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開館日 程表

夏季休 業 中の長期貸出 について
冷房 の調節 について学外者

の皆様の試験期間中 の入館 について

1,コ ーナーの　去について

夏季休業中の紹介状 の申請 はお早 めに

図書貸出回数年間ランキング　　　　　　「レファレンス・ガイド 配布開 始！！

今月の講習会

◇記事についてのお問い合わせは◆

　　　　　　Tel　 　　 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

※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。)

※学外者の利用ガイドを発行しましたので、ご利用ください。

お問い合わせ先:資 料 運用掛(753-2632/2633)
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・夏季休業 中の長期貸出について

夏季休業中は貸出期間を延長するサービスを実施しています。

以下の期間に貸出した図書の返却期限 日は『10月11日 』です。大いにご利用 ください。

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

資料運用掛

冷房の調節について

室温が30度 以上になると冷房が入ります。吹き出し口近くでは冷えすぎる場合がありますのでご
注意ください。

資料運用掛

学外者の皆様の試験期間中の入館について

前 期試験(7月15日 ～8月5日)が まもなく始まりますので、座席利用 を目的とした学外者の方 の

入館はご遠慮ください。どうしても資料の閲覧を希望される方はお申し出ください。

資料運用掛

喫煙コーナーの撤去 につ いて

玄関前に設置していた喫煙コーナーを撤 去しましたので、ご了承ください。

その南側 のベンチエリアには引き続き灰皿を置 いています。

資料運用掛

夏季休業中の紹介状の申請はお早めに

夏季休業中は、相手大学が休館で業務を停止しているなど、紹介状発行に時間がかかる場合
がありますので、余裕をもって早めにお申し込みください。

相互利用掛
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図書貸出回数年間ランキング

2004年 度附属図書館の貸出回数上位の図書を発表します!

資料運用掛



LsN2005年7月 号(No.125)

「レファレンス・ガイド」配布 開始!!

附属図書館参考調査掛、各図書館 ・室参考業務担当者 の作成で図書館の基本 的な利用方法

や全般的な情報探索法と個別のデータベースの利用方法や、サブジェクトに特化した情報収集

法について紹介します。現在eリ ーフレット版を附属図書館7番 カウンター前で配布 中です。学

習 ・研究にお役立てください。

配布 中のレファレンス・ガイド

★利用案内
・電子ジャーナルの利用法

・参考文献リストの見方 ～文献の種類を見分 ける～

☆資料別
・国書の探し方 ～江戸時代以前の本を探すには～

・学位論文の探 し方 新しくなったデータベースを活用 しよう1

・新聞の探し方 ～記事を探す。どこにあるか探す～
・規格の探 し方 ～ 日本工業規格(JI$)を中心に～

・書評(B◎okreview)の 探 し方

・統計データの探し方 ～国内統 計を中心に～

★データベー一ス
・CiNli(サイニイ)～ 和雑誌記事 ・論文 の検索ならCiN�。電子ジャーナルへもナビゲー ト～

参考調査掛

今月の講習会[7月]

OPAC二 ◎PAC基 礎講座(図 書の探し方)

雑 索=雑 誌記事索引講座(目 本語論文データベースce雑誌詑事索引"の 検 索方法)

電子」=電子ジャーナル基礎講塵(電 子ジャーナルの利用 方法)
vVaS=Web●fScience講 座(海 外論文データベーズ`》》eb◎fSolence"検 索方法)
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お 問 い 合 わ せ 先:参 考 調 査 掛(Tel:075-753-2636/2637)

京大図書館ホームページ http://www.kulib.kyoto-u.ac jp/
***こ のLSNの 内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。




