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大学図書館が所蔵している、「関西学院」について調べるための資料を一部紹介します。 

 

資料の探し方 

関西学院大学が所蔵する資料を探すには、OPAC（蔵書検索システム）を使います。検索窓に、読みたい資料のタイトル

（論文の場合は掲載雑誌名）や、ゆかりのある人物名などを入力して検索しましょう。他キャンパス所蔵の資料も取り寄

せることができます（OPACの詳しい使い方は「Library Guide」をご覧ください）。 

 

１. 図書（学院史、伝記）・事典 
＜関西学院史＞ 

『関西学院の100年：1889-1989』 関西学院 ，1989                  （上ケ原２Ｆ・聖和３Ｆ・三田４Ｆ図書 378.55：2：1989） 

『関西学院百年史：1889-1989』 関西学院 ，1994-〈通史編１，２〉     （上ケ原２Ｆ・聖和３Ｆ・三田４Ｆ図書 378.55：2-1：1989-1，2） 

『関西学院七十年史』 関西学院七十周年記念事業中央委員会 ，1959         （上ケ原ＢＭ・聖和３Ｆ・三田４Ｆ図書 378.55：2：1959） 

『関西学院六十年史』 関西学院六十年史編纂委員会 ，1949               （上ケ原ＢＭ・聖和３Ｆ・三田４Ｆ図書 378.55：2：1949） 

『関西学院五十年史』 関西学院五十年史編纂委員会 ，1940     （上ケ原ＢＭ・聖和３Ｆ図書 378.55：2：1940／三田４Ｆ図書 378.55：2：1940.3） 

『開校四十年記念関西學院史』 関西学院史編纂委員会 ，1929    （上ケ原ＢＭ・聖和３Ｆ図書 378.55：2：1929／三田４F図書 378.55：2：1929.3）  

『関西学院の130年 : 1889-2019』 関西学院大学博物館 ，2019               （上ケ原2F・聖和３Ｆ図書 378.55：2：1929） 

 

＜関西学院について＞ 

『大学とは何か：世界の大学・日本の大学・関西学院』関西学院 ，1975    （上ケ原ＢＭ・聖和３F・三田4F図書 378.55：177:１） 

『私学財政と学院の歩み』 関西学院 ，1975                         （上ケ原ＢＭ・聖和３F図書 378.55：177：2） 

『国際交流と大学』 関西学院 ，1977                         （上ケ原ＢＭ・聖和３F・三田4F図書 378.55：177：3） 

『旌忠碑（せいちゅうひ）』 関西学院 ，2004                          （上ケ原ＢＭ・三田4F図書 378.55：882） 

山内一郎 『輝く自由 : 関西学院の教育的使命』 関西学院大学出版会 , 2009（上ケ原2F・聖和３F・三田4F図書 378.55:1054） 

今田寛 『上ケ原キャンパスあれこれ : 昭和前中期の関西学院』 関西学院大学出版会 , 2019（上ケ原2F・聖和３F・三田4F図書 378.55:1350） 

 

＜伝 記＞ 

In memoriam : James William Lambuth, Kobe Publishing, 1892          （上ケ原Ｂ１図書 920B：N56） 

Pinson W.W.Walter Russell Lambuth : prophet and pioneer, Cokesbury Press, 1925 （上ケ原Ｂ１図書 920B：611） 

Ziegler Olive. Woodsworth： social pioneer, Ontario Publishing, 1934     （上ケ原Ｂ１図書 920B：Z66） 

In memoriam Harold Frederick Woodsworth D.D,［Kyoto : Printed at the Naigai Printing］,1952（上ケ原Ｂ１図書 920B：615） 

ランバス傳委員会編 『関西学院創立者ランバス傳』 関西学院 ，1959 （上ケ原Ｂ１図書 920B：1943／聖和１F・三田4F図書 287：147） 

山崎治夫 『地の果てまで：ランバス博士の生涯』 啓文社 ，1960                  （上ケ原Ｂ１図書 920B：872.2） 

関西学院大学編 『一粒の麦：創立者ランバスの足跡』 関西学院大学 ，1993             （上ケ原Ｂ１図書 262.1：80） 

三田征彦編 『ランバス物語：愛と祈りと奉仕に生きて：関西学院の源流』 興正社 ，2004（上ケ原３Ｆ・三田4F図書 287：212） 

ウィリアム.W.ピンソン著；半田一吉訳 『ウォルター・ラッセル・ランバス : prophet and pioneer』 関西学院，2004（上ケ原３Ｆ・聖和１F・三田4F図書 287：217） 

神田健次著 『W・R・ランバスの使命と関西学院の鉱脈』 関西学院大学出版会 ，2015 （上ケ原３Ｆ・聖和１F・三田4F図書 287：263）

ウォルター・R・ランバス著；堀忠訳 『医療宣教 : 二重の任務』 ,２０１６         （上ケ原３Ｆ・聖和１F・三田4F図書 266：563） 

神田健次, 池田裕子編 『ベーツ宣教師の挑戦と応戦』 関西学院大学出版会 ，2019  （上ケ原３F・三田４F・聖和１F図書 287：274） 
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＜事 典＞ 

『関西学院事典』 増補改訂版 関西学院 201４                （上ケ原１Ｆ・聖和３Ｆ・三田３Ｆ参考図書 378.55：783（２）） 

 

◎掲載内容はWebでも見ることができます。50音やカテゴリ、キーワードから検索することもできます。 

〔 関西学院大学Webサイト＞ 関西学院大学について ＞ 基本情報 ＞ 関西学院事典（Ｗｅｂ版） 〕 

      https://ef.kwansei.ac.jp/encyclopedia 

 

 

２. 新聞・雑誌・研究紀要など（上ケ原） 

新聞・雑誌・研究紀要などの学内発行物はBM階大学紀要の棚に配架されていますが、一部別置されているものがあり

ます。大学紀要の棚は、大学ごとに発行物がまとめられているので、気になる資料があれば、手に取ってみましょう。 

 

＜BM階大学紀要の棚にある資料（一部）＞ 

『関西学院通信クレセント』 関西学院 ，1977-1989  

『関西学院通信』 関西学院 ，1990-1992 

『Poplar：ポプラ』 関西学院 ，1993-2010  

『チャペル週報』 関西学院 ，1970-2022  欠号あり 

『KG journal』 関西学院大学 ，232号（2011.5）-（直近数年分は上ケ原１Ｆ大学紀要にあり） 

『関西学院史紀要』 関西学院百年史編集委員会 ，1991-（直近数年分は上ケ原１Ｆ大学紀要にあり） 

『ＫＧ today 関学通信』 ＫＧ today編集部 ，1970-1974 

『関学ジャーナル』 関西学院大学 ，1号（1976）-231号（2011）   

『関学スポーツ』 縮刷版 関西学院大学体育会 ，1号（1961）-217号（2011） 

                    『学生會時報』 復刻版 関西学院学生會 ，１号（1922）-10号（1924）欠号あり  

『関西学院新聞』 保存版 収録内容   『関西学院時報』 復刻版 関西学院学生會 ，11号（1924）-20号（1926）          

『関西学院新聞』 復刻版 関西学院新聞部 ，21号（1926）-654号（1986）          

『關西學院新聞』 関西学院新聞部，12号（1924）-682号（1992） 欠号あり  

『関西学院大学新聞』 関西学院大学新聞総部 ，683号（1992）-755号（2004）   

 

◎『関西学院新聞』 『関西学院大学新聞』 は、Webでも見ることができます。 

    大学図書館Webサイト ＞ コレクション紹介 ＞ デジタルライブラリ 

https://library.kwansei.ac.jp/archives/KG-shinbun/no0.htm 

 

 

３. 映像資料 

館内の視聴覚資料利用コーナー（※）で観ることができます。 

※西宮上ケ原２F・西宮聖和４F・神戸三田４Fにあります。 

 

『パール・リバーから地の果てまで：関西学院創立９０周年記念』 関西学院創立90周年記念映画製作委員会,1980（上ケ原２FAV  378.55：DVM-1068：１-2） 

『関西学院の歴史・創立から終戦まで：Keep this holy fire burning』 関西学院映画製作委員会 ，1985（上ケ原２FAV  378.55：DVM-6599） 

『聖書と関西学院』 関西学院大学図書館 ，2003                     （上ケ原２F・三田ＡＶ 378.55：ＤＶM-1871） 

『W.R.ランバスの生涯：関西学院創立者W・R・ランバス生誕150周年記念映画』 関西学院 ，2004    （上ケ原２F・三田AV  287：DVM-2413） 
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