
■予定について / Schedule 

 

 現 在 (2020 年 6 月 )、当 館 で は  

一部開館を実施しています。 

 【受付時間】平日10：00-16：00 

 7月以降の開館予定は現段階で

のもので、今後の新型コロナウィルス

拡大防止の状況に鑑み、変更する 

可能性があります。 

 最 新 の 開 館 日 程 に つ い て は、

Twitterやウェブサイトにてご確認くだ

さいますよう、お願いいたします。 

 
   There might be a change in 

schedule. Please visit our Twitter 

or website for details and refer to 

the Twitter.  

 
本館開館日程表 

 

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

Web 

当分の間休室 / Closed 話せる図書館 環on（わおん） 

（人間・環境学研究科棟１F東側） 

00 10:00-16:00 00 休館 / Closed 

00 休館 / Closed 00 定例休館 / Closed 
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環onのご案内 

 

Yoshida-South Library 

Twitter 

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

Network 

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  

2020.7.10 No.2 

表面：企画ほか 

           卒論・修論執筆 
 
     

裏面：緊急アンケート 

           先輩たちの声 

The voice from “Senpai” 

応援キャンペーン 

Thesis writing support campaign 



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  

 吉田南総合図書館では、新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環として、資

料郵送サービスを行っています。往路（貸出）の郵送料金は図書館負担、復路（返

却）の郵送料金は利用者負担となります（返却は図書館前に設置しているブックポス

トでも可）。お申込みはMyKULINEの予約システムから受け付けています。必ず通信

欄に送付先のご住所を入力してください。未入力の場合はキャンセルとなります。詳

細については当館ウェブサイトよりご確認ください。（※こちらのサービスは「当分の間」

実施予定です。今後の状況により実施期間や内容が変更となる場合があります。） 

 【サービス】 資料の郵送貸出を実施中（対象者：京都大学の学生・教職員） 

 【企画】 卒論・修論執筆応援キャンペーン 今年はリモート開催！ 

KULINEはこちら 当館ウェブサイトはこちら 

 本格的な夏が近づき、卒論や修論の

執筆に本格的に取り組む方も多いと思い

ます。ただ、実際に論文を書き始めると

なると、不安に思うことがいろいろと出てく

るかもしれませんね。 

 そこで吉田南総合図書館では、この夏

も例年と形を変えて「卒論・修論執筆応

援キャンペーン」を開催します。今年度

は来館が難しい方も多数いらっしゃるか

と思いますので、先輩の体験記や参考

図書のブックリスト等を、ウェブサイトや

Twitterで随時ご紹介していく予定です。

ぜひチェックしてみてください。 

 

【公開予定】 

「先輩たちはこうしました」2019 

「執筆のお供にいかがですか？吉田南

総合図書館おすすめブックリスト」 

 また、資料の探し方で分からないこと

がある場合は、専用フォームにてご質

問も受け付けます。「△△までは調べた

けれど、××が載っていなかった」な

ど、既に調査済みの内容もあわせてお

知らせいただけると、こちらで調査し直

す際の参考になります。 
 

  【レファレンス申込フォーム】 

  https://forms.gle/ 

  HF9tTUCyC849jR1a9 

 6月末から7月にかけ

てZoomで開催した講

習会「レポートを書くた

め に」初 級・中 級 の 資

料も、当館ウェブサイト

にて公開しています。 

 文献の集め方につい

てさまざまな方法をご

紹介していますので、

そちらもぜひあわせて 

ご参照ください。 

Twitterはこちら 

Check ! 

No.2 

 【Service】 Book delivery service for KU members  

   We continue to offer the book delivery service. Books borrowed from YSL, will now be 

sent to the applicant home. Users can apply for the service through MyKULINE. 

   It will take about a week to process your request. In the service, users can apply as much 

as you like. Please try to apply collectively. The library waived delivery charge (one-way). 

*The policy may change depends on the library's expenditure.  

   Users who can not access to MyKULINE, feel free to contact us by email below.      

        a30yslib@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 

 【Topic】 Thesis writing support campaign 2020 

KULINE YSL Website 

   With full-fledged summer approaching, 

we are sure many of you are getting seri-

ous about writing your graduation thesis 

or master's thesis. However, when you 

actually start writing your paper, you 

might have a lot of concerns about it. 

   For this reason, Yoshida-South Library is 

holding its annual "Thesis writing support 

campaign 2020" this summer in a differ-

ent way from past years. We know that 

many of you may not be able to come to 

the library this year, so we will be posting 

stories of past Senpai student experiences 

and lists of reference books on our web-

site and Twitter as needed. Be sure to 

check it out! 

 

[Schedule topics] 

・What Senpai students did in the past: 

2019 

・Would you like a writing companion?  

Yoshida-South Library Recommendation 

Book List  

 

 

 

   Also, if you have any questions about how 

to find materials, you can ask a librarian by 

application form. It would be helpful for us 

to know what you have already re-

searched, for example, "I researched up to 

______, but ______ was not listed," and so 

on. Please write "Reference Survey" in the 

subject line. 

 

  【Ask a librarian】 

  https://forms.gle/ 

  HF9tTUCyC849jR1a9 

    

The materials for the introductory and 

intermediate courses of "Guidance session 

on How to write your reports" held on 

Zoom from the end of June to July are 

available on the library's website. Various 

methods for collecting literature are listed 

here as well for reference. 

Scan here for  

our Twitter account 
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おうちで過ごす時間が長いですが、 

困っていること、心配していることはありますか？ 

オンライン授業を受けてみての感想を教えてください 

最近新しく始めたことはありますか？ 

 

自宅で研究を進めるためのお役立ちツールを教えてください 

自粛期間中も先生や友人と、 

・対面授業よりも集中力を持続させることが難しいと感じ
た。（博士�回生） 
・受動的なオンライン講義は問題ないですが、テキストの購
読などは翻訳を合わせるライブ感が損なわれて難しいなと思
いました。（博士�回生） 

・3DQG$のフォーラム機能を使ってゼミを行なっています。
対面式に比べて時間的な縛りが緩いので、じっくりお互いの
意見を吟味できるのはいい点だと思います。しかし、相手の
顔が見えないと、やはり物足りない気分にはなりますね。
（博士�回生） 

・もとの学校生活が始まってしまった時に、感染症にかかるこ
とが心配。（博士�回生） 
・学会発表等の業績を積む機会がない。（博士�回生） 
・用意できる資料に制限があるので、論文執筆がなかなか思う
ようにいかないことが不安です。（修士�回生） 

・自分は文献調査が主なので随分マシですが、フィールドワー
クなどをメインの手法としている知人などはかなり苦しいよう
で、心配しています。（博士�回生） 

どのようにリフレッシュしていますか？ 

・)0ラジオ、新しい語学の勉強、古典文学を自分で翻訳する
(趣味)（博士�回生） 
・ほぼ毎日友人と作業通話することで、リフレッシュできて
いる。（博士�回生） 
・筋トレと無心の家事労働（修士�回生） 

・プリンづくりです。（修士�回生）・オペラ鑑賞（博士�回生） 
・今までインスタントで済ませていたのですが、とうとうドリッ
パーとサーバーを買ってハンドドリップでコーヒーを淹れ始めま
した。（修士�回生） 

・ジャパンナレッジ、(%6&2� HERRNV�.8/,1(からアクセスで
きます)（修士�回生） 
・.LQGOHは大変役に立っています。（博士�回生） 
・勉 強 会 用 ア プ リ（'LVFRUG）、*RRG1RWH（L3DGの 書 き 込 み
ノートアプリ）（博士�回生） 

・「タイムロッキングコンテナ」という、一度決めた時間が来
るまで開けられなくなるようロックしてくれる箱がおすすめで
す。（博士�回生） 

・手洗いうがいをしっかりしましょう。（博士�回生） 

・心身の健康を保つことを第一に考えています。みなさんも自分に合った方法で健康に過ごしましょう。（博士�回生） 

・変化の激しい現代で、一度立ち止まってじっくり考えるにはいい機会かもしれません。家にこもって、物思いに耽るのも案外楽しい
ですよ！（博士�回生） 

・講義や課題などの学習面だけでなく、サークルやアルバイトといった生活面でもイレギュラーな事態が発生してとても気の毒だと思
います。しかし、現状のような経験をできる学生時代というのも貴重です。今は落ち着いて過ごして、流行が沈静化したら勉強も遊び
も一生懸命やりましょう！もし経済面やメンタルなどに不安を感じたら大学の各機関を頼るのもいいと思いますので、気軽にアクセス
してみてください。（博士�回生） 

・こんな時期ですが、自分が何をしたいかじっくり考えて見直せる時間があると思います。自分が本当にしたい事に全力を尽くせる事
を祈っています。（修士�回生） 

・ただでさえ慣れない新生活で、友達も少なく心細かったり、勉強の面で不安だったりすると思いますが、決してあなただけではなく
て、ほとんどの人がそうだと思います。あんまり焦りすぎず、構えすぎず、今しかできない（であろう）巣ごもり生活を時には楽しん
でください。（修士�回生） 

・図書館をうまく使って42/を上げていきましょう！（修士�回生） 

・大変な時期に新生活が始まり、困惑されている方も多いと思います。しかし、困難な状況だからこそ、新しいことにチャレンジでき
るのかもしれません。今を楽しむことも忘れずに、大学でお会いできる日を待ちましょう！（博士�回生） 

Y 

Y Y 

Y 

Y 

積極的に連絡を取りますか？ 
Y 

授業のある日の過ごし方を教えてください Y 
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朝の準備 研究 授業 リフレッシュ 就寝 研究 

���� 
Y 休日の過ごし方を教えてください 

・研究と関連性の薄い読書、ジョギング、料理 （博士�回生） 
（修士�回生） 

・家でゴロゴロしています。 （修士�回生） 

新入生の皆さんへメッセージをお願いします！ 3OHDVH�JLYH�D�PHVVDJH�WR�WKH�QHZ�VWXGHQWV��� 

:KDW�DUH�\RXU�WKRXJKWV�RQ�WDNLQJ�RQOLQH�FODVVHV" Y Y 

'R�\RX�KDYH�DQ\�SUREOHPV�RU�FRQFHUQV" Y 

:KDW�DUH�VRPH�XVHIXO�WRROV�WR�KHOS�\RX�GR�\RXU�UHVHDUFK�DW�KRPH" Y 

:KDW�DUH�VRPH�QHZ�WKLQJV�\RX
YH�VWDUWHG�UHFHQWO\" Y 

とる 

とらない 
��� ��� 

+RZ�GR�\RX�VSHQG�\RXU�GD\V�RQ�ZKLFK�\RX�KDYH�FODVVHV" 

（�QG�\HDU�PDVWHU
V�VWXGHQW �� 

0RUQLQJ�SUHS 5HVHDUFK  &ODVVHV 5HIUHVK�WLPH  5HVHDUFK  %HGWLPH 

+RZ�DUH�\RX�VSHQGLQJ�\RXU�WLPH�LQ�WKH�QHZ�VFKRRO�\HDU�UHPRWHO\" 

+RZ�DUH�\RX�VSHQGLQJ�\RXU�WLPH�LQ�WKH�QHZ�VFKRRO�\HDU�UHPRWHO\" 

,�UHDG�PDWHULDOV�VOLJKWO\�UHODWHG�WR�P\�UHVHDUFK�DORQJ�ZLWK�JRLQJ�MRJJLQJ��DQG�FRRNLQJ� (�VW�\HDU�GRFWRUDO�VWXGHQW �� 

,�MXVW�ORXQJH�DURXQG�WKH�KRXVH����QG�\HDU�PDVWHU
V�VWXGHQW� 

'R�\RX�VWD\�LQ�FORVH�FRQWDFW�ZLWK�\RXU�WHDFKHUV�DQG�IULHQGV�GXULQJ�WKH�SHULRG�RI�VHOI-TXDUDQWLQH" 

1R 

<HV 

・,�IRXQG�LW�PRUH�GL䇣FXOW�WR�VWD\�IRFXVHG�WKDQ�LQ�IDFH-WR-IDFH�FODV�
VHV����VW�\HDU�GRFWRUDO�VWXGHQW� 

・3DVVLYH�RQOLQH�OHFWXUHV�DUH�䇡QH��EXW�WKHUH�LV�QR�IHHOLQJ�RI�EHLQJ�DW�
WKH� DFWXDO� FODVV�PDWFKLQJ� WKH� WUDQVODWLRQV� VXFK� DV�ZKHQ� UHDGLQJ�
WKH� WH[WERRNV�PDNLQJ� WKH� OHFWXUHV� GL䇣FXOW��  ��QG� \HDU�GRFWRUDO� VWX�
GHQW� 

・,�XVH�WKH�3DQG$ �IRUXP�IXQFWLRQ�WR�FRQGXFW�VHPLQDUV��&RPSDUHG�
WR� IDFH-WR-IDFH� FODVVHV�� WKH� WLPH� FRPPLWPHQW� LV�PRUH� OHQLHQW�� VR�
ZH�FDQ�WDNH�RXU�WLPH�DQG�H[DPLQH�HDFK�RWKHU
V�RSLQLRQV��ZKLFK�,�
WKLQN� LV�D�JRRG�WKLQJ��%XW�DV� ,�FDQ
W� VHH�WKH�RWKHU�SHUVRQ
V� IDFH�� ,�
VWLOO�IHHO�OLNH�,
P�PLVVLQJ�RXW����UG�\HDU�GRFWRUDO�VWXGHQW� 

+RZ�GR�\RX�UHIUHVK�\RXUVHOI" 
3HRSOH�DUH�VSHQGLQJ�D�ORW�PRUH�DW�KRPH�� 

・,� OLVWHQ� WR� )0� UDGLR�� OHDUQ� D� QHZ� ODQJXDJH� DQG� WUDQVODWH� FODVVLF�
OLWHUDWXUH�RQ�P\�RZQ�DV�P\�LQWHUHVW����QG�\HDU�GRFWRUDO�VWXGHQW� 

・,
P�DEOH�WR�UHIUHVK�P\VHOI�E\�PDNLQJ�ZRUN�FDOOV�ZLWK�IULHQGV�DOPRVW�
HYHU\�GD\����VW�\HDU�GRFWRUDO�VWXGHQW� 

・6WUHQJWK�WUDLQLQJ�DQG�PLQGOHVV�KRXVHZRUN����QG�\HDU�PDVWHU
V�VWXGHQW� 

・0DNLQJ�SXGGLQJ����QG�\HDU�PDVWHU
V�VWXGHQW� 

・:DWFKLQJ�RSHUD����VW�\HDU�GRFWRUDO�VWXGHQW� 

・,�XVHG� WR�GULQN� LQVWDQW�FR䇠HH��EXW� ,�䇡QDOO\�ERXJKW�D�GULSSHU�DQG�
VHUYHU�DQG�VWDUWHG�PDNLQJ�FR䇠HH�XVLQJ�KDQG-GULS�WHFKQLTXHV�� 
��QG�\HDU�PDVWHU
V�VWXGHQW� 

・,
P�ZRUULHG�DERXW�JHWWLQJ�LQIHFWHG�ZKHQ�VFKRRO�OLIH�JRHV�EDFN�WR�
QRUPDO����QG�\HDU�GRFWRUDO�VWXGHQW� 

・7KHUH�DUH�QR�RSSRUWXQLWLHV�IRU�DFDGHPLF�SUHVHQWDWLRQV�DQG�RWKHU�
DFDGHPLF�DFKLHYHPHQWV����VW�\HDU�GRFWRUDO�VWXGHQW� 

・,
P�ZRUULHG� WKDW�ZULWLQJ� D� SDSHU� LV� QRW� JRLQJ� WR� EH� DV� HDV\� DV� ,�
ZRXOG� OLNH� EHFDXVH� RI� WKH� OLPLWDWLRQV� RI� WKH�PDWHULDOV� ,� FDQ� SUH�
SDUH����QG�\HDU�PDVWHU
V�VWXGHQW� 

・0\�VWXGLHV� IRFXV�RQ� OLWHUDWXUH�UHVHDUFK�VR� ,�VKRXOG�EH�䇡QH��EXW�,�
ZRUU\�EHFDXVH�SHRSOH� ,� NQRZ�DQG�RWKHUV�ZKR�XVH�䇡HOGZRUN�DQG�
RWKHU�PHWKRGV� DV� WKHLU�PDLQ�PHWKRG� VHHP� WR� EH� VX䇠HULQJ� D� ORW��
��QG�\HDU�GRFWRUDO�VWXGHQW� 

・-DSDQ.QRZOHGJH�� (%6&2� H%RRNV � �DFFHVVLEOH� WKURXJK� .8/,1(��
��QG�\HDU�PDVWHU
V�VWXGHQW� 

・.LQGOH�KDV�EHHQ�YHU\�KHOSIXO����UG�\HDU�GRFWRUDO�VWXGHQW� 

・'LVFRUG�6WXG\�JURXS�DSS���� 

��*RRG1RWHV ��L3DG�QRWH-WDNLQJ�DSS����VW�\HDU�GRFWRUDO�VWXGHQW� 

・,�UHFRPPHQG�D�ER[�FDOOHG�D��WLPH-ORFNLQJ�FRQWDLQHU���ZKLFK�ORFNV�
WKH�ER[�VR�WKDW�LW�FDQ
W�EH�RSHQHG�XQWLO�WKH�WLPH�\RX�GHFLGH�EHIRUH�
KDQG�HODSVHV����QG�\HDU�GRFWRUDO�VWXGHQW� 

・0DNH�VXUH�\RX�ZDVK�\RXU�KDQGV�DQG�JDUJOH����QG�\HDU�GRFWRUDO�VWXGHQW� 

・.HHSLQJ�P\�PLQG�DQG�ERG\�KHDOWK\�LV�P\�QXPEHU�RQH�SULRULW\��/HW
V�DOO�VWD\�KHDOWK\�LQ�D�ZD\�WKDW�ZRUNV�IRU�XV����VW�\HDU�GRFWRUDO�VWXGHQW� 

・,Q�WRGD\
V�IDVW-FKDQJLQJ�ZRUOG��WKLV�PLJKW�EH�D�JRRG�RSSRUWXQLW\�WR�VWRS�DQG�WDNH�VRPH�WLPH�WR�FDUHIXOO\�WKLQN�DERXW�WKLQJV��6WD\LQJ�DW�KRPH�DQG�
JHWWLQJ�ORVW�LQ�GHHS�WKRXJKW�LV�PRUH�IXQ�WKDQ�\RX�WKLQN����VW�\HDU�GRFWRUDO�VWXGHQW� 

・,W
V�VDG�WR�KHDU�DERXW�WKH�LUUHJXODULWLHV�WKDW�RFFXU�QRW�RQO\�LQ�VWXGLHV��VXFK�DV�OHFWXUHV�DQG�DVVLJQPHQWV��EXW�DOVR�LQ�OLIH��VXFK�DV�LQWHUHVW�JURXSV�DQG�
SDUW-WLPH�MREV��%XW�LW
V�DOVR�YDOXDEOH�WR�EH�DEOH�WR�H[SHULHQFH�WKLQJV�OLNH�WKH�FXUUHQW�VLWXDWLRQ�DV�D�VWXGHQW��6WD\�FDOP�IRU�QRZ��DQG�ZKHQ�WKH�HSLGHPLF�
GLHV�GRZQ��OHW
V�VWXG\�KDUG�DQG�SOD\�KDUG��,I�\RX
UH�ZRUULHG�DERXW�\RXU�䇡QDQFHV��PHQWDO�KHDOWK��HWF���IHHO�IUHH�WR�WXUQ�WR�WKH�YDULRXV�LQVWLWXWLRQV�DW�WKH�
XQLYHUVLW\�IRU�KHOS����QG�\HDU�GRFWRUDO�VWXGHQW� 

・,�WKLQN�ZH�KDYH�WLPH�WR�WKLQN�ORQJ�DQG�KDUG�DERXW�ZKDW�ZH�ZDQW�WR�GR�DQG�UHDVVHVV�RXU�OLYHV�GXULQJ�WKLV�WLPH��,�ZLVK�HYHU\RQH�WR�GR�WKHLU�EHVW�LQ�
ZKDW�WKH\�UHDOO\�ZDQW�WR�GR����QG�\HDU�PDVWHU
V�VWXGHQW� 

・<RX�PD\�IHHO�XQFRPIRUWDEOH�LQ�\RXU�QHZ�OLIH�WR�ZKLFK�\RX�DUH�QRW�\HW�DFFXVWRPHG�ZLWK�IHZ�IULHQGV�DQG�FRQFHUQV�DERXW�\RXU�VWXGLHV��+RZHYHU��WKLV�LV�
QRW�RQO\�\RX��,�WKLQN�PRVW�SHRSOH�IHHO�WKH�VDPH��'RQ
W�EH�WRR�LPSDWLHQW��GRQ
W�EH�WRR�GHIHQVLYH��DQG�VRPHWLPHV�HQMR\�WKLV�KLEHUQDWLRQ-W\SH�OLIHVW\OH�
ZKLFK�PD\EH�\RX�FDQ�RQO\�HQMR\�QRZ����QG�\HDU�PDVWHU
V�VWXGHQW� 

・/HW
V�PDNH�JRRG�XVH�RI�WKH�OLEUDU\�WR�LPSURYH�RXU�TXDOLW\�RI�OLIH����QG�\HDU�PDVWHU
V�VWXGHQW� 

・0DQ\�SHRSOH�DUH�FRQIXVHG�DERXW�VWDUWLQJ�D�QHZ�OLIH�DW�D�GL䇣FXOW� WLPH��%XW�PD\EH� LW
V� WKH�GL䇣FXOW�FLUFXPVWDQFHV�WKDW�DOORZ�XV�WR�WU\�QHZ�WKLQJV��
'RQ
W�IRUJHW�WR�HQMR\�WKH�PRPHQW�DQG�ORRN�IRUZDUG�WR�WKH�GD\�ZKHQ�\RX�FDQ�VHH�HYHU\RQH�DW�XQLYHUVLW\����UG�\HDU�GRFWRUDO�VWXGHQW� 


