第 ４ ９ 号

広島市立大学附属図書館報

growing in OZUKA

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
これから始まる大学生活で、欠かせないものになる図書館。
でも、“図書館ってどんなところ？”、“図書館で何ができるの？”など、
わからないことがたくさんあるのではないでしょうか。
そんなあなたの疑問にお答えします。

図書館って、
本しかないの？

図書館はいつ
開いていますか？

本を借りるときは
どうするの？

ちょっとインターネットで
調べたいことが
あるんだけど…

本はどうやって探すの？
本を返すときは
どうすれば
いいですか？
小説とか趣味の本って
ないのかな…
コピーを取っても
いいですか？
読みたい本が
貸出中だけど、
どうしたらいい？

OPAC って何？

レポートの誯題が出た
けどどうしたらいいか
わからない…

パソコンは使えますか？
プリントアウトは？

2 階に行くときって
どうしたらいいですか？
知のトライアスロン
って？

図書館でできること
・図書、雑誌、新聞、視聴覚資料の館内閲覧
・図書、雑誌の貸出
・図書館や資料の利用や資料の探し方等の相談
・他の図書館からの図書や論文コピーの取り寄せ
・自習、パソコン・インターネットの利用
・図書館資料のコピー
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新聞（ブラウジングコーナー）

図書館って、本しかないの？

ぶらうじ

図書館には、本のほかに新聞、雑誌、DVD やビデオなどの視聴覚
資料もあります。
新聞…ブラウジングコーナー⇒①
日本語以外に、英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、ハング
ル、中国語などの新聞と、新聞縮刷版があります。古い新聞は２
階にあります。外国の言語や文化の勉強にも役立ちますよ。

雑誌コーナー
AV コーナー

雑誌…雑誌コーナー⇒②
最新号の入っている扉の中に、バックナンバーがあります。それ
より古いものは２階と１階にあります。
視聴覚資料…AV（Audio Visual）コーナー⇒③
図書館が所蔵する DVD、ビデオ等の映像資料が利用できます。
★アカデミー賞受賞映画もあります。ちょっとした息抜きにいか
がですか？

図書館３階

⑤
ブックポスト

①
⑧

ブラウジング
コーナー

レファレンス
ブック

⑥

⑦
一般図書

一般図書

④

情報検索コーナー

カウンター

レファレンス
ブック

②

③
ＡＶコーナー

雑誌

参考書
コーナー

インターネット
コーナー

本を借りるときはどうするの？
借りたい本や雑誌と学生証（または身分証明書）を持って、カウンタ
ー（④）へお越しください。
★学生証がないと借りられない？大丈夫！職員にご相談ください。
利用者区分

貸出冊数

貸出期間

図書

雑誌

合計

図書

雑誌

学部学生

１０冊以内

５冊以内

１０冊以内

２週間

５日

大学院生

１０冊以内

５冊以内

１０冊以内

３０日

５日

教職員

５０冊以内

１０冊以内

５０冊以内

２ヶ月

１０日

一 般

５冊以内

－

５冊以内

２週間

－

カウンター

本を返すときはどうすればいいですか？

学生証は必要ありません。借りた資料だけカウンターへ返却してください。閉館中はブックポスト（⑤）に返却してくだ
さい。館内で利用した資料でも、戻す場所がわからなくなったときはカウンターへお返しください。
※他の方の迷惑になるので、返却期限は必ず守りましょう。
貸出期間延長制度
貸出期間中であれば 1 回に限り貸出期間を延長することができます。延長期間は貸出期間と同じです。カウンター、電話、
または OPAC システムで申し込んでください。延滞中の資料、予約のある資料、雑誌、授業参考書等は延長できません。

図書館はいつ開いていますか？

８ページへ
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ちょっとインターネットで調べたいことがあるんだけど…
ブラウジングコーナー（⑥）と情報検索コーナー（⑦）に情報
検索用パソコン 1 台を設置しています。簡単な検索など、ちょっ
と調べ物をしたいときにどうぞ。長時間使用したいときは、貸出
用パソコンをご利用ください。

本はどうやって探すの？

４ページへ

図書館が所蔵する資料の情報は、附属図書館の OPAC（オンラ
イン蔵書目録）で検索できます。OPAC は、館内の専用パソコン
や図書館のホームページから利用できます。

URL

情報検索コーナー

http://www2.lib.hiroshima-cu.ac.jp/

読みたい本が貸出中だけど、どうしたらいい？
貸出中の場合は予約できます。OPAC か図書館カウンターで申し込んでください。返却されたら、大学のメールアドレス
宛てにお知らせします。取り置き期間は１週間です。早めに借りに来てください。

小説とか趣味の本ってないのかな？
附属図書館では学習・教育・研究に必要な資料を中心に収集・提供しています。そういうわけで、残念ながら小説や趣味
の本はあまりありません。市や県の図書館を直接利用するか、市立図書館との相互貸借制度を利用してください。
広島市立図書館との相互貸借制度……
週に一回、広島市立図書館から本を取り寄せる
サービスです（無料）。小説、趣味の本、料理の本
等、いろいろな分野の本が取り寄せられます。

貸出冊数
貸出期間
利用対象者
利用方法

５冊まで（通常の貸出冊数に含めます）
２週間
本学の学生・教職員
申込用紙に記入してカウンターに出してください。

※事典、マンガ等、一部取り寄せられないものもあります。

レポートの誯題が出たけどどうしたらいいかわからない…
図書館には、図書館の使い方や本や論文の探し方などをアドバイスしたりサポートするサービス（レファレンスサービス）
があります。カウンターの職員に気軽に相談してください。ただし課題の解答そのものはお答えできません。

パソコンは使えますか？プリントアウトは？
使えます。館内自習用のノートパソコンと、デスクトップパソコン（Word、Excel、Power point、インターネット利用可）
があります。利用する時は、学生証を持ってカウンターで申し込んでください。
また、自分のパソコンを持ち込んで利用することもできます。学内無線 LAN サービスを利用するには、情報処理センタ
ーでの事前手続きが必要です。
プリンタも利用できますが、用紙が必要です。各自でご用意ください。

2 階に行くときって、どうしたらいいですか？
２階や１階へ降りるときは、カウンターに学生証を預けてください。２階・１階の図書や雑誌も貸出できます。ご利用く
ださい。

コピーを取ってもいいですか？
コイン式のコピー機（⑧）でコピーできます。申込書に必要事項を記入してカウンターに申し込んでください。
●図書館のコピー機では、図書館の資料に限り一人一部コピーすることができます。ノートのコピーはできません。
●コピーできるのは、資料の一部分です。詳しくは職員に確認してください。

図書館からのお願い
・館内では、静かにしてください。
・飲食、携帯電話の使用、喫煙は館外でお願いします。
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OPAC って何？？
OPAC とは、Online Public Access Catalog の略で、｢オーパック｣あるいは｢オパック｣と読みます。コンピュータ
で調べることのできる図書館の所蔵資料目録（図書や雑誌の目録）のことを言います。
図書館にどんな本があるのか、どこにあるのか、その本は今利用できるのかなどがオンラインで調べられます。
学内や自宅のパソコンや携帯電話からも利用できます。

URL http://www2.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/index.html

検索してみよう！

①
ＯＰＡＣを選択
どちらでも OK!

①

②
③
④
キーワード…探したい資料について
のキーワードを入力します。「簡易検
索」の場合は、タイトル、著者名、出
版者などで検索することができます。

HINT
検索のコツ
★キーワードは短く
検索結果が少ないときは、キーワードを短くしてみましょう。短い方がたくさんヒットしま
すし、入力ミスも防げます。また、タイトルの一部から検索することもできます。

★ヨミを活用
タイトルや著者名はヨミでも検索することができます。
漢字がわからないときは、ひらがなやカタカナでヨミを入力してみましょう。

★著者名検索は要注意
姓と名をスペースで区切って入力してください。
日本人の場合は、漢字でもカタカナでも検索できますが、外国人の場合は、カナでは洋書が
検索できないことがあります。こんな時は、原つづりで検索してみましょう。

★いろいろな方法を試してみる
書名の一部と著者名の一部を組み合わせるなど、いろいろな方法で検索してみましょう。
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*検索結果画面*

読みたい本が貸出中だったり、
図書館の外から検索して取り
置きたい本があるとき、このボ
タンを押せば、予約（取り置き）
ができます。

図書が置かれているエリアを「配架場
所」といいます。図書はエリアごとに
請求記号の順に並んでいます。
配架場所・請求記号は実際に図書を探
しに行くのに必要なので、必ずメモし
ておきましょう！

クリックすると、ユーザログイ
ン画面になります。
ユーザ ID（学籍番号・教職員番
号）、パスワードを入力して、
ログインしてください。

OPAC には他にこんな機能があります！
*貸出予約照会*
自分が今借りている本のタイトルや、返却
期限などを調べることができます。返却期
限内であれば、1 回に限り、貸出期間を延
長することもできます。

*図書館カレンダー*
図書館の開館日や開館時間
がわかります。

また、予約した本が今どういう状態かを調
べることもできます。

*ブックマーク*
OPAC で探した資料を選択して、後で
一覧表を印刷したり、Excel データと
して出力することができます。

携帯電話対応の OPAC あります！
蔵書検索と貸出予約照会※のサービス
が利用できます。

URL http://www2.lib.hiroshima-cu.ac.jp/opac/

※携帯電話の機種によっては利用できないことがあります。
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このほか図書館でできること
図書館にほしい資料がないときは？
まずは、職員に相談してください。図書館にはリクエスト、ILL という制度があります。また、最近では、電子ジャーナル・
データベース等で Web から資料を利用する方法もありますので、考え込まずにご相談を！

●リクエスト
希望に応じ、新たに図書を購入する制度です。ただし学術研究に関係する資料に限ります。
●ILL（相互協力） 図書や文献のコピーを他の図書館から取り寄せる制度です。直接訪問したいときは、図書館で紹
介状を発行することもできます。

⇒「知恵の樹」48 号の特集をどうぞ。

図書館の詳しい説明を聞きたいんだけど…
学部 1 年生には、基礎演習の 1 コマ（４月～５月）で図書館と図書館資料の利用方法を解説、実習する図書館ガイダンスを
行っています。このほか新聞、雑誌記事の探し方など、皆さんの要望と都合に応じて開催する「ミニガイダンス」も用意して
いますので、まずカウンターにご相談ください。

附属図書館、語学センター、芸術資料館と先生方が協力して取り組んでいる読書、映画鑑賞、美術鑑賞奨励事業です。
学生は作品を鑑賞し、その感想を Web システムで記録し、感想レポート（またはおススメコメント）を投稿します。感想
レポートには、推薦された先生からメッセージが届くこともあります。

どんなコースがあるんですか？

詳しくは専用ホームページで
http://triathlon.hiroshima-cu.ac.jp/

■スタートアップコース

１年生前期の必修科目「基礎演習」、「基礎演習Ⅰ」の受講者が取り組むコースです。４月～７月の間に教員が指示
する作品に取り組み、感想レポートの提出や発表、討論を行います。
■チャレンジコース

１年生後期の選択科目「教養演習」受講者が取り組むコースです。参加学生は担当教員が推薦する図書、映画、美
術展覧会に取り組み、感想レポートを提出します。感想レポートは、担当教員が評価し、単位として認定します。
■トライアスロンコース

在学期間を通じて自分のペースで読書、映画・美術鑑賞に取り組むポイント制のコースです。感想レポートかおス
スメコメントを投稿したものがポイントに加算されます。規定のポイントを達成すると、完走証明書が授与されま
す。また、優秀なコメントはコメント大賞として表彰されます。（豪華賞品あり）

どんな作品が推薦されているんですか？

【推薦作品データベース】

専用ホームページの推薦作品データベースで確認し
てください。

推薦図書や映画はどこで利用するの？
図書館のトライアスロンコーナーで利用できます。
トライアスロンコーナーでは月２回、ジャンル別に所
蔵する図書や映画も紹介しています。こちらもどうぞ。
★映画の DVD は語学センターでも利用できます。

出張講座って何？
広島市内の美術館や広島市映像文化ライブラリー
で開催する講演会＆作品鑑賞のイベントです。先生
の解説を聞いて鑑賞するので、より深く理解、鑑賞
できます。会場によっては、入場料が無料になるこ
ともあります。ホームページでチェックして、どん
どん参加しましょう。

【トライアスロンコーナー】

★ひろしま美術館は、市立大学の学生証や身分証明書
を提示すると無料で入場できます。

ところで、感想レポートってどうやって登録するの？
専用ホームページにログインして登録してください。
携帯電話からも登録できます。

- 6 -

【広島市現代美術館での出張講座】

知恵の樹

growing in OZUKA

第４９号

感想レポートを登録してみよう！
【トライアスロントップページ】

①

HUNET アカウント（メ
ールアドレスの@より
前の部分）とパスワー
ドを入力

②
①
②

ログイン

③
読書記録を選択

①

学内の方はこちらから
ログインすると感想レポート、おススメコメントの記録、推薦コメント（教職員）
の投稿、学内限定の感想レポートの閲覧ができます。

新規登録を選択
②

推薦作品データベース
教職員が推薦する図書・映画、美術展覧会の推薦コメントと学生のおススメコメ
ント、感想レポートを閲覧できます。（感想レポートは学内者限定）

③

読書記録を記入

図書館展示リスト
図書館３階のトライアスロンコーナーで展示したジャンル別資料のリストです。

感想レポート、おススメコ
メントを記録したものは、
トライアスロンコースのポ
イントとしてカウントされ
ます。

感想レポート
スタートアップコース、チャレン
ジコースはここに感想レポートを
記入します。

おススメコメント
他の学生に薦めたい作品におスス
メコメントを書く場合は、ここに
記入します。

メモ欄
参考文献としての記録など、プラ
イベートなメモをとるときに活用
できます。非公開です。

送 信

登録完了！

レポート提出 →
。ポイント GET!

ポイントＧｅｔ!!
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わたしの一冊
情報科学研究科

高橋

賢

准教授

『査察機長』
内田幹樹著 新潮社 2008年
いちいち出欠をとり、オヤジギャグを言う教員の態度が気に障る。講義では 何を言っているのかさっぱりわからな
い。期末試験に失敗したら後のない俺のプレッシャーをどう考えているのだろうか。すべてが気に入らない。なぜそ
んな意地悪をするのか。
飛行機の機長になって初めての査察を受ける主人公、村井に自らの姿が重なる人も多いでしょう。努力してせっか
くパイロットになったのに、査察中の少しのミスで資格が剥奪され、パイロットでなくなるかも知れない。しかも、
そんな査察が半年ごとにある。そして、いきなり厳しい査察官にあたってしまった。この小説では、飛行機が爆発す
ることも、誮かが殺されることもありませんが、その「日常」に手に汗を握るスリルとサスペンスを楽しめます。
物語は主人公と、一緒に査察を受ける操縦教官の立場で進みます。若いパイロットに操縦させてくれることで人気
のある老教官の意外な本音におどろき、先輩パイロットでもある査察官と教官のさりげないリーダーシップを感じる
主人公の姿に感動するでしょう。特に皆で力を合わせて悪天候のニューヨーク JFK 国際空港に着陸する最後のシーン
は圧巻です。試験とは何か、安全とは何か、そして職業人としての誇りについて、著者の控え目な、しかし明確な答
えがこの物語の中に用意されています。これらは他の職業でも当てはまるでしょう。一般になじみの薄い航空用語や
その概念を自然にわかりやすく解説してしまう元操縦教官の著者の技術も楽しめます。
この本は図書館 3 階にあります。ご利用ください。

＜請求記号

913.6 ｳﾁ＞

●春休み中に借りた本の返却期限について
春休みの特別貸出で借りた本の返却期限は、4 月 15 日（金）です。返却期限を過ぎた資料が 1 冊でも
あると、新たな貸出ができなくなります。授業やレポートの直前にあわてることのないよう、期限までに
返却をすませましょう。

いち だい

市大コーナー新着図書
『アートプロジェクトにおける起業家チームの役割
―都市ギャラリープロジェクトを通じた広島地域の活性化―』 金泰旭編著
『広島市立大学芸術学部第 14 回卒業・修了作品展図録』
『平成 22 年度広島市立大学大学院芸術学研究科彫刻専攻修了作品集』

図書館はいつ開いていますか？
開館時間

通常期
休業期
試験期

8：45～19：00
8：45～17：00
8：45～20：00（定期試験開始日から休館日を除く原則前後８日間）

休 館 日

土曜日、日曜日、祝日
年末年始（12 月 27 日～1 月 4 日）
開学記念日、平和記念日（８月６日）
蔵書点検等に必要な期間

★開館日・開館時間は図書館ホームページのカレンダーや携帯サイトでも確認できます。
編集後記
新しく始まる学生生活について、色々わからないことや不安なことがあ
ると思います。そこで、皆さんの学生生活をサポートするために「図書館
へ行こう！」と題して、図書館でできることについてご紹介しました。紙
面には書ききれなかったこともたくさんあります。わからないことは、お
気軽にカウンター職員に尋ねてくださいね。職員一同図書館でお待ちして
います！
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