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◆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

4月以降 身分の変更がある方、留年される方 へ

2004年3月 で卒 業・修 了される(および在籍期限の切れる)方

メディアスペース5月 初旬にオープン予定

資栽再配置 のお知らせ

附属図書 館オンラインサービス停止 のお知らせ

正面玄関 の照明 を明るくしました

新入生歓迎オリエンテーションのお知らせ

今月の講習会[3月]

1:__館 日 程 表

※表中の「月末休館 日」は、毎 月行う書 架整理等のための休館 日です。月末が土 ・日の場合は咤その翌 日となります。

●学外者の受付は、平 日の9時 ～17時 です。事前 に照会 のうえ、必ず身分証明書をお持ちください。

(土・日曜 日および平 日17時 以降は受け付けません。)

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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4月以降身分の変更がある方、留年される方へ
(現身分 証 の有効 期限が2004年3月 で切れ るが4月 以降も在籍 する、という方 が対象)

　 ・附属図書館発行の利用証をお持ちの方

　　 現在お持ちの利用証とあわせて、更新済みの身分証または在籍証明書を持参の上、
　　 図書館インフォメーションカウンター(平 日の9時 ～17時)で更新手続きをしてください。

　 ・学部生・院生の方
　　 3月末まで現在の利用証をご利用ください。

　　 4月以降は更新された学生証をご利用ください。
　　 新しい学生証が発行されるまでは、在籍証明書を携帯してください。

　　 (3月中に留年が判明される方は、在籍証明書用紙をお渡しします)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料運用掛

2004年3月 で卒業 ・修 了される(お よび在籍期 限の切れる)方

上記対象者の方は3月η日(水)が最終返却期限 日になります。

卒業・修了される前に必ず図書の返却をしてください!1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料運用掛

他大学から図書を借用したい方は、お早めにお申込みください。
返却は3月中になります。
また、文献複写の依頼をしたまま受け取りに来られていない方は、早く取りにきてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相互利用掛

メデイアスペース5月 初旬 にオープン予定

手狭 で旧式だったAVブ ースの改修 工事が始まります。

附属 図書館3階 東側 、AVブースから共同碍究室までの4部 屋の壁を取り払い、約230㎡ の開放的な空間を

創出します。
重人用ブース、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できるようになる予定です。

工事 は2月 末から3月 末を予定 しています。

工 事 期 間 中 は 、騒 音 などでご迷 惑 をお か けす る可 能 性 が あ ります が 、何 卒 ご協 力をお願 い致

します 。

なお 、AVブースおよび共同研究室 は、しばらく閉室 させていただきます。代替施設 については、決まり次

第お知 らせ しますの でご注意ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料運用掛
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資料再配置のお知らせ

附属図書館1階 の「理工学系外 国雑誌センター館雑 誌」および 「参考 図書」を移動させました。

理工学系外国雑誌センター館雑誌は今までの位置か ら東側 奥に移動させ 、南側壁 面に別置されていた

分類P、Sの 参考図書を他の参 考図書 と同じ並びの棚 に入れました。

特に参考 図書は最近 、窮屈になっていましたので、全体的に棚にゆとりを持って資料を再配置しました。

不明な点は参考調査カウンター(7番)に お問い合わせください。

参考調査掛・特殊資料掛

弩属図書館オンラインサービス停止のお知らせ

3月20日(土)は 春分の 日のため休館 日ですが、工事のための停電によりオンラインサービスが停止 する

場合があります。

時間は7:00～13:00を 予定していますが 、復旧次第再 開する予定です。

詳 しくはホームページでお知らせ しますのでご注意ください。
ご迷惑をおかけしますが 、よろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料運用掛

正面玄関の照明を明るくしました

最近、附属図書館の正面玄関が明るくなったのにお気付きでしょうか。
夜間など薄暗いと言うご意見が寄せられていましたので、照明を蛍光灯に取りかえました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情報サービス課
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新入生歓迎オリエンテーションのお知 らせ

少し早いお知らせですが、新入生歓迎オリエンテーションを今年も開催いたします 。

附属 図書館で本を探 して借 り出すまでの一連の流れを実地 に則 して説明する予定です。

新入生以外の方も大歓迎ですので、お気軽 にご参加ください。

日 時:4月7日(水)/8日(木)/9日(金)/12,日(月)/13日(火)の 昼休み30分 間c12:15-12:45)

場 所:附 属 図書館3階AVホ ール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考 調査掛

今 月の講習会[3月]

[3月]

OPAC二 〇PAC基 礎講座(図 書の探し方)

Web。f　Sci.=Web。f　 Science講 座(海 外論文データベース"Web。f　Science"の 検索方法)

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)
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1　　　　　　　　　 (3月分)

お 問 い 合 わ せ 先1参 考 調 査 掛(Tel:075-753-2636/2637)

3月 のシネマ ・クラシック&CDコ ンサ ー トは 中止 にさせていただきます 。

京大 図書館木一ムページ  http://www.kulib.kyoto—u.acjp/
***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。




