
京都大学附属図書館 新入生歓迎企画 2022
Kyoto University Main Library Event for Freshers

おしえて！
あなたのファースト・ブック

in 京大図書館
- Your First Book in KU Library -

APRIL 6th – JUNE 30th 

あらたな ゆうしゃ たち よ ！！
あなたは ぼうけん の みちを ひらく かぎ
「がくせいしょう」 を てに いれた

ふかき ほん の もりに わけいり
あなた だけの さいしょの 「ぼうけん の
しょ」 を はっけん するのだ

Hi, freshers !!
You have a key, Student ID card 
to open the gate of adventure.

Go in to the wood of books.
Let’s find your first “Book of 
Adventure” for your own. 

→ おしえてあげる

1. 京大図書館 で 本 を かりる

2. 本 の タイトル と ひとことコメント
を ↓ の QRコード から 入力する

3. 送信する と 「キーワード」 の 画面
に アクセス できる

4. 「キーワード」 の 画面 を 附属
図書館 ２ばん カウンター で みせる

5. プレゼントを ゲット ！！

としょかん の ようせい が あなたの
さいしょの 本 を しりたがっている ようだ
「おしえてくれたら プレゼント あげる」

プレゼント:

→ OK
1. Check out the book in KU 

Library

2. From QR cord below, submit the 
book title & your comment

3. After submitting, you can 
access to “KEYWORD” page

4. Show the page at information 
no.2 of Main Library

5. Get the present !!

Fairies in KU Library want to know 
your first book.
“If you tell us the title, we will 
present for you !” 

期間: 4/6 – 6/30
対象: 京都大学の新入生※

FOR FRESHERS OF KU
& ALL STUDENT / STAFF

掲示期限: 2022.06.30

としょかん オリジナルグッズ ( 非売品 )

入力
SUBMIT

PRESENT:
Original Goods of KU Library [Not for Sale]

https://forms.g
le/TKNphBNN
WxvdzgyJ9

※在学生・教職員も可



京都大学附属図書館 利用支援掛
User Support Section, Main Library, Kyoto University

おしえて！あなたのファースト・ブック in 京大図書館
- Your First Book in KU Library -

Lv.０ の あなたに オススメ
Recommend for Freshers

APRIL 6th – JUNE 30th 2022 

NO
IMAGE

大学1年生の君が、はじ
めてレポートを書くまで。

川崎昌平著. -- ミネルヴァ書房, 
2020.

附図 2F 開架 UC||813||タ23

NO
IMAGE

大学1・2年生のための
すぐわかる統計学

藤田岳彦, 吉田直広著. -- 東京図書, 
2020.

附図 2F 開架 MA||211||タ46

NO
IMAGE

大学一年生の文章作法

山本幸司著. -- 岩波書店, 2014.

附図 2F 開架 KF||151||タ5

NO
IMAGE

東大キャリア教室で1年生に
伝えている大切なこと

標葉靖子, 岡本佳子, 中村優希編. -
- 東京大学出版会, 2019.

附図 2F 開架 FD||39||ト1

NO
IMAGE

大学1年生からの社会を
見る眼のつくり方

大学初年次教育研究会著. -- 大月
書店, 2020.

附図 2F 開架 FD||35||タ77

NO
IMAGE

大学1年生もバッチリ分かる
線形代数入門

小倉且也著. -- プレアデス出版, 
2021.

附図 2F 開架 MA||64||タ15

NO
IMAGE

Philosophy of science 
for scientists
Lars-Göran Johansson. -- Springer, 
2016.

Main Library 2F/OpenShelf H||151||J1

NO
IMAGE

How to write your 
undergraduate 
dissertation
Bryan Greetham. 2nd ed. -- Palgrave 
Macmillan, 2014.

Main Library 2F/OpenShelf UC||813||G3

→ もっとさがす
検索してみよう または 図書館の
たなを ながめて みよう
Let’s search the online catalogue, or
Browse the shelf in the library

Search more

KULINE 京都大学蔵書検索
Kyoto University Library Online catalogue 

https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/


