広島市立大学
附属図書館報
第５３号

growing in OZUKA

今すぐ役立つ図書館使いこなし術！
OPAC を使ってみよう！

２０１２年４月
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先輩から新入生へ
おススメ本や図書館おススメ活用法などを紹介してもらいました！
いちだい知のトライアスロンとは
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パソコン・
インターネットを
利用する

図書・雑誌を
借りる

図書・雑誌・
新聞を読む

映画を観る

図書館の利用や
資料の探し方について
相談する

図書館資料を
コピーする

他の図書館から
図書や論文コピーを
取り寄せる

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
今号では、図書館でできることや、先輩からのおススメ本・おススメ活用法をご紹介します。
みなさんの大学生活が実り多いものになりますように、図書館職員一同心からお祈りいたします。
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今すぐ役立つ

大学生活を送るために、欠かせないのが図書館です。図書館は本を借りるだけの場所ではなく、レポートや論文作成などを
手助けする、大学生活を送る上でとても重要な場所です。
これから始まるみなさんの学生生活を充実したものにするために、図書館を上手に使いこなしてくださいね。
まずは一度図書館に来てみてください！

カウンター
図書の貸出・返却、文献複写の受付など、図書館のサービスを
受け付けています。
借りたい図書や雑誌と学生証を持って、カウンターへお越しく
ださい。返却するときは、借りた資料だけカウンターへお持ち
ください。
図書館の使い方や図書・論文の探し方など、わからないことが
あれば、カウンターの職員に気軽にご相談ください。
貸出冊数

利用者区分

貸出期間

図書

雑誌

合計

図書

雑誌

学部生

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

－

朝、1 コマ目が始まる前に、

ブラウジングコーナー

新聞をチェック！
今日のニュースは…

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。ここでは、ソファーでゆっくり

新聞は、外国語の学習や

新聞を読むことができます。

就活に役立ちます！

AV（Audio Visual）コーナー

空いた時間に、
ゆっくり映画鑑賞。

図書館が所蔵する DVD、ビデオなどの視聴
覚資料が利用できます。
「これ！」という資料があればそのケース
と学生証を持って、カウンターへお越しく
ださい。

緑色のシールが貼ってあ

ちょっとした息抜きにいかがですか？

るものは、貸し出しもでき
ます！[学生・教職員対象]
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昼休みに雑誌を

雑誌コーナー

チェック！

約 1,200 種類の雑誌があります。

ついでに新着図書

和雑誌はタイトルの 50 音順、洋雑誌はアルファベ

コーナーものぞい

ット順に並んでいます。

てみよう。

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。

新着図書コーナー
新着図書コーナーの本は、

図書館に新しく入った本を置いて

2 週間ほどで入れ替わり

います。貸し出しできますので、

ます。こまめにチェックし

ぜひ手にとってみてくださいね。

てくださいね！

そういえば、レポートの課題

パソコン

があった！
まずは図書館で資料探し。

図書館の中で利用できるノートパ

ノートパソコンを借りて、

ソコンと、デスクトップパソコン

レポート作成も。

（Word、Excel、Power point、イン
ターネット利用可）があります。利
用するときは、学生証を持ってカウ
ンターで申し込んでください。
自分のパソコンを持ち込んで利用

資料の検索

することもできます。学内の無線
LAN サービスを利用するには、情報

図書館が所蔵する資料の情報は、附属図書

処理センターでの事前手続きが必

館の OPAC（オンライン蔵書目録）で検索

要です。

できます。OPAC は、館内の専用パソコン

プリンタも利用できますが、用紙は

や図書館ウェブサイトから利用できます。

各自でご用意ください。

⇒詳しくは 4 ページへ。

コピー
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。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。
カラー

種類

料金

白黒

１０円

Ｂ４まで

５０円

Ａ３まで

８０円

この他にも、図書館でできる

グループ閲覧室

ことはたくさんあります。
グループ学習に利用できます。

図書 館の 利用 でわ から ない

最大 6 名まで利用できる部屋

こと、困ったことがあれば、

が、4 室あります。申込は不要

カウ ンタ ー職 員に ご相 談く

です。

ださい。
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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

検索してみよう！

①
OPAC を選択

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。

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。
もっと細かく指定したい場合は、【詳細検索】画面もあります。
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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。
請求記号は、図書の背表紙に貼ってあ
るラベルの記号です。
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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先輩から
新入生へ

国際学部２年生の来田卓哉さんに、新入生へのおススメ本や図書館のおススメ活用法などを紹介していただきました。

● 新入生へおススメの本は何ですか？

『フェルマーの最終定理（サイモン・シン著）』です。
この本は、数学の歴史などについて書かれています。少
し長めですが教養を身に付けるという意味では、情報科
学部の学生だけでなく、３学部共通して新入生のみなさ
んに読んで欲しいです。
その他にも、藤原正彦さん（天才の栄光と挫折

数学者

列伝など）や安部公房さん（他人の顔、砂の女など）の
作品もおススメです。
▲おススメの本と一緒にパチリ
『フェルマーの最終定理（サイモン・シン著）』
【請求記号：412.2 シン】

●

図書館のおススメ活用法は何ですか？
僕のお薦めは知のトライアスロンです。これは市大独自のプログラムで、自分が読んだ図書や鑑賞し
た映画、美術展の感想をウェブに投稿するものです。先生が推薦する作品を投稿すれば返信がもらえ
たり、先生や学生による過去の投稿を見て作品を多角的に見られてお薦めです。また市大は美大でも
あるので、定期的に美術展の情報や招待券などの告知もあります。興味のある方はぜひ活用してみて
ください。

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

いちだい知のトライア
スロンコーナーは、図書
館入口すぐ横です！
●

図書館の魅力は何ですか？
公共の図書館とは違い、３学部に特化した学術図書がたくさんあることです。僕は国際学部ですが、
情報科学部や芸術学部の本もたくさんあるので、興味のあるものは手に取り活用しています。
また、図書館で一番好きな場所は、グループ閲覧室です。ここでは、グループでディスカッションを
する時などに活用しています。すぐ近くに図書があり、ノートパソコンの貸出もあり、景色もよいな
ど、一石三鳥にも四鳥にもなります！なので、僕だけでなく学生みんなに人気の場所です。新入生の
みなさんもここを使って、勉学に励んでください！

みなさんもぜひ自分のお気に入りの本や図書館の活用法を見つけて、有意義で充実した大学生活を送ってくださいね。
図書館がその一助となれば嬉しいです☆
最後になりましたが、来田さん、ご協力ありがとうございました。
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学生が「知る」
「考える」
「伝える」力と、幅広い教養を身につけることを目指す、大学全体で取り組む読書・映画鑑賞・
美術鑑賞推進事業です。
このプログラムは、学生が作品を鑑賞し、その感想を Web システムにより記録し、感想レポート（またはおススメコメン
ト）を提出するという流れで進みます。
読書、映画鑑賞、美術鑑賞というのは個人的な営みですが、より深いものにするため、作品の推薦や感想レポートへの返
信などで教員が学生に関わる体制を整えています。これは学部を越えた学生と教員の交流の場になっています。
また、学生がより多くの作品に接し、密度の高い読書、映画鑑賞、美術鑑賞ができるよう、学外の美術館等を会場に作品
鑑賞と講演を行う「出張講座」や、学生からコメントを募集し、優秀なものを表彰する「コメント大賞」などのイベント
があります。

スタートアップコース
一年生全員が前期の科目「基礎演習」、「基礎演習Ⅰ」の中で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、討論などを行います。

チャレンジコース
後期の選択科目「教養演習」の中で取り組むコースです。
10 月～1 月の間で教員が指示する作品などに取り組み、感想レポートを提出します。

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、映画鑑賞、美術鑑賞に取り組むコースです。
学生の皆さんの積極的な参加をお待ちしています！！
詳しくは、いちだい知のトライアスロンのウェブサイトをご覧ください。

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

イベント報告
出張講座 ＠ 広島市現代美術館
3/3（土）、広島市現代美術館で特別展「シャルロット・ペリアンと日本」の出張講座を開催しました。お天気に
も恵まれ、芸術学部の「卒業・修了作品展」の初日ということもあり、多くの人で賑わっていました。出張講座に
は 34 名の参加がありました。
出張講座では、芸術学部の服部先生の講演「シャルロット・ペリアンと日本のデザイン青春時代」を聴きました。
ペリアンの足跡やル・コルビジェなど有名な同僚達との仕事、エピソードなど、時代背景と共に解説していただき
ました。
展覧会場では現代美術館学芸員の角さんによるギャラリートークが
ありました。本物の家具やペリアンの写真、手紙などを見ながら、エ
リアごとに解説をしていただきました。
講演を先に聴いていたため、実物の家具を目の前にすると写真では
分からない家具の雰囲気や大きさなどを知ることができ、何とも言え
ない感動を味わいました。
一番印象に残ったことは、デザインされて 50 年以上経っているのに
・現在でも通用する家具のデザイン
・日本の住空間にとても馴染んでいる
ということです。
畳でもフローリングでも合うテーブルや棚はとても魅力的でした。
★特別展の図録もあります。ぜひ図書館に来てくださいね。
『シャルロット・ペリアンと日本 = Charlotte Perriand et le Japon』【請求記号：757.8 ペリ】
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知恵の樹

growing in OZUKA

第５３号

附属図書館の情報はココをチェック！
附属図書館ウェブサイト

携帯電話対応ウェブサイト

http://www2.lib.hiroshima-cu.ac.jp/
開館日・開館時間の変更や館内の企画展示などの最新

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

情報を、「お知らせ」でお伝えしています。

OPAC（蔵書検索）と 図書館カレンダーが利用でき

OPAC（蔵書検索）や図書館カレンダー、各種デー

ます。

タベースなども利用できます。

パソコンからも利用できます。

学内はもちろん自宅からも利用できる、図書館の入り
口です。

館報 『知恵の樹』

Twitter

図書館に関する情報を発信する広報紙です。

附属図書館や関連のニュースを発信しています。

年 4 回（4 月、7 月、10 月、1 月）発行しています。

図書館からのお知らせやいちだい知のトライアスロ

図書館カウンター前で配布しているほか、PDF ファ

ンのイベント情報など、最新の情報を随時ツイートし

イルをウェブサイトからダウンロードできます。

ています。

「LOOK HERE!」 で図書館からの情報をお伝えし

アカウントは

ています。

ぜひフォローしてください！

＠HCU_lib

です。

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16日（月）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。授業やレポート作成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

大学生活を送る上で
市大コーナー新着図書

市大コーナーでは、本学の先生や卒業生が出版した本や各学部の紀要などの大学の出版物を紹介しています。

『デジカメの画像処理』 映像情報メディア学会編（第 7 章執筆：日浦慎作）
『どうせなにもみえない : 諏訪敦絵画作品集』 諏訪敦著
『封印されたヒロシマ・ナガサキ : 米核実験と民間防衛計画

新訂増補版』 高橋博子著

開館時間・休館日
開館時間

通常期
8：45～19：00
休業期
8：45～17：00
試験期※ 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

閉館時の図書資料の返却
は、図書館３階入口横の
ブックポストをご利用く
ださい。

★図書館ウェブサイトのカレンダーや携帯サイトでご確認ください。
編集後記
今年は厳しい寒さが長引き、桜の開花が遅れているようです。この号を発行する
頃は、まだつぼみでしょうか？
図書館では新入生に向けたガイダンスの準備中です。
「大学の図書館ってどんなと
ころ？」
「図書館では何ができる？」皆さんの疑問にお答えし、活用してもらえるよ
う内容を考えています。この『知恵の樹』でも、特集として「図書館使いこなし術！」
を取り上げました。
図書館には、大学での勉強のしかたや新生活に役立つ本など、みなさんの学生生
活を応援する本がたくさんあります。ぜひ利用してくださいね。
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２０１２年４月 2 日発行

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

