
問合先: 京都大学附属図書館利用支援掛
ref660@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

主催: 京都大学図書館機構

Learning Support Desk
学習サポートデスク

掲示期限:2022/2/4

2022/1/11(火)～ 2/4(金)

※1/10（月）は祝日のため、学習サポートデスクはお休みです。
※1/14（金）は吉田南総合図書館の休館日のため、終日附属図書館で相談を受け付けます。

月 火 水 木 金
1/10 1/11 1/12 1/13 1/14
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16:00-19:00

1/17 1/18 1/19 1/20 1/21
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16:00-19:00

1/24 1/25 1/26 1/27 1/28

13:00-16:00

16:00-19:00

1/31 2/1 2/2 2/3 2/4

13:00-16:00

16:00-19:00
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試験やレポートの準備で困っていることはありませんか？普段は附属図書館で活
動している学習サポートデスクの院生スタッフが、吉田南総合図書館に出張します。
この機会にぜひご相談ください。

日時：平日13:00-19:00
場所：吉田南総合図書館 1階 新聞閲覧室 / 附属図書館 1階 ラーニング・コモンズ
※週・時間帯によって場所が変わります。詳細は以下スケジュールをご確認ください。
※図書館に直接来るのが難しい方は、オンラインで相談できます。

吉田南に出前します！

オンライン
学習相談→

要ECS-ID/SPS-ID

学習相談



月 Mon 火 Tue 水 Wed 木 Thu 金 Fri

13:00
|

16:00
所属 AA研(D2)/学振 人環(M1) 情報(D3) 理(M2) 医(M2)

研究キーワード 東南アジア
地域研究

比較政治学
/社会学/ジェンダー学

自然言語処理
/計算機科学/LaTeX

生物学/生態学/生

活史進化

構造生物学
/バイオインフォマティクス

対応言語 日/英/

インドネシア語
日/英/韓国語 日/英 日/英 日/英/韓国語

こんな相談が
できます

伝わるプレゼンの

デザイン

文章の校正 進捗・目的に合わせ

たレポートの構
成・改善

実験データの整

理方法

より理解できる

資料作成に

ついて

Affiliation ASAFAS D2
/JSPS-fellow

Human & Env M1 Informatics D3 Science M2 Medicine M2

Keywords Southeast 
Asia/Indonesian

Comparative 
politics/Sociology/G

ender studies

Computer Science
/Numerical Methods

/LaTeX

Biology/Ecology/
Life history 

evolution

Structural 
Bioinformatics

/Computational Biophysics

Language JP/EN/ID JP/EN/KR JP/EN JP/EN JP/EN/KR

You can ask 
me about…

Informative & 
visually appealing 

presentation

Edit and Proofread 
your writing

Plan & improve the 
report for your goals

& progress

How to process 
your experimental 

data

How to make your 
report more 

readable 

16:00
|

19:00
所属 教育(D1) 文(D1) 経済(D2) 人環(D2)/学振 ※誰かがランダムで

入ります

研究キーワード 文化統合
/中国少数民族

文献文化学 組織行動論 文化人類学
/地域研究-北東アジア

対応言語 日/英/中国語 日/英/中国語 日/英/中国語 日/英 日/英/？

こんな相談が
できます

歴史資料の

テキスト分析

文学作品のテクス

ト分析

研究ノートの

書き方

進路の相談

Affiliation Education D1 Letters D1 Economics D2 Human & Env D2
/JSPS-fellow

※Someone will 
standby at random.

Keywords Minority police
of China/Chinese

Philology and 
Literature

Organizational 
Behavior

Cultural 
Anthropology

Language JP/EN/CN JP/EN/CN JP/EN/CN JP/EN JP/EN/？

You can ask 
me about…

Text analysis for 
historical research

How to analyze a 
literary work

How to write  
literature notes

Practice of JPN 
language

院生スタッフ一覧 Grad school staff List

学習サポートデスク
Learning Support Desk

※日によって変更になる場合があります。
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