広島市立大学
附属図書館報
growing in OZUKA

特集

リニューアル＆リプレイス
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第６３号 ２０１４年１０月

いちだい知のトライアスロン
イベント報告
わたしの一冊 / LOOK HERE!

5
6

学内の情報システム更新に伴い、図書館でも
開館２０年⽬にして初めての、⼤々的な館内
リニューアルを⾏いました。

特集：

リニューアル＆リプレイス

システムや機器が新しくなったことに加え、新たに
市⼤ラーニング・コモンズ 「いちコモ」が誕⽣し、
さらに 3 階にサイレントエリア、1 階にオープンエ
リアを整備し、様々な学びの形に対応できる場所に
⽣まれ変わりました。
今回は、リニューアルした図書館をご案内します。
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ブラウジングコーナー

展示コーナー

新着図書コーナー

ブラウジングコーナーと展示コーナーが模様替えしました。ブラウジング
コーナーには、新聞の他、新着図書コーナーが移動しました。
Ｂ

入退館ゲート

Ｃ

ゲートの設置により、入退館方法が変わりました。

自動貸出機

新しく自動貸出機を設置しました。

（各ゲートは左側通行）

IC カードを使って、図書の貸出や延長ができます。

ゲートの右側にあるカードリーダーに IC カード（学

画面の指示に従って操作して下さい。

生証/職員証）をタッチするとゲートが開きます。退
館の際にも同じ操作が必要です。

【注意】自動貸出機で貸出できる資料は図書のみです。
雑誌や視聴覚資料などの貸出はカウンターで手続

【注意】貸出手続きをしていない資料を持っている

きをしてください。

と、ゲートを通過することができません。

利用する時は、IC カード(学生証/職員証)が
必要です。

図書館を利用する時は、必ず IC カード(学
生証/職員証)を持って来てください。
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Ｄ

就職関係図書コーナー

Ｅ
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オンデマンドプリンタ
図書館内のコンピュータ及び
貸出用ノート型端末から出力
できるプリンタです。
利用方法は情報処理センター
実習室に設置されているもの
と同じです。

3F ブラウジングコーナーから
少し移動しました。

活

ラーニング・コモンズ

( Ｆ )

(愛称：いちコモ)

「ラーニング・コモンズ」には、組み替え自由な机
や移動式のホワイトボード、プロジェクター等が備
わっており、本学の教職員や学生がグループワーク
やディスカッション、プレゼンテーションの練習等
をすることのできるスペースです。利用目的に合わ
せて、グループでも一人でも、様々な使い方ができ

ラーニング・コモンズとは？…”Learn”=学び、”Commons”=共
有の場、を語源としています。「ラーニング・コモンズ」は、集
い、議論し、共に学ぶ場所を提供することで、学生の皆さんの
自主的な学習=アクティブ・ラーニングをサポートすることを目
的としています。

静

サイレントエリア

( Ｇ )

ます。

これまでの閲覧スペースは、
「サイレントエリア」となりました。
静かに集中して学習したい方は是非こちらをご利用ください。
※グループで対話しながらの学習は、新設の「ラーニング・コ
モンズ」でお願いします。

Ｈ

Ｉ

情報検索端末

雑誌

3 階ブラウジングコーナー・ラーニングコモンズ内に各
1 台、レファレンスブックコーナーに 4 台、2 階・1 階に
1 台ずつ情報検索端末を設置しています。
インターネットに接続して、OPAC など Web 上の学術情報
を調べることができます。
レファレンス ブックの隣に 移動

【注意】利用するために認証が必要となりました。

しました。

利用後は、必ずログアウトしてください。
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Ｋ

ＡＶコーナー

インターネットコーナー

デスクトップ型端末

貸出用ノート型端末

図書館内のコンピュータが新しくなり、台数が増えました。
インターネットコーナーのデスクトップ型端末は自由に使っ
ていただけますが、起動時には HUNET アカウントとパスワード
による認証が必要です。
※貸出用ノート型端末は館外での利用も可となりました。
貸出用ノート PC を利用する時は、学生証を
持ってカウンターで申し込んでください。

旧閲覧コーナーに移動しました。

２Ｆ

Ｌ

文庫・新書コーナー

Ｈ
文庫・新書

Ｇ

Ｌ

3F から 2F に移動しました。

↑情報検索端末( Ｈ )もあります。

サイレントエリア

開

オープンエリア

( Ｍ )

Ｎ

いちだい知のトライアスロン
コーナー

1F に新しく閲覧スペースができました。

１Ｆ
Ｍ
オープンエリア

Ｎ
Ｈ

3F ブラウジングコーナーから 1F に

いちだい知の
トライアスロン
コーナー

移動しました。
書架の一角に情報検索端末( Ｈ )が
設置されています。

OPAC と図書館 Web サイトもリニューアルしました！詳しくは「知恵の樹 63 号臨時増刊号」で!!
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イベント報告
OPAC 専用パソコン

出張講座 ＠ ひろしま美術館 -「版-技と美の世界-」８月２２日(金)、ひろしま美術館との連携事業で、
「版-技と美の世界」に関連して出張講座を開催しました。
今回は芸術学部釣谷幸輝講師による技法解説「版の技法 あれコレ」があり、解説を聞きながら実際に版を刷
る作業の体験ができました。
出張講座初のワークショップ形式に、約 40 名の参加をいただき、楽しい時間となりました。

◆参加者の声
・プリントゴッコや芋版ではない、本格的な版画に触れることができ、制作過程
を知ることで鑑賞の手助けになりました。
・版画でも、繊細な表現が出来るんだなぁと思いました。
・オフセット印刷がどういうものか分かってよかったです。彫らないといけないと
思っていたので。
・作品を鑑賞するだけではなく、実際に刷る道具を見たり、作らせてもらったりし
たのが楽しかったです。

【予告】

「キャンパスメンバーズ制度」について

出張講座＠広島県立美術館

ひろしま美術館・広島県立美術館では、入館の際に

-「榮久庵憲司の世界展」関連企画-

広島市立大学の学生証または身分証を掲示すると、
常設展・特別展を無料で観覧することができます。

日時：201４年１２月１３日（土）
午後2時～午後3時30分
会場：広島県立美術館
内容：講師：芸術学部

及川久男教授

※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。

関連事業報告
学生図書館サポーター
今年度の学生図書館サポーターさんは、芸術学部 3 年時任さん、川口さん、
2 年白山さん、望月さん、情報科学部 3 年久保田さん、2 年安森さん、国際
学部 4 年来田さんです。
写真は 5 名しか写っていませんが、7 名で活動していきます。
学生ならではの企画を期待しています！

次回のブックハンティングは、１１⽉８⽇(⼟) 紀伊國屋書店広島店で⾏います。
★詳しくは図書館 Web サイトでご確認ください。
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わたしの一冊
国際学部

飯島

典子

准教授

『帝国ホテル 感動のサービス』
宇井洋 著 ダイヤモンド社 2000年
「帝国ホテルのランドリーサービスみたいにきれいにし

りか、既に起床しているか客の反応がわかるからである。

てくれ」ビートたけしとの共演で話題になったアメリカ映

客が目覚めず起床が遅れれば仕事が駄目になる可能性も

画『JM』の中で主演のキアヌ・リーブスはそう言った。

あるのだ。他にも「サービスに縦割り的発想を持ち込まな

彼のアドリブだと言われているが、帝国ホテルのランドリ

い（VIP 宿泊の場合接遇事務所局が設置されるが、各位部

ー技術が海外にまで広く知れ渡っていることが窺える。言

署から集まったスタッフで構成される）」「ルームサービス

うまでもなくホテルはあらゆるサービス業が集約した組

の料理はその部屋についた時点を「食べ頃」にする」「変

織の好例だが、本書は宿泊客がなかなか知り得ないホテル

わるべきサービス、変えてはいけない精神（宴席のフラン

の「舞台裏」を紹介し、真のサービスとは何かを垣間見せ

ス料理でもお箸を出すようにした）」など、思わず膝を打

てくれていて、サービス業への就職を考えている諸氏には

ちたくなるような金言がつまっている。極めつけは従業員

お薦めの一冊である。

が実際に帝国ホテルに宿泊する、という「研修」であろう。

本書は素人の常識では思いつかないサービスの逸話で

「客」になることで、従業員から見えてこない改善点が見

彩られている。一例を挙げてみよう。モーニングコールは

えてくるのは何も接客業に限ったことではない。接客業や

殆どのホテルはオートコールだが、同ホテルでは肉声であ

仕事に対するプロ意識という範疇を超えて他人に対する

る。その理由は何か。実際に電話することで目覚めたばか

心遣いとは何か、を問う良書である。

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 689.8 ｳｲ】
※【

】内は配架場所と請求記号です。

● 重複図書等をお譲りします！
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等を教職員、学生の皆さんに
安価で販売しています。
教職員

申込み期限

10 月 10 日（金）

受け渡しは 10 月 24 日（金）まで

学

申込み期限

10 月 17 日（金）

受け渡しは 10 月 24 日（金）まで

生

申込み方法、対象図書等の詳細は、図書館Webサイト

http://www2.lib.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８日（水）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。

● ビブリオバトル@広島市立大学を開催します！
日時：11月1日（土）11：00-12：00（大学祭1日目）
場所：図書館・語学センター棟

3階ラーニング・コモンズ

★出場を希望する方は図書館カウンターでお申込みください。
*「ビブリオバトル」とは？

出場者には景品（図書カードなど）があります。
観戦のみの参加も大歓迎です。

詳しくは、図書館Webサイトでご確認ください。

編集後記

２０１４年１０月１日発行

夏季休業中は、リプレイスや館内改装ため OPAC が利用できなかったり、図書館を
臨時休館したり、いろいろご不便をおかけしました。お陰様で、図書館は「ハイテク(笑
)」に大変身し、新学期を迎える運びとなりました。館内の配置が変わっていますの
で、館内地図を片手に探検してみてくださいね。

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

