広島市立大学
附属図書館報
第５１号 ２０１１年１０月

growing in OZUKA

特集 レポート・論文作成のための文献の探し方
図書館のウラガワ 第２回 貴重書庨って何だろう！？
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「読みたい本がない！」というあなたへ
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LOOK HERE!
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レポート・論文
作成のための

レポートや論文を作成するとき、あなたはどうやって情報を集めていますか？
何となくインターネットで検索したり、図書館の書架を見て回ったり…。うまく資料を探せなくて困ったことはあ
りませんか？
やみくもに探すだけでは、必要な情報を手に入れることはできません。情報は図書だけでなく、雑誌や新聞などさ
まざまな形で存在しています。
「○○について書かれた本を探したい！」「論文を探したい！」「新聞記事を調べたい！」…
そんなあなたに、図書館のホームページから文献を探す方法をご紹介します。

附属図書館ホームページ

URL

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

○○について
書かれた本を
探したい！

２ページへ

論文を
探したい！
３ページへ

新聞記事を
調べたい！

４ページへ

Go!
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あ○○について書かれた本を

探したい！

•調べ物をするときにまず本を探す、という人は多いのでは
ないでしょうか。ここでは本のデータベースを紹介します。

附属図書館 OPAC
OPAC （ Online Public Access
Catalog）とは、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。
検索窓にキーワードを入力する
と、それらの言葉を含む資料が検
索できます。

Webcat Plus
国立情報学研究所が提供する、
国内の大学図書館等が所蔵する図
書・雑誌の所在情報データベース
です。
関心のあるテーマと関連のある
図書・雑誌を検索できる「連想検
索」と、図書・雑誌のタイトルや
著者を特定して検索できる「一致
検索」があります。連想検索では
文章を丸ごと質問文として検索す
ることができます。検索した図書
や雑誌の情報は仮想の「書棚」に
保存できます。
図書の目次や帯・カバーに書か
れている情報も収録されているの
で、中身を知りたい時に便利です。

国立国会図書館
NDL-OPAC
国立国会図書館の蔵書目録で
す。和図書約 407 万件、洋図書約
121 万件、和雑誌・新聞約 14 万件、
洋雑誌・新聞約 5 万件などが検索
できます。
国内で発行されている出版物
は、納本制度によって集められて
いるので、網羅的に調べたい時に
便利です。
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論文を探したい！

•レポート・論文を作成するときには、自分の研究テーマに
関する過去の論文を調べなくてはなりません。「どの雑誌
のどの号に掲載されているか」まで調べることができるデ
ータベースでの検索が便利です。

NDL-OPAC
雑誌記事索引
国立国会図書館が所蔵する国内
で刊行された和雑誌（一部外国刊
行和文雑誌・国内刊行欧文雑誌を
含む。）のうち、約 19,000 誌に掲
載された論文や記事を検索できる
データベースです。
学術雑誌・研究紀要を中心に人
文・社会・自然と幅広い分野から
収録されており、論題（論文のタ
イトル）や著者、雑誌名などのキ
ーワードから、論文の掲載誌、掲
載箇所を特定することができま
す。
1948 年以降の記事が検索できま
す。ただし、1948～1974 年は人文・
社会分野のみです。

CiNii [サイニィ]
（NII 論文情報ナビゲーター）
国内の学協会が発行した学術雑
誌に掲載された論文と、大学等が
発行した研究紀要に掲載された論
文の両方を検索することができま
す。
「フリーワード」と書かれた検
索窓に、キーワードや著者名を入
力して検索します。
論文のタイトルなどの情報を調
べることが出来るだけでなく、本
文が閲覧できるものもあります。

本文閲覧
可能!!
などのアイコンがあるものは、ク
リックしてみましょう！
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新聞記事を調べたい！

•新聞は、最新のニュースを知るだけでなく、過去の出来事
やその取り扱われ方を知る上でも有効な資料です。データ
ベースを使って、記事の検索・閲覧ができます。

聞蔵Ⅱビジュアル
1879 年（明治 12 年）の創刊号から現
在までの、『朝日新聞』の記事が検索で
き る デ ー タ ベ ー ス で す 。『 週 刊 朝 日 』
『AERA』も収録しています。
忘れずに！

検索窓にキーワードを入力して検索
します。ただし、デフォルトでは過去３
カ月の記事を検索する設定になってい
るので、必要に応じて発行日を設定して
ください。
「詳細検索」を選択すると、「分類」
「朝刊か夕刊か」
「面名」
「本紙か地域面
か」
「発行社」、といった条件でさらに検
索結果を絞り込むことができます。

[学内限定

記事によっては実際の紙面イメージ

同時アクセス数 1]

を見ることもできます。
検索が終わったら、ログアウトを忘れ
ずに。

ヨミダス歴史館
1874 年（明治 7 年）の創刊から現在
までの『読売新聞』の記事が検索できる
データベースです。『The Daily Yomiuri』
も収録しています。
忘れずに！

「検索期間」
「地域版選択」
「分類選択」
で地域や分野を限定して記事を検索す
ることができます。
記事によっては実際の紙面イメージ
を見ることもできます。
検索が終わったら、ログアウトを忘れ
ずに。ログアウトボタンはトップ画面と
検索画面にあります。

[学内限定

同時アクセス数 1]

ProQuest Research Library
『New York Times』の全文（1980-現
在）を閲覧することができます。
学術雑誌から業界専門誌・新聞まで、
主要雑誌（総収録誌数 4,600 誌以上、フ
ルテキスト 3,300 誌以上）を収録してい
ます。
「詳細（詳細検索）」や「出版物（出
版物検索）」を活用することで、検索結
果を絞り込むことができます。
検索する対象が海外の資料なので、キ
ーワードは英語で入力してください。
インターフェイスは英語やフランス
語など日本語以外の言語も選ぶことが
できます。
[学内限定]
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第２回

貴重書庫って何だろう!?

OPAC で資料検索をして、配架場所欄に「図書館貴重書庨」と表示されたことはありませんか？
貴重書庨は、建築図面や古い辞書、染和紙の標本、地図、画集などの大型の本や巻物など、貸出できない本が保管して
あります。

『源氏物語絵巻』、『奥の細道画巻』など、
巻物がたくさんあります！

レオナルド・ダ・ヴィンチの素描集と
解剖手稿のレプリカです！

こんなに珍しい装丁の、分厚い『ケルズの書』
のレプリカもあります。
『ケルズの書』とは、８世紀後半から９世紀に
かけて作られた聖書の福音書の手写本です。
ちなみに、昨年の館内展示「芸術としての本」
で展示された本です。
みなさん、覚えていますか？

ここで紹介した以外の資料も、今後展示資料としてみな
さんの前にお目見えする日が来るかも!?

貴重書庨で保管している資料の閲覧を希望される方は、カウンターにご相談ください。

おこずかいには限りがあるし、娯楽として読む本は図書館を利用したい！
なのに、附属図書館には好みの本がないし…

市立図書館や県立図書館の本を附属図書館で借りられますよ。

えっ？

どうやって!?

市立図書館、県立図書館の OPAC で検索して、借りたい本が見つかったら、カウンターで申
し込んでください。それぞれの OPAC は附属図書館 HP から利用できます。
レポートの参考にするために利用が集中している本もこの方法で入手することができます！

※ベストセラーなど予約がたくさんかかっている時は申し込みをお断りすることがあります。
※本が届くまで 1 週間程度お待ちください。
※貸出期間は 2 週間です。期限は必ず守ってくださいね。
※附属図書館のカウンターへ返却してください。各図書館のカウンターへは返却しないでください。
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growing in OZUKA

知恵の樹

第５１号

わたしの一冊
芸術学部

チャールズ・ウォーゼン

准教授

『Everything arises everything falls away』

ただ今注文中!!
OPAC でご確認ください。

Ajahn Chah著 Shambhala 2005年
私はアジャン•チャー著『Everything arises everything falls away』をお薦めします。

アジャン•チャー（1918-1992)はタイ森林派上座部仏教の師です。訳者は、70 年代にアジャン・チャーについて学
び、彼の通訳をしていたポール•ブライターというアメリカ人です。
この本には、アジャン•チャーの教えだけでなく、彼の人生についての短い逸話やお話についても書かれています。
彼の教えは、直接的、シンプルで、この世を支配する無常と不確かさに関わります。彼は僧と一般の人々、その両方
に語りかけます。それは農業や鶏など村のさまざまな生活についての飾らないユーモアにあふれています。
上座部仏教は瞑想と三相に焦点をあてることを勧めます。三相とは、古語であるパリ語で、anicca（無常）、dukkha
（苦）、anatta（無我）といいます。彼は瞑想を通じ心の静けさを増すことで、我々を取り巻く世界にダーマ（法）を
見いだすように促します。
世界の不確かさを知るためには遠くではなく、例えば東日本の震災を見る必要があります。アジャン•チャーの教え
は、世界の不確かさを理解し、それと共に生きる道を示しています。
上座部仏教が、仏教がメジャーな日本でまだ比較的知られていないのは興味深いことです。この本は日本語にはま
だ翻訳されていませんが、英語ではアジャン•チャーの教えのように、明確で、理解しやすく書かれています。

● 重複図書をお譲りします！
附属図書館では、「知」の財産の有効活用を図るため、重複により不用となった図書を教職員、学生の皆さんに
安価で販売します。
教職員
申込み期限
学

生

10 月

7 日（金） 受け渡しは 10 月 14 日（金）まで
10 月 14 日（金） 受け渡しは 10 月 21 日（金）まで

申込み期限

申込み方法、対象図書等の詳細は、図書館HP

●

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

でご確認ください。

出張講座
広島市映像文化ライブラリー出張講座
日時：11月12日（土）

午後5時30分～

内容：国際学部佐藤深雪教授の講演「映画を読む」と映画「宗方姉妹」（小津安二郎監督）の上映
※事前に申込みが必要です。
申込み方法・詳細については、いちだい知のトライアスロンHP

http://triathlon.hiroshima-cu.ac.jp

で

ご確認ください。

● 返却忘れはありませんか？
夏休みの特別貸出期間に借りた図書の返却期限は１０月11日（火）です。
返却期限を過ぎた資料が１冊でもあると、新たな資料の貸出ができなくなります。
必要なときに「借りられない！」ということのないよう、今一度確認しましょう。

いち だい

市大コーナー新着図書
『第 12 回平和美術展

光の肖像展 1・2

広島市立大生が描いた被爆体験の継承』広島市立大学芸術学部
２０１１年１０月５日発行

編集後記
今回は、レポートや論文の作成に役立つ、図書館のホームページを使った文献の
探し方を取り上げました。詳しい使い方など、わからないことはお気軽にカウンタ
ー職員の職員にご相談ください。また、探している資料が図書館にない場合の入手
方法については、知恵の樹第 48 号で特集しています。そちらも参考にしてくださ
い。
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広島市立大学附属図書館
広島市安佐南区大塚東三丁目４番１号
TEL ：（082）830-1508
FAX ：（082）830-1659
E-mail tosho＠lib.hiroshima-cu.ac.jp
http://www2.lib.hiroshima-cu.ac.jp

