
■予定について / 6FKHGXOH 
 

 現 在 (2021 年 4 月 )、当 館 で は  

一部開館を実施しています。 

 

 【開館時間】平日9：00-20：00 

  

 4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

感染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。 
 
���7KHUH� PLJKW� EH� D� FKDQJH� LQ 
VFKHGXOH�� 3OHDVH� UHIHU� WR� RXU�
7ZLWWHU RU�ZHEVLWH�� 

 
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

) 〒���-���� 京都市左京区吉田二本松町 
   

     7HO ： �������������������� (PDLO�： D��\VOLE#PDLO��DGP�N\RWR-X�DF�MS 
  :HE�： KWWSV���ZZZ�NXOLE�N\RWR-X�DF�MS�\RVKLGDVRXWKOLE� 7ZLWWHU���#\RVKLGDVRXWKOLE 

tĞď 

【開室時間】平日9：00-17：00 

【アクセス】人間・環境学研究科棟１F東側 
 

※アクリルスタンド、消毒液等を設置しています。 

※マスクをつけてご利用ください。オンライン授業にご利用 

  いただけますが利用者同士の会話はできません。  

00 9:00-20:00 00 休館 / &ORVHG 

00 定例休館 ※環onは開室 / &ORVHG 
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環onのご案内 

 

吉田南総合図書館 
<RVKLGD-6RXWK�/LEUDU\ 
7ZLWWHU 

京都大学図書館機構 
7KH�.\RWR�8QLYHUVLW\�/LEUDU\�
1HWZRUN 

「オンラインで」話せる図書館 環on（わおん） 
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<RVKLGD-6RXWK�/LEUDU\�8VHUV�0ܟDQXDO� 

:HOFRPH�WR�<RVKLGD-6RXWK�/LEUDU\� 

0HVVDJHV�IURP�XSSHU�FODVV�VWXGHQWV�WR�LQFRPLQJ�VWXGHQWV 



先輩から新入生の皆さんへ 総人 

,さん：合格おめでとうございます。せっかく総合大学に入学したのですから、色々な分野に首を突っ込ん
でみるといいことがあるかもしれません。自分にとって面白い授業や、本、人間、部活動・サークルに出会
えるといいですね。 

0さん：大学生になると、何かを自分�人でやったり決めたりする場面が、それまでの生活と比べて増える
と思います。大変なことも多いけど、そういった経験はきっと何らかの形で皆さんの成長につながるもの
だと感じるので、ぜひ積極的に色々なことに挑戦してみてほしいです！ 

<さん：大学生としての生活はこれまでとは全く異なるものとなると思いますが、大抵のことは慣れれば何
とでもなります。前期の講義、課外活動がどうなるかまだ（������月現在）分かりませんが、思い描いてい
る大学生活を送れますように願っています。 

新�回生 ,さん:文学・歴史・森林に心惹かれ、進路を悩み中です。好きな食べ物はアイスです。 
新�回生 0さん:環境経済学に関心があります。美味しいものをたくさん食べることを生きがいにしています！ 
新�回生 <さん:人間の知覚や情動に興味があります。自炊がまあまあ好きです。今日はロールキャベツに挑戦しようと考えています。 

>図書館のおすすめの使い方を教えて@  

,さん：書庫をぶらぶらしてみることでしょうか。こ
んな本があったのかܬ！という、思わぬ出会いを
することがあります。また吉田南総合図書館の２
階に行ってみるのもおすすめです。自習スペース
なのですが、日差しがよく入るので、晴れた日に
行くと気持ちが良いです。<さん：自分にとって必
要な知識を得るために本を読むのももちろんで
すが、それ以外の本棚もぶらっと覗いてみるのが
おすすめです。今まで興味の無かったところに、思
わぬ発見があるかもしれません。 

>大学生になった！と実感した出来事は?@ 

,さん：いわゆる「ビラロード」を通ったのが一番大
学生になったことを実感した出来事だったような
気がします。「ビラロード」というのは一種の京大の
名物で、健康診断の日、新入生の通る道の両側に
上回生がズラリと並び、勧誘のため部活動・サー
クルのビラを次々と新入生に渡していくという、新
入生にとっては若干迷惑に感じられることが無い
ことも無い賑やかな春の行事です。といっても私
は一度しかこれを経験したことが無く、今後この行
事が復活するかはわかりませんがܬ。 

<さん：自分の取りたい講義を受けられることで
す。私は総合人間学部に所属しているため、全て
のコマを自由に使うことができます。学びたいこと
を好きなように学ぶことができるのが、大学の一
番の魅力であると日々実感しています。 

吉田南総合図書館に 
ようこそ！ 

>新入生の皆さんに吉田南所蔵のおすすめ本を教えて@ 

 ,さん：『標本の本 : 京都大学総合博物館の収蔵
室から』�����__+__�� この本は、本部キャンパス内に
ある京大博物館の収蔵室に保管されている様々
な標本を、写真と軽い解説文で紹介しています。
この本を読んでから博物館へ行くと、より楽しめる
かもしれません。ちなみに京大生だと京大博物館
にタダで入館できます。 

0さん：『通商国家カルタゴ』���__.__�__��� レポート
の参考文献として読みました。高校時代から世界
史の勉強に苦手意識を持っていたのですが、この
本を読んで世界史に興味が湧きました。軽快な文
体で、私のように世界史に詳しくない人でもあまり
構えずに読むことができると思います。 

<さん：『情動はこうしてつくられる : 脳の隠れた働
きと構成主義的情動理論』�����__-__�� 「悲しみ」と
いう言葉を見たとき、私たちは概ね一様にその情
動を想像することができます。これはなぜでしょう
か。「悲しみ」という普遍的なものが存在するので
しょうか。筆者はこれを否定し、情動は、感じるもの
というよりも、私たちがつくりだすものだと述べま
す。情動に対する私たちの直感的理解を裏切る
一冊です。 

 

新入生のみなさんにメッセージをお願いします! 
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 ,�DP�IDVFLQDWHG�E\�OLWHUDWXUH��KLVWRU\��DQG�IRUHVWV��DQG�,�DP�FXUUHQWO\�WKLQNLQJ�DERXW�P\�IXWXUH�FDUHHU�SDWK��,�OLNH�WR�HDW�LFH�FUHDP� 6WXGHQW�,��QHZ��UG�\HDU�VWXGHQW��� 
6WXGHQW�0��QHZ��QG�\HDU�VWXGHQW��� 
6WXGHQW�<��QHZ��QG�\HDU�VWXGHQW��� 

�,�DP�LQWHUHVWHG�LQ�HQYLURQPHQWDO�HFRQRPLFV��,�OLYH�IRU�HDWLQJ�ORWV�RI�JUHDW�WDVWLQJ�IRRG� 
�,�DP�LQWHUHVWHG�LQ�KXPDQ�SHUFHSWLRQ�DQG�HPRWLRQV��,�NLQG�RI�HQMR\�FRRNLQJ�IRU�P\VHOI��7RGD\�,
P�WKLQNLQJ�RI�WU\LQJ�WR�PDNH�FDEEDJH�UROOV�� 

>:KDW�ERRNV�GR�\RX�UHFRPPHQG�IRU�QHZ�VWXGHQWV�
IURP�<RVKLGD-6RXWK�/LEUDU\
V�FROOHFWLRQ"@ 

6WXGHQW� ,� ：+\RKRQ� QR� KRQ�� N\RWR� GDLJDNX� VRJRKDNX�
EXWVXNDQ� QR� VKX]RVKLWVX� NDUD� �$� &ROOHFWLRQ� RI� 6SHFL�
PHQV�� )URP� WKH� 9DXOWV� RI� .\RWR� 8QLYHUVLW\� 0XVHXP�
�����__+__�� 

7KLV� ERRN� IHDWXUHV� SLFWXUHV� DQG� EULHI� GHVFULSWLRQV� RI�
YDULRXV� GL䇠HUHQW� VSHFLPHQV� VWRUHG� LQ� WKH� YDXOWV� RI� WKH�
.\RWR� 8QLYHUVLW\� 0XVHXP�ZKLFK� LV� ORFDWHG� RQ� WKH�0DLQ�
&DPSXV�� <RXU� PXVHXP� H[SHULHQFH� PD\� EH� HYHQ� EHWWHU�
DIWHU� UHDGLQJ� WKLV� ERRN�� ,Q� DGGLWLRQ�� .\RWR� 8QLYHUVLW\�
VWXGHQWV�DUH�DGPLWWHG�WR�WKH�PXVHXP�IUHH�RI�FKDUJH� 

6WXGHQW�0�7VXXVKR-NRNND.DUXWDJR� �&DUWKDJH��$�7UDGLQJ�
1DWLRQ�����__.__�__��� 

,� UHDG� WKLV� ERRN� WR� SUHSDUH� IRU� D� UHSRUW�� ,� KDG� DOZD\V�
WKRXJKW� WKDW� ,�ZDV�QRW� JRRG�DW�ZRUOG�KLVWRU\� VLQFH�KLJK�
VFKRRO��EXW� DIWHU� UHDGLQJ� WKLV�ERRN�� ,�EHFDPH� LQWHUHVWHG�
LQ�WKH�VXEMHFW��7KH�OLJKW-KHDUWHG�VW\OH�RI�WKH�ERRN�PDNHV�
LW�HDV\�WR�UHDG�IRU� WKRVH�ZKR�DUH�QRW�IDPLOLDU�ZLWK�ZRUOG�
KLVWRU\�OLNH�P\VHOI� 

6WXGHQW�<��+RZ�(PRWLRQV�DUH�0DGH��7KH�6HFUHW�/LIH�RI�WKH�
%UDLQ������__-__�� 

:KHQ�ZH�VHH�WKH�ZRUGܢ�VDGQHVVܣ�ZH�FDQ�LPDJLQH�D�JHQ�
HUDO�LPDJH�RI�WKLV�HPRWLRQ��:K\�LV�WKDW�VR"�,V�WKHUH�VRPH�
WKLQJ�XQLYHUVDO�FDOOHGܢ�VDGQHVV"�7ܣKH�DXWKRU�QHJDWHV�WKLV�
LGHD� DQG� VD\V� WKDW� HPRWLRQV� DUH� PRUH� VRPHWKLQJ� ZH�
FUHDWH�WKDQ�VRPHWKLQJ�ZH�IHHO��7KLV�ERRN�WXUQV�WKH�LQWXL�
WLYH� XQGHUVWDQGLQJ� ZH� KDYH� WRZDUGV� HPRWLRQV� XSVLGH�
GRZQ� 

>+RZ�GR�\RX�UHFRPPHQG�XVLQJ�WKH�OLEUDU\"@ 

6WXGHQW� ,�� 7U\�ZDONLQJ� DURXQG� WKH� OLEUDU\� DQG�EURZVLQJ��
<RX�PD\�䇡QG�D�ERRN� \RX�GLGQܟW� NQRZ�\RX�ZHUH� ORRNLQJ�
IRU�� ,� UHFRPPHQG�JRLQJ� WR� WKH��QG� IORRU�RI� WKH�<RVKLGD-
6RXWK� /LEUDU\�� 7KHUH� DUH� VWXG\� VSDFHV� DYDLODEOH� ZLWK�
JUHDW�QDWXUDO�VXQOLJKW�VR�JRLQJ�WKHUH�RQ�D�VXQQ\�GD\�SXWV�
\RX�LQ�D�JRRG�PRRG� 

6WXGHQW� <�� 2I� FRXUVH� \RX� VKRXOG� UHDG� ERRNV� WR� DFTXLUH�
QHFHVVDU\� NQRZOHGJH�� EXW� ,� DOVR� UHFRPPHQG� WDNLQJ� D�
ORRN�DW�ERRNV�ZKLFK�\RX�GRQܟW�QHHG�WR�UHDG��<RX�PD\�䇡QG�
VRPHWKLQJ�LQ�ZKLFK�\RX�ZHUH�QRW�LQWHUHVWHG�EHIRUH�� 

>:KDW� H[SHULHQFH� KDYH� \RX� KDG� WKDW� PDGH� \RX�
UHDOL]H�\RX�KDG�EHFRPH�D�XQLYHUVLW\�VWXGHQW"@ 

6WXGHQW� ,�� ,� IHHO� WKDW� JRLQJ�GRZQ�%LUD� �IO\HUV�� 5RDG�  ZDV�
WKH� PRPHQW� ,� UHDOL]HG� WKDW� ,� KDG� EHFRPH� D� XQLYHUVLW\�
VWXGHQW�� %LUD� 5RDG� LV� D� NLQG� RI� IDPRXV� HYHQW� DW� .\RWR�
8QLYHUVLW\�� 2Q� WKH� GD\� RI� WKH� PHGLFDO� FKHFNXS�� XSSHU�
FODVV�VWXGHQWV� OLQH�XS�RQ�ERWK�VLGHV�RI� WKH�URDG�IRU�QHZ�
VWXGHQWV� WR�SDVV�E\��KDQGLQJ�RXW� IO\HUV�RI� FOXE�DFWLYLWLHV�
DQG�JURXSV�WR�WKHP�RQH�DIWHU�DQRWKHU��,W�LV�D�OLYHO\�VSULQJ�
HYHQW� WKDW� FDQ� EH� D� OLWWOH� DQQR\LQJ� IRU� QHZ� VWXGHQWV��
+RZHYHU�� ,�KDYH�RQO\�H[SHULHQFHG� WKLV�RQFH�� DQG� ,�GRQܟW�
NQRZ�LI�WKLV�HYHQW�ZLOO�FRPH�EDFN�RU�QRW� 

6WXGHQW�<��%HLQJ�DEOH�WR�WDNH�WKH�FODVVHV�,�ZDQW��,�EHORQJ�
WR�WKH�)DFXOW\�RI�,QWHJUDWHG�+XPDQ�6WXGLHV�VR�,�FDQ�WDNH�
DQ\� FODVVHV� WKDW� ,�ZDQW�� ,� DOZD\V� IHHO� WKDW� EHLQJ� DEOH� WR�
OHDUQ� ZKDW� \RX� ZDQW� WR� OHDUQ� LV� WKH� EHVW� WKLQJ� DERXW�
XQLYHUVLW\� 

3OHDVH�JLYH�D�VKRUW�PHVVDJH�WR�WKH�QHZ�LQFRPLQJ�VWXGHQWV�� 

6WXGHQW�,��&RQJUDWXODWLRQV�RQ�JHWWLQJ�LQWR�.\RWR�8QLYHUVLW\��,�ZRXOG�UHFRPPHQG�WU\LQJ�RXW�YDULRXV�GL䇠HU�
HQW�䇡HOGV�RI�VWXG\�DV�.\RWR�8QLYHUVLW\�R䇠HUV�D�YDULHW\�RI�GL䇠HUHQW�FRXUVHV�� ,�KRSH�\RX�䇡QG�WKH�FODVVHV��
ERRNV��SHRSOH��FOXE�DFWLYLWLHV�DQG�JURXS�WKDW�\RX�䇡QG�LQWHUHVWLQJ� 

6WXGHQW�0�� ,� WKLQN�\RX�ZLOO�KDYH�PRUH�RFFDVLRQV�WR�GR�RU�GHFLGH�VRPHWKLQJ�RQ�\RXU�RZQ�FRPSDUHG�WR�
\RXU� OLIH�XS�XQWLO�QRZ��7KHUH�ZLOO�EH�VRPH�GL䇣FXOWLHV��EXW� WKHVH�H[SHULHQFHV�ZLOO� OHDG�WR�VRPH� IRUP�RI�
\RXU�JURZWK�VR�,�HQFRXUDJH�\RX�WR�DFWLYHO\�WU\�RXW�D�ORW�RI�GL䇠HUHQW�WKLQJV� 

6WXGHQW�<��,�WKLQN�\RXU�XQLYHUVLW\�OLIH�ZLOO�EH�WRWDOO\�GL䇠HUHQW�IURP�WKH�OLIH�\RX�KDYH�H[SHULHQFHG�XS�XQWLO�
QRZ��EXW�\RX�ZLOO�EH�DEOH�WR�GR�DOPRVW�DQ\WKLQJ�RQFH�\RX�JHW�XVHG�WR�LW�� �P�QRW�VXUH�ZKDW�WKH�䇡UVW�VHܟ,
PHVWHUܟV�FODVVHV�DQG�H[WUDFXUULFXODU�DFWLYLWLHV�ZLOO�EH�OLNH��DV�RI�)HEUXDU\�������EXW�,�KRSH�\RX�FDQ�HQMR\�
\RXU�LGHDO�XQLYHUVLW\�OLIH� 

Welcome to  

Yoshida-South Library! Messages from upper class students to incoming students 



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. 

1 

5 

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 (2021年4月現在)                       

6 

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.  
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 京都大学の図書館・博物館に関するクイズに答える企画です

（4/1～8/4まで）。回答いただいた方にはもれなく図書館機構オリ

ジナル「LINEスタンプ風」画像素材をさしあげますので、ぜひご

参加ください。  

   This event involves a quiz about Kyoto University libraries and 

museums (Apr 1–Aug 4). Those who answer the quiz will receive a 

Kyoto University Library Network original LINE stamp-like image. 

We are waiting for your participation.  

チャレンジ 

 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 5–May 31)! Those who get 100% on the quiz will re-

ceive 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!  

クイズ 

 探検ツアー 
デジタル 

   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                 

Japanese books 

Reading area 
KULINE 

Circulation 
and 
Reference 

Reading area 

Great books 

Japanese books 

Large books (folio) 

Audio-visual room 

Hall 

Entrance 

Faculty member’s 
 books 

Periodicals 

Book selection 

Paperback books 

Japanese books 

Japanese periodicals 

Foreign books 

(Dai San Koto Gakko) 

Japanese books (B2 west) 

Foreign books (B2 west) 

Foreign books 

English learning books 

Rare books 
room 

WC 

WC 

Veranda 

Foreign books 

Veranda 

Refernce books 

Japanese books 

Quiz Challenge 

Virtual Tour 


