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開館日程表　　　　　　　　　　　　冬季休暇中 の長期貸出のご案内
文献複写・現物貸借のお申込は お早めに
盗難事件が後を絶ちません
生協コピーカード

暖房が入る時期になりました
原子力関係文献 データベース「INIS」が利用可能です定期講習会のご案内　　　　　　　　　　　

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 ・日の場合は、その翌 日となります。

※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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冬季休暇中の長期貸出のご案内

開架図書 　　 　 　 　　 　 　　12月9日(木)～12月24日(金)

書庫内図書 　 教職員・院生　　11月24日(水)～12月16日(木)

　　　　　　 学部生　　　　12月9日(木)～12月24日(金)

上記の図書返却期限 日は平成17年1月17日(月)で す。

※貸出期間の更新 はできません。

※雑誌は対象 外です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 資料運用掛

文献複写・現物貸借のお申込はお早めに

文献複写 ・現物 貸借の年内の受付は12月24日(金)ま でです。年始は1月6日(木)か ら再開

します。

年末年始は他大 学の図書館も休館します。大 学によっては早めに休館するところもありま

すので、年内に資料が必要な場合は、年内の休館 日を考慮してできるだけお早めにお申

込みください。

(ただし、相手館 の都合によりご期待に添えない場合もあります。)

特に、卒論、修論でお急ぎの方はお早めにお申込みください。

また、他大学か ら借用中の図書 で年内期限のものは、必ず12月24日(金)ま でにご返却くだ

さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 相互利用掛

盗難事件が後を絶ちません

どうか財布、携帯電話その他貴重品は身に付けてください。お荷物も目の届く範囲で管理

をお願いします。

不審な人物や行為を見たら、すぐに職員までご連絡ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料運用掛

生協 コピーカー ド

附属図書館には生協のコピーカードで利用できる複写機 を、1階 と地下2階 のBNC前 に置

いています。

館内資料のためにご利 用いただけます。(持ち込み資料 はダメです。)
コピーカードの忘れ物が 多いですので、カードにはあらかじめ名前を書いてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 資料運用掛
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暖房が入る時期になりました

全館 暖房のため微調整がきかず、席によって暑い、寒いと苦情 をいただくことになります。

できるだけの対応をさせていただきますのでカウンターまでお知らせください。

また、場所によって温度差がありますので、席を替わってみたり調節 可能な衣 服でのご来

館をお願いします。

資料運用掛

原子 力関係 文献データベース「INIS」が利用 可能です

原 子 力分 野 最 大 の 文献 デー タベー スINIS(The　 Internati。nal　Nuclear　Informati。n　System)

デー タベースが 全学 で利 用 できるようにな りました 。

INISデ ータベース は 国際 原子 力機 関(IAEA)加 盟 国 と関連 国 際 機 関が 作成 しているデー タ

ベースです 。2004年6月 の段 階 で250万 件 の 原子 力文 献情 報 を検 索 できます 。

ご利 用 は附 属 図書 館 ホーム ペー ジ→ 学 内 向 けサ ー ビス 「デ ー タベース」→ 理 工 系全般 「物

理 」→IMS:The　 International　Nuclear　Information　Systemと お進み ください。

 http://www.iaea.org/inis/inisdb.htm
マニュアル

 http://ddb.Iibnet.kulib.kyoto—u.ac jp/Iusr/inisdb.pdf

参考調査掛

定期講習会のご案内

附属図書館では図書や雑誌の探 し方や雑誌論文の検索方法、電子ジャーナルの利用方

法などを実 習形式で学べる講習会を定期 的に行っています。
一回につき約30分 ～40分 で予約 は不要です。日程 は本誌「今 月の講習会」、附属図書 館

ホームページ「講 習会案内」、館 内掲示のポスターなどでお知らせ しています。講習会 開始
5分 ほど前 に附属 図書館1階7番 カウンターに集合してください。

現在 、実施中の講習会は以下の4つ です。

OPAC基 礎講座
京都大学オンライン目録での図書 や雑誌の探し方を実習します。

(30分)

Web　 of　Science

講 座

外 国 の雑 誌 論 文 を探 す ための 基 本デ ータベー ス"Web。f　 Science"の

検 索 方法 を実 習 します。(40分)

雑誌記事索引
講座

国内の雑誌論文を探すための基本データベーズ 雑誌記事 索引"の 検

索方法を実習します。(3◎分)

電子ジャーナル
入門講座

Web上 で利用できる学術雑誌 「電子ジャーナル 」についてe基 本的な見

方や京都大学での利用方法、利用上の注意点などご説明します。

(30分)

同じ内容で何度も実施しますので、都合のつくときお気軽にご参加ください。

講習会案内ホームページ http://www.kulib.kyoto—u.acjp/lesson/index.html

参考調査掛
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今月の講習会

[12月]

OPAC=OPAC基 礎講 座(図 書の探し方)

雑索=雑 誌記事索引講座(日 本語論文データベース"雑 誌記事索引"の 検 索方法)

電子J=電 子ジャーナル基礎講座(電 子ジャーナルの利用方法)

WoS=Web　 of　Science講 座く海外論文データベース"Web　 of　Science"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)

参考調査掛

京大図書館ホームページ:  htto://www.kulib.kvoto-u.ac.ID/
***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。




