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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
・3階閲覧室開室時間延長のお知 らせ

・冬期休暇中の長期貸出のご案 内

・学生希望購入について

・京大OPAC検 索画 面の」リンクメニューにWebcat　Plusと My Libraryを追加 しました

・今月の講習 会[11月]

・電子ジャーナル の適正な利 用について
・相互利用のお申込みはお早 めに

・公開 企画 展まもなくオープン！！

開館 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、その翌 日(翌月)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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3階 閲覧室開室時間延長のお知らせ

11月 から、3階 閲覧室(情 報端末室含む)の 開室時間を、従来の[9:00～21:00]か ら[9100～21130]

に延長することになりました。どうぞご利用ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 資料運用掛

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(日)～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1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

学生希望図書購入について

学内の図書館 ・室 に所蔵されていない図書で、卒業論文の参考 文献 として必要なものや教官が

推薦するもの、図書館 の蔵書として推薦したいものがございましたら、学生希 望として申し込んで
いただけます。

申込者対象は、学部生 ・院生(準 学生:聴 講生 、準院生:研 修員研究員を含む)で す。新聞コーナ
ーの掲示板付近 に「学生希望図書 申込書」を常置しておりますので、必要事 項をご記入のうえ傍

の 申込箱に入れ てください。申込結果は掲示板 等でご確 認ください。

購入できるのは、2,000円～15,000円 の 図書です。

どうぞリクエストをお寄せください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 資料運用掛

京 大OPAC検 索画 面 のリンクメニ ュ0にWebcat　 PlusとMyLibraryを 追 加 しま した

OPAC検 索 画 面 の 左側 にあるリンクメニューに 「Webcat　Plus」と「京 都 大 学MyLibraryJへ の リンク

を追加 しました。VUebcat　Plusは 、国立 情 報学 研 究所(NIDが 提 供 して いるサ ービスです 。対象 は

現 在 のところ日本 語 の 図書だ けですが 、目次 や 、帯 ・カバー 等 に書 かれ てい る内 容情 報 も収 録 さ
れ ています。一 度 お試 しください 。

Webcat　 Plusに つ いて、詳 しくは下 記URLを ご覧 ください 。

 http://webcatplus.nii.ac jp/

MyLibraryに つ い ては下記URLを ご覧 ください 。利用 申請 受付 中です 。

 http://www.kulib.kyoto-u.acjp/MyLib/enter.html

(京 都大学N{yLibraryへ の リンクボタン)

参考調査掛
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今 月の講習会[11月]

OPAC=OPAC基 礎講座(図 書 の探 し方)

Web　of　Sci.=Web　 of　Science;,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0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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お問 い合 わせ 先:参 考 調 査掛(Tel:075-753-2636/2637)

電子ジャーナルの適 正な利用について

最近、電子ジャーナルの利用 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 目的、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

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ご依頼の方は、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、時間的余裕をもってお申し込みください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 相互利用掛
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公開企画展まもなくオープン1!

附属図書館では、今年も下記の要領で公開企画展を開催します。

今年は「和算の時代一日本人の数学力をたどる一」をテーマに、本学理学研 究科教授上野健爾

氏の指導と助言を得て準備しています。

和算は、わが国で江戸時代に独特の発展をした数学で、日本人の数処理能 力の向上に大きく貢

献したとされ、明治時代になって.学 校で教える数学は西洋の数学になりましたが、西洋の数学

の受容がスムーズ に進んだのは、和算で培われた数処理能 力の結 果とみられています。多数の

ご来観をお待ちしています。

なお、詳細は附属 図書館のホームページに掲載 しています。

 http://ddb.libnet.kulib.kyoto—u.ac.jp/tenjikai/2003/wasan.html

記

テーマ:　 　 和 算の時代 一日本人の数学力をたどる一

内 容 二　 ① 「数」のある風景

　　　　　 ② 数学力の原点一一32の 塵劫記

　　　　　 ③ 和算の誕生と進展

　　　　　 ④ ひろがる和算 の世界

　　　　　 ⑤ 和算か ら洋算ヘ ー佐藤文

開催期間:平 成15年11月8日(土)～ 平成15年12月7日(日)

　　　　　　 (休館 日:11/10(月)・17(月)・25(火)、12/1(月)の4日 艮

開催会場:思 文閣美術館(京 都市左京区田中関田町2-7)

入館料:　 大学生以上(400円)、 高校生(300円)、 中学生以下(無 料)

　　　　　　 *京都大学の教職員・学生は、職員証・学生証の提示により無料になります。

主 催:　 　 京都大学附属図書館 ・思文閣美術館

後 援:　　 朝 日新聞社

指導と助言:上 野健爾教授(京 都大学 大学院理学研究科 ・理学部)

[記念講演会]

第1回

日 時:　　 平成15年11月8日(土)午 後2時 ～4時

会 場 二　 　 思 文閣美術館

　　　　　　 *先着120名 までとさせていただきます。

　　　　　　 *入場券で参加できます。

　　　　　　① 「面積って何だろう」(中高生 ・一般向)講 師=上 野健爾 氏

　　　　　　② 「幕末の数学 者 小野友五郎 」 講 師:鳴 海 風氏(小 説 家)

第2回

日 時:　 　 平成15年11月13日(木)午 後1時30分 ～3時30分

会 場:　 　 京都大学附属図書館AVホ ール

　　　　　　 *講 演は無料です。

　　　　　　「和算か ら洋算へ」(大学生 ・一般向)　 講師:上 野健爾氏

京太図童　ホームページ

 

: http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/
***こ のしSN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。




