
  京都大学 吉田南総合図書館 (愛称：逍遥館
しょうようかん

) 〒606-8501 京都市左京区吉田二本松町 
   

     Tel ： 075 (753) 6524, 6525 Email ： a30yslib@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 

  Web ： https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/yoshidasouthlib/ Twitter : @yoshidasouthlib 

Web 

 
YouTubeのご案内 

 

 
環onのご案内 

 

【Opening hours】 weekday 8：40 - 18：30 

【Access】 人間・環境学研究科棟１F東側 

吉田南総合図書館公式YouTubeチャンネルでは、4月5日から開催される

「デジタル探検ツアー」のほか、利用案内、講習会資料、先輩インタビュー等

の動画がご覧いただけます。ぜひチェックしてみてください。 
 

There might be a change in schedule. Please refer to our Twitter or website.  

https://www.youtube.com/channel/UCRnsQ5mdoryanXHMwqSghiQ 

人間・環境学研究科棟の1Fには、「話せる図書館」がコンセプトの環onという部屋があります。

こちらでは発話をともなうオンライン授業の受講も可能です（必ずマスクを着用してください）。 
 

 

Wa-on is a library where you can talk. You can take online classes there.                                                  

Always wear a mask in the room. 

吉田南 

総合図書館 

YouTube 

 

※ご利用には学生証または図書館利用証が必要です。  

※室内ではマスクの着用と手指の消毒、 

   使用する席の消毒をお願いします。  

※オンライン授業にご利用いただけます。 

K A L I N 
K y o t o  u n i v e r s i t y  A c a d e m i c  L I b r a r y  N e w s l e t t e r  
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Welcome to Yoshida-South Library! 

2022年度前期日程表 
First Semester Calendar for 2022 
 

吉田南総合図書館のトリセツ 
Yoshida-South Library Users’ Manual 



 
開館日程表 <2022年度前期> / Calendar  
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00 9:00-20:00 00 定例休館(環on開室) / Closed 00 10:00-15:00 00 休館 / Closed 

吉田南総合図書館は、前期、下記の予定で開館いたします。なお、必要に応じ臨時に  

閉館する場合がございます。最新の開館日程については、Twitterやwebサイトにて 

ご確認ください。 
 

There might be a change in schedule. Please refer to our Twitter or website.  

 

■ デジタル探検ツアー 

  4月5日-5月31日 

 

■ 前期講習会 

  ※各回とも20分程度 

  [第1弾] 大学でレポートを書くために 

   4月21日 12：30 

   4月22日 12：30 

 

  [第2弾] パーフェクトなレポート執筆の 

       ための引用の書きかた 

   4月25日 12：30 

   4月27日 12：30 

 

■ 創立記念日 

   6月18日 

 

■ 卒論・修論執筆応援キャンペーン 

  7月-8月開催予定 

 

■ 夏季特別貸出 

   7月予定 

 

■ 夏季休館 

   8月11日-21日 

 

吉田南総合図書館 
Twitter @yoshidasouthlib 

京都大学図書館機構 
The Kyoto University Library Network 

 

■ Virtual Tour 

   April 5th - May 31st 
 

■ Guidance session  

[1] Guidance session on how to write 

 a report  

   April 21st    12:30pm 

   April 22nd  12:30pm 

 

[2] Guidance session on How to cite  

references properly  

   April 25th   12:30pm 

       April 27th   12:30pm 
 

■  Anniversary of the establishment 

      June 18th  

 

■ “Thesis writing support campaign” is 

planned.       

      July - August 
 

■ Long term loan for summer holiday 

     Scheduled for July 
 

■ Closed in summer  

      August 11ｔｈ - August 21st 

 
イベント予定 / Schedule 

 

図書館からのお知らせは 

こちらでCheck！→ 

裏面：「吉田南総合図書館のトリセツ 2022ver.」もご覧ください 
 

Please look on the back.  



ようこそ！ 吉 田 南 総 合 図 書 館 の   

3. 
電子ジャーナル（EJ）、電子ブック（EB）も読める！ 

 図書館一番奥にある階段をあがったところが、PCがあるOSL（オープン・ス

ペース・ラボラトリ）コーナーです。こちらのPCもECS-IDとパスワードがあれば、レ

ポートや調べものにご利用いただけます。京都大学ではEJ(4万タイトル以上)、

EB(5万タイトル以上) を契約し、みなさんに提供しています。 

   The OSL (Open Space Laboratory) area, just up the stairs at the back of the li-

brary, is equipped with computers. You can also use these computers for reports 

and research if you have an ECS-ID and password. Kyoto University has subscrip-

tions to E-journals (over 40,000 titles) and E-books (over 50,000 titles), and makes 

them available to everyone on campus. 

レポート作成や自習には閲覧室を使おう！ 
5. 

 1F閲覧室は約90席、2Fの閲覧室は約270席あります。論文やレポートの作成に、

自習に、ぜひご利用ください。 

 友人と相談しながら課題を仕上げたい、資料の打ち合わせをしたい、そんなとき

には「話せる図書館  環on（わおん）」をご利用ください。 場所は吉田南総合図書館

の向かい、人間・環境学研究科棟の1F東側です。 

新歓イベントやってます！ 7. 
 より図書館を知ってもらうための新歓イベントをおこなっています。 

   We are holding fun new events to let people get to know the library better.  

 

 

 コンセントや無線LANを完備しているので、自分のPCを持ち込んで作業することもでき

ます！ 印刷については京都大学生協のサイトをご参照ください。 

   There are electrical outlets and Wi-Fi, so you can bring your own 

computer and work! For printing, please refer to Kyoto University 

CO-OP website. 

 新入生のみなさん、はじめまして！ 吉田南総合図書館を活用し

て充実した学生生活を送ってもらえるよう、トリセツをつくりました。  

ぜひご覧ください！  

   Hello, incoming students! we ’ve created the Yoshida-

South Library Users’ Manual so that you can make full 

use of the library and have a make the most of your 

time at Kyoto University life. Please have a look.  

1. 
入館ゲートを通るときは学生証でピッ！ 

 入館ゲートは学生証をかざせば開くようになっています。本を借りるときも、自

動貸出機に学生証をあてれば貸出ができますよ。 

 ちなみに学生の方は1F、2Fの図書は10冊まで、1ヶ月借りることができます。

貸出冊数は図書館・室ごとに異なり、それぞれ別カウントです。 
 

   you can open the entrance gate just by holding your Student ID over the sensor. 

When you borrow books, you can just touch your Student ID to an automatic 

lending machine.  

   By the way, students can borrow up to ten books 

for one month from the first and second floors. The 

number of books that can be borrowed is different 

for each library or reading room, and they are count-

ed separately. 
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Map room 3 

本は背ラベルの番号（請求記号）の順に並んでいます。もし「本が見つから

ない」「探し方が分からない」など、分からないことがあればお気軽にスタッ

フまでお声がけくださいね。 

   Books are arranged in order of the call number labels on their 

spines. If you have any questions, such as “Where is this book?” or 

“How do I search for a book?”, please feel free to ask the staff!  

＜吉田南総合図書館＞ 

愛称：逍遥館（しょうようかん）                                       

蔵書数：約70万冊                                   

開館時間：[平日] 9時-20時 [土] 10時-15時 

(2022年4月現在)                       
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DVDが視聴覚室で見られる！ 
4. 

 古典や話題の映画、ドキュメンタリーやアニメ作品など、幅広い資料を揃えた     

人気コーナーです。DVDは貸出できないので、視聴覚室で見てくださいね。 

図書館のお知らせはWeb、Twitterをチェック！ 6. 
 吉田南総合図書館は、京大生のみなさんへいろいろな情報を発信しています。コ

ロナウィルス感染症防止のため提供サービスや開館時間を変更していることがあ

ります。Webサイト、Twitter、KALINのチェックをお願いします！ 

   Yoshida-South Library offers a wide range of information to Kyoto University stu-

dents. Library services and hours may change to prevent the spread of 

COVID-19. 

Please check the website, Twitter and KALIN!  

＜Web＞ http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/yoshidasouthlib/ 

＜Twitter＞ @yoshidasouthlib 

 

Web Twitter 

2. 
本を探すのはKULINE（クライン）で！ 

 探している本がいったいどの図書館・室にあるのか、検索できる頼もしいシス

テムが「京都大学蔵書検索KULINE」です。 情報環境機構のECS-IDとパス

ワード でログインすれ ば、「MyKULINE（マイクライン）」もご利用いただけま

す。こちらは本の予約や貸出期間の延長、貸出履歴の参照ができる便利なサー

ビスです。 

   KULINE (Kyoto University LIbrary NEtwork) is a trusty system that lets you find 

out which library or reading room the book you’re looking for is in. You can use 

MyKULINE by logging in with the Institute for Information Management and Com-

munication ECS-ID and password. MyKULINE is a convenient service that enables 

you to reserve a book, extend the borrowing period, and reference your lending 

history.  

よ  し だ み な み そ う  ご う  と  し  ょ か ん  
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2022 ver. 
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B2 
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 新歓企画 

附属図書館  附属図書館で本を借りて新歓企画「おしえて！あなたのファー

ストブック」に参加してみよう（4/6～6/30まで）。参加者全員に附

属図書館オリジナルグッズをプレゼント！  

   Let's join the event “Your Fast Book in Kyoto University Library” 

(Apr 6th–Jun 30th). Please submit the title of your first book in 

Kyoto University Library and your comment. All participants will 

receive original goods from the main library! Check the details 

from the website. 

For fresher's of KU 

 吉田南総合図書館はデジタル探検ツアーをオンラインで開

催します（4/5～5/31まで）！ クイズに回答し満点だった方には記

念品を進呈します。今年の記念品はオリジナルトートバッグ（左

図・新入生限定先着50名）です。また、YouTubeでは先輩たちの

インタビューを絶賛公開中です。ぜひご覧ください！ 

   The Yoshida-South Library is holding a digital tour of the library 

online (Apr 5th–May 31st)! Those who get 100% on the quiz will 

receive a special prize. This year’s prize is an original tote bag 

(shown on the left, available for the first 50 incoming students). 

Interviews with upper class students are also available on 

YouTube for you to enjoy!  

 
デジタル 

Virtual Tour 

探検ツアー 

   It’s a popular area offering a wide range of 

materials including classic films, recent hit 

movies, documentaries and animation. DVDs 

are not lent out, so please watch them in the 

audio-visual room. 

   There are about 90 seats in the 1F reading room and about 270 in the 2F reading 

room. They’re great places for writing papers and reports, and for studying on your 

own.  

   If you want to work on an assignment or discuss some-

thing with a friend, please use “Wa-on,” the speaking 

library. . It’s located opposite the Yoshida-South Library, 

on the east side of the 1st floor of the Graduate School of 

Human and Environmental Studies Building.  

Enter the library gate by holding your Student ID pass over the sensor! 

Find the book you’re looking for with KULINE! 

Read E-journals and E-books too! 

DVD can be seen in the audio-visual room! 

Use the reading room to write reports and study! 

Check the Internet or Twitter for news from the library! 

Take part in the Library Network quiz and Yoshida- South Library virtual tour! 

Yoshida-South Library Users’ Manual  

トリセツ Welcome! 

＜Yoshida-South Library＞ 

Nickname: SHOYOKAN                                        

Collection: Approximately 700,000 books                                    

Hours: Weekdays 9:00-20:00, Saturday 10:00-15:00                 
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