
Yoshida-South Library - Event Calendar
吉田南総合図書館の一年間

新春★三角くじ
 New Year ★ Lot
新春★三角くじ
 New Year ★ Lot

第５回グレート・ブックス読書会
Great Books Reading Club

(the 5th session)

資料保存講習会
Resource preservation workshop

脱出ゲーム
Escape Game

ゴーヤのグリーンカーテンづくり
Bitter gourd  grown as a “Green Curtain”

2014年
12月
Dec.

・15分で習得！新聞検索講習会［12/1-5］（10人）
　Guidance session on searching newspaper articles - Learn to 
search effectively in 15 minutes［12/1-5］

・新春★三角くじ［1/6-7］ 
    New Year ★ Lot［1/6-7］
・第5回吉田南総合図書館運営委員会［1/30］
    5th meeting of Yoshida-South Library
    management board［1/30］

2015年
1月
Jan.

・第4回グレート・ブックス読書会「水滸伝 豪傑108人
の集合」［2/6］（16人）
　Great Books Reading Club (4th session) - 
“SUIKODEN(Water Margin)”［2/6］

・バレンタイン♡キャンペーン 愛の名言しおり Present
［2/12-13］
　Valentine♡Campaign “A bookmark of saying 
of LOVE”［2/12-13］

・第6回吉田南総合図書館運営委員会［2/24］
　6th meeting of Yoshida-South Library management 
board［2/24］

2月
Feb.

・こわれた本、なおしませんか？
　資料保存講習会（修理実習付）［3/18］（3人）
 　Resource preservation workshop［3/18］

・第5回グレート・ブックス読書会「蒲団―明治末期
の恋愛、性、人間、自然」［3/5］（9人）
　Great Books Reading Club(5th session) - “FUTON”［3/5］
・第3回吉田南総合図書館協議会［3/25］
　3rd meeting of Yoshida-South Library council
［3/25］

・１F閲覧室窓　網戸設置工事［3/25-31］
　Window screen installation construction at 
the reading room on the first floor［3/25-31］

3月
Mar.

・支援機構ガイダンス［4/2,6］
 　New student orientation［4/2,6］
・図書館機構スタンプラリー "Library Walk"［4/2-24］（132人）
 　Library Network : "Library Walk"［4/2-24］ 
・吉田南総合図書館ウォークラリー［4/6-27］（402人）
 　Yoshida-South Library : Library Walk Tour［4/6-27］

・英語学習コーナー設置［4/1］
 　English learning books corner
 　installed［4/1］
・"Library Guide 2015" 発行［4/1］
 　Library Guide 2015 published［4/1］

4月
Apr.

・吉田南総合図書館脱出ゲーム
　「KULINEのつぼ」［6/8-17］（94人）
　Escape Game "KULINE bottle"［6/8-17］
・書く前に探せ！レポート・論文執筆のための15分CiNii講座［6/22～26］（17人）
　Guidance session on searching CiNii articles - Learn to search 
effectively in 15 minutes［6/22-26］

・第６回グレート・ブックス読書会「思い出」で読み解く 銀の匙［6/9］（8人）
　Great Books Reading Club(6th session) “The Silver 
Spoon”［6/9］

・国立国会図書館「図書館向けデジタル化資料送信サービス」開始［6/10］
　NDL “Digitized Contents Transmission　Service for Libraries 
in Japan” launched［6/10］

6月
Jun.

・卒論・修論執筆応援キャンペーン2015［7/1-8/5］
　Thesis writing support campaign 2015［7/1-8/5］
・図書館員のワザを伝授！15分でわかる「京大にない資料」の手に入

れ方［7/6-10］（11人）
　Guidance session on using ILL - Learn to search effectively in 
15 minutes［7/6-10］

・15分で学ぶ！文献リスト作成術 -RefWorksの使い方-［7/13-17］（12人）
　Guidance session on using RefWorks in 15 minutes［7/13-17］

・第7回グレート・ブックス読書会 「純粋批判理論」はグレートブックか
［7/7］（25人）
　Great Books Reading Club(7th session) “Critique of Pure 
Reason (Critik der reinen Vernunft)”［7/7］ 

7月
Jul.

・第１回吉田南総合図書館運営委員会［5/19］
　1st meeting of Yoshida-South Library
　management board［5/19］
・ゴーヤのグリーンカーテンづくりを実施［9月末まで］［5/28］
　Bitter gourd grown as a “Green Curtain” (up to the end of 
September)［5/28］

・第1回吉田南総合図書館協議会［5/29］
　1st meeting of Yoshida-South Library council［5/29］

・全学共通科目  英語1A、
2Aの授業協力［5/14-20］

　Liberal Arts and General 
Education Courses English 
1A, 2A class support
［5/14-20］

5月
May

（　）内の人数は参加者数

行　事　等
Events

情報リテラシー支援
Guidances

図書館の活動 Activities
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　平成27年4月、吉田南総合図書館では英語多読・速読のための図書、約2,600冊を
集めた「英語学習コーナー」を2階北側に開設しました。学生のみなさんの英語学習
に役立てていただくため、教養・共通教育に対応する図書館である当館に整備された
ものです。レベル分けされた多読シリーズはもちろん、古典作品、児童文学等、幅広い
ジャンルの英語図書が並んでいます。まずは一冊、手に取って挑戦してみてください。
We have opened an "English Learning Books" corner on the 2nd floor to help students improve 
their English, in line with our role as a library that supports interdisciplinary studies. We provide 
approximately 2,600 books that can help students to read more widely in English and improve their 
English speed-reading ability. There are a wide variety of books at different levels of difficulty, as well as classics and young adult literature.
For more information, please visit our website below : http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/yoshidasouthlib/service/tadoku.html

「英語学習コーナー」を開設しました！We have "English Learning Books" now!

オープンキャンパス 
 Open Campus

リクエストキャンペーン
Request Campaign

第8回グレート・ブックス読書会
Great Books Reading Club

(8th session)

Web of Science講座
Guidance session on using

Web of Science

新聞検索講習会
 Guidance session on searching

newspaper articles

・第２回吉田南総合図書館運営委員会［9/18］
　2nd meeting of Yoshida-South Library management 
board［9/18］

・地下書庫照明LED化工事［9/20-28］　
　LED lights installation for Yoshida-South Library stacks
［9/20-28］

9月
Sep.

・オープンキャンパス ［8/6-8/8］（754人）
　Open Campus［8/6-8/8］

8月
Aug.

・外壁等改修工事［2016年1月末まで予定］［10/1］
　Repair work on Yoshida-South Library’s exterior walls 
(expected month of completion: January)［10/1］

・第8回グレート・ブックス読書会「ハイデガーの『存在と時間』-
「気遣う人（homo curans）」としての人間［10/23］（26人）
　Great Books Reading Club (8th session) “Being and 
Time (Sein und Zeit)” ［10/23］

・蔵書のタネ募集します！
　気軽にリクエスト・キャンペーン［10/26-11/30］
　Request Campaign［10/26-11/30］

10月
Oct.

・海外論文ここから探せ！
　15分でつかむWeb of Science講座［11/2-6］（8人）
　Guidance session on using Web of Science - Learn to use it 
effectively in 15 minutes［11/2-6］

・15分で習得！新聞検索講習会［11/9-13］（17人）
　Guidance session on searching newspaper articles - Learn to 
search effectively in 15 minutes［11/9-13］

11月
Nov.

2016年
1～3月
Jan.-Mar.

12月
Dec.

（　）内の人数は参加者数

図書館の活動Activities
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