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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

・図書館利用証の発行について

・明治 ～昭和麟期の斬聞CD-RO赫 が使いやすくな弓ましたi

・全学共通科 郎 情報探索入 門」のご案 内

・開架雑 誌の移動をしました

・相互 利用 のご案内

・本の探 し方、教えます!rQPAC基 礎 講座 」

・今 月の講 習会

・今 月のシネマ・クラシック&COコ ンサート

　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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◎図書館利用証の発行について

＜新入生 ・新院 生＞〉

学生証がそのまま図書館利用証になります。

最初に来館された際 に「京都大学附属図書館利用証交付申請書」を提出してください。
これを提出されないと図書の貸出はできません。

手続きをお忘れなく。

＜教職 員(磁 気カードの 身分証をお持ちの方)＞

職員証がそのまま図書館利用証になります。

手続きは不要 です。

上記以外 の方 は、附属図書館にて図書館利用証を発 行・交付 いたします。

身分証をお持ちのうえ、インフォメーションカウンター(平 日9:00～16:45)ま でお申し出ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料運用掛

　明治 ～昭和前期の新聞CD-ROMが 使いやすくなりました1

附属 図書館1階 サイバースペースに、CD-ROM・DVD専 用の端末が2台 入りました。

従来 は7番 カウンターが開いているときしか使 えなかった「明治の護責新聞」「大正 の

讃費新聞』「昭和の讃費新聞」「朝 日新 聞戦前 紙面データベース」が 、開館時間中はこの

端末からいつでも使えるようになります 。どうぞおおいにご利用ください。

(注:利 用規程 により、本文のダウンロードはできません。プリントアウトされる場合は、

用紙をご持参ください。)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考調査掛

　全学共通科目「情報探索入門」のご案内

全学共通科目「情報探索入門一図書館とインターネット情報 の活用 一」は、論文 ・レポ
ートを書 くための文献 ・情報収集や情報 活用技術を演習によって習得することが主な目的

です。6人の先生方の リレー形式で行われ、演 習には図書館 司書が協 力します。文系理系

を問わず、これ から論文 ・レポートを作 成される方 はぜひ受講をお薦め します。詳 しくは、

『全学 共通科 目授業内容』のシラバスをご覧ください。

　 A・B群2単 位 前期 対象回生:2-4回 生 対象学生:全 学 向 曜時限:金5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参考調査掛

憩開架雑誌の移動をしました

開架雑誌のうち1997年 分を地下書庫に移動しました。これにより1階開架雑誌mナ ーに
配架されている雑誌は1998～2003年 の6年 分です。なお、外国雑誌センター館雑誌につい
ても、同じく6年分が1階 に配架されています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特殊資料掛
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・相互利用のご案内

相互利用カウンターでは、他大学との相互 利用サービスを行っています。これは、お探し

の資料が京都大学の図書館(室)で入手できないときに利用できます。

相互利用サービスには主に文献複 写、現物貸借、訪問利用の3種 類 あります。

・文献複写 … 他大学の図書館から必要な論文の複 写を取り寄せる

　・現物貸借 … 他大学の図書館 から図書を借りる

　・訪問利用 … 他大学の図書館を直接訪問し、所蔵 資料を閲覧するための紹介状を発行する

いずれも京都大学の所蔵の有無を確 認してからお申込みください。1980年 代 以前の 図書 に

ついては、OPACだ けでなくカード目録でも確 認してください。

京都大学に所蔵がないことを確認 したら、他大学に所蔵 があるかどうかを、調 べてください。

他大学の所蔵の有無はNACSIS　 Webcat(http://webcatnil,ac諭/)で 確認できます。また、
OPACの 画 面で検索値を入 力後、　NACSIS　 Webcat検 索開始ボタンを押すことでも、検索できます。

検 索されましたら、書名の後ろに<BA　 　 　　>等 の番号 がありますので、その番号をお控えください。

いずれの利用も相手館の都合によりますので、日数等余裕をもってお申込み ください。

な　　文献複写 、現物貸借 は有料のサービスです。

相互利用 に関するお問合せは、6番カウンターまでどうぞ。

相互利用掛

・本 の探 し方 、教 えます1「OPAC基 礎 講 座 」

「OPAC基 礎講座」では、京大OPAC(オ ンライン京都大学蔵書 目録)の 使い方を、基礎

から丁寧に説明します。実習形式で、実際にOPACに 触れながら、図書 ・雑誌検索の基

本が習得できます 。「OPACっ て何?∬ 本とか雑誌ってどうやって探す の?」 という

新入生のみなさんも、「OPACは 知ってるけど使い方がよく分からなくて… 」という方も、

どうぞお気軽 にお越 しください。

この講座は 、年間を通 じて開講しています。マ回30分 、予約は不要です 。ご都合 のよろ

しいときに、いつでも何度でも受講できます 。開始5分 前までに⑦番(参 考調査)カ ウ

ソ 　 前 にお越しください。詳 しい 日程 は、館 内各所の掲示もしくは下記のURLで ご確 認

くたこい。

 http://wwmkulib.kyoto—u.acjp/lesson/schedule.html

附属図書館では「OPAC基 礎講座」以外にも様 々な講 習会を実施 します。このLSNや 館 内の

掲示、図書 館ホームページなどで紹介していきますので、ふるってご参加ください!

参考調査掛
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御今 月の講 習 会[4月]

OPAC=OPAC基 礎講座　どなたでもご自由にご参加ください。
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※予約は不要です。開始5分 前までに7番(参 考調査)カ ウンター前 にお集 まりください。

※新入生オリエンテーションは3階AVホ ールへお越しください。

参考調査掛

磯今 月のシネマ ・クラシック&CDコ ンサ0ト

場所:附 属図書館3階AVホ ール
～シネ マ・クラシック0

4月10日(木)

第1回 上 映14:00-15:55

第2回 上 映16:00-17:55

r巴里の空の下セ0ヌ は流れる畑 年 フランス作品　 1

監督ジユ励 層デビビエ　 　 　 　 　 　 　 il

～ω ロンザーみ～

4月17日(木)

　　 14:00-17:00

シュー マ ン ピア ノ作 品 集

ウラジミール ・アシュケナージ(ピアノ)

スヴャトスラフ・リヒテル(ピアノ)
一

ブラームス クラリネツト五重奏曲 ほか

4月24日(木)

　　 14:00-17:00

ザビーネ・マイヤー(クラリネット)ウ ィーン弦楽六重奏団

ウィー ン.わ が 夢 の 街

プラシド・ドミンゴ(テノール)

ユリウス・ルーデル指揮　イギリス室内管弦楽団
陛 一一一

幽 大 　 　 　ホ ー ム ペ ー ジ ・ntt://www .kufib.k　ot。一一u.ac.i/

牌*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。




