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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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京都 大学OPAC(オ ンライン目録)で 検 索できる資料

・雑誌 は中国雑誌等、特殊言語のものを除いたすべてが検索できます。

・図書は京都大 学全体 の蔵書 の約15%が 『京都大学OPAC』 で検 索できます。

　 OPACの 収録範囲は、学部によって異なっております。

　 収録範囲は『京都大学OPAC』 の上部にある「収録範囲」をクリックしてください。

　 附属 図書館 の目録カードBOXの 側壁 にも掲 示しておりますので、参考にしてください。

*『京都 大学OPAC』 で検索 してみつからない場合 は、カード目録を検索 してください。

(参考調査掛)

.冬 季休暇 中の図書 長期貸 出のお知らせ

冬季休暇中の図書長期貸出のお知らせ

開 架 図書 　 　 　 　12月10日(金)～12月24日(金)

庫 内 図書

　 院 生 ・教 職 員　 11月24日(水)～12月14日(火)

　 学 部生 　 　 　 　12月10日(金)～12月24日(金)

　　返却期限 は1月17日(月)で す。

(雑 誌は対象外です。貸出期 間の更新はできません)

(資料運用掛)

相互 利用 の申込み はお早め に1!

文献複 写や現物 貸借を他大学 に依頼ご希望の方はなるべく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。

とくに卒論、修論 などの 締め切 り間近の 方、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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開架される新聞について

11月1日 からあらたに中央 日報(台 湾)を、新聞ラウンジに配 架します。

また、タ刊も当日の タ方に配架 しています。

(資料運用掛)

図書の貸出更新について

期限 内にその図書を持ってきていただけれ ば、返却 日より2週 間の更新をしていましたが、11

月1日 から利用証だけで更新が可能になります。
カウンターで利用証を提示の上 、更新してください。

(資 料運用掛)

臨時休館のお知らせ

京都大学附属 図書館が創立百周 年を迎え、記念式典を行うため、下記のとおり月末休館 日を

振 り替えますのでお知らせします。

臨 時 休 館 する 日

平 成11年11月29日(月)… … 月末休 館 日の振 替

11月30日(火)は 、開館 します。

なお、公開展示会を同時開催 していますので、
11月29日 の休館 日も、3階展 示室 は公開していますが図書等の利用 はできません。

〈資料運用掛)

　　館内ではお 静かに!！！！

最近館内 での私語 が目 立つようです。』

　館内では静 かに して<ださい 。

携帯電話の使用は禁 止しています。使用する時は、図書館の外でお願いします。
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創立百周年記念公開展示会のご案内

附属図書館では、毎年秋、所蔵資料を中心とした展示会を開催し、学 内の教職 員や学 生だけ

でなく、一般市 民の方 にも広く公開しています。

昨年の古地図展も1000人 を超える来場がありました。

今年度は附属 図書館 創立百周年にあたり、秋季展示会をその記念事業として位置 づけ、「お伽

草子 」を取り上 げます。

お伽草 子は室 町から江戸時代初期 にかけてつくられた物語草子で、奈 良絵本と呼ばれる美 しく

彩色された絵入 り写本 や絵巻もあり、この附属図書館 にも多数所蔵 しています。

今回 は 自館所蔵資料に加え、文学部や総合人間学部の協 力を得 て、約100点 を展示します。

お伽草子を展 示する「物語の玉手箱」の他 に、お伽 草子の 白描画 に現代感覚 で着彩 した「お伽

草子 で遊ぶ」コーナー や、絵巻を連続 的にパ ソコン画面でみることのできる「電子展示」、講 演

題 目の『弁慶物 語』の特別パ ネル展示もあります。展示会、講演会ともに入場無料ですので、

是非ご参加ください。

(雑誌特殊資料掛)

京都大学附属図書館創立百周年記念公開展示会

お伽草子
◇物語の玉手箱◇

1999年11月24日(水)～12月7日(火)

午前10時 ～午 後5時(入 場は4時 半まで)土 ・日も開館 いたします。

附属図書館展示ホール(3階)入 場無料

記念講演会i

弁慶像の展開一御伽草子『弁慶物語』一 池田敬子氏(京都府立大学教授)

11月29日(月)午 後1時 半～3時 附属図書 館AVホ ール(3階)

墓六図書館亦=ム 遣一ジ  http://www.kulib.kyoto—u.acjp/



訂正

〈誤 〉

冬季休暇中の図書長期貸出のお知 らせ

開架 図 書 　 　 　 　 　 　 12月10日(金)～12月24日(金)

庫 内図 書

　 　院 生 ・教 職 員　　 11月24日 　(水)～12月r4日 　(火)

　 　学 部生　 　　 　　 12月10日(金)～12月24日(金)

〈正 〉

冬季休暇中の図書長期貸出のお知らせ

開架 図 書 　 　 　 　 　 　 12月 　 9日(木)～12月24日(金)

庫 内図 書

　　 院 生 ・教職 員　 　 11月24日(水)～12月16日(木)

　　 学部 生　　 　　 　 12月 　 9日(木)～12月24日(金)




