
２０１９年度後期入学者向け 

 京都大学 

全学機構ガイダンス 
 

 

京都大学での新しい勉学・研究生活をスムーズにスタートしていただけるよう、情報環境・図書館・

環境安全保健に関わる全学機構組織が連携して、新たに入学された方を対象にガイダンスを行ってい

ます。大学でのネットワーク利用、コンピュータウィルス対策等の情報セキュリティ対策、研究論文

検索等での図書館利用法、安全衛生管理、環境配慮活動等、キャンパスライフに関わる大切な話が多

く含まれていますので、必ず参加してください。 

 

 

対象：２０１９年度 後期入学の大学院生、科目等履修生、研究生、聴講生、留学生等 

 

日時：日本語 10 月 ３日（木）15:30～17:30 

英 語 10 月 ４日（金）15:30～17:30 

 

場所：国際高等教育院棟 3 階（吉田南構内） 

 

ガイダンスの内容 

 【情報環境機構：ネットワークの利用とセキュリティ】  

京都大学の情報環境がどういうものか、どんなことができるのか、利用する 上でどういうこ

とに注意が必要なのか、情報環境を利用するための 学生アカウント（ECS-ID）に関する注意

事項など、包括的にお伝えします。 

 

 【環境安全保健機構：環境・安全・保健】 

   大学生活が事故や健康障害によって台無しにならないよう、本学の事故の傾向やその対策、実

験中の安全対策、京都大学のエコに対する取り組みなどについてお伝えします。 

 

 【図書館機構：図書館の利用】 

   図書館が提供している電子ジャーナル、データベース、電子ブックなど電子リソースの適正な

利用方法と注意点をはじめ、図書館の利用全般についてお伝えします。 

 

 【心肺蘇生・AED 講習】 

   胸骨圧迫と AED の使用法を、簡易の教材（あっぱくん）を使って体験しながら、心肺蘇生法

によって命を救う術を学びます。 
 

 

 

 

 

 

 

主催：環境安全保健機構・情報環境機構・図書館機構 

 

問い合わせ先 

情報環境機構 情報環境支援センター 

（京都大学学術情報メディアセンター南館 1 階） 

Tel. 075-753-7840 

E-mail：support@iimc.kyoto-u.ac.jp 
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国際高等教育院 



 Kyoto University 

Guidance  
for New Students of the  

Second semester in 201９ 
    

Three organizations will offer guidance regarding Information environment, Library 
Network, Health, Safety and Environment so that new students can start their 
education, research and school life smoothly in Kyoto University.  
The guidance includes important aspects of campus life such as the use of Internet, 
information security countermeasures against computer viruses, how the library 
resources can be used for searching research papers, health and safety management, 
environmentally responsible activity etc.   
Please make sure you come to this guidance. 
 
Target：Graduate students, Credited auditors, Research students, International 

students enrolled in the second semester of 2019 
 
Date：Japanese   October 3 (Thu)  15:30～17:30 

English   October 4 (Fri)   15:30～17:30 
 
Place：Institute for Liberal Arts and Sciences (ILAS), the 3rd Floor  

(Yoshida-South Campus) 
 
Contents of the Guidance: 
【Use of Network and Security】 
   You will be given comprehensive information such as what kind of information environment Kyoto 

University has, how you should use it, what you should be careful about when using it, and how you 
should use your student account (ECS-ID). 

   
【Health, Safety and Environment】 
   Not to be ruined your campus life due to accidents 

 and health disorder, we will explain the tendency 
 of accidents, security measure in experiment, and 
promotion of eco-friendly activity in Kyoto University. 

 
【Use of Library】 
   We will explain how to properly use the electronic 

resources such as e-journals, databases and e-books. 
You will also be explained about general use of the  
library resources and what you should be careful  
about when using them.. 

 
【CPR・AED seminar】 
   You will learn how to perform chest compressions 

 and how to use an AED device based on simple          
teaching materials (Appa-kun). You will learn how.     Institute for Liberal Arts and Sciences (ILAS), Building 

No.87   
to save lives by cardiopulmonary resuscitation. 

 
Sponsor：Agency for Health, Safety and Environment・IIMC・Library Network 

Inquiry： IIMC ICT support center 
Academic Center for Computing and Media Studies, South Bldg., Kyoto University 

E-mail：support@iimc.kyoto-u.ac.jp 

ILAS 
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