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Kyoto University Library No.40

　　2月 の 図 書 食官
発行:京 都大 学附属図 書館情 報サービス課

　　　 乙5〈1発行室　 1998.2」

記事 について のお問い 合わせ は

　　　　　　 　　　　 Td　 　　カウンター

参考調 査掛　　　　(753-2億3)　 7

資料運 用主卦　　　　　(753く2632)　 2～4

雑言志。牛姜直辮 控圭卜　　　　(-7ξ5∈3一二≧乏シ4()　)　　　　5

相互利用掛　 　　 (753-2638)　 6

　　　　　　 　　　　 編集:忽 那 ・橋 本

京都大学附属図書館開館日程表

　上記日程に変更のある場合はその都度掲示いたします。
■噛　顧■圃■　幽　圃　鰯 　聞　嶋6馳 画 ● 口閥一 騨　囎 廟 騨■　■ 　■r一 冒 凹　一 　酬　闘　一 ■　陶　一 　一　囚　國 　剛　一 　撃懸

◇◇　春季長期貸出のご案内　◇◇

開架図書　　　　　　　　　　3/18(水)～3/30(月)

庫内図書　　院生 ・教職員　　3/　 1(日)～3/14(土)

　　　　　 学部生　　　　　3/18(水)～3/30(月)

返却日はいずれも

学外者(研 究目的で、閲覧希望資料が当館にある場合に限る。)の 受付は、平日の9時 ～5時 です。

事前に照会のうえ、必ず身分証 をお持ち ください。　 (土 ・臼及び平日5時 以降は受け付けません。)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせ先:資 料運用掛(753-2632/2633)

京都大学附属図書館ホームページ  (URL http://www.kulib.kyoto-u.acio)



3階 　共同研究室開放中!!

　後期試験が始まりました。試験期間中、3階 の共同研究室(2室)を 閲覧席として開放

しますのでご利用ください。

　ちなみに、昨年の入館者数　第1位 　5612人2月3日(月)

　　　　　　　　　　　　　 第2位 　5407人 　1月27日(月)

この時期はたいへん混雑します。カバン等で席を占領しないよう譲り合って座りましょう。

　　　　　　利 用時 間　月 ～金　 9100～16=45

　　　　　　 (開放している目は、案内を掲示します)

1998年3月 で

卒業 ・修 了予定者および在籍期 限の切れ る方 へ

　本の貸し出しは、1998年3月29日(日)ま でで きますが、返却日 は1998年3

月30日(月)で す。返却を忘れないようご注意 ください。

　　　　　本 は3月30日(月)ま で に返却 して ください。

OPACで 読みた い本が見 つか った ら、

　書誌詳細画面の所蔵一覧 という所に注目してください。

どこにあるか(所 蔵館 ・配置場所 ・請求記号)、 貸出φか(状 態 ・期限日 ・予約)等 、そ

の本の情報 がでて います。附属図 書館の本は、その配置場所に請求記号順に並んでいます。

読みたい本 が見 つかったら、これ らの情報 をメモ して探 してください。

↓

OPACの 貸出「 状態」「期限日」 「予約」について

　OPACで 読みたい本の所蔵を翼ると、 貸出の 「状態」や 「予約」の有無が画面にでて

いますが、それは実際の状態とはちがっています。現閲覧 シスチム(本 の貸出 ・返却 ・予

約を行 うシステム)は 古 いシステムを使顯 して おり、OPACと 連動 していな いので、貨

出 ・予約状態はQPACで はわかりません。(附 属 図書館では4月 から新閲覧システムが稼

働 し、貸出 ・予約状態が菟 られ るようになります。)本 の貸出 ・予約状態を知 りたい場合

は、カウンターにおたずね くださ い。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (資 料運用掛)



1階 のOPAC端 末の利用について

　 1月 か ら新 しいOPACが 稼動 いたしま したが、みなさん使 って みられましたで しょう

か?

　 以前のものよりず いぶん使いやすくな ったとか、学内に所蔵していない図書 ・雑誌につ

いては、すぐに全 国版のNACSIS　 Webcatで 所 蔵を調 べることができるのでたいへん

便利だという声もききます。ぜひ、 このOPACを じょうずに使 いこな して、求める図書

・雑誌の所蔵検索のために役立てて くださ い。

　 このOPACは 、メンテナ ンス時 をのぞいて、24時 間稼動ですが、1階OPAC端 末は、

所蔵検索専用端末ですので他の目的には使用 しないでください。みなさんが使う端末です

ので、マ ナ ー を守 って くだ さ い 。

　具体的な検索方法については、画面上の利用の手引きをクリックしていただくと詳しく

でて いますので、参 照しながら使 ってください。 なお、このOPACで 検索でき るのは、

図書 ・雑誌の所蔵情報です。雑誌論文の検索はで きませんので ご注意ください。(雑 誌論

文の検索はCD-ROMの 雑誌記事索 引などで可能で す。)

　 OPACで 検索を終えられ た時は、電源 は切らず に、次の利用者のため に標準検索画面

に戻 しておいてください。　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 　　 ↓

出版年の古い図書についてはカー ド目録もあわせて検索してください。

検索でわからないことがあれば、カウンターへおたずねください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (参考調査掛)



開架雑誌の一部を移動 しました

　雑誌閲覧 コーナーに配架 している開架雑誌の1997奪 分を、製本雑誌書架に移動しまし

た。一部雑誌については、直接書庫に納庫され ます。移勤先については、製本書架の側壁

に表示があ りますので、参考に して下さい。

　また、理工学系外国雑誌センター館雑誌の1994年 分 もBNCへ の配架準備作業のため、

書庫に移動 しま した。利用の際は⑤カウンターまでお越 し下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (雑 誌　　・　　特殊資料圭圭ト)

国立大学図書館間共通閲覧証と紹介状について

　現在お手持ちの 『国立大学図書館間共通閲覧証』の利用期限は、平成10年3月31日

までです。来年度 も利用 を希望される方は、3月 中旬か ら申し込みを受付けます。

但 し、お渡 しは4月 に身分証の確認ができ るよ うになってか らになりますので御了承 くだ

さい。その際には、身分証の提示をお願い します。

《国立大学図書館間共通閲覧証》 とは?

　 下記の条件により発 行する公式の紹介状です。

1.利 用可能な方　 　　 　→　京都大学の教職員、大学院生以上の方

2。 利用可能な図書館　　→　国立大学、近畿地区の公立大学、大学共同利用機関

3。 有効期限　　　 　　　→　当該年度

4.受 付日、 発行日　 　　→　 随時受付、お渡 しは翌 日

　　　　　　　　　　　　　　　(月～金曜日　 9100～12:00,13:00～17:00)

尚、私立大学の利用には使用できません。(利 用のつ どに紹介状が必要です。)

　学部学生の方は、他の国公私立大学のいずれを利用される場合にも紹介状が野要です。

⑥カウンター又は所属学部図書室へお申し込みください。

　※ それから、紹介状を申し込まれ 「紹介状ができております。」と連絡しても受け取

りに来られない方が時々あります。申し込みを受け付けると栂手館に利用の可否を問い合

わせています。相手館に大変失礼になりますので、利用期間内に受け取りに来てください。

また、何かの事情で訪問できなくなる時は、必ず⑥カウンターまでその旨ご連絡ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (相互利用掛)




