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1階アメニティゾーン横にある自習室3室をこ 

のたびリニューアル。色合いの美しい、モダン 

なデザインの机とイスになりました。席の配置 

も以前より独立性が高くなり、より「自習」に適 

した部屋になりました。 

南に面して明るく暖かなこの3部屋を、どうぞ 

ご利用ください。 

自習室には・・・ 自習室には・・・ 自習室には・・・ 

飲み物を持って入ってもかまいません。ただ 

し、お菓子や食べ物はご遠慮ください。 

目次: 

蔵書検索システムOPACが 

新しくなりました 
2 

OPACでできることは 2 

豊富な機能が満載です 3 
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自習室１（西側) グリーンを囲んで 

自習室3（東側) オレンジ色のデスクがアクセント 

自習室3（東側) 周囲には独立性の高い席を用意 

自習室2（中央) アメニティゾ－ンから見たところ 

自習室2（中央) ハイチェアがユニーク。カフェのよう？ 

ノート ノート ノートPC PC PCの利用は・・・ の利用は・・・ の利用は・・・ 
無線LANによりキャンパスネットワークに接 

続可能です。(必要機器については情報科学 

センターHPをご参照ください。) 

自習室ですから・・ 自習室ですから・・ 自習室ですから・・ 
この部屋は、静かに学習するため 

の環境が求められます。グループ 

でのご利用は、2Fグループ学習 

室でお願いします。



蔵書検索システム 蔵書検索システム 蔵書検索システム “OPAC” “OPAC” “OPAC” が新しくなりました が新しくなりました が新しくなりました 

工繊大OPACは、学内の図書や雑誌のほぼ 

全てを検索できるシステムです。図書館に並 

んでいるものはもちろん、学科図書室や研究 

室に備え付けの資料や、誰かが借り出してい 

る資料も、全てが検索できます。 

「どんな資料があるか」「その資料が学内、館 

内のどこにあるか」「今その資料が使える状 

態かどうか」をすばやく知ることができるシス 

テムなのです。 

OPAC OPAC OPACでできることは でできることは でできることは 
OPACとは、Online Public Access Catalogの 

略称。つまり、コンピュータで誰もが検索でき 

る、図書館の蔵書目録のことです。 

「オーパック」と呼んでいます。 

ご利用は、インターネットに接続できるPCで 

図書館HPから利用できます。また、携帯電話 

からも利用できます。 
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OPACは、PCからだけでなく 

携帯からも利用できます。 

http://osirabe.net/opac.kit/ 
からどうぞ。 

3月1日に図書館業務システムを更新、蔵書 

検索システム “OPAC” が新しくなりました。 

従来の検索法を踏襲しながらも、便利な機 

能、より分かりやすいインタフェースが実現。 

ぜひ情報収集にお役立てください。 

所蔵状況を知る 
何冊あるか 

どこにあるか 
貸出中かどうか 
→予約をかける 

書誌情報を知る 
出版者、著者、 

出版年、件名など 

そのほか便利な機能 
利用状況の確認 
新着図書を探す 

学内にどんな資料があるのか 
(図書館・学科図書室・研究室) 
ほぼ全ての蔵書を検索できる 

クリックして 
検索語を入力 

限定的に検索するなら、 
それぞれのフィールドに 

“キーワード”フィールドで探す 
⇒書名、著者名、件名から 

置き場所 

貸出中かどうか 
貸出中：予約依頼へ 
研究室貸出中：カウン 
ターで問い合わせを 

請求記号の順番に 
書架に並んでいます 

上半分：所蔵情報 
何冊あるか 

どこにあるか



OPACでできることは、学内の図書や雑誌の 

検索だけではありません。 

検索結果を保存して自分だけのリストを作る 

こともできます (ブックマークと検索結果の保 

存)。貸出中の資料について予約をかけるこ 

ともできます (貸出予約)。自分が今、図書館 

の資料を何冊借りているか、また、期限はい 

つまでかを確認することもできます (利用問い 

合わせ)。今までカウンターで問い合わせなけ 

ればならなかったことも、このOPACを通して 

自分で簡単にできるのです。 

今後、学外への文献複写依頼、現物借用依 

頼も、OPACを通して依頼できるようになる予 

定です (ドキュメントオーダー、校費のみ)。ご 

期待ください。 

豊富な機能が満載です 豊富な機能が満載です 豊富な機能が満載です 

自分で変更してください。(パスワー 

ド変更はＰＣで行なってください。) 

学生以外の利用者の方、うまくログ 

インできない方などは、図書館カウ 

ンターまでお問い合わせください。 

貸出予約や、自分の利用状況の参 

照には、利用者IDとパスワードが必 

要です。 

学生の方は、利用者IDは学生番号、 

パスワードは生年月日 (西暦4桁： 

19850101など) となっています。 

パスワードは、安全のため、必ずご 

利用者 利用者 利用者ID ID IDとパスワードについて とパスワードについて とパスワードについて 

左フレーム 

「OPACの使い方」ボタンより 

詳しい利用法を参照できます。 
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利用者ID＝学生番号 
初期パスワード=生年月日(西暦4桁) 

(例：19850101) 
パスワードは安全のため必ず変更しましょう 

うまくログインできない方、教職員の方はカウンターまで 

「利用問い合わせ」を 
クリックして 

ログインすると 

こんなことが分かります 
・借りている資料のタイトルや 

返却期限 
・予約中の資料の状況 

(返却されたら「予約棚」に) 
・予約中資料の取り消しも可能 

パスワードは各自で 
必ず変更しましょう 

他大学への文献複写、現物貸借申し込みの際に使 

用する、「複写・貸借申込書」の様式を変更しまし 

た。図書館HPより、Word、pdfファイルでダウンロー 

ドできます。今後の依頼には、新様式をご利用くださ 

いますようお願いいたします。申込書のダウンロード 

は図書館ホームページ (http://www.lib.kit.ac.jp/) 右 

下部の「各種申込用紙」からお願いします。 

また、上記「豊富な機能が満載です」に述べましたと 

おり、OPACより、オンラインで図書館に複写・貸借依 

頼をしていただくことができるようになります (校費の 

み)。詳細は追ってご連絡いたします。 

(主な変更点) 

校費で依頼される場合、研究経費か教育経費かを 

チェックしていただく欄を設けました。可能な限り、予 

算詳細コードまでご記入をお願いします。 

私費で申し込まれる場合、住所の記入が不要になり 

ました。 

下部の図書館確認欄も変更し、事務処理の効率化 

も図りました。 

複写・貸借申込書の様式変更について 複写・貸借申込書の様式変更について 複写・貸借申込書の様式変更について



することができます。 

文献間にある引用のリンクをたどることによ 

り、通常のキーワード検索では見逃すような 

関連情報を効率的に集めることができ、研究 

者にとっては、自分の研究の発展方向を探る 

ことができます。世界中に溢れる情報の中か 

ら、貴重な時間を浪費することなく、最短距離 

で必要な情報を入手することができます。 

・3月2日（木）15時-16時30分、このトライアル 

についての説明会を開催します。(附属図書 

館３階グループ研究室にて) 

参加できなかった方には、資料残部をお渡し 

します。ご希望の方はカウンターまでお知ら 

せください。 

・このトライアルについて、また本学の電子 

ジャーナル、データベースの導入について、 

ご意見、ご感想、をお尋ねしたく、アンケート 

を実施しています。トライアル利用されました 

ら、アンケートにぜひご協力をお願いします。 

(アンケートは図書館HPに掲載しています。) 

学術文献データベース Web of Science のト 

ライアルを実施します。日本の主要機関を含 

め、世界中の研究機関で研究情報基盤とし 

て利活用されている Web of Science を、こ 

の機会に是非お試しください。 

☆トライアル期間：2006年3月1日－3月31日 

☆接続先URL：http://isiknowledge.com 
(図書館HPよりリンクされています。) 

☆学内LANに接続されたパソコンから 

利用してください 

Web of Scienceとは・・・ 
自然科学、社会科学、人文科学全般の高品 

質な雑誌から抽出した引用文献情報が搭載 

されているデータベースです。最近重要視さ 

れている、雑誌の“インパクトファクター”も、 

Web of Science の引用データを用いて計算 

されています。 

引用文献情報を搭載しているので、 「ある 

文献がどんな文献を引用しているか」「ある文 

献がどんな文献に引用されているか」といっ 

た、引用、被引用情報をクリックひとつで参照 

学術文献データベース 学術文献データベース 学術文献データベース “Web of Science” “Web of Science” “Web of Science” トライアルのお知らせ トライアルのお知らせ トライアルのお知らせ 

Tel.  075 (724) 7191 
Email  uli7191b@jim.kit.ac.jp 

http://www.lib.kit.ac.jp/ 
(開館カレンダー、お知らせ、利用方法) 

http://opac.lib.kit.ac.jp/ 
（蔵書検索、予約、利用状況確認) 

http://osirabe.net/opac.kit/ 
(携帯サイト：お知らせ、蔵書検索、予約、利用状況確認) 

春の息吹が感じられる季節となりました。 

自習室のリニューアル、OPACのバージョンアップ 

など、春に向けてまた少し新しくなった図書館。新 

しい季節のスタートを快適に過ごすお手伝いを少し 

でもできたら、と思います。 

春に向けて、学生の皆さんの学習に直接役立つ資料 

がどんどん入ってきます。どうぞお楽しみに。これ 

からも図書館と“知”の世界を楽しんでください。 
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学術文献情報・研究評価の 

グローバル・スタンダード、 
Web of  Science。 

期間限定トライアルです。


