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貸出予約、利用状況のチェックが 

ご自分でできるようになりました 
OPAC(蔵書検索システム) に新機能追加！ 

リニューアルオープンから１０ヶ月、 

新しいコミュニケーションの始まりです。 

図書館ニュース、リニューアル スタート。 

2005.11.01 第1号 

京都工芸繊維大学附属図書館 

ご存知ですか？ 本の貸出予約 

や、自分の貸出利用状況の問合せ 

が、パソコンからも携帯電話から 

もできるようになっているんで 

す。 

こんな大きい改善を大々的に 

キャンペーンもせずに、静かにス 

タートさせたのには理由がありま 

す。実はちょっとサーバー側ソフ 

トに問題があって、実際に使いな 

がら修正をかけていく、という形 

で始めていたからなのです。 

これは図書館内に設置されてい 

る蔵書検索用のＰＣでも利用でき 

ますし、もちろん自分のＰＣで 

も、Internetを利用できる環境であ 

れば使えます。そして、携帯電話 

からでも利用できるんですよ。 

たとえば予約。まず目的の本を 

検索します。それが貸し出しに 

なっていたら、そして研究室貸出 

でなければ、予約がかけられま 

す。ただ残念ながら、返却されま 

したという通知はまだできません 

ので、こまめにチェックしてくだ 

さいね。 

自分が何冊借りているかを調べ 

るのはもっと簡単。「利用問い合 

わせ」を使ってください。 

これらのサービスを利用すると 

きには、ＩＤとパスワードを入力 

しなければなりませんが、ＩＤは 

学生番号、パスワードの初期値は 

西暦生年月日ですから、そんなに 

面倒じゃないと思いますよ。パス 

ワードは、自分で自由に変更ができ 

ますから、安全のためにも変更をお 

勧めします。もしパスワードを忘れ 

てしまったら、カウンターに申し出 

てください。 

図書館からのちょっとしたお知ら 

せならミニ情報。普通のお知らせな 

らば、最新３件分が表示されます。 

活用してください！ 

PCからのOPACは 
http://opac.lib.kit.ac.jp/ 
携帯からのOPACは 

http://osirabe.net/opac.kit/ 

自分の借りている本の 

タイトルや返却期限は 

「利用問い合わせ」から 

借りたい本が 

貸し出し中なら 

「予約依頼を行う」へ



１０月から「日刊工業新聞」「日 

経産業新聞」「日経流通新聞」の 

３紙を新たに購読しています。こ 

れで、購読新聞の種類数が１１種 

類になりました。購読中の新聞 

は、次のとおりです。 

「朝日新聞」 

「毎日新聞」 

「読売新聞」 

「産経新聞」 

「京都新聞」 

「日本経済新聞」 
(以上、毎日発行) 

さらにLushは2003東京国際家具見 

本市アワード銀賞を受賞している 

優れものです。ぜひ一度お試しく 

ださい。 

グループで勉強するときや、レ 

ポート作成などにどうぞ。 

２階グループ学習室の３室とも、机 

と椅子を新しくしました。 

名 古 屋 の メ ー カ ー  “axona   AI 
CHI” 製、机がDT15シリーズ、椅子 

がLushで、どちらもグッドデザイン 

賞を受賞しています。 

Page 2 

図書館ニュース 

１階新聞コーナーがさらに充実 

「日経産業」など3紙を新規購読 

研修室に換気扇がつきました 

２階グループ学習室をリニューアル 

昨年、図書館は大改修工事を行いましたが、 

今年も少しずつ、少しずつ、リニューアルを 

続けています。「あっ！こんなところもちょっ 

と新しい！」を集めてみました。 

美しい設備です。申込不要。 

空席を自由にお使いください。 

ブラインドの取り付け位置も変更 

して、換気扇との間に隙間を設け 

ましたので、ブラインドを閉じた 

ままでも利用出来ます。 

なお、換気扇のついている窓に 

は、破損事故防止のためストッ 

パーを取り付けました。換気扇の 

取り付けられた窓は、研修室Ａは 

両方とも半分しか開きませんし、 

研修室Ｂは閉め切りとなっていま 

す。ご注意ください。 

多人数で利用する部屋なのに換気が 

悪く、妙な臭いがするなどと問題の 

多かった３階の研修室ＡとＢです 

が、このほど換気扇取り付け工事を 

行いました。研修室Ａ (広い部屋)に 

は二基、研修室Ｂ (狭い部屋)には一 

基、それぞれ窓の天窓部分につけま 

した。 

吸排タイプですので、紐スイッチを 

引く毎に排気→吸気→停止を繰り返 

します。ぜひご活用ください。 

「Japan Times」(月～土発行) 
「Asahi WEEKLY」(金曜発行) 
「日刊工業新聞」（月～金発行） 

「日経産業新聞」（月～金発行） 

「日経流通新聞」（月・水・金発行） 

このほか、寄贈されてくる新聞もあ 

ります。毎日の情報収集に、１階新 

聞コーナーをご活用ください。 

＊新聞は、１年間保存しています。



入館ゲートがスムーズに！ 

学生証の磁気を再読み込みします 

館内で飲み物が飲める場所って、どこ？ 

勉強するもよし、もの想いにふけるもよし、 

秋の図書館。 

ほっと一杯、コーヒーも、どうぞ。 
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それ以外の場所（１階Webブラウジ 

ングコーナーや雑誌閲覧室、製本雑 

誌書庫と２階・３階など）では決し 

て飲み物を飲まないでくださいね。 

食べ物（お菓子類も含む）は全館 

内で禁止です。 

大切な資料を汚さないためにも、み 

なさんのご理解とご協力をよろしく 

お願いします。 

１階に飲み物の自動販売機が設置され 

てから約１年。でも、どこなら飲んで 

もいいのか？どこで飲んじゃダメなの 

か・・・・・・よくわかりません。知 

りませんでした。という声を耳にしま 

す。 

飲み物OKの場所は１階自販機前のソ 

ファ周辺と自習室（３室）だけなので 

す。 

すぐに処理できます！ 

お早めにお申し出ください 

飲み物可能は、この図の水色部分のみ。 
1F他のコーナーや２，３Fへは 

持ち込めません！ 
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てもうまく入館できない方は、図 

書館カウンターに申し出てくださ 

い。学務課での磁気の再読み込み 

をご案内します。 

再読み込みの処理は学務課で行い 

ます。ピンク色の学務課宛依頼用 

紙をお渡ししますので、この用紙 

と学生証を学務課９番窓口に提出 

してください。 

入館ゲートのカード・リーダーで、 

学生証を何度スキャンしても読み取 

りがうまくいかないという現象が 

度々起きており、利用者の皆さんに 

はご迷惑をおかけしていました。こ 

のほど、学生証の磁気を再読み込み 

（上書き）したところ、読み取りが 

うまくいくことを確認しました。 

学生証の読み取りが悪く、何度やっ 

カ
ウ

ン
タ

ー
 

自販機 

自習室 
自習室 

自習室 

コーナー 
ＡＶコーナー 

アメニティゾーン 

当日の新聞 
校費用 

中央階段



現在、工繊大で利用できる主なオン 

ラインデータベース、電子ジャーナ 

ルをご紹介します。 

キャンパスネットワークに接続した 

パソコンからなら、ID、パスワード 

を入力することなく、自由に、無料 

で使うことができるものばかり。 

図書館のホームページトップ画面か 

らオンラインデータベース、電子 

ジャーナルの入口にリンクしていま 

す。 
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特集：オンラインデータベース、電子ジャーナルのご案内 

テーマから文献を探す必須ツール：オンラインデータベース 

使っていますか？ 

オンラインデータベースや電子ジャーナル。 

未体験の方もこの記事を読んでぜひ挑戦を！ 

オンラインデー タベース、電子 

ジャーナルへの入り口は、トップ 

ページ左下方、水色の枠内です。 

理工系の代表的データベース 
INSPEC 

英国のIEE(The Institute of Electrical 
Engineers) が作成している理工系 

の代表的なデータベースで、電気工 

学、電子工学、制御 ・ システム工学、 

情報工学から、科学一般、物理学、 

物理化学、化学物理まで広く扱って 

います。 

国内発行の文献を探すには 
GeNII(学術コンテンツ・ポータル) 
国立情報学研究所(NII)が提供する、 

広範囲の分野の文献情報，学術情報 

などをオンラインで提供する情報 

検索サービスです。  CiNii（サイニ 

化学関連情報を探す 
“SciFinder Scholar” 

CAS(Chemical  Abstracts  Service)が 

提供している化学関連情報を、Web上 

で検索利用できるようにした大学向 

けのデータベースです。これまで「雑 

誌」と「CDROM（CA on CD）」で購 

入していたChemical  Abstractsに代わ 

るものです。「CA on CD」では、年単 

位での検索しかできず、違う年度の検 

索を行うにはファイルの切り替えが 

必要でしたが、SciFinder Scholarでは 
1900年初頭からの全年度分を一度に 

検索できるので、とても便利です。な 

お、「CA on CD」の2004年版までは現 

在も使うことができます。 

イ）： 論文情報ナビゲータ、Webcat 
Plus （ウェブキャット プラス）：「連 

想検索機能」を使った効率的な図書 

の検索システム、KAKEN： 科学研究 

費成果公開サービス、 NIIDBR： 学術 

研究データベース・リポジトリの4 
つのデータベースから成り立って 

います。国内の学術情報検索には、 

欠かせないデータベースです。 

その他、エルゼビア社提供の科学・ 

技術・医学・社会科学分野の情報検 

索データベース“Scopus”、 

朝日新聞の記事全文を検索でき 

る、 “聞蔵 DNA for Libraries”も、 

とっても使いやすくて便利。ぜひお 

試しください。



デスクトップから雑誌のFull Textへ：電子ジャーナル 

本学で全文が利用できる電子ジャーナルは、 

1200タイトル以上に及びます。ぜひご活用を！ 
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電子ジャーナルは、多くが出版社や 

学会ごとにまとまって公開されてい 

ます。本学で利用できる主な電子 

ジャーナルには、次のようなものが 

あります。 
Science Direct 
エルゼビア社が提供する電子ジャー 

ナルで、ライフサイエンス分野の雑 

誌約380誌と、本学で購読している 

雑誌23誌の全文を見ることができ 

ます。 
Wiley InterScience 

ワイリー社の電子ジャーナル全て 

（約410誌）を利用できます。 
Springer Link 

シュプリンガー社の電子ジャーナ 

ル全て（約430誌）を利用できま 

す。 
ACS
American  Chemical  Society(ACS) 
が提供する電子ジャーナル。ACS 
のコア24誌の2005年までの全て 

と、他のACS  8誌の2000年以前分 

を見ることができます。 
OCLC ECO 
OCLC(Online   Computer   Library 
Center) 提供の電子ジャーナルサー 

ビ ス ECO(Electronic   Collections 

Online)。多くの出版社が提供し 

ている学術雑誌・専門誌へのアク 

セスを一本化したもの。Full  Text 
は、本学の購入雑誌を中心に15 
誌を見ることができます。 

APS, PROLA 
American   Physical   Society 
（APS） の提供している電子 

ジャーナル。現在工繊大で購入し 

て い る Physical   Review   B,E, 
Physical  Review  Lettersの全文を 

見ることができます。また、 
PROLA（Physical Review Online 
Archive）では、Physical   Review 
A,B,C,D,E、Physical Review Let 
ters、Reviews of Modern Physics 
の、18932000年の電子ジャーナ 

ルが利用できます。 
Nature Online 

附属図書館で購入している雑誌 
Natureの電子ジャーナル版。 

Science Online 
附属図書館で購入している雑誌 
Scienceの電子ジャーナル版。 

このほかにも、冊子版を購読してい 

れば、無料で利用できる電子ジャー 

ナルもあります。 

利用にあたってのご注意 

○同時アクセス数に制限があるもの 

もありますので、利用が終わった時 

には、Logoff ボタンなどを押して終 

了しておくようにお願いします。 

○アクセス中のものでも、一定以上 

の時間、 操作を行わないと、 終了され 

ることもあります。 

○ホームページに掲載されている、大 

量のダウンロード・印刷をしないこ 

と、個人の学術・教育目的以外の利用 

をしないこと、複製したり第三者に再 

配布しないこと、等の注意をお守りく 

ださい。これに違反する人があると、 

大学全体の契約を止められることも 

あり、多くの方に迷惑がかかりますの 

で、ご注意ください。 

○図書館のホームページ、電子ジャー 

ナルのページにリンク付きインデッ 

クスを作成していますが、雑誌の変更 

をカバーするのに時間がかかり、一部 

に正しく載せられていないものもあ 

ります。アルファベット順インデック 

スの他に、出版社・サイト別インデッ 

クスリンク集からもご利用ください。 

（情報図書係）



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

http://www.lib.kit.ac.jp/ 
(開館カレンダ、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) 

図書館が大規模改修工事を終え、リニューアルオー 

プンしてからはや１０ヶ月。その後も学生・教職員 

のみなさんにより親しんでいただき、活用していた 

だける図書館を目指して、設備の向上、環境の整備 

に努めております。 

このたび、図書館をより知っていただくため、２年 

ほど休刊していました「図書館ニュース」をリ 

ニューアル復刊いたしました。 

利用者の皆さんと私たち図書館とを結ぶ新しい糸と 

なれば幸いです。今後も定期的に刊行します。どう 

ぞご期待ください。 

きにくい三階などは保安確認も兼ね 

て、たくさんのかたの目で見ていた 

だいて、と思っています。決して監 

視しているわけではありません。だ 

から、このカメラに「ズーム機能」 

はありませんし、「音声」も収録して 

いません。また、改修工事前に設置 

していたような「ドーム式埋め込み 

型」のカメラもありません。堂々と 

「カメラはここです」とわかるよう 

になっているのです。 

入館されたらこのモニター画像を見 

ていただき、効率よく閲覧スペース 

を利用していただけたらな、と思っ 

ています。 

工繊大の図書館は、大学図書館とし 

てはちょっと珍しいものを館内に設 

置しています。四分割ディスプレイ 

が二台、一階のアメニティゾーンの 

壁に貼り付いているのでご存知とは 

思いますが、そこに表示している画 

像を撮影しているモニターカメラが 

それです。これだけあちこちが見ら 

れるようになっていて、それをまた 

利用者の皆さんから見られるように 

している図書館って、私の知る限り 

ちょっとなかなかありません。 

このカメラの設置目的は、館内の利 

用状況、空席状況をみなさんにお見 

せして、効率的に利用してもらおう 

というものです。と同時に、目の届 

モニターカメラは何のため？ 

空席探しにご活用ください！ 

モニタは玄関入って右手にあります


