
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

Library Service News No. 101

京都大学附属図書館情報サービス課

京都大学附属図書館情報サービス課. Library Service News No. 101.
Library Service News 2003, 101

2003-07

http://hdl.handle.net/2433/190850



LSN　 2003年7月 号(No.101)

灘

一
　　　Hの稱%に ついて
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NACSl鎧ebcatの 図書館名表示がアルファベ必1こ?

電子ジャ髄 の適一 て
ム月の警　 会
ム月のシネマ・クラシック&CDコンサート

◇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

w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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長期貸出のご案内

開架図書　 　　　　 　　7月23日(水)～9月22日(月)

庫内図書 　教職 員・院生　7月6日(日)～9月5日(金)

　　　　　 学部生　　　 7月23日(水)～9月22日(月)

返却期限 日はいずれも10月8日(水)で す。なお、雑誌は対象外となります。

上記期間中に貸し出した図書については更新できません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 資料運用掛

夏季休暇中の夜間開館について

夏季休暇中の平 日(月 ～金)は 、通常通り9:00～22:00の 開館 となります。
土 日は閉館 します。

　 期間:8月6日(水)～9月30日(火)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料運用掛

夏季休暇中の紹介状の申請はお早めに

夏季休暇中は、相手大学が休館で紹介状発行に時間がかかる場合がありますので、

余裕をもって早めにお申込みください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相互利用掛

夏季休暇中に学生証で利用できる大学

以下の大学では、夏季休暇中は学生証により図書館を利用できます。
帰省先での勉学にご利用ください。

　 北海道大学 ・東北大学・名古屋大学・大阪大学・神戸大学・九州大学

また、東京大学は夏季休暇中有効な紹介状を発行できますので、相互利用カウンターで

お申込みください。

ただし、いずれも利用は附属図書館に限られますので、該当大学でも部局図書室などの
利用については、通常通り紹介状が必要です。

訪問する祭は必ず学生証を携帯し、利用する図書館の規則を遵守してください。
なお、京都大学はセメスター制を導入しましたので、夏季休暇の期間が利用先大学と異

なる場合がありますが、利用できるのはあくまでも利用先大学の夏季休暇期間ですので、
ご注意ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相互利用掛
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毎 日新聞CD-ROMが より使いやすくなりました

これ までは複数年を記 事検索の対象 とする場 合、面倒な操作が必要でしたが、検索ソフトの

改 良により見やすく使 いやすくなりました。画面の切り替えなども以前よリスムーズです。

附属図書館1Fサ イバースペース8番 のパソコンでご利用ください。

また、朝 日・毎 日新聞CD-ROMの2002年 分が入りました。現在、サイバースペースのCD-ROM

専用端末で検索可能な新聞記事検 索データベースは以下の通りです。

日経新聞1990-2001

毎 日新聞1991-2002

朝 日新聞1993-2002

朝 日新聞(戦 前)

讃費新聞 明治 ・大正 ・昭和(戦 前)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考調査掛

NACSIS　 Webcatの 図 書 館 名 表 示 が アル ファベ ットに?

京 都 大 学OPACで 探 している資料 が 見つか らず 、「NACSIS　 Webcat検 索開 始 」ボタンか ら検 索 した

場 合 、所蔵情 報 の 図書 館 名 が 「KIYOUDAI」 の ように表示 され ます。これ は最近.　Webcatの

English　versionが 更新 され たため です 。この ような場 合に は京 大OPACの 「NACSIS　 Webtat検 索開

始 」ボタンは 使 わず にWebcat日 本 語 版(http・:webcat.nii.acjp∠)をご利 用 いただくか 、あるいは

下記 の ようにURLのeng/の 部 分 を取 るなどしてください。

英 語版htt//webcat.nii.ac/c　 i‐bin/en　5hS　r◎cつid=ANOQO60746

↓

日本 語版 一 爆 鍵=幽2型 …魍oo6074Ω

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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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今月の講習会【7月]

OPAC=OPAC基 礎講 座(図 書の探 し方)

Wab　of　Sci.=Web　 of　Science講 座(海 外論 文T一 タベーズWeb　 of　Science"の 検 索方法)

穀棄 瓢雑誌 翫i事索 引講座(日 塞語 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)

1日 　 H 月　　　li　　 火　　　ll　　 水一　　 il　　 木　　　il　　 金　　　il　土
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電子」 OPAC
一 一
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雑索 Webσf　 Soi. 電子J
13:30-14100 15:30-16:10 1唾=00-11・
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13=3〔ト14:00 11:00-11:30
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休館 日 電子J Web　 oぐSoi.

(海の 日) 11:00-11:30 13:30-14:1

15:30-16=00 16:20一 η=00

27 28 29 30 31

雑索 月末休館 日 　 　

11:30-12:00

16:30-17:00

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、附属図書館3階AVホール)

～シネ マ・クラシック～

フ月3日(木)

第1回 上 映14;:11　 F=10

第2回 上 映16:30-18:40

『ア パ ッチ 砦 』1948年 アメリカ作 品

　 監督:ジョン・フォード 主演;ジョン・ウェイン

『

　1

～OD四 ンサ→ ～

7月 沁 日(木) ペートーヴェン ピアノ協奏曲第1番 ～第5番
14:00-17:00 ダニエル ・バ レンボイム(ピ アノと指揮)　 ベル リン・フィルハ ーモニー 管弦楽 団

ラフマニノブ ピアノ協奏曲 第1番 ～第2番

ゾルタン・コチ シュ(ピアノ)　 サンフランシス コ交響 楽団(エF・ デ ・ワール ト指揮)

7月17日(木) ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番
1a:oo-17:00

マル タ・アルゲ リッチ(ピァノ)　 ベルリン放送交 響楽 団(リッカルド・シャイー指揮)

イタリア・バロック・オーボエ協奏 曲集
ハンスイェル ク・シェレンベ ルガー(オ ーボエ)　 イタリア合奏団

7月24日(木) ショパン ピアノ・ソロ作品全集
14:00-17:00 ニキタ・マガL7フ(ピ アノ)

＊8月のシネマ・クラシック中止のお知らせ

8月上映予定の『森は生きている』は、会場の都合により中止にさせて頂きます。

京大図書館r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。




