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大英図書館)
大英図書館
British Library の活動について
活動について
British Library は、英国の国立図書館です。当図書館では、250 年以上にわた
りコレクションを築き上げてきました。英国とアイルランドで出版されたす
べての文献のコピーが当館に送られてくるため、当館では英国の記憶の多く
を管理しているともいえます。また、当館では世界中から重要な出版物を購
入し、コレクションには世界中のほとんどの言語の刊行物が含まれています。
また、British Library は訪問するにも良い所です。St Pancras にある文化に豊
かでエキサイティングな当館の格調高い構えの本部は、平日・週末とも休ま
ず開館しています。また、ギフトショップ、レストランやカフェはどなたで
も歓迎しております。展示会、活気溢れたイベント プログラム、そして毎日
無料でご覧いただける当館コレクションの主要品目を展示するギャラリーな
どもございます。さらに詳しい情報につきましては、「Exhibitions and Events
(展示会＆イベント)」のリーフレットまたは
www.bl.uk/onlinegallery/whatson/whatson.html をご覧ください。
当館ではマグナカルタ、ネルソン マンデラの裁判のスピーチ、レオナルド ダ
ビンチのノート、ビートルズの原稿などの歴史的・芸術的な遺産も管理して
います。展示コーナーで歴史的文書や文学作品の傑作を閲覧したり、Reading
Rooms (読書室) で膨大なリサーチ コレクションを調べたりするために、世界
中から人々が当館に訪れています。

British Library をご利用
をご利用いただける
利用いただける方
いただける方々
British Library の展示会や公共イベントには、どなたでも歓迎しております。
ただし、Reading Rooms (読書室) で当館のコレクションをご利用いただくには、
Reader Pass (読者パス) の登録が必要です。Reading Rooms のアクセスおよび
発行される Pass の有効期間は、リサーチのニーズによって異なります。当館
のサービスの需要のために、入室許可は保証できかねます。Reader Pass は、
当館のコレクションの特定の図書をご覧になる必要があることを条件として
発行しています。別の図書館や情報ソースの方がリサーチに適している場合
もあります。これにつきましては、当館の職員が適切なアドバイスを提供い
たします。

Pass 登録の
登録の際の留意点
British Library は、公共図書館や大学の図書館とは大いに異なっています。
•

Reading Rooms では、一般的な参考資料および最新の科学およびビジ
ネス コレクションのみが、開放された棚に置かれています。

•

当館のコレクションのほとんどは、保管場所にあります。保管場所か
ら Reading Rooms に本が届くには、保管場所によって 70 分 (保管場所
が当館内の場合) から 48 時間以上 (保管場所が別所の場合) かかります。

•

当館内で保管されている本の当日配達をご希望の場合には、午後 4 時
までにご要請ください。

•

Reader Pass の登録を行う前に、www.bl.uk で当館のオンライン カタロ
グをご覧いただき、ご要望の資料が当館にあることを確認してくださ
い。また、閲覧希望の資料についての詳細をお忘れなくご持参くださ
い。

•

当館では、一般的な図書を各複数置いていません。従って、一般的に
は大学課程の勉強には適しません。

•

他の図書館にはない特定のアイテムを、当館で閲覧する必要性につい
て確固たる理由がない限り、通常の場合には 18 才未満の方のアクセス
は許可しておりません。詳しくは、www.bl.uk をご覧ください。

•

Reading Rooms からは、一切貸し出しを行っておりません。

Reader Pass の登録方法
St Pancras の Upper Ground Floor にある Reader Registration (読者登録) までお越
しいただき、コンピュータで申込書にご記入ください。名刺、専門家協会の
会員証、ご覧になりたい資料についての詳細など、お申込みの理由を支持す
るものをお持ちくださると役立ちます。
また、署名の入った身分証明書とご自宅の住所を証明する文書が必要です。
パスの有効期間は、お客様のニーズによって 1 ヶ月から 3 年間になります。
個人的なリサーチの場合は通常 1 ヶ月とし、確固たる理由がない限り、１ヶ
月以上の有効期間のパスは発行されません。Reader Pass は当館の利用条件を
守ることを条件として発行されます。利用条件は、Reader Registration および
当館ウェブサイトでご覧いただけます。利用条件に従っていただけない場合
は、Reader Pass が一時無効になる場合があります。
•

身分証明書および
身分証明書および住所証明
および住所証明についての
住所証明についての要件
についての要件
読者登録または Reader Pass の更新・交換には、身元証明のために、署
名の入った身分証明書 1 通、およびご自宅の住所を証明する文書 1 通
の計 2 通が必要です。証明書・書類は、原本
原本のみを受け付けています。
原本
複写、ファックス、インターネットや銀行支店からのプリントアウト
などは受け付けられません。

公共料金 (ガス･電気･電話･水道の料金) の請求書、銀行/住宅金融組合
の明細書、クレジットカードの明細書、HM revenue and customs (英国
歳入税関庁) の明細書、国民年金帳、給付/児童家族手当帳、給与明細
書は、発行
発行から
発行から 3 ヶ月以内のものが
月以内のものが必要
のものが必要です
必要です。
です
両方の身分証明書類がない場合は、Reader Pass を発行できません。例
外扱いは一切できません。当館の身分証明要件は変更される場合があ
ります。ご質問は、reader-registration@bl.uk までお寄せください。身分
証明の書類は次の通りです。
新規閲覧パス
リーダー・
・パス)
リーダー
パス の申請及び
申請及び更新・
更新・再発行手続きについて
再発行手続きについて
新規閲覧パス (リーダー
閲覧パス (リーダー・パス) の新規申請・更新・再発行手続きには、大英図書
館が身分証明として認める書類が二種類必要です。居住地を明らかにするも
のを一通、サインを証明するもの一通、いずれも 3 ヶ月内に発行されたオリ
ジナル書類 (コピー不可、運転免許証等は有効期限内であるもの) をご用意く
ださい。これらの証明書類無しに閲覧パスを発行することは一切できません
のでご注意ください。
必須事項

居住地証明
公的に氏名･住所が印字されたもの
(手書き不可)。
以下のリストから一通
運転免許証 (住所付)
住民票
保険証
銀行残高証明
給与証明 (雇用者・
雇用者・被雇用者
被雇用者の
用者の住所
が印字されたもの
印字されたもの)
家財保険契約書
在英許可書 (英国 Home Office 発行)
パスポート (住所が
住所が公的に
公的に印字され
印字され
たもの)
公共料金の
公共料金の請求書 (ガス、
ガス、電気、
電気、電
話、水道)
クレジットカード明細書
クレジットカード明細書
カウンシル税
カウンシル税の請求書/カウンシル
家賃帳
HM Revenue & Customs (英国歳入
税関庁) 明細書
国民年金帳
給付/児童家族手当帳
大学から
大学から発行
から発行された
発行された大学寮証明書
された大学寮証明書
(大学の
大学の印と署名が
署名が入っていること)
テレビ ライセンス
銃器ライセンス
銃器ライセンス

+

自筆サイン証明
以下のリストから一通。

パスポート
クレジットカード
銀行カード
銀行カード
警察/税関/内務省身分証明書
軍の身分証明書
シーマスター/エアマスター免許証
エアマスター免許証
地方自治体の
地方自治体のトラベルパス/フリー
ダムパス (高齢者/障害者)

上記の必須書類に加え、大学等研究機関所属証明書・学生証・名刺・閲覧希
望図書リスト等も、お持ちになることをお勧めします。
•

これらの書類は、住所証明または身分証明のいずれかのみとして
いずれかのみとして使用
いずれかのみとして
できます。両方には使用できません。運転免許証および国発行の身分
証明書には住所が記入されていない場合があります。このような場合
はこれらの証書を受け付けられません。必要とされる場合に外国語で
書かれた文書の正式な翻訳を提供することは、お客様の責任とします。

閲覧パス
パスの
パスの再発行について
再発行について
閲覧
閲覧パスの紛失・破損、または、持ち忘れて来館された際に伴う再発行手続
きには手数料が掛かります。

読書室ご
読書室ご利用にあたっての
利用にあたっての必要条件
にあたっての必要条件:
必要条件
British Library Reading Rooms の利用条件を受け入れることが必要ですのでご
了承ください。利用条件は、Reader Registration および www.bl.uk から入手で
きます。

Reader Registration の受付時間:
受付時間
月

火

水

木

金

日曜およ
およ
日曜
びイング
ランドの
ランドの
公休日

土

09.30 - 09.30 - 09.30- 09.30 09.30 – 09.30 – 受け付け
17.45 19.45 17.45 –17.45 16.15 16.15 ておりま
せん
オフィスが閉まる 15 分前までにいらしてください。

St Pancras の Reading Rooms の開室時間:
開室時間
Reading Rooms は、日曜とイングランドの公休日には閉室します。

月

10.00 ビジネス &
20.00
IP センタ

火

水

木

金

土

日曜およ
日曜
およ
びイング
ランドの
ランドの
公休日

09.30 20.00

09.30 20.00

09.30 20.00

09.30 17.00

09.30 17.00

閉室

IP センタ
ー、人文、
貴重本、音
楽、科学、
社会科学
アジア・ア
フリカ研
10.00 究、地図、 17.00
草稿

09.30 17.00

09.30 17.00

09.30 17.00

09.30 17.00

09.30 17.00

閉室

ギャラリーの
ギャラリーの展示時間および
展示時間およびギフトショップ
およびギフトショップの
ギフトショップの営業時間:
営業時間

月

火

水

木

金

土

日曜および
および
日曜
イングランド
の公休日

09.30 - 09.30 - 09.30 - 09.30 - 09.30 - 09.30 - 11.00 18.00 20.00 18.00 18.00 18.00 17.00 17.00

すべての時刻は、英国時刻です。

当館への
当館への交通
への交通
電車

最寄りの電車駅は St Pancras International、King’s Cross、
Euston です。
最寄りの地下鉄駅は、King’s Cross St Pancras、 Euston、
Euston Square です。

バス

10、30、73、91、390、476 番線 が当館の前を通っていま
す。

車 / バイク / 自転車
最寄りの駐車場は Marchmont Street と Judd Street にあり
ます。Ossulton Street には、メーター制駐車場があります。
当館の Piazza には、屋根付きの自転車置き場があります。
www.bl.uk
電話 +44 (0)843 208 1144

