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開館日 程 表
1階2階 トイレの改修 工事　(8月 ～9月)

オ ープンキャンパスの'知 らせ

夏季休業中の長期貸 出

忘れ物 が増えています

度重な るAIP電 子ジャーナルの利用停 止

文献 収集議座に ついて

◇記事についてのお問い合わせは◆

　　　　　　 Te1　 　　 カウンター

参考調査掛(753-2636)　 7
資料運用 掛(753-2632)2-4
特殊 資料掛(753-2640)
相互利用掛(753-2638)　 6

開館日程表
8月 開　館　詩　麗 9月 開　館　時　聞 10目 開　館　詩　聞
1{尉 9:00～22:0⑪ 1〔湘 9:00～22:00 1仕1 10:00 ～17:00

2〔火〕 " 2〔金} " 2旧1 "

3{オ く1 " 3側

　　休館日　　

3帽1 9:00～22:00

4休1 " 4r創

　　休館日　　

4〔火1 κ

5〔金1 〃　前 期試験終 了 5帽1 9:00～22:00 馴 オ⊂) "

θ倒

　　休館日　　

6〔火1 " 6{木1 〃

7「'ε砂

　　休館日　　

7〔水1 " 71金1 〃

8働 　月末休館日 8{木} " 8〔士〕 10:00～17:00

9侠) 9:00～22:00 9〔金} κ 9'θ ノ

臨時休館（停電のため）

1α 水} " ゴo側

　　休館日　　

10〔 月 〕 10:00～17.oo〔 体 育 の 日)

11沐1 " 歪ず'創

　　休館日　　

11〔 火1 9:00～22:00

12〔金1 κ 1烈 穏1 9:00～22100 12〔 水} "

ゴ3位 フ

　　休館日　　

13{火1 " 13〔 木1 π

ブ4`創

　　休館日　　

14{オ く) " 14〔 金1 κ

151月1 9:00～22:00 15〔 本1 〃 掲 目ゴ 10:00～17:00

曙6〔火1 " 16〔 金} " 16旧} ノ'

17〔 氷1 " で7捌

　　休館日　　

17{目} 9:00～22:00

18〔 木1 " ノ8r8ノ

　　休館日　　

18〔 火} κ

19〔 金) 〃 ゴ3働

　休館日（敬老の日）　

19〔水} π

20α ゴ

　　休館日　　

20〔 火1 9:00～22:00 20〔 木1 〃

2κ 石り

　　休館日　　

21〔 氷) ノ' 21{金1 "

22{目} 9:00～22:00 22休1 κ 22〔 土} 10:00～17:00

23〔 火1

　　〃　　

23紛 休館日（秋分の日） 23旧1

　〃　

24〔 水1

　　〃　　

24倒

　　休館日　　

24{月1 9:00～22:00

25〔 木}

   〃   

25`創

　　休館日　　

25〔 火1 κ

26〔 金} 〃 26〔 月} 9:00～22:00 26〔 水1 "

27「側

　　休館日　　

27〔 火1 〃 27〔 木1 κ

28（日）

　　休館日　　

28〔 水} ノ' 28〔 金} κ
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　　月末休館日　　

30【 副 κ

31（水）

　　月末休館日　　

3昂 副

　　月末休館日　　

※表 中の「月末休館 日」は、毎月行う書架整理及び清掃のための休館 日です。

(月末が土・日・祝 日の場合は、その直前 の平 日となります。末 日が試験期間 中にあたると

きは試験末 日直後 の平 日になります。)
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　1階2階 トイレの 改修 工事(8月 ～9月)

洋 式を増やして.2階 に多 目的障 害者用の設備を設置 し全面的に美しくなります。

期間中はご迷惑をおかけしますが、3・4階トイレをご利用ください。

また、1・2階ともトイレか ら東壁面のエリアが作業区域 となり閉鎖します。

改修工事 中1階 の雑誌は下記のように移動します。

・工学部雑誌を、JISの 棚の上へ。

・外国雑誌センター館雑誌の棚5～9

(J。urnal　 of　radioanalytical　 and　 nuclear　 chemistry以 下 、キ リ ル ・中 国 語)を 、書 庫8下 へ 、

資料運用掛

　オープンキャンパスのお知らせ

8月11日(木)、8月12日(金)の2日 間 、「受験生のための京都大学 オープンキャンパス

2005」 が開催されます。附属図書館もオープンキャンパス参加者に開放 し、図書館見学

を実施いたします。

館 内の混雑が予想され ますが、ご利用の皆様のご理解、ご協 力をお願 い致します。
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夏季休業中の長期貸出

夏季休業 中は帰省等の便宜をはかるため貸出期間を長くしております。 以下の間に貸

出した本の返却期限は『10/11で す。

教職 員・院生 書庫内図書　　　　　 7月6日 ～9月9日

　　　　　　 開架図書 　　　　　　 7月23日 ～9月26日

学部 生　　　書庫内図書 ・開架 図書7月23日 ～9月26日

※長期貸出の本 については、貸 出の更新 はできないこととしていますのでご注 意ください。

長期貸 出の間、借 りていることを忘れてしまう事例が頻 発します。忘れないうちになるべく

早くお返しください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 資料運用掛

忘れ物が増えています。

忘れ物置き場を新聞コーナーの奥 に作っています。忘れ物の傘 は横の傘立てに立かけて
います。

毎 日、館内を見廻って忘れ物 ・落し物が あればここに置いていますので、ご覧になって当

該 のものをお取りください。

但 し、名前の分かる物はカウンターで預かり、持ち主に連絡しています。

また、貴重 品も別途カウンターで預かっていますので、お問合せください。

　※3階 の情報端末室のFDやCDな どの忘れ物 は情報 端末室内に箱を設けています。

資料運用掛
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　度重なるAIP(ア メリカ物理協会)電 子ジャーナル利用停止

ルール は遵守してください

AIP(The　 American　 Institute　of　Physics)か ら電子 ジャーナ ル の 不 正利 用 に対す る警 告 があ

り、学 内 の 一部 の端末 か らの利 用 が停止 され ています 。(2005.07.26日 現在)

AIPか らは2001年2月 、2002年7月 及び9月 にも同様の警告を受 けており、今後も不正利用

が続くようであれ ば、二度と利用できなくなる恐れもあります。

電子ジャーナル の利用にあたっては、供給元である出版 社が使用許諾条件を定めていま

す。

下記ルールを遵守するようあらためてお願いします。

どの出版社 においてもおおむね以下の事項は禁止されています。

　 ・一括してのダウンロード

　 ・個人利用以外の利用

　 ・複製や再配布

手動による大量ダウンロードだけではなく、ダウンロー ド支援やファイル取得ツールと呼ば

れているソフトウェアの使用によるシステムダウンロードも不正利用とみなされます。

一人の不 正利用者のために本学 のすべての利用者が利用できなくなりますので決して行

わないでください。

文献収集講座について

6月 に、3、4回 生対象におこなった「文献収集講座 文系編 ・理 系編」は好評のうちに終了

しました。講座で配布した資料 はウェブで公開していますので、参加できなかった方はご自

由にダウンロー ドしてお役立てください。

附属図書館ホームページ → 講習会案内

 http://www.kulib.kyoto—u.acjp/lesson/index.html

参考調査掛

10月 号 から紙 面をコンパクトに一新します。お楽 しみに!

京大図書館ホームペ甲ジ  http://www.kulib.kyoto—u.acjp/
***このLSNの 肉容をメール マガジンでも配信しています。詳しくはホームページをご覧ください。




