
兵庫師範・兵庫青年師範

（H16.4）（S24.6）

沿  革  

  人文科学図書館  Library for Humanities

人文科学図書館は、文学部及び文化学研究科を主なサービス対象とする専
門図書館である。平成16（2004）年、法人化時に「人文科学系図書室」から「人
文科学図書館」へと名称を変更した。

  本図書館は、文化学研究科棟の１・２階に位置しており、蔵書は、人文科学
系の資料が中心である。人文科学系の和洋雑誌を集中的に配置するほか、
特に和漢洋の古典、基本的図書の整備・拡充に努めている。
  平成６（1994）年、平成17(2005）年、平成19(2007）年に電動式集密書架を導
入した。

Brucker, Johann Jacob.
Hitroria critica philosophiae

1767年出版の第2版全6巻を所蔵。初版は1742
～44年であるが、第2版で夥しい補注が付されて
いる

小林文庫 小林太市朗氏旧蔵の芸術・哲学・文学関係の和
漢洋書

井上文庫 井上庄七氏旧蔵の西洋近世哲学関係洋書

雪山文庫 雪山俊夫氏旧蔵のドイツ学関係洋書

市川文庫 市川承八郎氏旧蔵の西洋史学関係和洋図書

沿  革 兵庫師範・兵庫青年師範

住吉分館 御影分館
六甲台
南分館

文学部
分館

文学部
図書館

人文科学
分室

人文科学系
図書室

人文科学
図書館

（S24.6） （S26.7） （S38.4） （S39.4） （S55.4） （S59.4） （H4.4） （H16.4）

現・人間へ 現・国際、自然へ

  人間科学図書館 Library for Human Development Sciences

　発達科学部及び総合人間科学研究科を主なサービス対象とする。長く「教
育学部分館」であったが、平成４年（1992）年に教育学部が発達科学部に改組
されたことに伴い、「人間科学系図書室」の名称になった。平成16（2004）４月
より「人間科学図書館」へと改称した。
　蔵書は旧教育学部分館のものをを引き継いでいるため、発達科学のみなら
ず、人文・社会・自然・芸術・体育など広範囲に及んでいる。
　本図書館は発達科学部Ａ棟１・２階に位置している。平成８（1996）年に閲覧
室拡張等の改修工事が行われ、また平成１５（2003）年までに書庫の一部に
電動集密書架が設置されている。

「播陽萬寶智恵袋」 天川友親編、宝暦10（1769）年。播磨の地誌典籍
125編を編集したもので、自筆原本を所蔵してい
る。

「郷土研究資料」 兵庫県の歴史、地誌、教育に関する資料約7,000
冊を所蔵している。

「教科書」 明治期の教科書から現行のものまで多数所蔵し
ている。

住吉分館 教育学部分館 人間科学系図書室 人間科学図書館

現・国際、自然、人文へ

（S39.4） （Ｈ4.4）
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  経済経営研究所図書館
Library of Research Institute for
Economics and Business Administration

   経済経営研究所図書館は、附属図書館組織に属さない専門図書室
として運営されてきたが、法人化を期に附属図書館の１館と位置づけ
られた。
  経済学・経営学関係の図書・雑誌を幅広く収集しているほか、内外
の企業関係資料や中南米関係資料などのコレクションを有している。
また、経済協力開発機構(OECD）、国際労働機構（ILO）、世界貿易機
関（WTO）、国際海事機構（IMO）、国際通貨基金（IMF）、世界銀行など
の資料も積極的に収集している。
　本図書館は、経済経営研究所新館西側の1, 2階に位置している。

国連寄託図書館 　本図書館は、日本に設置されている国連寄託図
書館14館の内の一つで1968年に設置され、国際
連合資料を所蔵し、広く一般に公開している。

新聞記事文庫 　明治45年5月から昭和45年までの切抜帳約
3,200冊、記事数約50万件の新聞記事切抜資料
で、多種の新聞からの記事を研究者の目で分類
しており、特に戦前のものは他に例のない貴重な
ものであり、現在デジタル公開を進めている。

中南米文庫 　福原八郎・野田良治両氏の寄贈図書を基礎に
昭和13年1月に開設された南米文庫を引き継いで
いる。オセアニア文庫とともに地域研究資料として
高く評価されている。

オセアニア文庫
　昭和52年12月、オーストラリア政府寄贈図書
を基礎に設置された。その後、オーストラリア、
ニュージーランド経済・産業に関する資料を加え
た地域研究資料となっている。

沿  革  

神戸経済大学 経済経営研究所
図書室

経済経営研究所
図書館経済研究所

－経営機械化研究所 （S24.6） （H16.4）

  医学分館 Library for Medical Sciences

　楠キャンパスにあって、医学系研究科医科学専攻（医学部医学科）及
び附属病院を主なサービス対象とする。昭和39（1964）年、兵庫県立神
戸医科大学の神戸大学への移管に伴い、「医学部分館」として発足し、
平成16（2004）年4月より「医学分館」と改称した。
　蔵書内容は医学関係の学術雑誌を主体とし、広く医事・医療関係者も
利用できる図書館となっている。また、医学部で新たに開始されたチュー
トリアル教育の資料提供も行っている。
　利用面では、平成9（1997）年より特別利用（24時間開館）を実施し、ま
た平成11（1999）年よりIDカードによる入退館システムを導入している。
　本分館は、医学系研究科管理棟の地階～2階に位置しており、現施設
は平成8（1996）年に新営されたものである。

沿  革  

兵庫県立 医学部分館 医学分館

神戸医科大学 （S41.4） （H16.4）
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  保健科学図書室 Library for Health Sciences

　名谷キャンパスにあって、医学部保健学科（及び医学系研究科保健
学専攻）を主なサービス対象とする。昭和56（1981）年に医療技術短
期大学図書館として発足したが、医学部保健学科発足後の平成9
（1997）年に附属図書館組織に編入され「名谷分室」となった。平成16
（2004）年4月より「保健科学図書室」と改称した。
　看護・検査・リハビリテーション・医療基礎関係の資料を中心とした蔵
書構成となっている。入り口は２階にあり図書・新着雑誌を配架してい
る。１階には雑誌閲覧室、集密書架があり雑誌のバックナンバーを閲
覧できる。
　　1階にはグループ学習室、AVルームが利用できるほか、情報処理
教室では教育用端末６０台を設置しており、授業で使用する以外に毎
週水曜日15:00-18:00の間自由に利用できる。

沿  革  

医療技術短期
大学部図書館

医学部分館
名谷分室

保健科学図書室

（S56.10） （H9.4） （H16.4）

  海事科学分館 Library for Maritime Sciences

　深江キャンパスにあって、海事科学部及び自然科学研究科 （海事
科学系） を主なサービス対象とする。平成１５（２００３）年１０月、神戸
大学と神戸商船大学の統合によって、神戸商船大学附属図書館が
「海事科学部分館」となり、更に、平成１６（２００４）年４月より「海事科
学分館」と改称した。
　蔵書の中心は海事関係の図書・学術雑誌であり、全国でも数少ない
海事専門図書館として、学内のみならず学外からも広く利用されてい
る。
　本分館の建物は、２階建の本館と、講義・研究棟１号館の一部として
建築された書庫（４層）からなっている。

海図・水路誌
約６，０００枚の国内・海外の海図や水路誌のコ
レクション

渋谷文庫 旧日本海軍造機技術資料

市村文庫 海商法関係資料

沿  革  

神戸商船大学
附属図書館

海事科学部分館 海事科学分館

（S27.5） （H15.10） （H16.4）
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  外国雑誌センター  

　神戸大学附属図書館は、人文・社会科学系外国雑誌セ
ンターの指定を受けている。
　外国雑誌センターは、外国の学術雑誌、とりわけ国内に
所蔵の少ない雑誌を体系的に収集し、全国共同利用に供
することを目的として設置され、文部科学省の特別予算措
置を受けて運営されている。人文・社会科学系、医学・生物
学系、理工学系、農学系の４つの分野について、全国で９
つの国立大学附属図書館が指定を受けている。
　人文・社会科学系の外国雑誌センターとしては、昭和６０
（１９８５）年度の一橋大学に続いて、昭和６１（１９８６）年度
に本学が指定され、２大学でこの分野の収集につとめ、ＩＬ
Ｌ（図書館間相互利用）システムを通じて全国に文献複写
の提供サービスを実施している。
　外国雑誌センターは社会科学系図書館に置かれており、
平成１８年度の受入雑誌数は　1，１１７種である。

  震災文庫 （阪神・淡路大震災関係資料文庫）

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/eqb/
　神戸大学附属図書館では、被災地の中にある大学図
書館の責務として、平成7(1995)年1月17日に発生した
阪神・淡路大震災に関する資料の網羅的収集活動を
行い、平成7年10月30日から「震災文庫」として一般公
開している(社会科学系図書館内)。
　震災文庫では、一般的な図書・雑誌のみならず、チラ
シ・ポスター・レジュメ・パンフレット・広報紙・写真・ビデ
オなど、媒体・形態を問わず収集・提供・保存活動を
行っている。平成20(2008)年2月現在の収集資料数は
42,700点に達している。
　また、収集資料をデジタル化してインターネット上に公
開する「震災デジタルアーカイブ」事業も積極的に進め
ている。

収集資料点数(平成20年2月現在)

図書資料 6,189
雑誌資料 12,069
新聞・広報紙類 12,749
パンフレット類 5,278
一枚もの資料 5,851
写真資料 86
地図資料 132
動画資料 248
音声資料 83
コンピュータ資料 79

合計 42,764

注)雑誌、広報紙は「号」単位 写真
等は枚数ではなくコレクション単位
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図書館配置図
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図書館所在地

◆六甲台キャンパス

総合図書館・ 〒657-8501　神戸市灘区鶴甲1-2-1 TEL (078)803-7351 
国際文化学図書館 FAX (078)803-7355 

社会科学系図書館 〒657-8501　神戸市灘区六甲台町2-1 事  務  室 (078)803-7315 
ｻｰﾋﾞｽ･ｶｳﾝﾀｰ 　(078)803-7339 

FAX  　(078)803-7343
    震災文庫 ｻｰﾋﾞｽ･ｶｳﾝﾀｰ 　(078)803-7342

自然科学系図書館 〒657-8501　神戸市灘区六甲台町1-1 事  務  室　　(078)803-5303 
ｻｰﾋﾞｽ･ｶｳﾝﾀｰ (078)803-5308 

FAX  　(078)803-5310 

人文科学図書館 〒657-8501　神戸市灘区六甲台町1-1   　　　　 TEL　　(078)803-5585 
FAX  　(078)803-5588

人間科学図書館 〒657-8501　神戸市灘区鶴甲3-11 　　  　　　　 TEL　　(078)803-7951 
FAX  　(078)803-7955  

経済経営研究所図書館 〒657-8501　神戸市灘区六甲台町2-1   　　　　 TEL　　(078)803-7025
FAX  　(078)803-7274  

◆楠キャンパス

医学分館 〒650-0017　神戸市中央区楠町7-5-1  　 事  務  室　　(078)382-5305 
ｻｰﾋﾞｽ･ｶｳﾝﾀｰ  (078)382-5310 

FAX  　(078)382-5319 

◆名谷キャンパス

保健科学図書室 〒654-0142　神戸市須磨区友が丘7-10-2   　　　 TEL　　(078)796-4505 
FAX  　(078)796-4588 

◆深江キャンパス

海事科学分館 〒658-0022　神戸市東灘区深江南町5-1-1   　　　 TEL　　(078)431-6239 
FAX   (078)431-6360 
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