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・開館日程表

・冬期休暇 中の長期貸出のご案内

・年末年始休館 ・臨時体館のお知らせ

・電子ジャーナルの適正 な利用 について

・年末年始のお知らせ相 互利用 の申 込みはお早 めに

・電子ジャーナル等のトラブルをお知らせいただく場合

・定期講習会のこ察内

・今 月の講習会[12月]

・今 月のシネマクラシック&CDコ ンサート

開館日程表

◇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

※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、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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冬期休暇中の長期貸出のご案内

開架図書　 　　 　 　 　　 　12月9日(火)～12月24日(水)

書庫内図書 　教職員・院生　11月23日(臼)～12月14日(日)

　　　　　　 学部生　　　 12月9日(火)～12月24日(水)

上記図書の返却期限 日は平成16年{月15日(木)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

年末年始休館・臨時休館のお知らせ

12月25日(木)～1月5日(月)は 、書 架整理等のため休館します。(来年は、1月6日(火)か ら通

常開館 します。)1月11日（ 日)は 、館 内清掃のため休館します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料運 用掛

電子ジャーナルの適正な利用 について

最近 、電子ジャー一ナルの利用について出版社 から何度か警告を受 けることが相次いでいま

す。以下の事項は禁止されていますのでご注意ください。

・大量データのダウンロードやプリントアウト

・他者に複製配布 、送信すること(電子メールに添付 して送るなど)
・個人利用以外の 霞的、または研究 ・教 育以外 の目的での利用
・内容の改編

違反した場合 、出版社 との契約違反 になり大学全体にペナルティが科せ られ 利用停止になる
ことがあります。度重なる違反行為があれば二度と利用できなくなる恐れもあります。必ず ル
ールを遵守するようお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参考調査掛

年末年始のお知らせ 相互利用の申込みはお早めに

本図書館の年 内の受付 は12月24日(水)ま でで、年始は1月6日(火)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、ご注意 ください。年内に資料が必要な場合は、できるだけお早めにお申込みください。

(ただし、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、借用中の図書で年内期 隈のものは、必 ず12月24日(水)ま でに返却 してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 相互利用掛
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電子ジャーナル 等の トラブルをお知 らせいただく場合

電子ジャーナルやデータベースといったオンラインで利 用できるサービスが正 しく利用できな
い場合には、提供元で異 常が発生 している、ネットワー ク環境 の異常、お使 いの機器 側の異

常または設定、契約内容に変更があったなど様 々な原 因が考えられます。ご利用いただけな

い原因を特定するために、以下の ような点もお知らせいただきますようお願いします。

・利用できない雑誌名(あ るいはデータベース名)

・電子ジャーナルの場合は巻号年 、ページなど
・表示された画面 ・エラーメッセージ

・アクセスしたルート(OPACの リンクボタンから、学内向けサービスの一覧から、など)
・使用 しているパソコン等のネットワーク環境(K田NS-II互.メディアセンター情報 コンセントなど)
・トラブルの発生 した時間 帯またはいっから使えないか

・同じ研究室の別のパソコン等か らはアクセスできるかどうか

・同じ巻号のほかの論文 、同じ雑 誌のほかの巻号 、同じ会社の ほかの雑誌はどうか
・自分が今いるキャンパス

冊子(印 刷物)も使える状況にないかどうか、必ずお調べください。

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30～40分 で予納 は不

要です(先 着5名 まで)。

年間を遜して同じ内容で何度も実 施しますので、都合のいいときに、いつでも受けていただけ
ます。日程は、本誌の「今 月の講習会」や附属 図書館ホームページ、館内掲 示のポスター等

でご確認ください。

現在 、実施 中の講習会は以下の4つ です。

OPAC基 礎講座1京 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　Scle狩ce

講 座

　 　 　 一 一

1
外 国の 雑 誌論 文を探 す ため の 基本 デ ～タベ ース"Web　 of　Scleηce"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ス`雑 誌記事 索引"の 検索

方法を実習します(30分)

電子 ジャーナル

入門講座

Web上 で利用できる雑誌 「電子ジャーナル」について、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、基礎 からご説 明します(30

分)

どうぞご参加ください。

また、この講習会で使用するテキストをオンラインで手に入れることが可能です(PDFフ ァイ

ル)。附属図書館の「講習会 のページ」をご覧ください。

URL  http://www.kulib.kyoto-u.acjp/lesson/index.html

参考調査掛



LSN　 2003年12月 号(No.106)

今 月の講習会[12月]

OPAC=OPAC基 礎講座(図 書の探し方)

Web　of　sui.=1娩b。f　Science講 座(海 外論文データベース"Web　 of　Science"の 検 索方法)

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)

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

今 月の シネマクラシック&CDコ ンサ ー ト

場所:開 属 図書館3階AVホ ール

～シネマ ・クラシツク～

12月 帽(木)

第1回 上 映14:00-16:10

第2回 上映16:15-18:25

『素 晴 らしき哉 、人 生 』1946年 アメリカ作品
監督 フランク・キャプラ

～CDコンサータ ～

ショスタコー ヴィッチ特集
交響曲 第1番 、第7番

12月 斜 日(木) レナード・バーンスタイン指揮 シカゴ交響楽団

14:00-17:00 交響曲 第11番
エフゲニ ・ムラヴィンスキー指揮

レニングラード・フィルハーモニー交響楽団
嗣

…シューベルト 交響曲第9番

レナード・バ ーンスタイン指揮 アムステルダム ・コンセル トヘボウ管弦楽団

12月 侶 臼(木) ブルックナー 交響曲第9番

14:00-17:00 レナード・バ ーンスタイン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
ベー トーヴェン交響曲第9番

1レ ナード・バ ーンスタイン指揮 バイエルン放送交響楽団

京大 図書館ホームページ: http://www.kyljO.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。




