広島市立大学
附属図書館報
growing in OZUKA

タイトルの由来について
「知恵の樹」とは、“思想の発展”を象徴するものとして、また、
この樹を植えることは知力の督励を意味するものとして古今東西
を問わず知られている。この樹を図書館報のタイトルイメージと
し、大学が立地するここ大塚の山において樹齢を重ねていきた
いとの思いを込めている。
なお、この「知恵の樹」のモデルは、本大学正面入口にある１
対の「楷（かい）の木」である。

第６１号

２０１４年４月

館内フロア紹介

2～3

OPAC を使ってみよう！

4～5

公共図書館も使ってみよう！
いちだい知のトライアスロンイベント報告 ＆
教員によるトークイベント報告
わたしの一冊

6

LOOK HERE!

8

特集：市大図書館の歩き方
新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
大学は「自ら学ぶ」場所。大学での学習に図書館は欠かせないものです。
これから、課題レポートや試験勉強、サークル活動など、大学生活のあら
ゆる場面で図書館を使うことになります。
まずは、図書館に足を運び、自ら学ぶことの楽しさを味わってみましょう。
図書館はみなさんの学習・研究をサポートし、充実した大学生活が送れる
よう応援します!!
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図書の貸出・返却、ILL の申込みなど、図書館の様々なサービス
を受け付けています。図書館の使い方や図書・論文の探し方など、
分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。
貸出冊数

利用者区分

貸出(本を借りる)

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

－

借りたい資料(本や雑誌)と
学生証（または身分証）を持って、カウンターへ

資料の検索 をするには？
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。

返却(本を返す)

借りた資料だけカウンターへ

OPAC は、館内の専用パソコンや図書館 Web サ
イトから利用できます。⇒詳しくは 4 ページへ。

Ｂ

ブラウジングコーナー
Ｃ

雑誌
和雑誌はタイトルの 50 音順、洋雑
誌はアルファベット順に並んでい
ます。
最新号の入っている扉の中に、約 1
年分のバックナンバーがありま
す。それより古いものは和雑誌は 2
階、洋雑誌は 1 階にあります。

日本語紙 9 紙と英語、フランス語、ドイツ語、
ロシア語、ハングル、中国語、アラビア語な
どの 12 種類の外国語の新聞と、新聞縮刷版が
あります。

図書館では、所蔵している図書・雑誌・新聞・AV 資料などをまとめて「資料」と呼びます。
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２Ｆ

１Ｆ
OPAC 専用パソコン

OPAC 専用パソコン

雑誌

一般図書

閲覧コーナー

閲覧コーナー

雑誌

文庫

Ｄ

インターネットコーナー

Ｅ

ＡＶコーナー

AV ブース→

←インターネットコーナー以外
の閲覧机でも利用可

デスクトップパソコン（Word、Excel、Power point、
インターネット利用可）と、その他に館内で利用でき
るノートパソコンがあります。プリンタも使用できま

図書館が所蔵する DVD、ビデオなどの視聴覚資

すが、用紙は各自でご用意ください。

料が利用できます。
視聴の際には、ケースと学生証を持って
カウンターへお越しください。

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。

自分のパソコンを持ち込んで利用することもできま
Ｆ

すが、学内の無線 LAN サービスを利用するには、情報

グループ閲覧室

処理センターでの事前手続きが必要です。

Ｇ

コピー機
図書館の資料に限り、その著作物の
一部分を一人一部コピーすること
ができます。
種類

料金

白黒

１０円

カラー

Ｂ４まで

５０円

Ａ３まで

８０円

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。

グループ学習に利用できます。
最大 6 名まで利用できる部屋が、
4 室あります。申込は不要です。

この他にも、図書館でできることはたくさんあります。
図書館の利用で分からないこと、困ったことがあれば、
図書館職員に声をかけてください。

図書館では、「本棚」とは言わず、「書架（しょか）」と呼びます。
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OPAC を使ってみよう
OPAC（｢オーパック｣あるいは｢オパック｣と読みます）は、ネットワークにつながっているコンピュータで検索
できる図書館の所蔵資料目録のことです。OPAC を検索することで図書館にどんな資料が、どこにあるのか、そ
れは今利用できるのかなどが調べられます。

①図書館 Web サイト TOP 画面
の「OPAC」をクリック

②画面が変わって
「蔵書検索」をクリック

③簡易検索画面に移動
キーワードを入力して検索

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

携帯版 OPAC

もあります

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

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、

蔵書検索と貸出予約照会 ※ のサービスが
利用できます。

タイトル、著者名、出版者などで検索す
ることができます。

※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。

★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。また、タイトル(書名)・著者名の一部からでも検索
することができます。 例）「星の王子さま」を検索したい時⇒星の王, 星の王子

★漢字がわからない時はヨミを活用
タイトルや著者名は、ひらがなやカタカナ(全角)のヨミでも検索することができます。
例）ホシノオウジ, ほしのおうじさま

★著者名の検索は要注意
姓と名をスペースで区切って入力してください。外国人の場合は、原綴りでないと検索できない場合があります。
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、カナでは洋書が検索できないことがあり
ます。
例）夏目△漱石 (△:スペース), Hemingway

★二つ以上の語句で検索するときは、スペースで区切って入力
例)星△王子 (△:スペース)

★いろいろな組み合わせを試してみる
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。

OPAC とは…Online Public Access Catalog の略。ウェブで公開されているので、自宅のパソコンやスマートフォン、携帯電話からも利用できます。

-4-

④検索結果画面に移動
(資料のタイトルや図書館の
どこにあるか等がわかります)

予約申込
貸出中の本や、貸出中ではなくても
取り置いてもらいたい本がある時、
このボタンをクリックすると、
「予約（取り置き）」ができます。
※ユーザーログインが必要です。

資料状態

書架……書架に並んでいます
貸出中…貸出中です

配架場所
図書が置かれているエリアのこと。
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
図書の背表紙に貼ってあるラベルの
記号のこと。

★ 背ラベルの見方 ★
●分類記号：

図書のテーマを表した数字です。図書館では、
日本十進分類法によって分類しています。

●著者記号：

著者の姓の最初の 2 文字を和書はカナ、洋書
はアルファベットで表しています。

●巻数記号：

上下巻や年鑑等、複数巻ある場合、巻数や年
次が表示されます。

「ユーザーログイン」って？
⑤「タイトル」
「配架場所」
「請求記号」を
メモして書架へ探しに行く

「予約申込」などをクリックするとユーザログイン画面
が表示されます。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。

⑥「どこにあるのか分からない!」と思っ
たら、カウンターで聞いてみる

他にもこんな機能があります！
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。

貸出予約照会
①自分が今借りている資料のタイトル
や、返却期限などを確認できます。
（返却期限内であれば 1 回に限り、貸出
期間の延長手続きも行えます。）

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。
※保存はできません

②予約した資料の状況を確認できます。
※ユーザーログインが必要です。

なぜ「請求記号」？…２０世紀以前、図書館の多くは閉架式（利用者が直接書架に行けない）で、図書館の人に自分の読みたい本の記号・番号を伝えて書庫から本を持ってきてもらうという手続き
が必要だったことから、この名称が使われました。本を「請求」するための「記号」というのが名前の由来です。英語では「call number」と言います。
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公共図書館も使ってみよう
市大附属図書館に所蔵していない本が読みたい。そんな時には、他の図書館を利用してみましょう。
広島市立図書館と広島県立図書館の資料は、市大附属図書館のカウンターを通じて無料で取り寄せること
ができます。

（※ただし事典・マンガ等、一部取り寄せができない資料もあります）

広島市立図書館ウェブサイト

広島県立図書館ウェブサイト

（中央図書館をはじめ各区の図書館）

http://www.hplibra.pref.hiroshima.jp/

http://www.library.city.hiroshima.jp/
広島市内の各区の図書館が所蔵する資料の検索ができます。

県内の公共図書館と一部の大学図書館が所蔵する資料の情報が検索で

小説、趣味や料理等の実用書などが読みたい時活用してみては？

きます。（注：資料が他の市や町の図書館にある場合は、広島市立図書
館や県立図書館から申し込んでください）

検
索
す
る

に
あ
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か

ど
こ
確 の
認 図
す 書
る
館

申 カ
込 ウ
む ン
タ
ー

寄
せ
た
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場
合
は

市
大
図
書
館
に
取
り

で

貸出冊数：通常の貸出冊数の範囲内
（例： 学部生/１０冊まで）
貸出期間：２週間

貸出冊数：５冊まで
（通常の冊数に含める）
貸出期間：２週間

各図書館から
届くまで

待つ。
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資料が届き次第
お知らせします

教員によるトークイベント＠図書館
今回は「情報科学研究科研究室紹介」というテーマの展示に関連して 4 週連続で開催し、4 人
の先生にそれぞれの研究室のお話しをしていただきました。興味深い内容で、学生の皆さんに
は、新たな進路の選択を考える上でとても良い機会になったと喜んでいただけました。

第５回 1/9(木)

第 6 回 1/16(木)

「静かな図書館でサウンドサーカス♪」

「衛星インターネット技術」
小畑 博靖 講師

石光 俊介 教授

第 7 回 1/23(木)

第 8 回 1/31(金)

「データ工学の世界へようこそ！」

「それって錯覚?? 脳は何を見ているか」

黒木 進 准教授

中野 靖久 准教授

イベント報告
出張講座 ＠ 広島市映像文化ライブラリー -「戦争と人間」２月２３日（日）、映像文化ライブラリーとの連携事業で、国際学部柿木伸之准教授による映画に関する講演
「映画から見つめる日本の戦争の歴史」と映画「戦争と人間」（山本薩夫監督

１９７０年公開）の上映会を開

催しました。約１２０名の皆さんにご参加いただきました。

◆参加者の声
・テーマから想像してとても重たい映画なのでは、という先入観がありましたが、ドラマ
としても引き込まれるような内容で、すんなり物語の中に入り込むことができました。
昭和の初めの、時代が徐々に戦争へと流れていく空気を、映画を通して少し感じる
ことができた気がしました。
・この映画は、日本人だけに焦点をあてておらず、中国人、韓国人がこの戦争にどの
様に巻き込まれていくか、それぞれが抱える思いなども丁寧に描いています。現在
の国民感情や歴史認識にも、このころの各人の思いが引きつがれているんだなぁと
思いました。恋愛も青春も、もし戦争がなかったらこの登場人物たちには、全く違う将
来があったんだろうなと思うと、すべてを巻き込んでいく戦争の見えない力を感じます。
★柿木先生の講演の映像は、トライアスロンＷｅｂサイト（学内限定）で公開されています。
★図書館では「戦争と人間」の映画と図書（第 1, 2 巻）を所蔵しています。合わせてご覧ください。
【913.6 ゴミ 1，913.6 ゴミ 2】

出張講座 ＠ 広島市現代美術館 －「アトリエ・ワン展」－
３月１５日（土）、広島市現代美術館との連携事業で、「アトリエ・ワン展」に関する芸術学部諏訪敦准教授によ
る講演「そして小さな構造を」と現代美術館松岡剛学芸員によるギャラリーツアーを開催しました。約 70 名の皆
さんにご参加いただきました。

◆参加者の声
・「アトリエ・ワン」はパブリックスペースを主な題材にしているので、いつでも
どこでも出現できる。
・市大でも出現していたことに驚いた！
・美大生の実態というか、制作の様子が知れた。
・諏訪先生は油絵専攻なのに建築？と思った。
・それを発見した先生の観察力というか、そういう角度から見るのか!!という
芸術的センスが垣間見れたような気がした。
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知恵の樹

growing in OZUKA

第６１号

わたしの一冊
情報科学研究科

桑田

精一

講師

『ココ・シャネル悲劇の愛』
ソフィ・トゥルバック 著 松本百合子 訳 集英社 1998年
シャネルといえば、ヴィトン、グッチなどに並ぶラグジ

衝撃的な結末にも拘わらず不思議と悲観的な印象は受け

ュアリー・ブランドで、「N°５」（numéro cinq）と称さ

ません。著者はココを単に悲劇のヒロインに祭り上げるの

れる香水を頭に浮かべる方も多いのではないかと思いま

ではなく、むしろ、逆境を乗り越えていくだけの情熱(la

す。創業者であるココにとって「５」という数字は、特別

passion)を持った人物として描いていきます。実際、ココ

な意味を持っています。幼くして母親を亡くし、父親にも

は彼との思い出を心の奥に秘めながらも、より一層、デザ

見放されたココが、多感な時期を過ごさなくてはならなか

イナーとしての仕事に専念することになります。 その姿

った修道院には、ロックローズと呼ばれる５つの花弁をも

に魅力を感じざるを得ません。所属学部によらず多くの人

った美しい花が咲き誇り、ココの傷心を癒していたと言わ

に読んでもらえる一冊ではないかと期待しております。

れています。

なお、「新着コーナー」には、「シャネルの戦略」という

親の愛情をあまり受けることが出来なかったココにと

本があります。ブランド経営戦略に興味ある方には、参考

って、温かい家庭を築きたかったことは想像に難くありま

になるかもしれません。

せん。この伝記風小説では、一人の男性との運命的な出会

最後に、いつもお世話になっているここ附属図書館に謝

いから彼の若すぎる事故死までを赤裸々に綴っています。

意を表したいと思います—サンク！

この本は図書館 3 階にあります。ご利用ください。 【図書館 3 階 953 ﾄｳ】
※【

】内は配架場所と請求記号です。

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1４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。

附属図書館の情報はココをチェック!
附属図書館からのお知らせや最新情報は図書館 Web サイトまたは Twitter でご確認ください。
Web サイト: http://www2.lib.hiroshima-cu.ac.jp/
Twitter アカウント: 「@HiroshimaCU_lib」

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）、夏期休業日（8 月 15 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。

編集後記

２０１４年４月１日発行

いよいよ新学期。新しい環境、初めて受ける講義…、特に新入生の皆さんは期待と
不安でいっぱいかもしれません。図書館では、そんな皆さんの学習や新生活に役立
つ本をたくさん揃えていますので、大いに活用してください。そして、在学中には是非
多くの人、そして多くの本と出会ってくださいね。図書館は、みなさんのキャンパスライ
フを応援します!!

広島市立大学附属図書館
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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

