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開館日程表

住所 登録 はお済みですか?
参考調査・相互利用受付を昼休みも開設しました

メディア・コモン オープン間近!

6月 から祝 日開館実施します

朝日新聞オンライン記事 データベース(聞蔵)の サービス開始

窓を開けましょう
マナーを守って快適に

◆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

※表 中の「月末休館 日」は、毎月行う書架その他、整理作業等のための休館 日です。

月末 が土 ・日の場合は、その翌 日となります。

●学 外者の受付は、平 日の9時 ～22時 です。

●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)



しSN2004年5月 号(No.ili)

圏 住所登録はお済みですか?

新入生・新院生の皆さん、住所届けはお済みですか?
住所届をしますと学生証で本を借りることができます。

どうぞインフォメーション・カウンターに住所届(利 用証交付申請書)を提出してください。

なお、在学生の方も住所や電話番号が変わったときはお届けください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 資料運用掛

参考調査・相互利用受付を昼休みも開設しました

ご不便をお掛けしていましたが、昼休み時間(12時 ～13時)も 参考調査・相互利用の

受付を開始しました。どうぞご利用ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参考調査掛・相互利用掛

メディア ・コモン オープン間近1

附 属 図書 館3階 でAVブ ースの 改 修工事 を進 め ています が 、5月 中旬(予 定)に はオープン

できる見 通 しです 。

名前 は「メディア ・コモン=Media　 C◎mm。n」 です 。

1人 用ブース、2～4人 用 のブー スと、数 人で利 用 できるメディアシアター等を備 え、CD

ビデオ ・カセット・DVDを は じめ様 々なメディアに 対 応します。ご期 待 ください1

 http://www.kulib.kyoto—u.acjp/guide/jpn/mediacommon.html

資料運用掛

6月から祝 日開館実施します

これまではお休みをいただいてましたが、6月 から祝 日開館を実施することになりました。

どうぞご利用ください。

6月18日10:00一 葉7:00　 京 大創立記 念日

7月19日10:00-17:00　 海 の 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料運 用掛
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・朝 日新聞オンライン記事データベース(聞 蔵)の サ ービス

開始

1984年8月 から当 日の朝刊までの 「朝 日新聞記事データベース」がインターネットを通 して

附属図書館1階 サイバースペースの専用端末(1台 のみ)で 利 用できます。
rAERA」 「週刊朝 日」「知恵 蔵2004」の検索及びテキスト表示も可能です。

残念ながら、ネットワークでの全学 利用はできません。

収録記事 は下記のとおりです。

▼朝 日新聞本紙

1984年8月 ～　 東京本社版ニュース面

　1989年2月 ～　　大阪本社版ニュース面

▼朝 日新聞地方版

1988年6月 ～　東京・神 奈川・千葉 ・埼玉 ・茨城 ・群馬・栃木

1990年11月 ～ 大阪 ・京 都・兵庫 ・奈良

▼知恵蔵2004

▼AERA

1988年5月 ～ 「AERA」 創刊号 から

▽週刊 朝 日

2000年4月 ～

※本文の表示はテキストデータの表示です。図 ・写真等 は表示されません。

著作権等の関係で本文を表示できないものが 一部ありますが、見出しまでの検 索は可能

です。

 http://dna.asahi.com:7070/contents/dnaexplain2.html

参考調査掛

窓を開 けましょう

暑くなってきましたが、残念ながら冷房が入るのは6月 末までお待ちいただかねばなりま
せん。恐れ入りますが窓を開けて風を通し、各自で調整してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 資料運用掛

マナーを守って快適 に

館 内での飲食は禁止しています。1・2階のドリンク⊇一ナーでは水筒 ・ペットボ トルだけ

お使いいただけます。

携帯 電話の通話は禁止、マナーモードに切り替えてください。

まわ りの利用者の迷惑にならないように節度を守ってご利用 ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料運用掛
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[5月 】

oPac=oPAc基 礎講 座(図 書 の 探 し方)

WoS-Web　 of　Science講 座(海 外論文 デー タベー ス"Web　 of　Science"の 検 索 方 法)

雑 索=雑 誌記 事 索 引講 座(臼 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)

回 月 火 水 木 金 固
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お問 い合わ せ 先:参 考調 査 掛(Tel:075-753-2636/2637)

シネマ ・クラシック&CDコ ンサー トは休 止 します。

メディア・コモンをご利 用 ください。

墓去図豊館ホームページ :http://www.kulib.kyoto-u.acIpl
***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。




