
2014.07.01.- 
2014.07.31. 

KULibraries 
Workshop & Event  
京都大学図書館機構 
今月の講習会・イベントのご案内  

Let’s Go!! 



*Special Workshop 
 
 経済学部図書室・附属図書館  [応用] 
   「総合企業情報データベース eol 講習会」 
    有価証券報告書、各種の届出書・報告書、決算短信や適時開示書類等を収録したデータベース eol の講習 
      会を株式会社プロネクサスから講師をお招きし、実習方式で行ないます。会計・マーケティングを研究し 
      ている研究者・学生の方々、就職担当で企業分析に携わっている教職員の方々はぜひご参加ください。 
  日時：7月2日(水) 13:10-14:30 
  場所：附属図書館3F 講習会室 
  参加方法：当日参加（予約不要）、先着順（席がなくなった場合は聴講のみの参加も可能です） 
 
 吉田南総合図書館   [基礎] 
 講習会：「手に入らないなんて言わせない！15分でわかる文献取り寄せトラの巻【ILL活用術】」     
       京大にないからといって手に入らないとあきらめていた文献はありませんか？ 
  日時：７月14日(月) - ７月18日(金) 16：30-16：45 
  集合場所：調査・相談カウンター前  講習会は事前申込(メール)優先。当日参加も歓迎！ 

 
**Regular Workshop  場所：附属図書館3F講習会室 
  
  附 [基礎]「資料の探し方」 京都大学KULINEを中心に資料を探索する基礎を実習形式で。 
  附 [基礎]「論文の探し方 [日本編]」 CiNiiを中心に日本の学術論文の探し方を実習形式で。 
  附 [基礎]「1・2回生のための雑誌論文入門講座」-ワンランク上のレポートを目指そう！ 
  附 [応用]「3・4回生のための文献収集講座」-論文執筆の糸口をつかもう！ 
  附 [応用]「論文の探し方 [海外編]」 Web of Scienceを中心に海外の学術論文の探し方を実習形式で。 
  附 [応用]「文献管理ツールの使い方」 RefWorksを中心に文献管理ツールの使い方を実習形式で。 
 
***Event 
 
 附属図書館  [イベント] 
     Lecture Series 第3回 「認知発達ロボティクスの紹介と発達ロボットの実現に向けて」 
    京都大学の個性豊かな先生をお招きして、ご専門のお話をしていただくシリーズです。 
      先生方のバックグラウンドも含め、授業では聞けない(？)ちょっとユニークな、ここだけのお話が飛    
      び出すかもしれません。参加は自由！スピーカーも参加者も、自由に集って語りあえる雰囲気を味 
  わってみませんか？ 
  日時：7月17日(木) 15：00-16：15 
  場所：附属図書館１Fラーニング・コモンズ 
  話者：西出 俊 助教（京都大学白眉センター） 
 
 附属図書館   [イベント] 
 とっておきの図書館活用法 第2弾  
  これから研究を進めたい、ちょっと先輩の話を聞いてみたいという人文社会系の学部生にオススメです。 
   日時：7月22日(火) 13:30-14:30 
        7月25日(金) 16:30-17:30 ※各回内容は異なります。 
     会場：附属図書館 1F ラーニング・コモンズ 
       
       詳細は、学習サポートデスクのFacebookをご覧ください！ 
     https://www.facebook.com/pages/Learning-Support-Desk/231531943685284 
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2014.07.01.-
2014.07.31. 

附 [基礎] 
資料の探し方 
KULINE 
16:00-16:30 

附 [応用] 
文献管理ツール 
16:00-16:45 

附 [基礎] 
論文の探し方 
[日本編]  
16:00-16:30 

吉田南 【基礎】 
講習会「手に入らないなんて言わせない！15分でわかる文献取り寄せトラの巻【ILL活用術】」 
7.14- 7.18 16：30 - 16：45  

最新情報はココから！ 
京都大学図書館機構 ＞ イベント情報 

  
2014.07.01.現在  

附 [基礎] 
1,2回生のための…  
15:00-16:20 

附 [応用] 
3,4回生のための…  
15:00-16:00 

附 [イベント] 
Lecture Series  
第3回 
15:00-16:15 

経 附  [応用] 
eol講習会 
13:10-14:30  

－ 夏季試験・フィードバック期間 
  （７/23（水）-８/3（水）: 京大アカデミックカレンダー）  

附 [応用] 
論文の探し方 
[海外編]  
16:00-16:45  

附 [イベント] 
とっておきの 
図書館活用法 
13:30-14:30 

附 [イベント] 
とっておきの 
図書館活用法 
16:30-17:30 

吉田南[イベント] 
卒論・修論執筆応援キャンペーン 7.1-.8.8 
Book Bingo  6.2-8.8 

卒論・修論執筆応援キャンペーン 7.1-.8.8 
Book Bingo  6.2-8.8 

吉田南[イベント] 
卒論・修論執筆応援キャンペーン 7.1-.8.8 
Book Bingo  6.2-8.8 

吉田南[イベント] 
卒論・修論執筆応援キャンペーン 7.1-.8.8 
Book Bingo  6.2-8.8 

吉田南[イベント] 
卒論・修論執筆応援キャンペーン 7.1-.8.8 
Book Bingo  6.2-8.8 



****Special Event 
 
吉田南総合図書館   [イベント] 
卒論・修論執筆応援キャンペーン        
 文献集め手伝います！ 
 日時：7月1日(火) - 8月8日(金) 
 場所：吉田南総合図書館１F調査・相談カウンター周辺 

京都大学図書館機構  
2014.07.01発行 
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/ 
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≪展示≫ 
卒論・修論の書き方本 
論文の書き方に関する本を調査・相談カウ
ンター前で展示します。コーナーにある本
は貸出もできます。 
 
≪参考≫ 
先輩の体験談 
先輩たちがどんな論文を書いているのか見
てみませんか？カウンター 備付のリストで、
同じ分野の人を探すこともできます。体験
談をまとめたペーパーもありますよ。 

≪相談≫ 
先行研究の探し方・集め方 
図書館の調査・相談カウンターは       
あなたの味方です。文献の探し方・集め方、 
時間内ならいつでもカウンターにてご対応 
します。お気軽にご相談ください。 
 
≪講座≫ 
【ILL講習会 】文献取り寄せトラの巻 
7月14(月) - 18日(金)16:30-16:45（15分） 
【RefWorks講習会】文献整理の魔法 
   8月6日(水) 15:30-17:00 (90分)  

 Book Bingo!  
     吉田南総合図書館の資料の背ラベル(請求記号)には分野ごとに0～900番台までの番号が   
     記載されています。その番号を集めながら色んな分野の図書を借りるビンゴ開催中。 
   Book Bingoで図書館の魅力を体感してみてください。 
     見事ビンゴされた方には特典もプレゼント♪ 
   開催時期：～ 8月8日(金) 
   場所：吉田南総合図書館 （カウンター、自動貸出機、環onで用紙配布中！） 

まだまだやってます♪ 
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