KOSMOS	（図書館システム）稼動
	 KOSMOS	launched

■2004	メディアネットを廃止し、
									メディアセンターとして独立
	 　Individual	Media	Centers	replace	MediaNet

■2015	 白楽サテライトライブラリー閉鎖
	 Hakuraku	Satellite	Library	closed

■2016	山中資料センター
　　　	2号棟完成
	 Yamanaka	Book	
	 Depository2	opens

■2005	 南館図書室開設
	 South	Building	Library	opens

■1993	 三田メディアセンター発足
	 Mita	Media	Center	inaugurated

■1982	図書館新館開設
	 Keio	University	Library
	 adds	new	building

■1968	図書館
　　　	重要文化財指定
	 Library	building
　　　　		designated
	 Important	Cultural
														Property

■2008	 薬学メディアセンター開設
	 Media	Center	for
	 Pharmaceutical	Sciences	opens

■2001	看護医療学部校舎2階に
	 看護医療学図書室を開設
	 Library	of	Nursing	and	Medical	Care	opens
	 on	second	floor	of	Faculty	of	Nursing	and	Medical	Care	building

■1991	М館が完成し移転、
　　　本格的サービスを開始
	 Media	Center	moves	into
															newly	established	Μ（Mu）	Building.
															Full	services	start

■2008	 協生館図書室開設
	 Kyoseikan	Library	opens

■2009	 日吉保存書庫設置
	 	Hiyoshi	Repository	opens	

■2002	 来往舎レファレンス
	 ライブラリー開設
	 Raiosha	Reference
	 Library	opens

■1993	日吉メディアセンター発足
	 Hiyoshi	Media	Center	inaugurated

■1972	日吉情報センター発足
	 Hiyoshi	Library	and	Information
	 Center	inaugurated

■1985	創立125年記念事業として
									日吉図書館開設
	 Hiyoshi	Library	buit	to	
	 commemorate	125th	
	 anniversary	of	founding	of	
	 Keio	Gijuku

■1971	医学情報センター発足
	 Medical	Library	and	Information
	 Center	inaugurated

■2004	信濃町メディアセンターへ改称
	 Renamed	Shinanomachi	Media	Center

■2000	 創想館の1階・地階にスペースを拡張
	 Expands	to	ground	and	basement	levels	of	Sosokan

■1993	理工学メディアセンター発足
	 Media	Center	for	Science	and	
															Technology	inaugurated

■1993	医学メディアセンター発足
	 Medical	Information	and
	 Media	Center	inaugurated

■1972	国際医学情報センター発足
	 International	Medical	Information
	 Center	inaugurated

■1988	看護短期大学図書室開設
	 Library	of	Keio	Junior	College
	 of	Nursing	opens	

■1970	 三田情報センター
　　　 発足
	 Mita	Library	and
	 Information	Center
　　　　		inaugurated

■2010	 KOSMOS	Ⅲ	
	 （図書館システム）稼動
	 KOSMOS	Ⅲ	launched

KEIO University Media Center
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三田メディアセンター

1階レファレンスルーム
Reference Room on the 1st floor 

撮影者：新 良太 2階ホール
Hall on the 2nd floor

イベントエリア
Event Area

伝統と文化を継承する知の府

三田メディアセンターは、人文・社会科学分野の専門図書館として幅広い
分野の図書や雑誌、電子資料を積極的に収集しています。同時に、資料
の活用を促進するための様 な々オリエンテーションのプログラムを設け、教
員、学生の研究・教育・学習活動を支えています。
開館から100年を越え、長い歴史の中で収集された270万冊を超える蔵書
には、重要文化財を含む貴重書や、多数の個人文庫や特殊コレクションも
含まれます。これらの資料を使った学内外での企画展示会をはじめ、資料
のデジタル化やインターネットによる公開にも力を注ぎ、社会への知的貢献
に努めています。

Keio University Library, a leading research library in the humanities and social 
sciences, actively collects books, academic journals, and electronic resources in 
many fields. The library also offers orientation programs to empower Keio 
research and education activities with its extensive collection and its innovative 
services.
Over the 100 years since its establishment, the library has acquired more than 
2.7 million volumes, including rare editions,  important cultural properties, and 
numerous private and special collections. The library is also striving to make an 
intellectual contribution to society through public exhibition and digital 
publication of its collections.

Mita Media Center
Keio University Library

慶應義塾図書館
Keio University Library

展示室
Exhibition Room

慶應義塾図書館 
Keio University Library

地下5階～地上5階

図書館旧館 
The Old Library

地下2階～地上4階

南館図書室 
South Building Library

地下2階～地下4階

延面積（合計）
Total Area 21,540.6㎡

閲覧座席数（合計）
Seats 1,257

施 設 Facility

（2017年3月31日現在）

図書館旧館
The Old Libray

A Center of Knowledge and a Repository
of Tradition and Culture
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日吉メディアセンター

ラウンジ（コンサート風景）　
Lounge

PCエリア
PC Area  

3階北閲覧室
Reading Room

見知らぬ 「知」の世界へと
　 いざなう船

日吉メディアセンターは、学部1・2年生向けの資料を豊富に揃えた日吉図
書館をはじめ、日吉を拠点とする3つの研究科のための協生館図書室、
教員の調査・研究をサポートする来往舎レファレンスライブラリーなど、複
数の図書館・図書室を統合的に運用し、日吉キャンパスの学習・教育・研
究活動を多方面から支援しています。キャンパスの入口に建つ、"船"を
モチーフとした日吉図書館は、胸躍らせやってくる新入生を見知らぬ
「知」の世界への航海に導き、そして専門課程のキャンパスへと送り出し
ています。

Hiyoshi campus is home to the first- and second-year students and three of 
Keio’s most specialized graduate schools. To support all academic activities at 
campus, Hiyoshi Media Center operates three libraries: Hiyoshi Library for 
undergraduates, Kyoseikan Library for the three graduate schools, and Raiosha 
Reference Library for faculty members. Hiyoshi Library, located at the campus 
entrance, is designed with a ship motif: the ship steers eager freshmen on a 
voyage into the new world of wisdom and then onto our other campuses, where 
they will carry out specialized study and research. 

Hiyoshi Media Center
Hiyoshi Library /  Raiosha Reference Library / Kyoseikan Library

日吉図書館
Hiyoshi Library

2階西閲覧室
Reading Room

日吉図書館 
Hiyoshi Library

地下１階～地上４階

来往舎レファレンスライブラリー 
Raiosha Reference Library

来往舎3階

協生館図書室 
Kyoseikan Library

協生館4階

延面積（合計）
Total Area 7,632.5㎡

閲覧座席数（合計）
Seats 1,449

施 設 Facility

（2017年3月31日現在）

協生館図書室
Kyoseikan Library

A Ship Inviting You to the World of
Unknown "Wisdom"

KEIO University Media Center
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信濃町メディアセンター

くつろぎ閲覧エリア
Browsing Area 

書庫
Stacks

セミナー室
Seminar Room

ライフサイエンスの情報拠点 

初代医学部長、北里柴三郎博士の遺志を汲んで1937年に建てられた
「北里記念医学図書館」は、現在の組織名を信濃町メディアセンターと
言います。国内有数の医学及び関連分野の専門図書館として、充実し
た蔵書を持ち、幅広い分野の電子資料へのアクセスを提供しています。
開設当初から週末も開館し、学外の研究者、医療従事者へも門戸を開
放してきました。電子リソース活用講座を始めとする情報リテラシー教育
にも力を注いでいます。

Kitasato Memorial Medical Library, which was established in 1937 in memory 
of the late Dr. Kitasato, the first dean of the School of Medicine, is currently 
known as the Shinanomachi Media Center. As one of Japan's leading libraries 
on medical and related fields, the Center houses extensive collections and 
provides access to a variety of electronic resources. Since its establishment, the 
Center has opened its door to outside researchers and healthcare workers seven 
days a week. To meet our university's commitment to information literacy, the 
Center  provides various library instruction such as a hands-on seminar on 
electronic resources.

Shinanomachi Media Center
Kitasato Memorial Medical Library

信濃町メディアセンター（北里記念医学図書館）
Shinanomachi Media Center (Kitasato Memorial Medical Library)

ステンドグラス
Stained Glass 

施 設 Facility

（2017年3月31日現在）

北里博士胸像と利用者入口
Entrance 

An Epicenter for Life Science
Information Services
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信濃町メディアセンター
Shinanomachi Media Center 地下1階～地上4階

延面積（合計）
Total Area 2,820.8㎡

閲覧座席数（合計）
Seats 220



理工学メディアセンター

静かエリア
Quiet Area

PCエリア
PC Area

グループ学習室（アイデアルーム）
Group Study Room (Idea Room)

未来へつなぐ科学技術創発の拠点

松下記念図書館は、松下電器産業（現パナソニック）株式会社の創始
者である松下幸之助氏の篤志により1971年に建設されました。以降理
工学メディアセンターは理工学分野の専門図書館として、学外の研究者
にも広く公開しています。電子的な学術資料を積極的に導入する一方
で、夜間も利用可能な自習室や広い個人ブース、カジュアルなグループ
学習室を設置し、院生スタッフによるサポートサービスを提供するなど、学
習環境の整備にも力を入れています。さらに、図書館が知的好奇心を高
める交流の場となるよう、各種イベントを実施しています。

The Media Center for Science and Technology was built in 1971 as the 
Matsushita Memorial Library (now the main building of the Center) with the 
financial support of Konosuke Matsushita, the founder of Panasonic 
Corporation. As a library specialized in science and technology, the Center 
provides its collection and services to not only the Keio members but also 
outside researchers. Besides promoting the migration from print materials to 
electronic resources, the Center also maintains and improves the campus’s 
learning environments. A learning support service is provided by graduate 
students as peer mentors.	Furthermore, various library events are held to create 
a new place for communication in the library.

Media Center for Science and Technology
Matsushita Memorial Library

理工学メディアセンター（創想館）
Media Center for Science and Technology (in the Sosokan)

学習エリア
Learning Area

本館 
Main Building

地上1階～2階

創想館 
Sosokan

地下1階～地上1階

別館 
Annex  

地下1階

延面積（合計）
Total Area 3,314.1㎡

閲覧座席数（合計）
Seats 531

施 設 Facility

（2017年3月31日現在）

 本館
Main Building

Bringing Science and Technology
into the Future

KEIO University Media Center
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湘南藤沢メディアセンター

ファブスペースの３Dプリンタ
3D Printers at the Fab Space

オープンエリア
Open Area

インフォメーションデスク
Information Desk

「見つける・考える・生みだす」
 を支援する

湘南藤沢メディアセンターと看護医療学図書室は、“「見つける・考える・
生みだす」を支援する”をコンセプトに、キャンパスの研究・教育・学習活
動を支えています。問題発見・問題解決型キャンパスの特色を反映し、
実務的で領域横断的な特徴を持つ蔵書を活用した図書館サービスの
ほか、音響・撮影スタジオ等の施設、ハイビジョンデジタルカメラ等のAV
機器の貸出、3Dプリンター等で構成されるファブスペースの設置による

“ものづくり”環境の提供等を通じ、教員や学生の様 な々活動をメディアセ
ンターで一元的に支援するサービスを展開しています。

Shonan Fujisawa Media Center, including the Library of Nursing and Medical 
Care, supports research, education and learning on the campus in accordance 
with the concept of “helping find, think, and generate”. Reflecting the campus’s 
motto of “self-reliance in finding and solving problems”, the Center provides 
library services utilizing its practical, interdisciplinary collections as well as 
audiovisual services such as lending HD digital cameras and other equipments. 
It also offers students, faculty and administrative members studios for video 
shooting and sound editing. Additionally, the Fab Space equipped with devices 
like 3D printers opened in 2013 as a new creative environment. The Center 
functions as an all-in-one facility for many kinds of activities of faculty and 
students alike.

Shonan Fujisawa Media Center

湘南藤沢メディアセンター
Shonan Fujisawa Media Center

レファレンスデスク
Reference Desk

湘南藤沢メディアセンター
Shonan Fujisawa Media Center 地下1階～地上４階

看護医療学図書室 
Library of Nursing and Medical Care

看護医療学部校舎
２階

延面積（合計）
Total Area 7,110.1㎡

閲覧座席数（合計）
Seats 991

施 設 Facility

（2017年3月31日現在）

看護医療学図書室
Library of Nursing and Medical Care

Helping Individuals 
"Find, Think, and Generate"

8　Keio University Media Center



薬学メディアセンター

メディアセンター本部

社会に貢献し未来を先導する
   薬学人を育む

6キャンパスの個性発揮のために

薬学メディアセンター（芝共立薬学図書館）は、薬学と医学・化学・生物
学など関連分野の資料を幅広く収集しています。キャンパスの交差点と
もいえる3つの校舎を結ぶ連絡通路の中央にあります。ウェブを介した
サービスを整備しながら便利で快適な学習場所としての空間づくりにも
取り組み、静かな閲覧席、PCエリア、グループ学習室は熱心に勉強する
学生の姿が絶えません。医療人として活躍する卒業生にも活用され、
学術情報の提供を通じて薬剤師や専門研究者の育成、継続学習に
寄与しています。

Shiba-Kyoritsu Library of Pharmaceutical Sciences collects a wide range of 
materials on pharmaceutical sciences as well as related fields of medicine, 
chemistry, and biology. The library may be called as "Intersection of the 
campus" because its location is in the center of the communication path 
connecting the three campus buildings. While expanding services over the web, 
the Library works on creating a comfortable place for study, and there are 
always many enthusiastic students in the reading rooms, PC area, and group 
study rooms. The Library is also open to graduates working as medical 
professionals and contributes to the continued learning and training of 
pharmacists and professional researchers through offering academic 
information. 

メディアセンター本部は、各メディアセンターの独自性を尊重しな
がら業務支援および調整を行う組織です。主に以下の機能を
担っています。

（1）図書・雑誌など各館で購入する資料の一括整理（受入、目録）
（2）電子媒体資料の購読管理	
（3）図書館システムおよび機関リポジトリの管理
（4）国内外の図書館および関連団体との渉外
（5）山中資料センター（山梨県）の管理

Media Center for Pharmaceutical Sciences
Shiba-Kyoritsu Library of Pharmaceutical Sciences  

Media Center Head Office

芝共立キャンパス3号館（研究棟） 
Building No.3 （Research Building）

地上3階～4階

延面積（合計）
Total Area 627.1㎡

閲覧座席数（合計）
Seats 150

施 設 Facility

（2017年3月31日現在）

薬学メディアセンター
Media Center for Pharmaceutical Sciences

Nurturing Holistic Pharmacists to Lead
the Future and Contribute to Society

Supporting and promoting individuality of Six Media Centers

The Media Center Head Office is an organization providing operational 
support and overall coordination to the Media Centers on the six Keio 
University campuses while respecting the unique features of each 
Center. The Head Office mainly fulfills the following functions:

（1）Acquisition and cataloging for all Media Centers
（2）Subscription and access management of the electronic resources
（3）	Management and operation of library system and institutional 

repository
（4）	Public relations with domestic and foreign libraries and related 

organizations
（5）	Management of Yamanaka Book Depository in Yamanashi 

Prefecture

芝共立薬学図書館（芝共立キャンパス3号館3階）
Shiba-Kyoritus Library of Pharmaceutical Sciences（Third floor of Bldg. 3）

KEIO University Media Center

Keio University Media Center　9 
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主要コレクション	Special Collections

ディドロ、ダランベール『百科全書』 パリ初版 1751-1765年
Diderot & D’Alembert. Encyclopédie , 1751-1765.

トマス・モア『ユートピア』バーゼル版　1518年刊
More, Thomas. De optimo reip. statv, deqve noua insula Vtopia ..., 1518. 

『文正草子』室町末江戸初写
Bunsho-Zoshi : the Story of Bunsho, late 16th Century.

東洲斎写楽『市川鰕蔵の竹村定之進』
Toshusai Sharaku. The Actor Ichikawa Ebizo in the Role of Takemura Sadanoshin

『解体新書』 [Kulmus, Johann Adam][著] 杉田玄白等訳, 安永3（1774）年刊
Kulmus. Kaitai-Shinsho : the New Text on Anatomy, Translated by Genpaku Sugita, et al. 1774.  

貴重書コレクション  Rare Books

グーテンベルク42行聖書
Gutenberg	42-line	Bible

ヨハン・グーテンベルク（1397？-1468）が刊行した世界初の印刷聖
書で、アジアでは唯一慶應義塾図書館が所蔵しています。1500
年末までにヨーロッパで刊行されたインキュナブラ（初期活版印
刷物）も、国内有数の約50点を所蔵しています。
Keio	University	Library	
is	the	only	library	
in	Asia	possessing	
one	of	the	world’s	
first	Bibles,	printed	by	
Johannes	Gutenberg	
(1397?-1468).		

『グーテンベルク42行聖書』
1455年頃刊
Gutenberg 42-line Bible, 
ca. 1455.

博物誌・百科全書コレクション
The	Collection	of	Natural	History	and	the	Encyclopedia

卒業生荒俣宏氏より譲られた博物誌
資料223点750冊と、『百科全書』パリ初
版をはじめとする17・18世紀ヨーロッパの
百科事典類のコレクションです。
The	collection	consists	of	17th	and	18th	
century	 European	 encyc lopedias ,	
inc luding	 Diderot	 &	 d 'Alembert 's	
Encyclopédie	 and	 illustrated	 natural	
history	volumes.	The	latter	group	is	also	
known	as	the	'Aramata	Collection'	after	its	
donor,	Hiroshi	Aramata,	who	is	a	natural	
historian	and	Keio	graduate.

西洋経済学コレクション
The	Collection	of	the	Classics	in	European	Economics

100点を超えるアダム・スミス『国富論』をはじめ、ロック『統治二
論』初版など、多数の稀覯書を所蔵しています。慶應義塾図書
館長として積極的に西洋経済古典書を収集した経済学者・高橋
誠一郎の旧蔵書約2300冊を含む質、量ともに
充実したコレクションです。
The	collection	consists	of	a	 large	number	of	rare	
books,	 including	John	Locke’s	Two	Treatises	of	
Government	and	more	than	a	hundred	of	copies	of	
Adam	Smith’s	The	Wealth	of	Nations.

奈良絵本・絵巻コレクション
Nara	Ehon	and	Emaki	Collection

奈良絵本は室町時代末期から江戸時代前期にかけて作られた
鮮やかな色彩の絵入写本です。絵巻を含む約60点を所蔵してい
ます。
Nara	ehon	is	a	colorfully	 illustrated	manuscripts	produced	from	the	
late	Muromachi	 to	early	Edo	periods	 (16th	 to	17th	century).	Keio	
owns	approximately	60	items,	including	the	scrolls.

高橋誠一郎浮世絵コレクション
The	Takahashi	Seiichiro	Collection	of	Ukiyo-e	Prints

慶應義塾の経済学者・高橋誠一郎
（1884-1982）が収集した約1500点の
浮世絵コレクションです。江戸初期から
幕末明治に至る浮世絵の歴史を通覧
できるように体系的に収集されています。
Seiichiro	Takahashi	was	a	professor	of	
economics	at	Keio	and	also	known	as	a	
collector	 and	 scholar	 of	 ukiyo-e.	This	
collection	covers	various	artists’	works	
representing	ukiyo-e	history	 from	 the	
early	Edo	period	to	the	Meiji	era.

古医書コレクション
Old	Japanese	Medical	Books	Collection

信濃町メディアセンターでは富士川文庫、
石黒文庫、アナトミアコレクションなど多数
の古医書を所蔵しています。
Shinanomachi	Media	Center	（Medical	Li-
brary）	owns	a	large	number	of	old	medical	
materials,	 represented	 by	 Fujikawa	
collection,	 Ishiguro	Bunko	collection	and	
Anatomy	collection.



主要コレクション	Special Collections

『後鳥羽院御抄并越部禅尼消息』 観応2（1351）年写 1帖
Poetics by Emperor Go-Toba and the Nun of Koshibe, Autographed by Ton’a. 1351.

太田牛一『大かうさまくんきのうち』 慶長年間 自筆1帖
An Extract from a War Chronicle of the Hideyoshi Toyotomi, 

by Gyuichi Ota. ca. 1600.

相良祐長着到状 元弘3（1333）年
The Report of Sukenaga Sagara’s Military Service, 1333.

展示室の様子（三田メディアセンター）
Exhibition Room （Mita Media Center）

朝鮮通信使記録 江戸時代
Records of the Korean Envoys, 17-19th Century.

南小柿寧一『解剖存真図』 文政2（1819）年 自筆 2軸
Kaibo Zonshinzu : Anatomical Illustrations, by Yasukazu Minagaki, 1819.

KEIO University Media Center

重要文化財  Important Cultural Properties

後鳥羽院御抄并越部禅尼消息
Go-Toba-In	Gosho	narabini	Koshibe-no-Zenni	Shosoku

鎌倉時代末期から南北朝時代の歌壇の第一人者であった頓阿
（1289-1372）が鎌倉時代の代表的な歌学書を書写して合本に
したものです。
Copied	and	compiled	by	
Ton’a	(1289-1372),	a	leading	
authority	on	Waka	of	the	
day,	 this	bound	book	 in-
cludes	 manuscripts	 of	
famous	Kamakura-period	
books	 on	 the	 poetics	 of	
Waka	 (classical	 Japanese	
poetry).

大かうさまくんきのうち
Taiko-sama	Gunki	no	Uchi

織田信長・豊臣秀吉に仕えた太田和泉守牛一（1527-1613）が
自ら著した太閤軍記から一部抜粋して書写した自筆本で、
太閤軍記の現存最古本です。
A	handwritten	extract	from	a	War	Chronicle	 of	
of	Hideyoshi	Toyotomi	written	by	Gyuichi	
Ota	（1527-1613）	who	served	Nobunaga	Oda	
and	Hideyoshi	Toyotomi,	 the	rulers	of	 the	
day.

相良家文書
Documents	of	the	Sagara	Family,	12-19th	Century.

肥後人吉藩主相良家に伝来した鎌倉時代以来の古文書・古記
録で、日本中世史研究上価値の高い史料です。
Documents	from	the	Kama-
kura	Period	onwards	were	
accumulated	 and	 passed	
down	through	the	ages	by	
the	Sagara	 family,	 the	do-
main	head	of	the	Hitoyoshi	
clan	in	Higo	(today’s	Kuma-
moto	prefecture),	and	have	
significant	value,	especially	
for	 research	 on	 Japanese	
medieval	history.	

解剖存真図
Kaibo	Zonshinzu

山城淀藩の藩医を勤めた南小柿寧一（1785?-1825）による彩色
人体解剖図集で、19世紀前半に日本人によって描かれた最高の
解剖図といわれています。
Kaibo	Zonshinzu	is	a	book	of	colorful	anatomical	charts	drawn	in	the	
19th	Century	by	Yasukazu	Minagaki	(1785?-1825),	a	doctor	of	the	Yodo	
clan	in	Yamashiro	(today’s	Kyoto	prefecture).	It	has	been	described	as	
the	best	anatomical	chart	created	in	early	19th	century	Japan.

対馬宗家関係資料
Documents	of	the	Tsushima	So	Family,	17-19th	Century

江戸時代、朝鮮国との外交・貿易を独占的に担った対馬宗家で
作成された古文書・古記録で、朝鮮通信使記録を中心とした895
点が重要文化財に指定されています。
Tsushima So family was in a 
position to exclusively conduct 
diplomacy and trade with 
Korea during the Edo Period.  
The documents comprise archi-
val records written by the family, 
895 items of which are desig-
nated as Important Cultural 
Properties of Japan.

Keio University Media Center　11 
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電子化への取り組み	Digital Library Initiatives

研究成果の情報発信
Information	Dissemination	of	Research	Results

教育・研究活動の成果を電子的に保存し社会に還元できるよう、発信に努めています。慶應義塾大学全体の学術機関リポジトリとして、
KOARA（慶應義塾大学学術情報リポジトリ：	KeiO	Associated	Repository	of	Academic	resources）があります。また理工学メディ
アセンターのΣStar、湘南藤沢メディアセンターのe-KAMO	System	（Keio	Archives	in	Multimedia	Online	System）では、各キャン
パスの特色ある独自コンテンツを発信しています。
The	Media	Center	disseminates	the	university’s	research	results	and	each	campus’	distinctive	and	original	content	through	several	platforms:	
KOARA（KeiO	Associated	Repository	of	Academic	resources）,　a	university-wide	repository;	 ΣStar	at	 the	Media	Center	 for	Science	and	
Technology;		and	e-KAMO	System（Keio	Archives	in	Multimedia	Online	System）at	the	Shonan	Fujisawa	Media	Center.

2007年にアジアの図書館として初めて、Googleブックス図書館プロジェクトのパートナーに加わり、著作権保護期間の満了した日本語書籍
約10万冊をデジタル化し、公開しています。	またその成果物は2014年北米のGoogleブックスプロジェクト参加館が中心となり設立された
HathiTrust共同デジタルリポジトリに提供し、日本研究の進展に貢献しています。
Joining	the	partners	of	Google	Books	Library	Project	in	2007	as	the	first	library	in	Asia,	the	Media	Center	has	digitized	approximately	100,000	
Japanese-language	books	 for	which	the	copyright	protection	period	has	expired.　In	2014	Keio	donated	the	digital	copies	of	Google	Books	
Project	to	the	HathiTrust,	the	shared	digital	repository	established	mainly	by	the	Google	Books	project	participating	libraries	in	North	America,	
aiming	to	contribute	to	the	progress	of	Japanese	research.

KOARA ΣStar e-KAMO System

資料のデジタル化
Building	Digitized	Collections

所蔵する貴重書等のデジタル化のほか、学内外のパートナーと協力し、幅広く資料電子化に取り組んでいます。
In	addition	to	 the	rare	books,	 the	 libraries	digitize	a	wide	range	of	materials	by	working	with	various	partners	 inside	and	outside	of	 the	
university.

HathiTrustで全文閲覧可能な
慶應の蔵書
Keio book can be read full-text 
online through HathiTrust

  Googleブックス図書館プロジェクトとHathiTrust  Google Books Library Project and HathiTrust



KEIO University Media Center

電子化への取り組み	Digital Library Initiatives

福澤関係資料「デジタルで読む福澤諭吉」「福澤遺墨コレクション」や、「グーテンベルク42行聖書」をはじめとしたインキュナブラコレクショ
ン、「奈良絵本・絵巻コレクション」「高橋誠一郎浮世絵コレクション」、『解体新書』を含む「富士川文庫（古医書コレクション）」など、慶應義
塾大学メディアセンターが所蔵する貴重書や特殊コレクションを独自にデジタル化し、2006年度から公開しています。
2017年度からは、高精細画像閲覧のための国際基準IIIFに準拠してデータを公開しています。一部の資料はPDFファイルでも提供され、
なかにはくずし字の文字検索も可能な古典籍も含まれます。
We	digitize	our	special	collection	 in-house	and	publish	through	our	website	 "Digital	Collections	of	Keio	University	Libraries.”		The	website	
features	high-resolution	 images	of	various	collection	such	as	our	university	 founder	Yukichi	Fukuzawa’s	publications	and	calligraphic	works,	
ukiyo-e,	 incunabula	 including	the	Gutenberg	42-line	Bible,	Nara	ehon,	and	old	Japanese	medical	books.	In	2017	we	adopted	the	"International	
Image	Interoperability	Framework	(IIIF)"	to	make	our	collections	readily	accessible	for	scholarly	research.	Most	of	the	digital	copies	are	also	
available	in	PDF	file	format,	and	some	classical	volumes	can	be	searchable	using	kuzushiji,	or	character	in	running	form,	decipher	technology.
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　　　 デジタルで読む福澤諭吉 ▶
Digital library of Yukichi Fukuzawa’s work

◀︎ 富士川文庫（古医書コレクション）
Fujikawa Collection (Old Japanese medical books Collection)

▲ 高橋誠一郎浮世絵コレクション（左、右）
The Takahashi Seiichiro collection of ukiyo-e prints

▲ グーテンベルク42行聖書（左）インキュナブラコレクション（右）
Gutenberg 42-line Bible (left) / Incunabular collection (right)

▲ 奈良絵本・絵巻コレクション（くずし字OCRによる透明テキストPDF）
Nara Ehon and Emaki collection (PDF with transparent text by Kuzushiji OCR)

▲ 撮影スタジオ
Photography Studio

  デジタルコレクション  Digital Collection: In-house digitization

福澤遺墨コレクション ▶
Calligraphic works of 
Yukichi Fukuzawa
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学習・教育支援	Discovery Support Services 

学習空間
Learning	Spaces

学生の好みや学習形態に対応した快適で多様な空間を用意しています。
Each	library	provides	comfortable	and	diverse	learning	spaces	for	the	students.

理工学メディアセンター　
Matsushita Memorial Library

理工学メディアセンター　
Group Study Room @ Matsushita Memorial Medical Library

三田メディアセンター　
3F Lounge @ Keio University Library

日吉メディアセンター　
Group Study Room @ Hiyoshi Library

信濃町メディアセンター　
Lounge @ Kitasato Memorial Medical Library

湘南藤沢メディアセンター 
MMLS（マルチメディア・マルチリンガル・スペース）　
Multimedia MultiLingual Space @ Shonan Fujisawa Media 
Center

メディアセンター（図書館）は、学生が自ら問題を発見し、検証、解決するスキルを身につけられるようハード面およびソフ
ト面での充実を図っています。具体的には図書、雑誌等の国内屈指のコレクションに加え、多様な学術データベースや
電子ジャーナルを揃え、リモートアクセスやオンラインリクエストを使って必要な時に必要な情報を利用できる環境を整え
ています。また快適な学習空間の提供や、各種オリエンテーションやコンサルティングによる情報リテラシー教育にも力を
入れています。
The	 libraries	offer	multiple	services	 to	support	Keio	students	 in	acquiring	 the	skills	 to	discover,	verify	and	resolve	problems	
themselves.	In	addition	to	one	of	the	 leading	collections	of	books	and	journals,	we	subscribe	a	variety	of	academic	databases	and	
electronic	 journals.	The	students	can	access	our	electronic	resource	 from	off-campus	and	make	various	online	requests.	We	also	
focused	on	providing	comfortable	study	spaces	and	consulting	services.

  個人学習・読書のための快適空間  Quiet and relaxing space for individual study and reading

  グループ学習・学習支援活動のための空間  Spaces for group study and learning support activities



学習・教育支援	Discovery Support Services 

KEIO University Media Center

三田メディアセンター　
Library Orientation @ Keio University Library　

理工学メディアセンター　
Career Development Workshop @ Yagami Campus

ラーニングサポート
（理工学メディアセンター）　
Learning Support @ Matsushita Memorial 
Library

ファブコンサルタント
（湘南藤沢メディアセンター ファブスペース）
Fab Consultant @ Makerspace in the Shonan 
Fujisawa Media Center

学習相談員（日吉メディアセンター）　
Learning Advisors @ Hiyoshi Library

湘南藤沢メディアセンター　
Academic Writing Workshop by Student Staff @ Shonan 
Fujisawa Media Center
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学習支援サービス
Learning	Support	Services

授業や関連部署と連携した情報リテラシー教育、各種データベース説明会、分野別の情報探索指導、研究室別のオンデマンドセミナーな
ど、多様な学習支援サービスを提供しています。また、学生スタッフが様 な々形で学習支援に参画しています。
Our	libraries	offer	various	learning	support	programs,	such	as	information	literacy	education,	in	collaboration	with	faculty	and	respective	department.	
Many	student	staff	participate	in	various	learning	support	programs.

  学生スタッフによるピアメンター  Peer-learning consultation by student staff

早稲田大学と慶應義塾大学は1986年4月1日より「早稲田大学および慶應義塾の図書館相互利用に関する協定書」を締結し、ILLや図書
館の相互利用を通じて学生の自学自習を支援しています。2019年からはこの枠組みを拡大して、図書館システムを共同で利用し、さらなる
サービスの向上を目指します。

Back	in	April	1,	1986,	Waseda	and	Keio	signed	an	inter-library	loan	agreement,	which	full-time	staff,	faculty,	graduate	and	undergraduate	students	
were	given	mutual	access	to	resources	from	the	two	institutions.	To	expand	on	this	agreement	and	improve	convenience	for	library	users,	Waseda	
and	Keio	will	select	a	library	system	by	2019	which	could	be	used	together	and	enhance	the	user	experience.

2017年5月12日「早稲田大学図書館と慶應義塾大学メディアセンターの
システム共同利用による連携強化に関する覚書」の調印式
A signing ceremony to conclude a memorandum between Waseda University 
Library and Keio University Media Center was held at Keio’s Mita Campus on 
May 12, 2017. The memorandum aims to establish a joint library system by 
2019, the first in Japan.

早稲田大学との連携		Cooperation	with	Waseda	University	Library

ライティング＆リサーチコンサルタント
（湘南藤沢メディアセンター）
Writing & Research Consultant @ Shonan 
Fujisawa Media Center
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国際化	Internationalization

図書館は早くから目録情報をはじめとして国際基準に基づいたデータ・サービスを構築し、学術情報流通のグローバル化
にも対応しています。また将来を担う人材を育成し先進的な図書館サービスの知見を得ることを目的に、職員の海外図
書館への研修派遣にも力を入れています。そのほかOCLCリサーチ・ライブラリー・パートナーシップへの参加をはじめ国
内外の図書館関係者、団体と積極的に交流し、図書館サービス・運営の活性化につなげています。
Libraries	have	adopted	a	 range	of	world	standards	which	 facilitate	 the	access	 to	 the	rapidly	changing	scholarly	 information	
distribution.	We	strive	to	build	the	reciprocal	relations	with	oversea	libraries	and	set	up	training	program	to	learn	advanced	expertise	
on	library	services	abroad.		We	also	collaborate	the	libraries	and	library	organizations	both	in	Japan	and	overseas,	such	as	membership	
of	OCLC	Research	Library	Partnership,	to	tackle	the	current	issues	and	to	seek	the	future	direction	of	the	library.

ノリッジ大聖堂と研究所外観
Exterior of the Institute and Norwich Cathedral (UK)

セインズベリー日本藝術研究所（英国）
Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures (UK)

研修生（中央），研究所司書（右）と研究所スタッフ（左）
Trainee (center), Japanese librarian (right), and Institute’s staff (left)

研修生（右）と東アジア図書館司書。
ワシントン大学スザロ図書館にて
Trainee (right) with Japanese study 
Librarian at Suzzallo Library, University 
of Washington (US)

国外図書館との連携（交流協定）	Exchange	Agreements	with	Overseas	Libraries	

2011年にセインズベリー日本藝術研究所内のリサ・セインズベリー図書館から交流提案をいただき、2012年度より毎年1名の研修生を派遣し
ています。英国では日本語資料整理や和古書の修復保存に協力しながら、主要大学図書館の見学や実習を経験します。
On	accepting	a	proposal	from	the	Lisa	Sainsbury	Library	in	the	Sainsbury	Institute	for	the	Study	of	Japanese	Arts	and	Cultures	in	2011,	we	
have	dispatched	one	 trainee	every	year	 since	2012.	The	 trainee	experiences	a	visit	 and	 training	 in	 the	major	 research	 libraries	while	
cooperating	in	cataloging	and	the	restoration	and	preservation	of	ancient	Japanese	books	in	the	UK.

  セインズベリー日本藝術研究所（英国）Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures (UK)

2002年に相互交流協定を取り交わしました。本学からの一方向的な派遣ではなく、トロント大学からの研修生も受け入れる、相互派遣を実
施しています。
In	2002,	the	Media	Center	and	University	of	Toronto	Libraries	signed	an	Exchange	Agreement,	which	laid	the	framework	for	interactive	exchange	
training	programs	between	the	two	universities.	

   トロント大学（カナダ） University of Toronto Libraries (Canada)

2016-2017年には、日本の大学や研究機関に所属する図書館員を招聘するTateuchi	Visiting	Librarian	Projectにより職員2名をワシントン
大学東アジア図書館に派遣しました。
In	2016–2017,	Keio	dispatched	 two	 librarians	 to	 the	University	of	Washington	East	Asia	Library	 through	the	Tateuchi	Visiting	Librarian	
Project,	which	invites	librarians	from	Japanese	universities	and	research	institutes.

  ワシントン大学図書館（米国） University of Washington Libraries (US)








