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特集
-新聞データベースで就活力 UP!皆さんは、普段新聞を読んでいますか？
「新聞」が扱っている情報は、政治、経済、社会、スポーツ、文化など国内外で
発生するあらゆる出来事です。
新聞を広げると、自分が興味のない記事まで自然と目に入ってくるため、視野が
広がるメリットがあり、大きい見出しだけをざっと読むだけでも、今日押さえて
おいた方がよい情報が分かります。
新聞を読むことで、社会人と共通の話題を持つことは、就職活動を行う上でもプ
ラスになります。
就活に新聞が役に立つのはわかっていても、
「新聞を読む時間がない…」
「何をど
う読んだらいいのか分からない」そんな皆さんに、今回は就活に焦点を合わせた、
新聞データベースの使い方を紹介します。

【就職活動中の学生が新聞を読む 3 つの効果】

1. 時事問題に強くなる
2. 自分の意思や考えを生み出すヒントを
得られる
3. 企業・業界研究に有効
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Q. 新聞の何から読めばいいの？就活の何に役立つの？
A. エントリーシートに面接対策に…目的を持って読もう!
就活ではエントリーシートに志望動機や自己 PR などを書く機会も多いはず。限られた文字数で必要な情報を読
みやすく書くことは、就活生にとって是非とも身に付けておきたいスキルと言えるでしょう。
そこで、文章力をつける方法として「コラム」を読んでみましょう。コラムは新聞社を代表する記者が書いた優れ
た文章で、これらを読んだり書き写すことで、文章のまとめ方や言い回し等を学ぶことができます。
また、社会情勢など賛否を問われても自分の意見が持てず迷ってしまう人は、「社説」もチェックして「自分だっ
たらどう考えるのか」をまとめるようにしておくと、グループディスカッションで色々なテーマを出されても対応できる
のではないでしょうか。

ヨミダス歴史館 (読売新聞)

「就活 ON!」を活用しよう！

記事本文に青色で表示される単語をクリック
すると「ミニ用語解説」が出るので、参照しな
がら読み進むことができます。

TOP 画面

面接対策に…
「最新ニュース」⇒「朝夕刊

1 面トップ」

トップ記事だけをまとめてあり、日付を追
って読んでいくだけで、日々の最重要
記事の流れを把握できます。
「解説記事」⇒「解説スペシャル」

グループ・ディスカッション対策に…
「識者が語る」⇒「論点スペシャル」
時事問題について、三者三様の意見を
載せているコラムです。

エントリーシートから面接まで！
「就活 仕事」⇒「就活

就活中の学生は必見だよ!

ON!」

「人事の眼」
企業が求める人物像を把握し、
入社後のイメージをつかもう。

「常見陽平の内定ロード」
エントリーシートの書き方から面接
の心得まできめ細かく伝授。

「GJ (グッジョブ)」
入社 3 年前後の若手社員の体験談。
関心のある企業について、先輩社員
の体験談を参考にしよう。

「上田明美の新女子ナビ」
就活時の悩み解決に。
男子学生も必読！

他にも、「前川孝雄のはたらく心得」
「筆記試験セミナー」等、一読に値する記事が満載です。
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「ナビ検索」を使おう！

グループ・ディスカッション対策に…

TOP 画面

「天声人語・オピニオン」⇒「耕論」
意見の分かれている時事問題を、それぞれの立場から
有識者が意見を述べているコラム。グループ・ディスカッ
ションで採用されやすいテーマが多く登場します。

ここをチェック

ナビ検索画面

クリックすると
検索結果画面へ
移動します

面接対策に…
「時事に強くなる」⇒「プレーバック

1 週間」

「ニュースのおさらいジュニア向け」
今、世の中で起きていることを知りたいときはまずココ。

一週間の出来事を
ざっくり知りたい時はココ

エントリーシート対策に…
「人・生き方」⇒「ひと」

「フロントランナー」
自己 PR や志望動機に入れたい、自分ならではの
「きらり☆と光るキーフレーズ」が欲しいもの。
これらのコラムを読んで、そのヒントを見つけよう。

分かりやすい表現で説明が
されています。すぐに理解で
きなかったことは、ここで概
要をつかもう。

新聞データベースへの
行き方をおさらい♪

図書館 TOP→資料の検索→電子ジャーナル・データベースリスト→データベースの検索
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中国新聞経済データベース ちゅーBiz(ビズ)

TOP 画面

広島の企業に就職したい！

中国地方の企業や団体、人物の情報と、中国新聞
の記事を組み合わせたデータベースです。
国内外や地場経済、国や行政、地域に関する中国
新聞記事を収録しています。

地域に密着した情報を
チェックするならコレ！

企業検索画面
企業詳細データ画面

クリックすると「人物
詳細データ」画面へ移
動します

記事一覧画面へ
移動します

ProQuest (プロクエスト)

外資系の企業や海外勤務も視野に考えたい！

アメリカの代表的な新聞である New York Times 紙の記事
を検索・閲覧することができます。アメリカでのトップニュー
スだけでなく、芸術、スポーツ、ビジネス、大衆文化などを
知りたい場合にも有用です。

TOP 画面

検索画面

記事を電子メールで送信したり
RefWorks に保存することもできます。

記事には機械翻訳ボタン（日本語を含む
13 言語）がついているので、内容を知る
手がかりになります。
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○○に対するアメリカでの
評価は？など、英語の新
聞を見たい人はこちら！
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イベント報告
出張講座 ＠ 広島市映像文化ライブラリー -「AKIRA」６月２７日(土)、広島市映像文化ライブラリーで、映画
「AKIRA」に関する出張講座と上映会を開催し、約 100 名
の皆さんに参加していただきました。
上映に先立ち、芸術学部講師・有持旭先生による「いま観
る『AKIRA』とは何か」と題した講義が行われました。
参加した学生からは「先生の話を聞いた後で映画を観た
ので、物が壊れるシーンや煙の描き方に注目できてよかっ
た」などの感想がありました。

出張講座 ＠ 芸術資料館 -「食と平和、そしてアートへ」８月２日(日)、オープンキャンパスにあわせて、芸術資料館で美術鑑賞会が
行われました。
展覧会「被爆 70 周年 ハノーファー×広島姉妹都市交流 食と平和、そしてア
ートへ」を、芸術学部教授・鰕澤達夫先生のお話を伺いながら鑑賞しました。
鰕澤先生は、
「被爆 70 年にあたりアートを通して平和を考える機会に」と、
全出品者の作品について解説されました。オープンキャンパスに訪れていた
高校生からも「発想がすごい！」
「何これ！」と、新鮮な驚きの声があがり、
本学のアートに興味津々な様子。将来入学してくれるといいですね。

出張講座 ＠ 広島市現代美術館-「ライフ＝ワーク」展9 月 12 日(土)、広島市現代美術館「ライフ＝ワーク」展に関連
して、出張講座と芸術鑑賞を開催しました。
まず、広島平和研究所講師・桐谷多恵子先生に「ヒロシマ・ルネ
ッサンス―戦後『復興』と被爆者 の『原風景』
」と題してお話いた
だきました。広島の復興が語られるとき、焼け野原からの復興とい
った外面的な視点が多いが、人間ひとりひとりの心はどのように
復興していったか―「人間精神の復興」という内面的な視点を持つ
ことも非常に重要なことではないだろうか、というお話がありま
した。
その後、広島市現代美術館の松岡剛学芸員に実際に作品を解説
いただきながら、作品鑑賞をしました。中でも、いわゆるアーティ
ストではない人の絵に、技巧とは違った何か訴えかけるものを感
じた展覧会でした。

次回の「いちだい知のトライアスロン ブックハンティング」は１０月２４日(土)
紀伊國屋書店広島店で行います。
★詳しくは「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。
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わたしの一冊
国際学部

倉科

一希

准教授

『古典外交の成熟と崩壊 (高坂正堯著作集 第6巻)』
高坂正堯 著 都市出版 2000年
世界史を学んだ人には、ウィーン会議の名前に

ーン会議を検討したのが、『古典外交の成熟と崩

憶えがあるだろう。フランス革命とナポレオン戦

壊』である。

争の後、国王と貴族の支配を復活させようとした

聞きなれない人名や国名が頻出するが、細かい

国際会議として、一般には評判が悪い。しかし国際

ところは読み飛ばしてもかまわない。ある政治学

関係や外交史の世界では、交渉によって新たな国

者が「アマチュア読者向けの書物」と評したよう

際秩序を創り、数十年にわたってヨーロッパに戦

に、歴史学・外交史研究としては不満も残る。しか

争を起こさなかった会議としても評価されてい

し現代とは異なる過去の雰囲気や人々の価値観ま

る。

で推察し、それを描き出そうとする巧みな筆運び

著者の高坂正堯は、京都大学で長く国際関係を

と深い洞察力に圧倒される。とくに第 3 章「会議

教え、保守派の論客として政治やメディアにも大
きな影響を与えた。その彼が、独自の視点からウィ

はなぜ踊りつづけたか」は、外交を例に「真面目」
の害と「遊び」の重要性を説いて味わい深い。

この本は図書館 2 階にあります。ご利用ください。 【図書館 2 階 319 ｺｳ 6】
※【

】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０９日（金）

受け渡しは 10 月 2３日（金）まで

学

申込み期限

10 月 1６日（金）

受け渡しは 10 月 2３日（金）まで

生

申込み方法、対象資料等の詳細は、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（木）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。

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。

『これでわかる拡散 MRI』第 3 版 増谷佳孝ほか編著
『パット剥ギトッテシマッタ後の世界へ』 柿木伸之著

『広島市立大学芸術学部卒業修了作品展』第 17 回
『広島市立大学芸術学部卒業修了作品展』第 18 回

編集後記

２０１５年１０月１日発行

今回は新聞データベースを特集しました。レポートや卒論だけではなく、就活にも使
える新聞。インターネットだけでは、どうしても自分が興味を持つ分野に偏った情報収
集になりがちです。ネットだけ、テレビだけと、ひとつのメディアに偏ることなく、各メディ
アの特長をいかした情報収集をオススメします。新聞に目を通す習慣は、社会人にな
ってからもきっと役に立ちますので、データベースで新聞に慣れたら、原紙を読むよう
にしてみてくださいね。（家で新聞を購読していない人は、ぜひ図書館で♪）

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

