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����新歓企画、図書館活用セミナー開催報告

　４月に新歓企画として「図書館体験ツアー」、「新
OPAC入門」を開催、計１７８名（機械システム工学
科専門導入科目の受講者を含む）の方が参加されまし
た。今後の利用にぜひ繋げていただきたいと思います。
　また、５月には図書館活用セミナーを開催し、学生，
教職員など計２４名の方が参加されました。参加者に
提出していただいたアンケートは、おおむね好評でし
たが、「分かりにくい」「物足りない」といった意見も
あり、今後の改善を図りたいと思います。この活用セ
ミナーについては、６月以降も「図書館活用セミナー
グループ版」で受講していただけますので、ぜひご参
加ください。

����図書館活用セミナーグループ版開催案内

　毎年恒例の「図書館活用セミナーグループ版」の開
催を今年も６月より受け付けます。これはお友達同士
や研究室の皆さんなどのグループを対象に、お好きな
時間にお好きなテーマで開催するプライベートセミ
ナーです。テーマは図書館活用セミナーで開催した３
テーマを中心ですが、その他図書館の利用法や文献・
情報の検索等に関して説明を希望される事柄があれ
ば、ご相談ください。
開催期間：２００１年６月～２００２年３月

（ただし、９月、１月を除きます。）

開催時間：平日開館日９時から１７時の間でご指定く

ださい。（１２－１３時は除きます。）

申込方法：開催希望テーマ、人数、希望日時を図書館

メインカウンターまたは内線７１８７まで

お知らせください。（開催希望日の１週間

前までにご連絡ください。）

開催場所：図書館３階生涯学習室またはセミナー室

開催テーマ

（詳しくは図書館ホームページをご覧ください）

・CD-ROMで探す雑誌論文・新聞記事
・Chemical Abstracts（ケミアブ）で探す化学情報
・OPAC・Webcatの活用と文献の入手
所要時間はいずれも５０分間です。

����電子ジャーナル関係のお知らせ
　たびたびお知らせしています電子ジャーナル*（オ
ンラインジャーナル）ですが、もうお使いいただきま
したでしょうか。現在も下記の通りトライアル等を予
定し、今後のタイトル数拡大に努めていきますのでど
うぞご期待ください。詳しくは図書館のホームページ
をご覧ください。
・ Springer LINK（Springer社の電子ジャーナル）

の試験提供について
　前号でもお知らせしましたが、平成１３年９月末ま
で、Springer 社の LINK（電子ジャーナル図書館）の
４８５タイトルが無料で利用できます。工繊大キャン
パスネットワーク内であれば、特別なログイン手続き
無しですぐに利用できます。どうぞご活用ください。
　詳しくは図書館のホームページに手引きを掲載し
ておりますので、ご覧ください。
・ エルゼビア・サイエンス社の

Science Direct試験提供について
　６月 1日から７月３１日までの期間限定で、エルゼ
ビア・サイエンス社の電子ジャーナルデータベース，
「Science Direct」のトライアル契約を結びました。
本学で購読しているエルゼビア・サイエンス社の雑誌
ほぼすべてが、フルテキストでダウンロードができま
す（過去５年分）。また、「ナビゲーター」の試用契約
も結びましたので、同社の各種データベースにアクセ
スして論文検索ができ、本学で購読していない雑誌に
ついても抄録を参照することができます。詳細は図書
館ホームページでお知らせします。
・ エルゼビア・サイエンス社の電子ジャーナルの

デモンストレーションについて
　６月下旬にエルゼビア・サイエンス社による電子ジ
ャーナルの利用についてのセミナーを開催いたしま
す。場所は附属図書館三階のセミナー室を予定してい
ます。実際の利用方法や利便性について、デモを見て
いただき、質疑応答の時間も設けますので、どうぞご
参加ください。詳細が決まりましたら、図書館ホーム
ページ、各メーリングリストへのポスト等でお知らせ
いたします。

*注　これまで図書館では「オンラインジャーナル」
という名称で広報してきましたが、今後はより一般的
に使われている「電子ジャーナル」という名称を使用
することといたします。



����ホームページの URL 変更

　図書館のホームページは近日リニューアルの予定です。それに伴い、以下のページの URL を変更します。
ブックマークやお気に入りなどに入れておられる方は、変更もしくは図書館のホームページリニューアル後に
再登録して修正してください。
ホームページ名 変更前のURL 変更後のURL
OPACページ
（既に変更）

http://133.16.108.11/ilis/search/
index.html

http://opac.lib.kit.ac.jp/

CD-ROM トップページ(近々
変更)

http://www.lib.kit.ac.jp/kensak
u/cdrom/top.html

http://www.lib.kit.ac.jp/cdrom/

電子（オンライン）ジャーナ
ル・トップページ(近々変更)

http://www.lib.kit.ac.jp/kensak
u/online/top.html

http://www.lib.kit.ac.jp/e-j/
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����図書の長期貸出のお知らせ
　夏期休業に伴う図書の長期貸出を下記の要領で実
施します。
貸出期限延長期間：
平成１３年６月２９日（金）～９月１日（土）
返却期限：平成１３年９月２５日（火）
対象資料：雑誌を除く一般図書

����夏期休業中の開館時間について
　夏期休業期間中（７月２１日（土）～９月１５日
（土））、図書館は平日１７時閉館になります。また、
土曜日は休館になります。ライブラリーカレンダーで
ご確認ください。また、作業等で臨時に休館すること
もありますので、掲示やホームページ等でご確認くだ
さい。

����新着図書紹介
　新着資料のうち、美術館より寄贈された図録をご紹
介します。

�なぜ、これがアートなの？
（水戸芸術館現代美術センター）

�水戸芸術館現代美術センター記録集１９９０-９６
（水戸芸術館現代美術センター）

�日本の夏 － １９６０-６４
（水戸芸術館現代美術センター）

�ＭＯＴアニュアル1999 : ひそやかなラディカリズム
（東京都現代美術館）

�ＭＯＴ アニュアル 2000 : 低温火傷
（東京都現代美術館）

�アングラ : 日本のポスターのアヴァンギャルド
1960-1980　　　（武蔵野美術大学美術資料図書館）

�眼のゆくえ、手の変幻 : 神奈川県立近代美術館所蔵
品から 　　　　　　　　　　　（三重県立美術館）

�パリのカフェと画家たち展 : モンマルトル,モンパ
ルナス,サン=ジェルマン=デ=プレ

（三重県立美術館）

����ライブラリーカレンダー
ゴシック体が開館日、下段の数字は開館時間です。変
更が生じた場合は掲示やホームページでお知らせし
ます。
2001年年年年 6月月月月
日 月 火 水 木 金 土

1
9-21

2
10-17

3
休館

4
9-21

5
9-21

6
9-21

7
9-21

8
9-21

9
10-17

10
休館

11
9-21

12
9-21

13
9-21

14
9-21

15
9-21

16
10-17

17
休館

18
9-21

19
9-21

20
9-21

21
9-21

22
9-21

23
10-17

24
休館

25
9-21

26
9-21

27
9-21

28
9-21

29
休館

30
10-17

＊ ２９日（金）は資料整理・設備保守作業のための月末休館日。
（月末日が土曜日のため繰り上げ）

2001年年年年 7月月月月
日 月 火 水 木 金 土
1
休館

2
9-21

3
9-21

4
9-21

5
9-21

6
9-21

7
10-17

8
休館

9
9-21

10
9-21

11
9-21

12
9-21

13
9-21

14
10-17

15
休館

16
9-21

17
9-21

18
9-21

19
9-21

20
休館

21
休館

22
休館

23
9-17

24
9-17

25
9-17

26
9-17

27
9-17

28
休館

29
休館

30
9-17

31
休館

＊ ２０日（金）海の日（祝日）のため休館。
＊ ２１日（土）より夏期休業のため平日は１７時閉館、土曜日は休館。
＊ ３１日（火）は資料整理・設備保守作業のための月末休館日。
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図書館ニュース　no.47

平成１３年６月６日発行

京都工芸繊維大学附属図書館

次号は８月発行予定です
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