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特集

あなたはまだ知らない！

OPAC の ヒ ミ ツ

今回使うのは
ココ！

附属図書館になくてはならないものの一つに、OPAC（蔵書検索）があります。
OPAC は、附属図書館のウェブサイトの検索窓にキーワードを入れて
結果が出るだけ、と思っていませんか？
いえいえ、実は OPAC にはさまざまな機能があるのです。
今回は「検索するだけ」から一歩進んだ OPAC の機能についてご紹介します。
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知恵の樹 growing in OZUKA

ファセット

第６６号

ファセット（facet）とは「物事の、ある一面。切り口。」という意
味ですが、この切り口でコンテンツを探せますよ、と提示する
仕組みのことです。

（絞込み）って何？

詳細検索画面

ここにチェックを入れることで、あらか
じめ絞込みの候補が提示されます。

例
市大で所蔵している資料で、広島に
関するものを探しているんだけど、
どのくらいあるのかな？

キーワードが「ヒロシマ」だと
たくさんヒットするんじゃない
の？
AND（かつ） OR（または） NOT（除く）
論理演算子を用いた検索もできます。
「2394 件」だって!
どんなのがあるか見てみたいけど、
全部は見られないよ！

複雑な検索はこれを使うべし。

検
索
♪

「資料分類」
「出版年」
「言語」で
絞り込むことができるみたいよ。

とりあえず新しいものを見て
みたいから、出版年で絞り込も
うかな。

注
意

検索結果が出た後にファセット機能での絞込みはできません。
もう一度「ファセット」にチェックを入れてから検索をし直してください。

おまけ
じゃあ、新しいもの順に並べる
こともできるんだね！

検索結果を出版年とかで昇順・
降順に並び替えできるらしい
よ。
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他にも気になるボタンが…

図書書誌情報画面

文献リストが作りたいな。

また今度も見たいかも。

Export to RefWorks

ブックシェルフ

検索結果を RefWorks(レフワークス)に出力することが
できます。OPAC の検索結果から文献リストを作成す
るなど多角的に利用したいときにおすすめです。

検索結果から読みたい本だけを選び、自
分なりの名前をつけてリストにすることが
できます。登録した本のリストはログインし
て確認することができます。

※RefWorks の利用には、アカウント作成が必要です。

今だけ記録しとこ。
この間何のキーワードで検索したかな？

ブックマーク
検索結果から気になる本だけを選んで、
一時的に保存することができます。気にな
る本だけをまとめて表示したり、印刷したり
できます。「OPAC TOP」や「HOME」ボタ
ンを押すとブックマークはクリアされます。

サーチマークに登録
検索キーワードまたは書誌情報を保
存することができます。ログインして
呼び出すことができます。

ログイン後の検索画面

RefWorks とは…
OPAC や CiNii などのデータベースからデータを保管したり、参考文献リスト
が作成できる Web サービスです。インターネットに接続できる環境であれ
ば、いつでもどこでも使えます。
【主な用途】自分用の文献データベースを Web 上に作成
文献フォルダの共有・公開 …など

まずは自分のアカウントを作成してみよう！（興味がある人はカウンターへ♪）

URL： http://www.refworks.com/refworks

OPAC だけじゃない!CiNii や Google
Scholar の検索結果とかも一緒に保管
できて、文献リストも作成できちゃう！

レポートや卒論など、参考文献を
書かなければいけないときに使え
そうだね！
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ログインしたらできることって何？
自分が今借りている資料のタイト
ルや返却期限日が確認できるん
だね。

予約した本も確認できるんだね。
…そういえば「予約」ボタンを押し
た後は、どうすればいいか分から
ないんだけど。

返却期限内であれば 1 回だけ
貸出延長手続きをすることもで
きるらしいよ。

自分の順番が来たら図書館から大学
メール宛に連絡があるらしいよ。予約
をしたらこまめにメールチェックするこ
とが大事！

前に借りたあの本をもう一度読みたいんだけど、
タイトルを忘れちゃった。自分が前に借りた本の
履歴は見れないのかな？

「貸出履歴照会」の設定をすれば
確認できるようになるんだって。

[注]「使用上の注意」を読んでから設定して
ください。
※設定以前のものは見られません。

OPAC から ILL(他大学・他機関の図書館から
資料を取寄せるサービス)の申込ができるよう
になったね！

自分が OPAC から頼んだもの(複写申込
/貸借申込)がどうなっているか、状況を
自分で確認できるらしいよ。

ところで、申し込んだのはいいけど、
その後どうしたらいいのかな？

届いたら図書館から連絡があるんだって。
これも申し込んだ後は、大学メールのチェッ
クをこまめにしないとね！

OPAC を使ってみて分からないことがあれば
カウンターで聞いてくださいね。
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関連事業報告
平成 2６年度コメント大賞表彰式
４月 2３日(木)、図書館 3 階ラーニングコモンズ「いちコモ」で
『いちだい知のトライアスロン 平成 2６年度コメント大賞表彰式』を
開催しました。受賞したみなさん、おめでとうございます！
表彰式の様子などは「いちだい知のトライアスロン」の
Web サイトにも掲載していますので、こちらもご覧ください。

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

〈コメント大賞〉国際学部

平井千尋さん

芸術学部

伊地知鈴佳さん

〈入賞：図書部門〉

〈入賞：映画部門〉

国際学部

来田卓哉さん

国際学部

来田卓哉さん

情報科学部

安森璃菜さん

情報科学部

杉山大貴さん

情報科学部

池田

芸術学部

向井美貴さん

情報科学部

後藤郁佳さん

芸術学部

梁谷侑未さん

国際学部

来田卓哉さん

芸術学部

真下玉女さん

国際学部

野田庸后さん

芸術学部

矢坂知嗣さん

翼さん

〈入賞：美術展部門〉

ブックハンティング＠MARUZEN＆ジュンク堂書店 広島店
5 月 30 日（土）
、MARUZEN&ジュンク堂書店広島店で、今年度 1 回目
のブックハンティングを開催しました。今年で 4 年目になり、今回は 8 人
の参加がありました。それぞれの興味のある分野から、約 150 冊を選びま
した。参加者からは「とてもわくわくしました。思ったより悩んで難しかっ
たです」などの感想がありました。準備ができ次第、図書館 3 階カウンタ
ー前でお披露目しますので、手に取ってみてくださいね。次回は秋に開催予
定です。みなさまのご参加をお待ちしています。

【予告】
いちだい知のトライアスロン

日時：2015年9月１2日（土）
午後2時～午後4時

出張講座＆芸術鑑賞
広島市現代美術館 -「ライフ＝ワーク」-

会場：広島市現代美術館2Ｆ会議室、展示室
内容：広島平和研究所

有意義な機会ですので、ぜひご参加ください。
参加費は無料です。

桐谷多恵子講師の講演と

広島市現代美術館学芸員によるギャラリートーク

★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。

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。

『キッズキャンパス リーフレット』広島市立大学芸術学部[編集]
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わたしの一冊
広島平和研究所

桐谷

多恵子

講師

『大田洋子 (日本の原爆文学 2)』
ほるぷ出版 1983年
大田洋子は郷里の広島で被爆した。わずか３ヶ月で被爆

った。主人公は、あまりに悲惨なその姿に初対面で泣き崩

の惨状を描き『屍の街』を書き上げた。しかし、敗戦国の

れてしまう。しかし、光子は「あきらめていますから、大

日本では原爆の被害を描くことは占領軍により厳しく取

丈夫です」と泣き伏す主人公を抱き起す。そして、光子は

り締まりを受けていた。検閲も削除もない『屍の街』の刊

語る。
「うちは、やさしい人になりたい」
「早くもっと大き

行許可が得られたのは、1950 年だった。原爆の生々しい

くなって、可哀相な人を救いたい」。大田はなぜ光子を描

被害は、5 年間ヴェールを被せられて見えにくくなってい

いたのか。徹底的に傷つけられた人間から発せられる、最

た。彼女はそれに抗うように、被爆者の苦しみを拾い集め、

も人間らしい言葉が在るという事だろうか。

作品として発表を続けた。しかし、大田の作品は文壇やジ

大田の壮絶な孤独と報われぬ情熱は、私の魂を寂しく揺

ャーナリズムから冷遇を受ける。彼女は『たましいの後遺

さぶる。彼女がどれほど広島という郷里を愛おしく思って

症』の中で原爆について書くことの苦しみを告白してい

いたのか。自らが原爆によって傷つきながらも、被爆者た

る。自身が「精神的後遺症」を抱えながら、原爆による魂

ちの痛みを引き受け、筆で核権力と闘い続けた。広島にお

と身体の被害、そしてその中でも消えない人間の光を描い

いても大田洋子の名を知る人はあまり多くいない。しかし

た。短編『ほたる』に登場する 19 歳の少女、光子は 5 年

彼女は間違いなく広島を、日本を代表する作家である。是

の歳月を経ても原爆により「娘ではなく化け物」の姿であ

非、大田の言葉に触れていただきたい。

この本は図書館 3 階にあります。ご利用ください。 【平和研コーナー 918.6 ﾆﾎ 2】
※【 】内は配架場所と請求記号です。

● 開館時間の変更について
定期試験前後、夏休み中は開館時間が変わります。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。

区

分

変更となる期間

開館時間

延長開館期間

７月１７日（金）～

８月０７日（金）

８：45～20：00

夏季休業期間

８月１１日（火）～

９月３０日（水）

８：45～17：00

● 夏季休業期間中の特別貸出について
夏季休業に伴い、７月28日（火）から、図書の貸出期間を延長します（雑誌は除く）。

区
学

分
部

特別貸出期間

返却期限

生

７月２８日（火）～

９月１８日（金）

１０月０８日（木）

大 学 院 生

７月２８日（火）～

９月０７日（月）

１０月０８日（木）

● 蔵書点検に伴う臨時休館について
図書館蔵書点検作業のため、8月24日(月)～8月31日(月)まで臨時休館します。
休館中の資料の返却は、ブックポストへお願いいたします。

最新情報は図書館Webサイト http://www2.lib.hiroshima-cu.ac.jp/ でご確認ください。

編集後記

２０１５年７月１日発行

今回は、昨年秋に新しくなった OPAC の機能について特集をしてみました。検索画面
にでていたあのボタン、ログイン画面にあったあの表示は「そういうことか！」と思って
いただけたでしょうか。おそらくこれを読んだだけでは「…結局なんやねんヽ( ;´Д｀)ﾉ」な
感じだと思いますが、こればっかりは使ってみないと良さが実感できません！(力説)レ
ポートや課題の際に是非使ってみてくださいね。

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

