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レポート・論文作成のための文献入手法

-相互利用サービスを使って文献 get!!大塚中学校職場体験レポート！
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レポート・論文作成のための文献入手法
-相互利用サービスを使って文献 get!!-

あなたの探している文献が附属図書館で見つからないとき、そのまま諦めてしまっていませんか？そんな
ときは、附属図書館を通じて他大学の図書館や国立国会図書館から文献を取り寄せるサービスがあります。
上手に利用して目的の資料を手に入れましょう。

資料の探し方
フローチャート

特定の文献を手に入れたい！（図書･雑誌論文･新聞記事）
データベースを使って検索をする
(雑誌論文・新聞記事/ 前号参照)

本文を閲覧できた

GET!!

附属図書館の所蔵を確認

本文を閲覧できなかった

CiNii Books
国立国会図書館サーチ

所蔵あり

OPAC
所蔵資料リスト
(雑誌・紀要・新聞)

所蔵なし

他の図書館の所蔵を確認
所蔵あり

所蔵なし

閲覧・貸出・複写

GET!!

他の図書館に行く

購入を依頼する

ILL 利用申込をする

探し直す

今回の特集はココ!!
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カウンターで
ご相談ください

レポート・論文作成のための文献入手法

知恵の樹

growing in OZUKA
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ILL（相互利用）サービスとは？
利用したい資料が本学図書館・研究室にない場合は、所蔵している他大学や研究機関に資料を見せてもらいに
行ったり（閲覧利用）、図書の借用（現物貸借）、文献複写を依頼することができます。
これが ILL（Inter Library Loan）、相互利用サービスです。
いずれのサービスも、申込みから利用までに多少の日数がかかりますので、余裕を持って申込んでください。

申 込

依 頼

送 付

受 取

本学図書館

利用者

他大学図書館
など

ILL(相互利用)サービスでできること

文献複写依頼

現物貸借

（有料）

（有料）

雑誌の論文や図書の一部分が必
要な場合、所蔵館から著作権法の
範囲内でコピーを送ってもらうこと
ができます。
※ 但し、雑誌の最新号の複写は
できません。
【注意】
コピーの 料金 と 郵 送 料が 必 要で
す。（依頼先によって料金が異なり
ます。）

図書の現物を所蔵館から借り受け
ることができます。
※但し、図書館内での閲覧となり、
自宅に持ち帰ることはできません。
※雑誌、視聴覚資料などを借りる
ことはできません。
【注意】
図書の往復の郵送料が必要で
す。（ゆうメール、簡易書留扱いの
金額になります。）

他館の
閲覧利用
他大学や研究機関の図書館に希
望する資料があるとき、直接訪問
して閲覧することができます。
事前に相手先に希望する資料が
閲覧できるか、「紹介状」が必要か
どうかなど確認する必要があります
ので、まずカウンターへご相談くだ
さい。
【注意】
相手先への確認や紹介状の発行
には日数がかかる場合もあります
ので、お早めにお申込みくださ
い。

利用申込みの前に
・市大図書館に所蔵がないか、OPAC でよく確認をしましょう。

雑誌を探す場合は雑誌コーナーに「所蔵雑誌リスト」もありますので参考にしてください。
・資料に関する情報（論文名、掲載雑誌名、巻・号等）は、できるだけ正確に詳しく集めておきましょう。
その情報が何に載っていたかを控えておくことも大切です。
・近隣の図書館に所蔵していないかどうかも確認しておきましょう。

どんな文献があるかを探すには?
次のデータベース・資料が便利です。データベースは附属図書館 Web サイトからアクセスできます。
図書
雑誌記事・論文
新聞記事

CiNii Books、国立国会図書館サーチ、Books.or.jp（日本書籍総目録）、紀伊国屋書店 Book
Web など
CiNii Articles、国立国会図書館サーチ、日経 BP 記事検索サービス(大学版)、ProQuest、IEEE
Xplore など
聞蔵Ⅱビジュアル（朝日新聞 DB）、ヨミダス歴史館（読売新聞 DB）、ちゅーBiz(中国新聞経済
DB)、朝日新聞縮刷版、日経新聞縮刷版 など
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レポート・論文作成のための文献入手法

知恵の樹

複写・(図書の)貸借の申込みをする
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複写は①～⑦、
貸借は①②④⑥⑧
を記入します。

「複写・貸借申込書」にご記入の上、図書館カウンターでお申込みください。
（図書館 Web サイトからもダウンロードできます）
記入に関してわからないことがあれば、お気軽にお尋ねください。

①

②
⑥

③
④

⑤

⑦
⑧

申
込
者

書
誌
事
項

相互利用サービス(ILL)に関する連絡はこちらにします。連絡先は正確にご記入ください。
学籍番号も忘れずに記入してください。
①

②

雑誌または図書のタイトル

③

巻号・年・頁

④

著者

⑤

論題

⑥

ISBN / ISSN

⑦
備
考

※教員が公費により学生に読ませたい文献を取り寄せる場合は、申込者欄に教員の署名と印鑑を押印
してください。この場合、「申込者以外が受取を希望する場合」の欄に、受け取りにくる学生の氏名、
連絡先をご記入ください。資料が到着しましたら、ここに記入されている学生に連絡します。

⑧

論文は収録されている雑誌のタイトルを、
図書は図書のタイトルを記入してください。
論文の収録されている雑誌の巻号・年・頁を記入して下さい。
論文は「論文の著者」を、図書は「図書の著者」を記入してくださ
い。
論文のタイトルを記入してください。
ISBN は図書、ISSN は雑誌を特定するための国際標準番号です。
※不明の場合は空欄のままで構いません。

文献にカラーページがあるとき、

カラーコピーを希望する場合は「はい」を選択してください。

カラーコピーを希望する

※ただし、白黒より 1 枚あたりの料金が高くなります。

図書貸借時、著作権の範囲内で
コピーを希望する

借りた図書を本学でコピーする可能性があれば、必ず「はい」を選
択しておいてください。認められるコピーは著作権法第３１条の範
囲内です。
※所蔵館が認めない場合はコピーできませんのでご了承ください。

注
意

・資料が手元に届くまで、申込みから 1 週間程度かかります。十分に余裕を持ってお申込みください。
・現物貸借・文献複写は、料金を納めてからの利用になります。
・現物貸借には返却期限がありますので、連絡を受けたらできるだけ早く来館してください。
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公共図書館も使ってみよう！

広島市内には専門書も所蔵している公共図書館として、広島市立中央図書館と広島県立図書館があります。
公共図書館には、地域住民など一般利用者に向け幅広い分野の図書が所蔵されており、特に郷土資料などを
探している時にはとても便利です。
※広島市立図書館と広島県立図書館の所蔵図書は、当館カウンターを通じて借りることができます。

広島市立図書館

広島県立図書館

（中央図書館をはじめ各区の図書館）

Top 画面

検索画面

検索結果画面

直接図書館へ行く→ どこの図書館に所蔵しているのか、貸し出しされていないかを事前に確認
市大図書館へ取り寄せを希望→ 次のページへ
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レポート・論文作成のための文献入手法

広島市立図書館
貸出冊数：５冊以内
（通常の冊数に含める）
貸出期間：２週間

市大に取り寄せ

知恵の樹

第６０号

広島県立図書館
貸出冊数：通常の貸出冊数の範囲内
（学部生：１０冊以内）
貸出期間：２週間

カウンターへ
提出

申込み用紙

←

growing in OZUKA

太枠内に必要事項を記入

↑

本が到着するまで
しばらくお待ちください…

ビブリオバトル＠広島市立大学
10/26（土）大学祭初日に図書館棟 1 階のピロティにて、本学で初めて『ビブリオバトル
＠広島市立大学』を開催しました。個性あふれる 5 名のバトルの後、観戦者全員で「ど
の本が一番読みたくなったか」を基準にチャンプ本を投票で選びました。
チャンプ本に選ばれたのは時任さんが紹介した「夏姫春秋」でした。時任さんには
11/3（日）に広島・山口地区決戦に出場していただきました。残念ながらチャンプ本に
は選ばれませんでしたが、時任さんらしさは充分に出ており、この本が好きだという思い
は観客のみなさんに伝わったと思います。
出場者（バトラー）と紹介本
①江﨑麻紀絵（国際学部 4 年）
中島義道著『私の嫌いな 10 の人びと』新潮社 2008

②本島千明（国際学部 1 年）
本田健著『10 代にしておきたい 17 のこと』大和書房 2010

③田川夢乃（国際学部 4 年）
ベネディクト・アンダーソン著『定本想像の共同体 :
ナショナリズムの起源と流行』 書籍工房早山 2007

④安森璃菜（情報科学部 1 年）
有川浩著『図書館危機』 角川書店 2011

☆⑤時任津（芸術学部 2 年）
宮城谷昌光著『夏姫春秋』 講談社 1995

★ビブリオバトルとは…？
集まった出場者が各自お薦めの本につい
て 5 分間の持ち時間の中でその魅力を語
り、各出場者の書評を聞いて、どの本が
一番読みたくなったかを、観戦者が投票
で決めるゲーム形式の書評会のこと。

就活ガイダンス

いちだい BOOK リユース市

11～１２月にかけて『就活ワークショップ 2014：図書館から

10/26（土）大学祭初日に『いちだい BOOK リユース市』を開催

始める就活』と題して、業界や企業の情報の集め方を中心

しました。大学の知の財産の有効活用を図るため、不用の図書

に 20 分程度の短いガイダンスを開催しました。参加してくれ

館資料を一般の方へ販売しました。事前に学生や教職員へも

た学生から好評だったため、１月末まで学生の希望する日

販売を行っており、合わせて約 400 冊を有効活用することがで

時で追加開催することとなりました。ぜひお気軽にご参加くだ

きました。

さい。

→詳しくは図書館 Web サイトをご覧ください。
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大塚中学校職場体験レポート！
平成２４年１１月１４日（水）～１５日（木）の２日間、広島市立大塚中学校の生徒２名が、
職場体験学習の一環として図書館の仕事を体験しました。
体験内容は、開館準備やカウンター業務、図書の装備、データ入力、新聞整理などの仕事です。

書架整理

データ入力

カウンター
業務
こんな風にデータを登録し
ているんだ、と とても興味
深かったです。

二人がそれぞれ「面白かった」という作業が
上の 3 つ

図書装備
「請求記号」とい
うものを初めて
知りました。

展示
↑トークイベントの展示を手伝ってもらいました
知らない仕事が多

新聞整理

かったです…。

いつもは表の仕事しか見てい
なかったから楽かと思ってた
けど、思ったより大変な仕事
でした。

【学内見学にて】大学の研究室

↑意外と重労働です…

はホテルみたいでした！（驚）

カウンターでは教職員や大学生に「職場体験の中学生さん？」「頑張ってね♪」
など声を掛けられ、恥ずかしそうにはにかんだ様子なども見ることができました。
２日間という短い時間でしたが、今回の職場体験で
得たものを、学校生活や将来の職業選択に活かして

↑
自分たちで登録・装備した図書を
新刊コーナーに並べました

いただければうれしく思います。

学生、教職員の皆さま、温かく見守っていただきありがとうございました。
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関連事業報告
ブックハンティング＠丸善＆ジュンク八丁堀店
11/9（土）、丸善＆ジュンク八丁堀店で『第 4 回いち
だいブックハンティング』を開催しました。今回の参
加者は 5 名と少なかったのですが、広い店内を縦横無
尽に駆け回り自分の欲しい本を探し回っていました。
購入した 114 冊は館内展示を行っています。ぜひ手
に取ってみてください！

次回の出張講座は…？

出張講座＠広島市現代美術館

出張講座＠広島市映像文化ライブラリー

-「アトリエ・ワン展」関連企画-

-「戦争と人間(第一部)」-

日時：201４年２月（予定）

日時：201４年２月2３日（日）

会場：広島市現代美術館
内容：講師：芸術学部

午後3時～午後7時

諏訪敦准教授

ギャラリートーク：広島市現代美術館

会場：広島市映像文化ライブラリー 2階ホール
松岡剛学芸員

内容：講演「映画から見つめる日本の戦争の歴史」
国際学部

※事前に申込みが必要です。
図書館カウンターでお申し込みください。

柿木伸之准教授

※事前に申込みが必要です。
図書館カウンターでお申し込みください。

☆最新情報はいちだい知のトライアスロン Web サイト
http://triathlon.hiroshima-cu.ac.jp/ でご確認ください。

教員によるトークイベント＠図書館
第４回

１１/２８（木）昼休憩

芸術の秋ということで、芸術学部ウォーゼン准教授に 3D プリンターの紹介と実演
を含む「なんじゃろー3D プリンター!?」を開催していただきました。当日参加者
の中から、芸術学部奥田悠歩さんの顔をスキャンし、データをパソコンに取り込
んだ後、3D プリンターで出力しました。時間の都合上 1 ㎝程度の小さなものを出
力しましたが、とても精巧にできていました。約 70 名の方にご参加いただき、大
盛況のうちに終えることができました。
★次回開催予定★「情報科学研究科研究室紹介」展

連続トークイベント

1/9 (木) 情報科学研究科

石光先生

「静かな図書館でサウンドサーカス♪」

1/16(木) 情報科学研究科

小畑先生

「衛星インターネット技術」

1/23(木) 情報科学研究科

黒木先生

「データ工学の世界へようこそ！」

1/31(金) 情報科学研究科

中野先生 「バイオシステム工学研究室の紹介（仮）」

いちだい

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。

『地域企業のリノベーション戦略 : 老舗ファミリー企業におけるビジネスモデルの進化』金泰旭編著
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わたしの一冊
国際学部

田川

玄

准教授

『謎の独立国家ソマリランド : そして海賊国家プントランドと戦国南部ソマリア』
高野秀行著 本の雑誌社 2013年
本書は、世界地図には載っていない「ないけどある」国

な場所にいとも簡単に入り込み、カートを噛みながら人び

への潜入ルポルタージュである。2013 年度の講談社ノンフ

とから話を聞く。カートは覚醒作用のある嗜好品の「葉っ

ィクション賞を受賞している。

ぱ」であり、コミュニケーションの必需品だ。ちょっとう
らやましい。（カートがあれば会議も楽しくなるかもしれ

ソマリランドの人びとは内戦を自らの力で終結させ独

ない。長くなるけどね。）

立して平和的に地域を統治しているが、国際社会が承認し
ていないので「ないけどある」国だ。一方、国際社会が「あ

著者のモットーは「行ってみなければ分からない」。そ

る」と認めているのは「戦国」無政府状態の南部地域「ソ

こで本書にあるエピソードをひとつ。イスラム圏では犬は

マリア」で、ソマリランドはその一部とされている。「戦

忌み嫌われており町をうろつく犬は薄汚くやせ細ってい

国ソマリア」は「あるけどない」国である。

るのが常であるが、「戦国ソマリア」の首都モガディシュ
で見かけた犬はぶくぶくに太っていたそうだ。ちょっとぞ

本書がおもしろいのは、著者が「あるけどない国」や「な

っとする理由を知りたければ、本書を読んで下さい。

いけどある国」に入り込むプロセスが愉快に書かれている
ことだ。「品行方正」なジャーナリストが尻込みするよう

この本は図書館 3 階にあります。ご利用ください。 【図書館 トライアスロン 302.45 ﾀｶ】
※【

】内は配架場所と請求記号です。

● 開館時間の変更について
試験前後、学年末及び春季休業期間中は開館時間が変わりますのでご注意ください。
（詳しくは、Webサイトの図書館カレンダーでご確認ください。）
１月 16 日（木）～

２月

６日（木）

午前８時４５分～午後８時（延長開館）

2 月 18 日（火）～

4月

４日（金）

午前８時４５分～午後 5 時（短縮開館）

● 学年末及び春季休業期間中の貸出期間について
学年末及び春季休業期間に伴い、2月４日（火）から図書の貸出期間が変わります。
区

分

特別貸出期間

返却日

学生（１～３年生）

2月 4日（火）～３月2８日（金）

4月1４日（月）

大学院生

2月 4日（火）～３月1２日（水）

4月1４日（月）

卒業・修了予定者

通常どおり

＊雑誌の貸出期間は通常どおりです。ご注意ください。

● 卒業・修了予定のみなさんへ
卒業・修了予定のみなさんの最終返却期限は、３月２４日（月）卒業式の日 です。卒業式が始まる時間までに忘れ
ずに返却してください。

大学院へ進学される場合も、借りている本は一旦返却していただくことになります。 引き続き借りたい場合は、
図書を持参の上、カウンターへお申し出ください。
自分の利用状況がわからない場合は、OPACの貸出予約状況照会画面で確認するか、カウンター職員までお尋ねく
ださい。

● Twitterアカウント変更のお知らせ
附属図書館の Twitter アカウントの ID を「@HiroshimaCU_lib」に変更しました。図書館からのお知らせや関連
の情報を随時ツイートしています。ぜひフォローしてください！
編集後記

２０１４年１月１４日発行

今回の特集は、前号に関連して ILL を取り上げてみました。来年卒業論文を執筆
する 3 年生の皆さん、資料集めは早めに取りかかりましょう。特に年末年始、お盆等
は本学や相手先の図書館の休館等で、資料が手元に届くまでに通常よりも時間が
かかります。必要な時に資料がない!!ということにならないよう気を付けましょう。ILL
について分からないことがありましたら、カウンターの職員まで気軽にお尋ねくださ
い。

広島市立大学附属図書館

-8-

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

