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開館 日程 表

返却 日を守ってください

冬季休暇中 の長 期貸出のご 案内
相互利用のお申込み はお早めに

「Chemical　abstracts」を移動 しました

外国雑誌センター　雑誌コーナーの配置換 えをしました

今月の講習 会[11月]

公開 企 画展 まもなく開催!！

◆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

※表申の「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 ・臼の場合は、その翌 日とな》ます。

※学舞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)



L SN　 2004年11月 号(No.117)

返却 日を守ってください

ハガキやメール、電話で何度督促をしても本を返してくださらない方がおられます。

他の利用者の権利を侵害することになりますので返却日は必ず守ってください。
予約が入ってない場合には更新処理ができます。返却日までにカウンターまでお申し出くださ
い。

延滞をされますと、貸出禁止や入館禁止のペナルティーがつくことになります。
更に、貴重書閲覧や相互利用などのサービスもお断りすることがあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料運用掛

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1日(蹴

学部生　 　　　12月9日(木)～12月24日(金)

8木

Ica-         107        では訂正済

上記図書 の返却期限 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

相互利用のお申込みはお早めに

文献複写や相互貸借を他大学に依頼希望の方 は、なるべくお早 めにお申し込みください。

毎年11月 、12月はどの大学も依頼 ・受付が 多くなり、入手に時間がかかります。

特に卒論、修論などの締め切り間近の方 は、時間的に余裕をもってお申し込みください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 相互利用掛

「Chemical　 abstracts」 を 移 動 しま した

1階参考図書コーナーに配架していたfChemical　abstracts」の1997年 以前を地 下書庫 に移動し

ました。

書庫B下 と書庫B2バ ックナンバーセンタ0(請 求記号BNCIICIIO37)の2ヶ 所に配架しています。

巻号ごとの配置場所はOPACで ご確認ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参考調査掛
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外国雑誌センター館雑誌コーナーの配置換えをしました

1階北東側にある外国雑誌センター館雑誌のうち、一部を木製開き棚に別置していましたが、そ

れを解消し、すべてタイトル順の一並びに再配架しました。

そもそも外国雑誌センター館とは…

国内未収集 外国雑誌等を体 系的及び網羅的に収集 ・整理し、国内大学研究者等を対象 にサー
ビスを提供するために、文部科学省が9大 学に分野別拠 点として配置したものです。4分野(理

工学系、医学 ・生物学系、農学系、人文 ・社会科学系)の うち、京都大学 は理工学系のセンター

館となっています。

当該雑誌 は最近6年 分(1999年 ～)は1階 コーナーに、それ以前は請求記号を付 与し、バ ックナン
バーセンターに配置しています。

1階配置分 は現在約800タ イトルです。OPAC表 示 は、

　 配置場所1:BNC　 B2　 配置場 所2二外雑セ1F

となっています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特殊 資料掛

今月の講習会

[11月]

OPAC=OPAC基 礎 講座(図 書 の探 し方)

雑 索e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)

W。S=Web◎f　 Science座(海 外 論 文 データベース"Vlleb◎f　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
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公開企画展まもなく開催！!

附属図書館 では毎年、貴重な資料 の紹介と大学の研究成果 の公 開を目的に公開企画展及び

記念講演会を開催 しています。

第122回 を数える今年の公開企画展は「長州志士の軌跡 幕末維新展 ～直筆が語る実像 ～」

をテーマに準備しています。

幕末維新期 は 日本史上、最大の激 動期の一つでした。この激動の一方の主役が長州の志士で

す。

今回の企画展は長州志士の軌跡、その栄光と苦悩を、京都大学 所蔵の幕末維新 史の大史料

群、尊穰堂史料の書簡・日記 ・意見書を中心に読み解きます。

桂小五郎、久坂玄瑞、前原 一誠、奇兵隊隊士など彼らが何を思い、語 り、訴えるのか、後に伝説

となる前の、等身大の志士たちの声をその肉筆から聞き取っていただけると幸いです。

多数のご来場をお待ちしています。

なお、公開企画展の情報は附属図書館のホームページにも掲載しています。

 http://ddb.Iibnet.kulib.kyoto—u.ac jp/tenjikai/2004/

テーマ:　　 長 州志士 の軌跡

幕末維新展
～直筆が語る実像 ～

内容:　 　 　 第I章 前史 藩官僚と有志

　　　　　　 第II章 尊嬢運動 の高揚と敗退

　　　　　　 第 皿章 倒 幕への道

　　　　　　 第IV章 維 新と分裂

開催期間:　 平成 総 年11月20日(土)～ 平成16年12月191ヨ(日)

　　　　　　 開館 時間:午 前1◎ 時～午後5時 ※月曜休館

開催会場:　 思文閣美術館(京 都市左京区田中関田町2-7)

 http://www.shibunkaku.cojp/

入館料:　 　 京 大教職 員・学生 は無料(京 大職 員証・学生証を提示のこと)

　　　　　　 一般 ・大学生400円 、高校生300円 、中学生以下無料

主催:　 　　 京都大学 附属図書館 ・思文閣美術 館

指導と助言:高 橋 秀直助教授(京 都大学大学院文学研究科)

[記念講演会]

日時:　 　　 平成16年11月20日(土)午 後2時 ～3時 半

場所:　 　 　 思 文閣美術館

演題:　 　　 「長 州志士の軌跡」

講師=　　　 高橋秀直氏

　　　　　　 ※ 当 日の講演会は入場券で参加できます。先着150名 。

京大図書館ホームページ=  http://www.kulib.kyoto-u.acjp/
***こ のL斜 の内容をメールマガジンでも配信しています。詳 しくほホームページをご覧ください。




