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京都工芸繊維大学附属図書館 
第10号 

毎年開催しています「図書館活用セミナー」を、今年も6月に開催します。 

「図書館活用セミナー」は、電子ジャーナルや学術文献データベースの使い方について、専門の 

講師を招き詳しくご説明するものです。 

調査、研究活動に欠かせないツールとなった電子ジャーナルとデータベース。これから初めて利 

用される新4回生、大学院生の方は、この機会にぜひ、基本的な使い方をマスターしてください。ま 

た、すでにご利用の皆さんも、豊富な機能を知るチャンスです。 

今年度は実習形式のセミナーも予定しています。ご期待ください。 

詳しくは、p.2からの記事をご覧ください。 
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貸出予約をOPACから 

どうぞ！ 
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新着図書続々配架中です 新着図書続々配架中です 新着図書続々配架中です 
4-5月にかけて、学生用図書の整理を進め、約300冊の資料を登録しました。1階エレベータ西側の「新 

着図書コーナー」に展示しているほか、すでに各階の図書資料ゾーンに配架しています。今回整理した 

図書は、シラバス（18年度）に掲載されている図書や各部門の先生方からの推薦図書など、学生の皆さ 

んの講義・研究内容に直結したものばかりです。どうぞご利用ください。 

新着図書を検索するには、OPACの左側フレーム「新着案内」から、2006年4月、2006年5月を選んで 

表示させてみてください。 

新入生対象オリエンテーションを実施しました 新入生対象オリエンテーションを実施しました 新入生対象オリエンテーションを実施しました 
入学式翌日の4月6日より３日間、新入生対象のオリエンテーションを実施しました。 

図書館についてコンパクトにご案内する、「図書館１０分ガイダンス」（自由参加）を開催、館内の 

案内および蔵書検索システム「OPAC」について解説しました。約180名にご参加頂きました。 

また、課程との連携として、教員からの依頼をうけ、講義時間を利用してのガイダンスも行いまし 

た。4月20日から5月17日にかけて、応用生物学課程（約60名）、機械システム工学課程（約90 

名）、応用化学系（約180名）の1回生の皆さんに、「図書館10分ガイダンス」・「OPAC入門」・「テー 

マから探す文献検索の実際」の3つの内容についてご説明しました。図書館の基本的な機能や使 

い方、図書や雑誌論文の検索方法などについて、実演を交えて解説し、長時間の説明になりまし 

たが、熱心に聞いていただきました。今後の学習、研究活動にぜひ生かしていただければ、と思 

います。 新入生対象オリエンテーションの様子 
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６月開催！図書館活用セミナーにご期待ください 

創立記念日事業「図書館所蔵の貴重資料展」を開催しました 創立記念日事業「図書館所蔵の貴重資料展」を開催しました 創立記念日事業「図書館所蔵の貴重資料展」を開催しました 
5月27日、28日の2日間、大学創立記念日事業の一環として、「図書館所蔵の貴重資料展」を開催しまし 

た。「名所図会：都のにぎわい」「テキスタイルデザイン 明治から昭和へ」の二つのテーマで当館所蔵図書約 

50点を展示し、うち半数は、実際に手にとってご覧いただけるようにしました。普段は書庫や貴重図書室に 

納められていて、なかなかご覧いただけない資料を公開したということもあり、二日間で合計約160名にご来 

場頂き、盛況のうちに終了しました。 

これからも機会を見つけて図書館の資料をご紹介できればと思っています。どうぞご期待ください。 
貴重資料展の様子 

新しい本でいっぱいの「新着図書コーナー」



CAS(Chemical Abstracts Service) が提供している化 

学関連情報が検索できるデータベースです。雑誌論 

文、特許情報、化学物質情報など、1907年から現在ま 

での情報が収録されています。論文著者名やキーワー 

ドのほか、物質名や構造式など、多角度からの検索が 

可能です。特に、化学系の学生さんには必須のデータ 

ベースです。ぜひこの機会に使い方をマスターしてくださ 

い。専任講師を招いて解説します。 

1 1 1：化学情報データベース ：化学情報データベース ：化学情報データベース “ “ “SciFinder Scholar SciFinder Scholar SciFinder Scholar” ” ” 
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電子ジャーナルやデータ 

ベースを使ったことのない 

みなさんは、図書館ホーム 

ページからアクセスしてみて 

ください。トップページから、 

「学術情報を探す」をクリッ 

クすると、全般的ガイダンス 

が見られます。 

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

2 2 2：電気・電子系データベース ：電気・電子系データベース ：電気・電子系データベース “ “ “INSPEC INSPEC INSPEC” ” ” 
図書館活用セミナー 図書館活用セミナー 図書館活用セミナー2007 2007 2007 

詳しい検索方法をマスターしてください。今年は、実 

習形式で開催します。参加申し込みをお願いしま 

す。 

英国電気学会が作成している電気・電子・制御・情 

報工学関連のデータベース、INSPEC。工繊大OPAC 

へのリンク、電子ジャーナルやインターネット・リソー 

スへのリンクなど、さまざまな機能を備えています。 

1969年のデータから検索できる有用なDBですが、 

検索方法に特徴があり、独学で使いこなすにはなか 

なか大変。専任のトレーナーを招くこの機会に、ぜひ 

図書館HPの関連ページ 

「学術情報を探す」ページの、「分野別データベース」の項 
http://www.lib.kit.ac.jp/gakujyutsu/index.html#bunya 

図書館HPの関連ページ 

「SciFinder Scholar とは」 
http://www.lib.kit.ac.jp/gakujyutsu/scifinder.html 

開催日時：2007年6月19日（火） 
14:30-16:00 

開催場所：附属図書館3F 研修室A 

（講師による実演形式のガイダンスです。） 

開催日時：2007年6月20日（水） 

14：30-16：00 

開催場所：8号館2F 情報科学演習室 

＊申し込みについては右ページをご覧ください＊
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参加申し込みはなるべく 

メールでお願いします。 

多数のお申し込みをお待ちしています。 

・学生番号 

・氏名 

・参加希望のセミナー（テーマ）名 

・情報科学センターアカウントの有無 

＊なお、頂きましたメール記載の個人情報につきまして 

は、図書館活用セミナー2007の開催関連事務以外に 

は使用いたしません。 

＊実習に利用するのは、情報科学センターの端末PCで 

す。情報科学センターのアカウントをお持ちの方は、ご 

自分のアカウントでログインして頂きます。 

今年の図書館活用セミナーは、“SciFinder Scholar”以 

外は実習形式でのガイダンスを予定しています。PCの 

台数に限りがありますので事前の参加申し込みをお願 

いします。 

申し込み方法 

以下の事項を記載したメールを、 

uli7185a@jim.kit.ac.jp までお送りください。 

または図書館カウンターまで、同内容でお申し込みくだ 

さい。 

締切りは各テーマ開催3日前とさせていただきます。 

・メールの題名 (Subject) は「図書館活用セミナー申し込 

み」としてください。 

図書館活用セミナー 図書館活用セミナー 図書館活用セミナー2007 2007 2007への参加申し込みをお願いします への参加申し込みをお願いします への参加申し込みをお願いします 

大手出版社Springer社の提供する電子ジャーナル、Springer 

Linkについて、専任講師を招いて解説します。全分野、1200タ 

イトルに及ぶ電子ジャーナルの利用法、検索法、便利な機能に 

ついてぜひマスターしてください。実習形式で開催します。参加 

申し込みをお願いします。 

4 4 4：電子ジャーナル ：電子ジャーナル ：電子ジャーナル “ “ “SpringerLink SpringerLink SpringerLink” ” ” 
図書館活用セミナー 図書館活用セミナー 図書館活用セミナー2007 2007 2007 

図書館HPの関連ページ 

「電子ジャーナル Springer Link」のページ 

（http://www.lib.kit.ac.jp/ejournal/link.html) 

世界最大手の学術出版社、エルゼビア社の提供する学術文献 

データベースについてのガイダンスです。科学、技術、生命科学、 

社会科学など広い分野の学術情報をキーワードから検索でき、引 

用、被引用関係も簡単に検索できるデータベース “Scopus” につい 

て、専任トレーナーを招いて詳しく解説します。一通りの検索にとど 

3 3 3：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 “ “ “SCOPUS” SCOPUS” SCOPUS” 
図書館活用セミナー 図書館活用セミナー 図書館活用セミナー2007 2007 2007 

まらず、搭載された豊富な機能をぜひマスターしてください。 

今年は、実習形式で開催します。参加申し込みをお願いします。 

図書館HPの関連ページ 

「学術情報を探す」ページの、「分野別データベース」の項 
http://www.lib.kit.ac.jp/gakujyutsu/index.html#bunya 

開催日時：2006年6月25日（月） 
14:30-16:00 

開催場所：8号館2F 情報科学演習室 

＊申し込みについては下欄をご覧ください＊ 

開催日時：2006年7月4日（水） 

14：30-16:00 

開催場所：8号館2F 情報科学演習室 

＊申し込みについては下欄をご覧ください＊



新年度に入ったと思ったら、もう6月。初夏の陽 

気も感じられるようになりました。毎日多くの方に 

ご来館いただき、感謝しています。さて、6月から 

開催の図書館活用セミナーは、初めて実習形式（1 

人1台のPCで実習する）で開催します。聞くだけで 

はなく、自分で操作を実感し、習得するまたとない 

チャンスです。ぜひご参加ください。学生生活に欠 

かせない存在として、「場所」としての図書館にも、 

「情報源」としての図書館にも、同じように親しん 

でいただければ、と思っています。 

また、ご自分の貸出状況、予約図書が返却されたかどうか 

は、OPACの「利用問い合わせ」機能で参照できます。OPAC 

画面左側フレームの「利用問い合わせ」からお進みくださ 

い。

詳しくは、館内配布中の資料「OPAC入門」や、図書館HPに 

アップしている「OPAC入門：応用機能編」をご覧ください。 

OPAC入門は、OPACのトップページからも「OPACの使い方」 

としてリンクされています。 

★OPACについて詳しくは http://www.lib.kit.ac.jp/opac/ 

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

★携帯からのOPACは http://osirabe.net/opac.kit/ 

新入生の皆さんのデータ整備が完了し、5月中旬より、 

OAPCからの貸出予約、利用問い合わせ機能がご利用いた 

だけるようになりました。長らくお待たせいたしましたが、ぜ 

ひご利用ください。 

貸出中の図書に貸出予約をかけたいとき、書誌詳細画面 

（検索結果画面）左上の「予約依頼」ボタンをクリックすると、 

ログイン画面が現れます。 

利用者IDはご自分の学生番号（8ケタ）、初期パスワード 

はご自分の生年月日（西暦、8ケタ）となっています。画面の 

指示に従って進んでいくと、貸出予約がご自分でかけられま 

す。ぜひお試しください。 

OPAC OPAC OPACから貸出予約をどうぞ！ から貸出予約をどうぞ！ から貸出予約をどうぞ！ 

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) 
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貸出予約は 

ここから 

貸出状況確認などは 

ここから


