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

2017年
12月
Dec.

・新春★三角くじ［1/4-1/5］
　New Year ★ Lot［1/4-1/5］

・試験期間中の開館時間延長・臨時開館［1/10-1/29］
　Extension of Library Opening Hours in preparation for 
Examination［1/10-1/29］

・「文学・言語系データベース GALE Literary Sources ガイダンス」
［1/10］（17名）

　Guidance session on GALE Literary Sources［1/10］

2018年
1月
Jan.

・第2回吉田南総合図書館協議会［2/13］
　2th conference of Yoshida-South Library council［2/13］

・バレンタイン企画『Packaged Book -St. Valentine’s Day ver.-』
［2/5-2/19］

　Valentine Campaign “Packaged Book -St. Valentine’s Day 
ver.-”［2/5-2/19］

2月
Feb.

・支援機構ガイダンス［4/4-4/6］
　New student orientation［4/4-4/6］

・吉田南総合図書館ウォークラリー［4/4-4/26］（158名）
　Yoshida-South Library : Library Walk Tour［4/4-4/26］

・図書館機構スタンプラリー“Library Walk”（当館でゴール：60名）［4/4-5/11］
　Library Network : “Library Walk”［4/4-5/11］

・ILASセミナー「近世西洋史学」授業協力［4/24］（8名）
　ILAS Seminar : Early Modern Western History class support［4/24］

・“Library Guide 2018”発行［4/1］
　Library Guide 2018 published［4/1］

4月
Apr.

・「論文・レポート執筆のススメカタ」第2弾『ほしい論文、どうやって探す？
～電子ジャーナルとILL入門～』［6/11-6/21］（13名）

　Guidance session on searching and getting articles - A guide to 
using E-journals and ILL services［6/11-6/21］

6月
Jun.

・第1回吉田南総合図書館運営委員会［5/14］
　1st conference of Yoshida-South Library management board ［5/14］

・第1回吉田南総合図書館協議会［5/28］
　1st conference of Yoshida-South Library council［5/28］

・全学共通科目「大学図書館の活用と情報探索」演習補助者派遣［5/8-5/22］
　Liberal Arts and General Education Courses : University Library 
Data Searching class support［5/8-5/22］

・「論文・レポート執筆のススメカタ」第1弾『レポートを書くために』
［5/21-5/31］（37名）

　Guidance session on writing papers - Learn to writing papers
［5/21-5/31］

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

3月
Mar.

バレンタイン企画
『Packaged Book -St. Valentine’s Day ver.-』 

Valentine Campaign
“Packaged Book -St. Valentine’s Day ver.-”

「論文・レポート執筆のススメカタ」第1弾
『レポートを書くために』

Guidance session on writing papers
- Learn to writing papers
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図書館の活動 Activities



9月
Sep.

・西田幾多郎寄贈図書（計6点）を『「京都大学の西田幾多郎」展』
に出陳（石川県西田幾多郎記念哲学館主催、京都大学大学文
書館共催）［9/4-11/4］

　6 books donated by Nishida Kitaro exhibited in the special 
exhibitions “Nishida Kitaro at Kyoto University”［9/4-11/4］

・台風21号接近に伴う臨時休館［9/4］
　Temporarily closed due to the typhoon［9/4］

・台風24号接近に伴う臨時休館［9/29］
　Temporarily closed due to the typhoon［9/29］

・「卒論・修論執筆応援キャンペーン」特別企画『総人のミカタ座談会』
［8/2］（8人）

　Thesis writing support campaign special event “Round-table 
discussion with So-jin no Mikata”［8/2］

・オープンキャンパス［8/9-8/10］（858人）
　Open Campus［8/9-8/10］

・台風20号接近に伴う臨時休館［8/23］
　Temporarily closed due to the typhoon［8/23］

8月
Aug.

・全学共通科目「スペイン語IB（文法）」授業協力［10/1-10/4］（302名）
　Liberal Arts and General Education Courses : Primary Spanish B 
class support［10/1-10/4］

・全学共通科目「ヨーロッパ歴史・社会論基礎ゼミナールⅠ」授業協力
［10/9］（8名）

　Liberal Arts and General Education Courses : Introductory 
Seminar on European Social History I class support［10/9］

・「文献収集・管理のススメカタ」第1弾『卒論・修論のための資料の整理法』
［10/15-10/17］（20名）

　Guidance session on managing research materials for Thesis 
writing［10/15-10/17］

・「文献収集・管理のススメカタ」第2弾『卒論・修論のための文献収集最
終チェック』［10/22-11/1］（22名）

　Guidance session on searchin and getting articles for Thesis 
writing［10/22-11/1］

・「文献収集・管理のススメカタ」第3弾『文献収集応援！リクエストキャン
ペーン』［10/30-11/9］（希望数17冊、購入数12冊）

　Request campeign［10/30-11/9］

10月
Oct.

11月
Nov.

・「文献収集応援！リクエストキャンペーン」特別企画『拝啓三宅
香帆さま』［11/7］（6名）

　Request campaign special event “Dear Kaho Miyake”［11/7］

（　）内の人数は参加者数

12月
Dec.

・「論文・レポート執筆のススメカタ」第3弾『卒論・修論執筆応援キャン
ペーン』［7/2-8/3］

　Thesis writing support campaign［7/2-8/3］

・避難勧告発令に伴う臨時閉館［7/6-7/7］
　Temporarily closed by the evacuation recommendation ［7/6-7/7］

・試験期間中の開館時間延長・臨時開館 ［7/9-7/26］
　Extension of Library Opening Hours in preparation for 
examination ［7/9-7/26］

　第2回 吉田南総合図書館運営委員会［7/30］
　2nd conference of Yoshida-South Library management board［7/30］

7月
Jul.

オープンキャンパス
 Open Campus

「文献収集・管理のススメカタ」第1弾
『卒論・修論のための資料の整理法』

Guidance session on managing research
materials for Thesis writing
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図書館の活動Activities


