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EU情報センター（EU i）は、欧州委員会によって欧州統合関係文献専門の
情報センターとして指定されたものです。世界各地約500の大学に設け
られており、その多くはEU諸国にありますが、日本にも寄託図書館であ
る国立国会図書館の他に、18のセンターが各地の大学に設置されていま
す。同志社大学EU情報センターは、1976年から国内3番目のEU情報セ
ンターとしてEUに関する情報を提供しています。
EU情報センターは、ルクセンブルグの欧州委員会出版局から送られてく
る英語のEU公式資料や出版物を提供しています。主に研究者や学生の利
用を対象としていますが、一般にも広く公開しています。これはセンター
が単に大学におけるEU研究の手助けをするだけでなく、コミュニティ全
体にEUへの理解を浸透させるという役割を担っているからです。
同志社大学EU情報センターには、利用頻度の高い資料やパンフレット・
リーフレットを並べています。その他、古い統計類や逐次刊行物は閉架書
庫に配架しています（利用については、カウンターにてお申込みください）。

European Information Center (EU i) has been specified by the European Commission as information centers specialized in 
bibliography related to European integration. European Information Centers (EUis) are located at 500 universities worldwide. 
Many of them are in member states of the EU, however, in addition to the National Diet Library, which is the EU’ s Depository 
Library, 18 EUis are situated at universities in Japan. Doshisha University European Information Center has provided 
information about EU as the third EU i in Japan since 1976.
EUis house official EU documents and publications in English, which are sent from the Publications Office of the European 
Union in Luxembourg. The EU i mainly used by researchers and students, but is open to the public. This is because the EU i 
plays a role not only in aiding research about the EU at the universities but also in making the EU widely understood within 
the communities involved.
Doshisha University European Information Center houses frequently used documents, booklets, and leaflets, along with older 
statistics and journals in closed shelves. (Please apply for the usage of such documents at the Main Counter, if necessary.)

同志社大学 EU情報センター  Doshisha University European Information Center

今出川図書館の開館日（開館時間から閉館の20分前迄）に
ご利用ください。

臨時に変更することがあります。
※夏期休暇期間中の土曜日は10：00～16：40となります。閉館日や開館時
間の詳細については、図書館ホームページ（http://library.doshisha.ac.jp）
や館内掲示をご覧ください。

�e times may change as the case may be.
※10:00–16:40 on Saturdays during summer vacation. For details on 

closures and opening hours, see the website of the library
   (http://library.doshisha.ac.jp) or the bulletin in the library.

Pursuant to the opening days of Imadegawa Library,
admissions are accepted until 20 minutes before closing time. 

開室時間  Opening Hours

月曜日～金曜日

土曜日※

日曜日

Monday – Friday

Saturday*

Sunday

9：00～ 21：40

9：00～ 21：40

10：00～16：40

EU i設立の趣旨により、どなたでも自由にご利用いただけます。
受付で利用名簿に必要事項をご記入ください。

Everyone can use the EU i site as per the purpose of its foundation. Fill in the necessary 
information on the visitor list at the reception.

利用資格  Conditions of use
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青地に12の星を配した旗は1955年12月8日に欧州評議会によって採択され、1986年5月26日にブ
リュッセルで執り行われた公式の式典を経て欧州共同体の旗になりました。
この旗はきわめて厳密な下書きに基づいて作られており、スカイブルーの背景に12の星を円形に配
置しています。欧州の旗に配された12の星は、欧州連合の加盟国が何カ国になろうと不変です。こ
の12という不変の数は完璧さと充実を象徴しているのです。
この欧州のシンボルの価値をさらに高めるために、毎年5月9日のヨーロッパ・デーに際してEUの各
機関の建物はこの欧州を象徴する色で飾られることになります。

The flag, consisting of 12 stars on a blue background, was adopted by the Council of Europe on December 8, 1955 and 
became the flag of the European Union after the official ceremony held in Brussels on May 26, 1986.
This flag was created based on an extremely precise sketch, with 12 stars laid out in a circle on a sky-blue background. 
These 12 stars never change, regardless of how many EU members there are now or in the future. The invariable number of 
12 is a symbol of perfection and solidity.
To further enhance the value of this symbol of Europe, the buildings of all the organizations of the EU are decorated with the 
colors representing Europe on Europe Day, May 9.

欧州の旗  Flag of Europe

正三角形を3つ寄せたこのマークは国あるいは土を意味するアッシリア文字「ムツウ」を図案化した
もの。制定以来、智・徳・体の三位一体あるいは調和を目指す本学の教育理念をあらわすものと解
釈されている。
スクールカラーはPurple & White（紫と白）の2色である。

This emblem, with three triangles laid out adjacently, is a stylized figure of the Assyrian letter of “mutsu,” which means “country” 
or “land.” Since the adoption, this emblem is interpreted as a symbol of Doshisha’ s philosophy of education, aiming for the 
harmony of the three aspects of education: intellectual, moral, and physical.
The school colors are purple (royal purple) and white.

同志社徽章  Emblem of Doshisha

Adopted in 1893 / Designed by Kichiro “Hangetsu” Yuasa
制定年 1893（明治26）年／デザイン 湯浅吉郎（半月）
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EU情報センター（EU i）では、各種EU出版物を所蔵しています。
EUの出版物は公用語である加盟国24カ国の言語で出版されています。
同志社大学EU情報センターでは主に英語で出版された資料を所蔵しており、 
DOORS（同志社大学学術情報検索システム）で検索が可能です。
なお、最新の情報はウェブサイトのみで提供されている場合もあります。

主な所蔵資料  Major Materials and Documents Owned

The European Info (EU i) owns various documents issued by the EU, and 
documents from the EU are issued in the official languages of the 24 member 
countries. The Doshisha University European Information Center owns mainly 
documents written in English, and these can be searched using DOORS (Doshisha 
Online Retrieval System). Please note that some of the latest documents may be 
available only on the website.

EUの出版物は欧州委員会のウェブサイトで公開されています。欧州委員会ウェブサイトでは、統計情
報のポータルサイトである “Eurostat” やEU法のポータルサイトである “EUR-Lex” も提供されて
います。

Documents from the EU are made public on the European Commission website. The European Commission 
website also includes a portal site for the “Eurostat” statistics and a portal site about the “EUR-Lex” European 
Union law.

European Union http://europa.eu/

Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat

EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

EU本部公式ウェブポータル

統計

法令

EU Headquarters’ official website

Statistics

Laws

資料形態凡例  Explanatory notes

●EU設立に関わる条約が
読みたい

●EUの「憲法」にあたる
　条約が読みたい

欧州連合の基本原則となる条約集
�ese treaties form the basic principles of the European Union.

Consolidated versions of the Treaty on European Union
and the Treaty on the functioning of the European Union

インターネット版はEUR-Lexで

出版物の説明

Web閲覧可 所蔵資料 CD-ROM マイクロ
フィッシュ

出版物名

レファレンス  Reference service

場所・連絡先  Access & contact

複写  Photocopying
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レファレンスは、月～金曜日に受け付けています。資料の照会や内容についてのお問
い合わせは、FAXまたはe-mail（EU関連と明記）でお願いいたします。
質問事項は、具体的にご記入ください。特に、資料番号・法令番号がおわかりの場合
はその番号を明記してください。また、英語表記の事項はそのとおりにご記入ください。

�e reference service is available from Monday to Friday. Inquiries about documents or 
their details should be sent by facsimile or e-mail, specifying “EU.”
You must describe your questions or inquiries explicitly. Especially, if you know the object 
number or the law number, specify the number in the inquiry. Additionally, specify the 
matters described in English as they are.

交　通： 京都市営地下鉄「今出川」駅下車すぐ　京都駅より10分
連絡先： 〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入ル
 　　　　　　 同志社大学図書館　学術情報課利用支援係
 　　　　　　 EU情報センター担当 宛
 TEL（075）251-3980　FAX（075）251-3058
 E-mail：ji-edc@mail.doshisha.ac.jp

「EU情報センター」にコイン式複写機を設置しています。
セルフサービス（モノクロ10円／枚、カラー50円／枚）にてご利用ください。
◆学外からのお申込み
FAX・郵便・e-mailで受け付けます（大学に所属されている方は、大学図書館を通してお申込みくだ
さい）。複写物は郵送いたします。複写料（モノクロ50円／枚、カラー150円／枚）と郵送料を郵便
振替（専用の振込用紙同封）でお支払いください。資料名、資料番号、内容など、できるだけ具体的
にご記入ください。事前に照会されることをお勧めします。

�e European Info site has a cash-payment-type self-service photocopier. Photocopying 
costs 10 yen for black & white and 50 yen for color, per sheet.
◆Requests for photocopying from external parties

Requests are accepted by facsimile, postal mail, and e-mail. (University members should submit requests through your university library.) 
�e copied documents are sent by postal mail. �e photocopying fee (50 yen for black & white and 150 yen for color per sheet) and the 
postage should be paid using the transfer form enclosing with the copied documents. When you request the photocopy service, specify 
the document name, document number, and the details as precisely as possible. It is recommended that you make an inquiry to the 
library beforehand.

Acce s s : Near Imadegawa Station, 10 minutes from JR Kyoto Station by Kyoto City Subway
Contact : Karasuma-higashi-iru, Imadegawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto City 602-8580
 Person in charge of European Information Center, Section for Public Services and Acquisitions, Department of Public and 
 Technical Services, Doshisha University
 Phone: +81 75 251 3980   Facsimile: +81 75 251 3058   E-mail: ji-edc@mail.doshisha.ac.jp
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●委員会の提案書が
　読みたい
●法案の提出理由を
　知りたい

●会期ごとの決議内容が
　読みたい
●欧州議会議員による
　レポートが読みたい

●統計局が発表した
　統計情報を総覧したい

●欧州連合司法裁判所、
　第一審裁判所の
　判決全文が読みたい
●法務官（アボカ・ジェネラ
ル）の意見書が読みたい

●EU設立に関わる条約が
読みたい

●EUの「憲法」にあたる
　条約が読みたい 欧州連合の基本原則となる条約集

�ese treaties form the basic principles of the European Union.

Consolidated versions of the Treaty on European Union
and the Treaty on the functioning of the European Union

インターネット版はEUR-Lexで

欧州議会（European Parliament）のレポート・決議、口頭質問状など
Reports, motions for resolutions, and questions (orally) regarding the European Parliament

PE Documents (European Parliament Session Documents)

1987／88年度までのタイトルは “Working Documents”、1990～97年度分はマイクロフィッシュ版

欧州委員会統計局（Eurostat）によって出版される統計年鑑
Statistical yearbook published by Eurostat, the statistical office of the European Union

Eurostat yearbook : a statistical eye on Europe
＝ヨーロッパ統計年鑑

インターネット版はEurostatで

欧州委員会から理事会・議会に提出される、経済政策に関する報告書
Reports on economic policies submitted by the European Commission to the 
European Council and European Parliament

European Economy

欧州連合司法裁判所、第一審裁判所の判例集
Reports of the European Court of Justice of the European Union and the General 
Court of the European Union

Reports of Cases before the court of Justice and
the court of First Instance (ECR)

インターネット版はEUR-Lexで

各機構の月例活動報告書
Monthly reports on the activities of the respective organizations

Bulletin of the European Union

2006年よりインターネット版へ。現在はインターネット版も廃刊され “EU News room” へ統合

●採択された法令が
　読みたい
●議会の議事概要や法案、
意見書などが読みたい

Official Journal of the European Union

インターネット版はEUR-Lexで
2002年までのタイトルは “Official Journal of the European Communities”

Lシリーズ（法令編）、Cシリーズ（告示編）、Sシリーズ（政府調達情報）の3つの
シリーズから成るEU官報
�e Official Journal of the European Union is comprised of the “L” series for legislation, “C” 
series for reports and announcements, and “S” series for information on government procurement.

◆ Series L （Legislation）
　法令を掲載
　Contains legislation
◆ Series C （Information and Notices: 仏語のCommunicationに由来）
　議事概報・判決のサマリー等を掲載
　Contains summaries of meetings and judgments
◆ Series S （Supplement to the Official Journal）　
　各種入札情報を掲載　TED（Tenders Electronic Daily）のウェブページで見ることができる
　Contains information on biddings
　�ese documents are available on the TED (Tenders Electronic Daily) website.

●EU各機構の政策や
　活動状況を知りたい

欧州連合の年次活動報告書
Yearly reports on the activities of the European Union

General Report on the Activities of the European Union

最新版はEU Bookshopのウェブサイトからダウンロード可
●EU全般の動きを
　つかみたい

欧州委員会（European Commission）発表の文書、提案書（Proposal）・通達および準
備文書（Communication and Preparatory documents）・白書（White Papers）など
Documents issued by the European Commission
Includes proposals, communications, and preparatory documents and white papers

COM Documents

インターネット版はEUR-Lexで

●EUの経済動向を
　知りたい

主なEU出版物  Major publications from the EU

主な所蔵資料  Major Materials and Documents Owned
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欧州連合（EU : European Union）は、1952年に6カ国で発足した
欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC：European Coal and Steel Community）
を前身とし、その後欧州経済共同体（EEC：European Economic 
Community）、ヨーロッパ共同体（EC : European Community）を
経て、1993年にマーストリヒト条約の発効により誕生しました。
2002年には単一通貨ユーロの流通がスタートし、経済的政策や社
会的政策において欧州統合を着実に進めています。

EUの概要  Overview of the EU

The EU (European Union) came to life in 1993 in accordance with the effect of the Maastricht Treaty, after the ECSC 
(European Coal and Steel Community) founded by six nations in 1952, the EEC (European Economic Community), and the 
then-EC (European Community). The EU began use of the single euro currency in 2002, and is proceeding with the 
unification of Europe regarding economic and social policies.

ベルギー・デンマーク・ドイツ・ギリシャ・スペイン・フランス・アイルランド・イタリア・
ルクセンブルク・オランダ・オーストリア・ポルトガル・フィンランド・スウェーデン・
英国・チェコ・エストニア・キプロス・ラトヴィア・リトアニア・ハンガリー・マルタ・ポー
ランド・スロヴァキア・スロヴェニア・ブルガリア・ルーマニア・クロアチア

Belgium, Denmark, Germany, Greece, Spain, France, Ireland, Italy, Luxemburg, �e 
Netherlands, Austria, Portugal, Finland, Sweden, United Kingdom, Czech Republic, 
Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, Bulgaria. 
Romania, Croatia

加盟国（2016年2月現在）  Member countries as of February 2016

判事は各加盟国から1名ずつ任命。任期は6年。8名の法務官が判事を補佐する。
EU法の遵守と基本条約の適切な解釈・適用を確保する役割を担っている。

A judge is appointed from each member country. �e judges have a tenure of six years and 
are assisted by eight judicial officers. �e Court of Justice of the European Union has the 
role to ensure compliance with European Union law, along with the appropriate 
interpretation and application of basic treaties.

欧州連合司法裁判所  �e Court of Justice of the European Union

EUの機構  Organizations in the EU

各加盟国より1名ずつ任命される委員で構成。委員の任期は5年。EU法の施行と遵守を担当し、新規法案を策定する唯一の権限を持つ。

�is is comprised of the commissioners, each of whom is appointed from the respective member country. �e commissioners have a tenure of five 
years. �e commission is in charge of the enforcement and compliance of European Union law and has the privilege of devising new legislation.

欧州委員会  �e European Commission

加盟国各国の閣僚で構成。閣僚理事会とも呼ばれる。EUの法律を成立させることが主たる役割で、規則 (Regulation）・指令 
(Directive)・決定 (Decision)を制定する意思決定機関。

�is is also referred to as the “Council of Ministers” and is comprised of the ministers of all member countries. It is the decision-making 
organization that constitutes Regulations, Directives, and Decisions, with the primary role to establish laws for the EU.

欧州連合理事会  �e Council of the European Union

各加盟国から1名の委員により構成。委員の任期は6年。EU予算の歳入および歳出が合法かつ正規に行われているか、また財務の
運営が健全であるかを監査する。

�is is comprised of the commissioners, each of whom is appointed from the respective member country. �e commissioners have a tenure 
of six years. �e court of auditors is responsible for auditing the validity and regularity of the revenue and expenditures of the EU budget, 
along with the soundness of financial management. 

欧州会計監査院  �e European Court of Auditors

欧州理事会  �e European Council

EU加盟国の首脳（大統領もしくは首相）および、欧州委員会メンバーで構成。年4回
開催。EUの最高政治機関であり、EU首脳会議（EUサミット）とも呼ばれる。

�is is comprised of the leaders (presidents or prime ministers) of the member countries of 
the EU and the members of the European Commission. �e council is held four times a 
year. It is the primary political organization of the EU, and is also referred to as the “EU 
Summit.”

欧州議会  �e European Parliament

議員は5年に1度の直接普通選挙により選ばれる。本会議は月例で開催され、全ての
議員が出席して主要議題を議論する。法令の制定の他に、EUの活動を監督する役割
も果たしている。

Members are elected by direct popular vote every five years. �e parliaments are held every 
month, and all members attend the parliaments and discuss major topics. In addition to 
establishing laws, the European Parliament has the role of controlling the EU’ s activities.

欧州中央銀行  �e European Central Bank

単一通貨ユーロの管理とEUの金融政策を担当。ユーロ圏内の物価安定を維持するこ
とを主たる任務とする。

�is is in charge of controlling the euro, the single currency, along with the financial 
policies of the EU. It is mainly responsible for maintaining the stability of prices in the 
euro zone.

欧州連合の機構について、詳しくは以下をご参照ください
For details about the organizations in the European Union, see the following documents.

Available at the EU i free of charge; also available on the website of the Delegation of the European Union to Japan:
※EU情報センターで無料配布中。駐日欧州連合代表部サイトでも提供されています。

●“Europe in 12 lessons” by Pascal Fontaine 
　 Luxembourg : Publications Office of the European Union , 2010

●『EUを知るための12章』パスカル・フォンティーヌ著、駐日欧州委員会代表部訳・編集（第2版 2013年）

http://www.euinjapan.jp/wp-content/uploads/COM-10-004_12lessons_JP_V04_web.pdf

©European Union, 2016
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EUに関する便利なサイト集  List of Useful Websites on the EU 日本のEU情報センター（EU i）※と設置年
European Info (EU i) in Japan※ and years of establishment

欧州連合（EU）ウェブサイト    European Union (EU) website

http://europa.eu/
EUの活動、機構、政策、条約、法令、記者発表等、様々な情報をEUの全公用語で提供しています。
�is site provides various information, such as activities, organization, policies, treaties, laws, and press releases, in all official languages of the EU.

駐日欧州連合代表部公式ウェブサイト    Delegation of the European Union to Japan official website

http://www.euinjapan.jp/
EU全般および日・EU関係についての情報を日英2ヶ国語で提供しています。
�is site provides information about the EU and the relationship between Japan and the EU, in Japanese and English.

『europe=ヨーロッパ』    europe

http://eumag.jp/europe-backnumber/
駐日欧州連合代表部出版の広報誌『europe』の目次情報を閲覧できます。冊子はEU情報センターで所蔵しています（20１1年で休刊）。
Table of contents of europe, the PR magazine issued by the Delegation of the European Union to Japan, is available on the website above. �e EU i 
owns the booklets themselves. �e magazine was discontinued in 2011.

日欧産業協力センター    EU-Japan Centre for Industrial Cooperation

http://www.eu-japan.eu/ja
日本・EUのビジネスマンを対象に、EUや日本の情報源探しのサポートを行っている財団法人貿易研修センターの付属機関です。
�is is an affiliate of the Institute for International Studies and Training (IIST), and it supports Japanese and European businesspersons in their search 
for sources of information on the EU and Japan.

EUインスティテュート・イン・ジャパン（EUIJ）    EU Institute in Japan (EUIJ)

EUIJはEUに焦点を当てた教育およびアウトリーチ活動を
促進する目的で設立された大学コンソーシアムです。現在、
5つのEUIJがあります。
�e EUIJ is a university consortium founded for the purpose 
of promoting education and outreach activities focusing on 
the EU. Currently, there are the following five EUIJs.

EUSI東　京  EUSI Tokyo http://eusi.jp/

EUIJ早稲田  EUIJ Waseda http://www.euij-waseda.jp/

EUIJ東　京  EUIJ Tokyo http://euij-tc.org/index.html

EUIJ関　西  EUIJ-Kansai http://www.euij-kansai.jp/

EUIJ九　州  EUIJ-Kyushu http://www.euij-kyushu.com/jp/
 home/index.html

※旧EU資料センター（European Documentation Centre = EDC）
Formerly, the European Documentation Centre (EDC)

1969年設置

1973年設置

1976年設置

1978年設置

1979年設置

1980年設置

1982年設置

1982年設置

1983年設置

1983年設置

西南学院大学EU情報センター

名古屋大学EU情報センター

同志社大学EU情報センター

早稲田大学EU情報センター

中央大学EU情報センター

東京大学EU情報センター

慶応義塾大学EU情報センター

北海道大学EU情報センター

関西大学EU情報センター

香川大学EU情報センター

詳しい連絡先は駐日欧州連合代表部サイトに掲載されています。以下のURLをご参照ください。
Visit the following website of the Delegation of the European Union to Japan for details on contact information.

http://www.euinjapan.jp/connect/networks/

European Info at Seinan Gakuin University

European Info at Nagoya University

European Info at Doshisha University

European Info at Waseda University

European Info at Chuo University

European Info at the University of Tokyo

European Info at Keio University

European Info at Hokkaido University

European Info at Kansai University

European Info at Kagawa University

1983年設置

1985年設置

1985年設置

1985年設置

1985年設置

1985年設置

1991年設置

2007年設置

1963年設置

東北大学EU情報センター

上智大学EU情報センター

琉球大学EU情報センター

福山大学EU情報センター

金沢大学EU情報センター

日本大学EU情報センター

一橋大学EU情報センター

関西学院大学EU情報センター

国立国会図書館（寄託図書館）

European Info at Tohoku University

European Info at Sophia University

European Info at the University of the Ryukyus

European Info at Fukuyama University

European Info at Kanazawa University

European Info at Nihon University

European Info at Hitotsubashi University

European Info at Kwansei Gakuin University

National Diet Library
 (European Union Depository Library)

©European Union, 2016
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ウェブマガジン『EU MAG : Europe magazine』    Web magazine “EU MAG : Europe magazine”

http://eumag.jp/
駐日欧州連合代表部が発行する公式ウェブマガジンです。特集記事や政策解説、質問コーナーといっ
た最新のニュースの他、加盟国各国の基本情報など、EUに関する情報をわかりやすく解説しています。
「政治・外交」「経済・産業」「日・EU関係」など、テーマ別に読むこともできます。各月号の概要をま
とめたA4版の印刷用目次も用意されています。
�is is the official Web magazine issued by the Delegation of the European Union to Japan. �is 
magazine clearly provides the latest news, including feature stories, analysis on policies, and Q&As, as 
well as various information about the EU, including basic facts about the member countries. �e 
articles are available by theme, such as “politics and foreign affairs,” “economy and industry,” and 
“relationship between Japan and the EU.” A printable table of contents (in A4 size) describing the 
summary of each issue is also available.

EU MAGは携帯電話でもお読みいただけます。
※機種やブラウザによりましては、画像・テキストのみのレイアウトで表示されます。

EU MAG supports viewing by mobile phone.
※Only graphics and text may be displayed, depending on the model or browser used.

ウェブサイトより目次イメージ
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