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 Kyoto University Library No.9

4月 の 図書 館
発行;京 都大学附属図書館情 報サービス課

LSN発 行室 」995.4.6

記事 につい て のお問 い合わ せ は

貧　　カウ ンター

参考 調査掛(753-2636)⑦

資料 運用掛(753-2632)② ～⑤

雑誌 ・特殊 資 料掛(753-2640)(3階)

相 互 利用掛(753-2638>⑥

績 集:平 野 ・井上

ご入学おめで とうございます

京 都 大 学 附 属 図 書 館 開 館 日 程 表

17  18  上記 日程に変更のある場合はその都度掲示 いた します。21

春季長期貸出のご案内 一

開架図書3/18～ 返却 日はいづれ も

4/17(月)'で す
庫 内図書 院生 ・教職員3/1～

学部生3/20～

お 問い合 わせ先 二資料 運 用掛(753-2632/2633)



お待たせ しないOPACに 変わ ります。
 OPAC[TSS: Online Public Access Catalog / Time Sharing System

附属図書 館で は、従来 の 目録検索端末:OPAC(OPACμLIS)を 、2段 階に分 けてOPACITSS(誘 導型)に 切 り替えます。

4月 か らカウン ター前 の端末(8台)と 、地下書庫の2台 を切 り替えま した。8月 には、新 聞 ラウンジの端末(6台)

も切 り替 え る予 定です 。既 に従来型 に慣れた方 も、初め は取 り付 きに くい かも しれませ んが 、画面 の メ ッセー ジに従 っ

て検索 すれ ば、す ぐに慣 れていた だける はずで す。

「奥に ある端末 で使い に くか った」とい う人も、 こち らの端末で は、文 字入力 も比較的楽(従 来 とほぼ同 じ)に 行 うこ

とがで きます よ。

今回 のOPACの 変更 に よ り、
・検索 レス ポンスが速 くなる。テ ンポのある検索 ができ る

・和 洋 ・図書 ・雑 誌の フ ァイル指定が不要(必 要 に応 じて行え る)

・検 索の 中断 ・故 障 も少 な くな る(1台 の故 障 も全体に影響 しな い)

・所 蔵 デー タは京 大所蔵分 に限定(紛 らわ しさが な くな ります)

・書籍 の場 合、 出版年で限 定 して検索 もできる

以上の よ うな メ リッ トが あ ります。

なお 、大学院生以 上の方 は、研 究室で お使いの 端末か らで も接続 ・検 索でき るよう利用番号 を発行 して います。

※な お 「附属 図書館 オ リエンテー シ ョン第2部 」と して 、このOPAQTSSの

検 索講 習会 も実施 しま すので ご参加 ください。

(4月,8(火)～20(木)日)

[既 に利用番号 をお持 ちの皆様へ]

『User'sManual第2版 』を刊行 しま した。 ご希望 の方 は⑦番 カウンm、

また は附属図書館 参考 調査掛(内 線2636)ま で ご請求 ください。

(以上:お 問い合わせは参 考調査掛)

(お願 い)紛 失届は早い目に1

カー ドを紛失 した場合 は、必ずすぐに 「紛失届」を出 して下さい。す ぐに出さなかった為に落としたカー ドで他人に

本を借 りられて しまった人もいます。この本は結局、返 ってきませんで したのでカー ドを紛失 した人が弁済なさいまし

た。

カー ドは申請 から、約2週 間後 に発行 します。また、 「紛失届」を出 した後 、カー ドが見っかった場合も必ず届け出

て下さい。r紛 失届」を出している間は図書を借 りる事ができません。

なお、紛失したカー ドで、本(附 属図書館 ・総合人間学部とも)を 貸出中の場合、新 しいカー ドが作成できませんの

で、速やかに返却 して下さい。

(お願 い)カ ー ドは正しく1

入館 の時には必ずカードを 入館機に通 して下さ い。矢 印の方向に正 しく挿入 してもエラーメッセージが出る時や、入

館機の中にカー ドが引っかかる時は、作成 し直 しますので、御遠慮な くメインカウンターまで申し出て下さい。

(資料運用掛)



附属 図書館 オ リエテ ー シ ョンの

ご案 内

附属図書館では、新入 生を対 象に、下記のオリエンテーションを行い ます。

第2部 は在学生 の方 にも とて もお役にたつと思います ので、ふ るって ご参加下 さい。

第1部 附属図書館の利用 *第2部OPACITSS検 索につ いて

期 間：4月12日(水)～4月14El(金)

時間：1回 目　12:10～12:50

2回 目　 15:00～15:40

場所:附 属 図書館3F:AVホール

図書 館 の使い方 について、 ビデ オ等の資料

を用い て、わか りやす くご説明 します。

期 間:4月18日(火)～4月20日(木)

時 間:1回 目12:10～12:4⑪

2回 目15:00～15:30

蝪 所:附 属 図 書 館1F:カウンター 前 のOPAC端 末

京大の図書(1985年 以降受入したもの、開架図書

全て)と 雑誌(全 ての所蔵)の 検索について、ご

説明 します。

3Fカ ウ ンター を ご存 知 で すか?

エ レベ ー ターか、 オ レンジ色の階段で3Fま で上 がってみて くだ さい。

小 さいですがそ こには雑誌 ・特殊 資料掛の カ ウンターがあ ります。

貴重 図書 ・学位論文 の閲覧 、,リー ダー プ リンターでのマ イクロ資料の閥覧 ・

複写 、HRAF(HumanRelationsAreaFiles)の 利用、語学学 習のためのAVブ ース室の利用 な どの受 け付 けを し

てい ます。

語学学習 用の ビデ オやカセ ッ トテ ープは、9力 国語が初級か ら上級 まで色 々と

揃 って います。 ご自分 の レベルに合わせて学習 をすすめて下 さい。

4月 か らは新 しいAV資 料 もた くさん加 わ り内容 も充実 しました。講義 の空いた時間な どに どん どん利用 してみ て は

いかがで しょうか。

(新 しいテープの 内容 につ いては、1F・3Fカ ウ ンター にあ るAVニ ュースで紹 介 して います。)

雑誌 ・特殊資料掛(2640)



土 日も開けます
以前 よ り、利用者の 方か ら強 く要望 が出てい た土曜 ・日曜開館がや っ と・実現 しま した。

下記 の内容 によ り、実施 します 。

新 しい サー ビス内容
一 土 曜 目

地下 書庫入庫 検索 ・地 下書 庫 内資料 の貸 出(特 殊資料 を除 く)

TSS-OPACの 検 索(5月 よ りサー ビス開始 の予定で す)

図書 館利用証 の 申請受 付、交付 〔12:00-13:00は 休 止)

学外 者の受付(")

レ イックレファレンス(〃)

日曜日(5月 より開始の予定です)

開架図書 ・雑誌の貸出 ・閲覧のみ

開館 ・貸出 ・入 庫時間

ヒ撃
日

短縮 開館

1/6～1バ0

開鮪 間 陣 出●返覇 間 地下書庫の検索

9:00-21:009;30-19:00

10,00-17,00i10,細5,00{
10:00-17:0◎ 望0:30-15:00

9:00-12:00,13:00-19:00

ヨ0:◎0-12:◎0,雪3=0σ 一15:00

月 ～ 金9100-17:00

土 聾0:00-17:00

日10:00-17:00

9:30一 璽6:00

10:30-15:00

1◎:30一 ヨ5:◎0

9:00-12:00,13=0(}-16:00

10:00一 騒2:00,蟹3:00-15=00」

副7/21～8/縄

8/16～9ゾ101

1

月 ～ 金9:00-17:◎0

土

日1

9:30-16=OC

li

9:00一 麗2:00,筆3=00-16:00

全館 禁煙 です。
こちらも利用者からの希望 ・苦情を考慮して実施となりました。

4月 から閲覧ブロック内すべて禁煙で す。喫煙される方は、玄関前両脇の喫煙所でどうぞ。

☆(お 知 らせ)図 書館利用証を交付します★

附属 図書館で発行する図書館利用証(カ ー ド)は 、附属図書館と総合人間学部図書館両館の入館証 と貸出証を兼ねて

います。

95年 度学部学生 ・修士課程大学院生及び博 士課程大学院生の新入生の方は、申請用紙記入後、す ぐにその場でカー

ドを受 け取ることがで きます。

カー ドの交付は入学式の翌 日4月12日（水） から開始する予定で すので、利用案 内に挟んである 「京都大学図書館

利用証 交付申請書」に必要事項 を書き込み、学正 証と共に お持 ち下さい。

また、94年 度以前 に入学 ・進学された方の カー ドも作成保管してあ りますので、未だ交付 を受けていない方は、附

属図書館 にお立ち寄りの際に申請 して下さい。(但 し、博士課程の方 は、95年 度か ら一括作成を始 めましたので即 日

交付はできません。)

その他の方(教 職員 ・研修員 ・聴講生など〉の新規発行と、在籍期限更新 による再発行な どの場合 は、カー ド発行ま

でに1週 間程度かかります。

受付時間:9時 ～11時45分 、13時 ～16時45分

場 所:附 属図書館1階

(資料運用掛)




