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新しいDOORSとVvebサービスー民伐Knockthe"DOORS"of"DREAM
日・EUフレンドシップウィーク
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寒梅館に新しく情報環境を整備しました!!
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ユーザ旧・パスワードは重要です!
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PhotoshoPで
写真を加工してみよう

総合情報センターからのお知らせ

3455678

N

開館開室時問一表
、、、

ゾ墾

Doshisha 村6:'27 University
総合情報センター報
Library and lnformation Techn010gy center

新し・いDeoRSとWebサービス
‑Letls K110ck the "DOORS110f"DREAMS"!ー

新しいDOORSの誕生
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h壮Pゾ/doors.doshisha.ac.jp/
同志社大学・同志社女子大学目録検索システムDOORS

が新しく生まれ変わりました。新しいDOORSは、複合的な

^

図書館サーピス機能を搭載して、webサービスを展開する
肩

睡茜
や.

最先端の図書館システムとしてスタートしました。
]99]年4月、DOORSは大型計算機上で稼働する本学
独自に開発したオンライン目録検索システムとして誕生し
ました。当時は、タイトル・出版者・件名などのキーワード

を入力し、一覧表示から詳細表示までの操作を初めての
利用者でも簡単{こ行える画面誘導型の目録検索システム
として、メーカーが開発する図書館システムをしのぐ画期

200]年2月、次期学術情報システムプロジエクトを立ち

的な学内開発システムであると他大学やメーカーなどの

上げ、最先端の図書館パッケージシステム導入の検討を

多方面から高い評価を受けました。その後、]990年代半
ぱからの急速なインターネットの進展に伴い、]999年、

開始しました。

Web版DOORSの提供を開始し、2004年2月までの5

Web上のサービス機能を備えた新しいDOORSを提供

年間にわたり二つのDOORSを運用してきました。

する新学術情報システムの開発が完了し、この度の公開

こうした背景の中で、図書館サーピスをVveb上で双方

2004年2月、プロジエクト発足から3年の歳月をかけて、

の運ぴとなりました。

向に展開する二ーズの高まりを受け、総合情報センターは、
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新しいDOORSの
図書館サービス機能
自ら図書館に足を運ぶことなく、自宅、研究室や教室から行

Z3950統合検索:統合検索にZ39.50検索機能を追加、
早稲田・慶応など国内の大学だけでなくアーモスト大学や
海外の主要な大学・機関を横断的に検索できます。
他大学所蔵の検索:DOORSから本学を含む他大学・機関

えるVvebサービスや新DOORSの数々の新しい機能をで紹

等(N11共同目録事業参加館)の所蔵が検索できます。

介しましょう。

文献複写・貸{昔依頼:他大学所蔵の検索結果で同志社大学
同志社女子大学に所蔵が無い場合、相互利用サービスの複
写依頼及ぴ貸借依頼が行えます。

●My DOORS(携帯版DOORS):蔵書検索が携帯電話か
冨=鴫1,「.゛ニエ,.1,.、.
Q兵,旦N量

ら行えます。検索対象は図書のみとなり、逐次刊行物は検索
できません。対応機種は、i・mode、

局志社OPAC

NyDOORS(Nob11e opAC)

Vodafone live、i・mode対応

=1・1ENU=

Ezwebです。携帯からの予約機能、
利用状況確認機能は、i・modeお
よぴ Vod8foneのみ対応です。

1 卜IYDOORSι全学j
2卜IYDOOR${大学今出川国尋館]
31「YDOORS[ラーネウド配全図暑岨1
4卜IYDOORS【重子大京田辺回書艶]
5卜IYDOORS[女子大今出川図秀館]
6利用状戻硬醍

Φoahl,h0 卜1γDOORS>

hせP:ガmydoors.doshisha.ac.jp/

利用問い合わせ:貸出状況や複写依頼状況等の確認およ
び通知するEメールアドレスの変更を行うことができます。

^0^

●貸出更新:他の利用者から予約が入っていない場合、現在
借りている図書の貸出期間を延長できます
●新規購入依頼:図書館で購入してほしい資料を申し込むこ
とができます。同時にその資料が図書館で購入された場合
に、予約をかけることも可能です。
ベストリーダー:任意の指定月に貸出の多かった順番に各
図書館の資料の一覧を表示します。
新着案内:ある特定の期問に配架された資料の一覧を表
示します。図書または逐次刊行物や分類で一覧を絞り込む
こともできます。

統合検索:新しくNAcsls webcatpluSや本学の紀要が

絞込み検索:検索の結果該当件数が多い場合など、更にキ

検索閲覧できる学術資料電子化公開システムを検索対象

ーワードを加えて再検索が行えます。

データベースに追加しています。

検索履歴の保存:一度検索した検索条件と書誌件数、書誌
検索結果一覧を保存しておくことができます。検索履歴同
士を掛け合わせて検索することなどができます。
ブックマーク機能:検索結果の任意の書誌を保存し、後で
保存したものを参照することができます。またブックマーク
参照画面より、ブックマークした資料のみのCSV保存モメ
ール送信ができます。

書誌詳細ダウンロード/メール送信:書誌の検索結果を
CSV形式でダウンロードしFD等への保存や、登録している
Eメールアドンスへ送信することができます。
予約依頼:貸出中の図書に予約の依頼ができます。
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図書館ポータルサイト

凹亭駒ゞ毛

"My Library"から世界へ
MyLibraryは、利用者ひとりひとりの二ーズに合わせて、い
つでもどこからでも最適な学習・研究環境をVveb上に自由に
構築できる図書館ポータルサイトです。各種サーピスをMy
Libraryの画画を通じて受けることが可能となります。
総合情報センター(図書館)は、今後も継続して新学術情報
システムのバージョンアップを図う、学術情報サービスの利便
"

性を高めることに努めます。

●目次・あらすじ表示:検索結果の書誌詳細にBOOKPLUS
と連携し、目次・あらすじを表示します。1SBNを持つ和書で、

時間や場所を問わず、いつでも、My LibraryやDOORSか
らVveb上に同志社大学図書館が広がります。

]986年以降発行のものが対象となります。

●所蔵情報の確認:vveb版DOORSで検索結果に貸出中
予約棚等や逐次刊行物の仮受・製本状態の巻号情報が表示
されます。

●SDI・アラートサービス: SDI(selective Dissemination
Oflnformation)サービスとは指定の条件に合致する資料

^a亙^

の新着情報を定期的にEメールで配信するサーピスです。
アラートサーピスとは現在図書館が購入している定期刊行
物の最新号の配架をチエックし、最新号が配架されたら翌日
Eメールで通知するサービスです。

日・EUフレンドシッブウィーク at 同志社大学2004
5月8日(土)に、日モUフレンドシップウィークとして、公開
.

講演会とシンボジウムを開催します。本年度のメインテーマ
は「拡大EUの経済とビジネス機会」です。主催:総合情報セ
ンター、駐日欧州委員会代表部、共催:1TEC、同志社ビジネス
スクールで開催します。

公開講演会では、2003年度に引き続き、欧州連合(EU)駐

e

J e・EUフレンドシツプウィーク

公開講演会・シンボジウム{通訳あり】
■会場:同志社大学神学館礼拝堂
■期日:5月8日(土)

日欧州委員会代表部べルンハルド・ツエプター大使を講師に

13:00 14:30

お招きします。2004年5月に]0力国が加わって25力国と

公開講演会「拡大EUの経済とビジネス機会」
ベルンハルドツエプター大使
欧州連合(EU)駐日欧州委員会代表部

なるEUについて、日本との関係を交え、国際経済、貿易機会
の変化など、特に注目の拡大EUについてお話いただきます。

15:00 17:00

シンポジウム 「EU拡大で何が変るか?ーポスト拡大の日EU経済・ピジネス関係」

どのような内容となるのか、たいへん興味深いところです。

バネルディスカッション

ポーランド、チエコ、ハンガリー大使館(公使・参事官)
司会進行浜矩子(同志社ピジネススクール教授)

講演会のあとにはシンポジウムを開催します。中欧3力国(ポ

コーディネーターフィリープ・ビオジエール

ーランド、チエコ、ハンガリー)の大使館の公使・参事官をパネ
リストに、このメインテーマに沿ったパネルディスカッションを
開催します。

当日は通訳もあり、どなたでもで参加いただけます。
また、5月]3日(木)には、駐日べルギー大使による公開講
演もあります。

このほか、5月8日(土) ]6日(日)は、EU資料センターに
て、資料の展示も行いますので、ぜひお立ち寄りください。

(同志社ビジネススクール教授)

公開講演随訳あ峨
■会場:寒梅館203番教室
■期日:5月13日(木)15心0 16:30
ジャンーフランソワ・プランデルス特命全権大使
(在日べルギー王国大使館)

資料展示
冨会場:EU資料センター(今出川図書館)拡大EU関連資料の展示
■期日:5月8日(土) 16日(日)

ITE0同志社大学技術・企業・国際競争力研究センター
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寒梅館に新しく情報環境を整備しました"
この4月に竣工した寒梅館那皆PCコーナ
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ーには]0台のパソコンを設置しているほか、
建物内に無線LAN接続が可能なエリアを
整備しており、個人の持込みパソコンを学
内ネットワークに接続することができます。

/レ

寒梅館情報環境設備概要
利用時間

一リ

1階 PCコーナー
9:00 21:00

学生利用パソコン]0台
1 "、

プリンタ

ネットワークサービス
無線LANサービス0階 6階)

持込ハソコンを学内ネヅトワーク1こ
接続てきます
情報メディア館など既存の建物でも個人の持込パソコンを

情報コンセント接続サービス
利用可能場所

学内ネットワークに接続できる環境を整備しています。接続方
法は以下の2種類です。

]階:ロビー

ラーネッド
記念図書館

京田辺

]階:第2読害室

情報メディア館]階PCコーナー

UTPケーブルにより情報コンセント経由で接続
●無線LAN経由で接続

15ボート

今出川寧静館地下3番教室

12ボート
8ポート
12ポート

必要なもの

"ーー气

■LANコネクタのついたパソコン

アクセスホイント

■接続用のUTP(LAN)ケーブル

無線LAN接続サービス
利用可能場所
今出川寒梅館
情報メディア館
情報コンセント

無線LAN

本学では持込パソコン利用時にVvebブラウザにてユーザ認

1階 6階
4階:レクチャースタジオ
1階:情報道場、演習室
2階:オープンスペース

京田辺

証を行うセキユリティLANシステムを導入し、機器の仕様に依

ローム記念館

1階: PCエリア
GF :劇場空問、マルチメディアラウンジ

存しないネットワーク利用を実現するとともに、セキユリティ

交隣館

1階:教員ラウンジ・交流ロビー

の確保にも配慮しています。ぜひ積極的にで利用ください。
なお、利用時には大学発行のユーザ1D(一部機能制限のユー

(必要なもの

ザ1Dを除きます)が必要です。

■旧EE802.11aまたは802.11bの規格に適合した無線
LAN対応のパソコンまたは無線LAN力ードを装着したパ

利用時には情報メディア課窓口にて配布している利用マニユアルを参
照してください。なお、このマニユアルは司法研究科、ピジネス研究科、

学生課(今出Π)の各事務室でも配布しています。

ソコン

D oshisha u niversity

総合情報センター報

ユーザ1D・バスワードは重要です!
本学情報環境を利用するために必要なユーザ1D・パスワー

には、あなた自身の責任を問われることにもなります。時とし

ドは、非常に重要です。パスワードが他人に知られたり、教室

て法的責任を問われるまでに至る事例もありますので、十分

のパソコンにログインしたまま席を離れると、あなたのユーザ

に注意してください。

IDを他人が不正に使用する恐れがあります。このような場合

次のことに注意しましょう

、

.

●パソコン利用の際、席を離れる場合は必ずシャットタウンしてください。
●手帳などにパスワードとユーザ旧を一緒に書かないでください。紛失した場合、第三者に悪用される可能性があります
バスワードは定期的に変更してください。バスワードは他人に盗まれる可能性もあゆます。パスワードぱ情報環境に配備
されたパソコンのデスクトップ上の「インターネット」フォルダ内に格納されている「パスワード変更設定メニユー」アイ
コンから変更することができます。
●パスワードを変更する場合、名前や生年月日等、他人に推測されやすいものは避けてください。
●パスワードを忘れた場合は、学生証を持参し、情報メディア課窓口に直接申し出てください。新しいバスワードに強制変更
しますが、有効忙なるのは翌日からですそれまでパソコン、メール、インターネット等の利用はできません
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マルチメディアミニ活用術
第1回

PhotoshoPで写真を加工してみよう!

今回から、「photoshop」を使った画像編集の方法を紹介していきます。
(マルチメディアラウンジのすべてのパソコンにPhotoshoPがインストールされています。

PhotoshoPというソフトは様々な画像の編集・加工

①元の写

2トリミングの範囲を選択

ができるソフトですが、powerpointを利用したプレゼ
ンテーションのスライドや、vvordで作成したレポートに
このPhotoshoPで編集した写真やイラストを利用し

'.,

てみましょう。

今回は、写真の一部を切り取る「ト1ノミング」を紹介

益

します。写真①から、必要な部分だけを切り出してみま
しょう。使用したい部分を決めて(範囲指定)Enterキ

3卜1ノミングした写真

ーを押すだけで、写真③のような写真を新たに作り出
すことができます。

用意した写真やイラストをPowerpointやVvordに
そのまま貼り付けることはもちろん可能ですが、このよ

うにPhotoshoPで少し手を加えるだけで、アピールし
たい部分を強調し、より印象深くすることができます。

※PhotoshoPはAdobe社の画像編集ソフトです

授業やゼミで利用する資料のための写真やイラストを
PhotoshoPで編集してみませんか?

@

所蔵資料紹介

アhe Eng/ish Bめ/e

所蔵:今出川図書館貴重室請求記号:19311S9234

PriV8te presSは多くの場合営利を目的とせず、印刷者自

ダブス・プレス①OVESPRESS)

ら出版作品を選定し、発行部数を限定して世に作品を送り出

『英訳聖書』

した。一切を機械に頼らず、工房独自の活字を用い、装丁・製本

IN THE BEGINNING ‑。

材料ともども入念に吟味し、美術的要素を兼ね備えた書物作

冒頭のぺージ、垂直に延びる鮮やかな赤のイニシャルは、創

りに徹していた。

こうした運動は、近代的コマーシャリズムと、大量生産によ

世記の始まりを告げ、神の意思に通じる歓ぴを与えるかのよう

る粗製乱造に対するアンチ・テーゼであった。このため商業出

だ。

版社とは正反対の手作業を主とし、世間の需要とは全く無関

]903年 ]905年にかけて出版された5巻の英訳聖書
は、総革製本、手漉き用紙、

係なところで不朽の精選作

透かしには、出版社の象徴

品を生み出したのであった。

2羽の鳩とCSとEWのイニ
シャルが入っている。
イニシャルの主は、プレス

の設立者コブデン・サンタ
ーソンと活字の制作者エマ
リー・ウオーカー。

BEG

GOD CREAT石D THE HEA兜N AND 丁HE 臥RTH.矼AND

THE EARTH WAS WITHOUT FORM, AND VOID; AND
DARKNESS WAS UPON THE FACEOFTHE DEEP,改THE
SPIRITOFGODMOVEDUPONTHEFACEOFTHEW'ATERS
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thユtltwMgood:皮CMdlvidtdtheli宮ht60mthedlrkn邸.AtιdGod td
the11ehて Day,ヨ11d dlt datknt5S ht ca11Ed N ht. Atld thc tvtt血宮抑d tht

三大PRESS
について
Private presSといえぱ、
ウィリアム・モリスのケルム

この二人によって数々の

t11tflrmamtnt,ユtldd1ⅥdtdthewattrlW1ⅡCh叩rtunderthC6rm轟m軸t丑om
thtW轟tcTSW1ⅡC11Wttt 驫bovt tht五tmarntnt:&↓「Wユ$SO、 ArldGodC211d tht

スコット・プレス、コブデン

名作を世に生み出したダブ

En"盆mそ11t HelV訂1. A11d tht cV虹Ⅲ1呂& t11t m0訂Ⅲ1宮W電lt thC3そCond d轟γ.

サンダーソンのダブス・プ

ス・プレスは、 p rivat e
PresSのなかでも、中世の

道徳的宗教的な精神世界
を作品に反映させているの
が特徴である。
特にこの英訳聖書に
その雰囲気がよく表れてい
る。サンダーソンには、プレ

スを廃業する時、その活字
が他人に使用されることを
恐れ、テムズ川に沈めたと
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レス、シンジャン・ホーンビ
イのアシエンデン・プレスが
世界の三大Private
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bt&rli宮htsmtht6 maltof
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PresSと賞される。
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スコット・プレスの活字や装
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ダブス・プレスは、ケルム

彫刻師エマリー・ウォーカ
ーと不即不離の関係にある。
その理由は、モリスの死後、
ケルムスコット・プレスが閉

ユフ

いうエピソードがある。

鎖された際、当時、法廷弁

この異常なまでの行動は、

護士として活躍していたサ

サンダーソンが本作りに己

ンダーソンが法曹会を捨て

の理想を捧げた、真の芸術

て、理想の書物制作に燃え、

者であったことの証といえよう。

ウォーカーの協力のもと設立したものであるからだ。
ダブス・プレスは、古典作品の持つ抑制の美学を書物に体現
させることを目的に制作を重ねた。その傑作が、ダブス活字に

Prlvate press (私家版印届舮斤)

よる英訳聖書である。

19世紀後半から20世紀初頭のイギリス、衰退していた商

本学では、この英訳聖書を全て所蔵しています。興味を

業印刷に"美本印刷運動"が起こった。この運動に大きな影響

持たれた方は、是非一度手にとって「理想の書物」を体現した

を与えたのがPrivate presSである。

Private presSの美しさをじっくりそ鑑賞ください。
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総合情報センターからのお知らせ
情報基礎講座皓報基礎実剖

●対象
●実施時期
●申込先

本学学生
4月中旬より7月初旬/秋学期も実施
同志社生活協同組合
京田辺校地:紫苑館部皆メディアショップ
今出j11校地:弘風館地下]階弘風館ショップ

パソコン初心者の方を対象とした講習会を実施しています。
情報基礎講座:情報基礎実習化は、実際に教室で講習を行う「講
義形式」とインターネットを用いて行う「VVBT」を開設してい
ますので、内容を確認のうえ申し込んでください。

申込方法・場所、開催日時については、両校地情報メディア課

講義形式
●ユニット]:バソコンの基礎、インターネット、電子メール
●ユニット2:ワープロソフト
●ユニット3:表計算ソフト
●ユニット4:プレゼンテーションソフト
●ユニット5:ソフトの統合活用
WBT(゛/eb Based Trainin目)

窓口にて配布している2004年度情報基礎講座パンフレット
を参照してください。また、本学ホームページ「在学生の方に」
からもパンフレットの内容を参照していただけます

h廿P//www doshlsha ac lp々algakψiugyoA(isokoza/index.html

マルチメディア講習会

■ lnternet ExplorerやNetscapeなどのブラウザを用いて学習
します

■繰り返し学習したい、自分のへースで学習したい、時間の都合で
講義形式の講習には参加できない、という方におすすめします
■VVBTの内容は、上記ユニット2 4となります

●対象

本学学生

●実施時期
●申込先

5月下旬より1順次開催予定
マルチメディアラウンジカウンター
(ローム記念館グランドフロア)

マルチメディアラウンジで、マルチメディアに慣れ親しんで

容を考えていますので、ぜひこ参加ください。写真・画像デー

もらうことを目的とした講習会を開催します。初心者を対象と

タを編集するPhotoshoP講習会、ピデオ編集のPremiere講

した講習会ですので、キーボードやマウス操作を経験したこと

習会、ホームページ作成のためのDreamvveave「講習会など

のある人ならどなたでもで参加いただけます。「次はこんなこ

を予定しています。詳細は後日、掲示板や本学ホームページで

ともやってみたい」という気持ちになっていただけるような内

お知らせします

図書館の各種講習会価校地図書胸
両校地図書館では、各種講習会を開催しています。図書館利

●対象
●実施時期
●申込先

本学学生
随時開催予定
両校地図書館カウンター

さんの学術情報探索に役立つ内容のものぱかりです。各講習

用説明会をはじめ、本学蔵書検索システム「DOORS」につい

会の日程は、両校地図書館掲示板、図書館HPをそ覧ください。

て説明するDOORS講習会、各種データベース講習会など、皆

httPゾノWWW.doshisha.ac.jp/gakuj0門(oushwindex.html

2004年度版

2004年度版

図書館利用案内を
配付しています!

rDO"が完成しました!
季鳳色皆梱セ^ー

た図書館利用案内を配布し

rDO/J PC・1ntemet Literecy
Multimedia Guide Bookには本学情
報環境に設置されたパソコンの利用方
法や利用場所、利用上の注意点等が記

ています。そ希望の方は両校

載されています。両校地情報メディア課

地の図書館カウンターで受

窓口にて配布していますので、是非で活

け取ってください。

用ください。

図書館の使い方や新しい
DOORSとVvebサービスに
ついて、より詳しく記載され

■書館利用粛内
2004

,.
呉
.

.
^

'

.

2004年度総合情報センター開館開室時間一覧(春学期)
※利用時問は変更になる場合があります。掲示板、ホームページ等で確認してください。
※休館・休室日:日曜・祝祭日振替休日、4/30、5/]、8/] 6 20、1 ν29(創立記念日)、12/25(キリスト降誕日)、] 2/28 2005/]/6
※両校地図啓館は、講義期問、補講期間、試験期問の日曜日は開館しています。
●講義・補講・試験期問

京田辺校地

土

月 金

開架閲覧室(2・3階)・参考図書・雑誌室(2階)

図館

第1読書室(1階)

■休講・休暇期間
日

10:00 17:00
9:00 21:00

9:00 17:00

9:00 20:40

9:00 16:40

土

月 金

8 1 9 15月 金

9:00 17:00

9:00 16:00

9:00 16:40

9:00 15:40

マルチメディアライブラリー(1階)
害庫入庫

共同閲覧室・対面朗読室・点字室(2階)

10:00 16:40

貸出・返却・予約
レファレンスカウンター

10:00 19:00 10:00 16:00

情報メディア館
(JM20] 206、JM301 306
情報処理
実習教室

情報メディア館
WM404 406)

9:00 20:00

9:00 17:00

9:00 17:00

9:00 12:00

9:00 20:00

9:00 17:00

10:00 17:00

10:00 16:00 110:00 16:00

9:00 17:00

9:00 16:00

9:00 17:00

9:00 16:00

9:00 16:40

9:00 15:40

頌真館(TS30]・302)
情報メディア館

情報環境

PCコーナー(1階)
頌真館(TSI01・102201)

9:00 17:00

恵道館(KD] 0 ]・102)

オープン
利用環境

図書館第2読書室(1階)
図書館PCコーナー0階)

9:00 20:40

9:00 16:40
10:00 16:40

図害館PCコーナー(2階)

マルチメディア
利用環境

ローム記念館 PC丁りア

9:00 20:00

9:00 17:00

9:00 17:00

9:00 16:00

ローム記念館
マルチメディアラウンジ

9:00 19:00

9:00 17:00

9:00 17:00

9:00 16:00

9:00 11:30
情報メディア館情報メディア課窓口

9:00 11:30

9:00 12:00

12:30 17:00

●講義・補講・試験期問

今出川校地

士

月 金

開架閲覧室・参考図香室・雑誌室(1階)
第345閲覧室(2階)

9:00 12:00

12:30 17:00

9:00 11:30
12:30 16:00

■休謡・休暇期間
日

月 金

土

8ノト9/15絹 金)

9:00 22:00

10:00 17:00

9:00 22:00

9:00 22:00

9:00 21:40

10:00 16:40

9:00 21:40

9:00 21:40

9:00 21:00

10:00 12:00

9:00 21:00

9:00 21:00

第1・2閲覧室(地階)

図書館

マルチメディアライブラリー
EU資料センター(地階)
グループ学習室
点字・拡大読害室・対面朗読室(2階)
貸出・返却・予約
閉架書庫入庫

10:00 16:00

閉架資料出納
レファレンスカウンター

10:00 19:00 10:00 16:00

寧静館(N21 23)
情報処理
実習教室

情報環境

オープン
利用環境

寧静館(N地1 3)

9:00 19:00

弘風館(K21)

9:00 17:00

10:00 16:00

10:00 17:00

9:00 19:00

9:00 17:00

9:00 16:00

9:00 12:00

9:00 22:00

9:00 19:00 9:00 17:00

9:00 16:00

寒梅館 PCコーナー0階)

9:00 21:00

9:00 21:00

9:00 21:00

10:00 17:00

尋真館(1階)

寧静館メディアエ房

寧静館情報システム室窓口

10:00 17:00

9:00 21:40

10:00 16:40

9:00 17:00 9:00 12:00
9:00 11:30

9:00 12:00

12:30 17:00

13:00 17:00

18:00 21:45
●講竪期問
●補調期問
●試験期間
■休調期間
■休暇期問

10:00 17:00

寧静館0階)

図害館 PCコーナー(1階)
マルチメディア
利用環境

9:00 22:00

一一

13:00 16:00

18:00 21:45

9:00 21:40

9:00 21:40

9:00 17:00 9:00 12:00

9:00 16:00

9:00 11:30

9:00 12:00

12:30 17:00
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