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開館日程表

●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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オープンキャンパスのお知らせ

8月1で 日(月)、12日(火)の2日 間、京都大学は「受験生のための京都大学オープンキャンパス2003」

を開催 します。それ にともない、附属図書館も上記の2日 間、オープンキャンパス参加者の図書館見学

を実施いたします。館 内の混雑が予想されますが、ご利用の皆様には。あらかじめご了承お願い致し

ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参考調査掛

夏季休業中の学内図書館室の開館状況を掲載

8、9月 中の学 内図書館室の開館 日程を附属 図書館ホームページに掲載しています。通常の開館 日

程とは異なりますのでご注意ください。(学内図書館室案内→学内夏季開館(室)状 況一覧)

 http://www.kulib.kyoto—u.acjp/g _uide/libraries/summerhtm

参考調査掛

電子ジャーナルやデータベースは大学構 内で

附属図書館が提供しております電子ジャーナルやデータベース等の学内向けサービスは大学構 内の

学内LANに 接続された機器か らのみご利用 いただけます。夏季休業 中は大学に来ない方も多いと思

いますが、ご自宅等では利用できませんのでご注意ください。

参考調査掛

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
・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
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・博士論文の検 索 ・閲覧の方法

京都大学 博士学位論文は、附属図書館 の準貴重書庫に納められ ています。その検 索・閲覧

の仕方をご案 内します。

・検 索方法

京都大学 附属図書館のホームページの 「電子 図書館」に「博士論文論題 一覧」がありますので、

クリックしてください。
「内容か らの検 索」に、論題のキーワードや著者 名を入力して、Searchしてください。
候補が出たら、一つ選んでクリック。

閂覧の 申請には著者名、論題、請求記 号が必要です。

・閲覧方法

閲覧は事 前予約制をとっています(学 内の方は半 日前まで、学 外の方は1週 間前まで)。予約は1階

事務室内特殊資料掛で受 け付けますが、まずはカウンターでお尋ねください。

閲覧時間は平 日の9100～11=45、13:00～16:45で す。

複写には著者の許諾が必要です。複 写についての詳細 は相互利用掛または⑥カウンターにお尋ねく

ださい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊資料掛

研究個室・共同研究室の利用について

・研究個室(3F)1利 用時間:9:00～ で6:45

附属図書館の資料を使っての研究 ・調査 のために、研究個室(7室)が 利用できます。

1用資格は大学院生以上の方です。利用期間 は1～3日(更 新可)で す。

・共同砺究室(3F):利 用時間:9:00～16:45

教 官が行なうグループ・スタディなどのために、20名規模の共 同研究室(2室)が 利用できます。

利用資格 は、大学院生以上の方です。利用期間は半 日または1日(更 新可)で す。

利用に当たっては、1F② ③カウンターにお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 資料運用掛

AVブ ースの利用について

語学学習用のビデオ・DVD・音声用ブース(19席)を 設置しています。教材 は英独仏露

中韓伊西 および 日本語のビデオテープ・音声テープを用意しています。

また、映画 ・ドキュメンタリー等のDVDを 数十点、音楽CDを 数百点用意しています。

利用は 自由にできます(月 ～金9:00～16:45)。 貸 出はできません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特殊資料掛
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BLDSC料 金 変 更について

平成15年8月1日 より、BしDSC文 献複写料金 が値上 げされます。新料 金は、8月1日 以降

にBLが 提供したものについて適応されます。

7月 中に申込まれた場合でも、8月1日 以降の発送 になりますと、新料金が適応されます。

あしからずご了承ください。

相互利用掛

今 月の講習会[8月]

OPAC=OPAC基 礎 講 座(図 書 の 探 し方)

Web　of　Sci.=Web◎f　 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(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)

お 問い合わ せ 先:参 考 調 査 掛(Tel:075-753-2636/2637)

8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 　　 　ホームページ

 

:  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。




