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特集

レポートや卒業論文を書く時に、雑誌に掲載されている記事や論文を探す
こともあるはず。データベースで読みたい記事・論文を見つけ、じゃあ探
しに行こう！となった時「あれ？どこに探しにいけばいいんだっけ？」と
か、雑誌がずらりと並ぶ書架の前に立って「
『○巻□号』ってどこを見たら
分かるの？」となったことはありませんか？
今回は、そんな雑誌の探し方を中心に「そもそも雑誌ってどんなもの？」
という話からはじめましょう。

★ 図書と雑誌はどこが違う？ 情報の「質の違い」を意識しよう！
レポートや卒業論文作成のためには、図書とならんで雑誌に掲載された記事や論文が重要な
参考文献となります。では、「雑誌」とはどのような資料をいうのでしょうか。

出版の形

図書

雑誌

単独で発行され、一冊で完結
している。

同じタイトルで継続して発行される
ため、巻号がついており、一冊の中
に複数の記事・論文が入っている。

内容

図書館での並び方

現時点で評価の定まっている
ことを体系的にまとめたも
の。定説的な知識を得るのに
適している。

速報性があり、タイムリーな話題や

請求記号順

タイトル順

最新の知見を得るのに適している。

雑誌は、新しく生み出された研究成果を伝えるための情報源で、常に最新
の情報が掲載されるという特長があります。情報収集の際には図書のみ
でなく、一歩進んで雑誌に掲載された記事や論文も参考にしましょう。
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では、雑誌を探す旅へ！

そうだったのか！雑誌のあれこれ

知恵の樹
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★ 実践！ 雑誌を探してみよう
雑誌の場合、雑誌名は OPAC で検索できますが、個々の論文・記事の検索はできません。読みたい
記事や論文を検索するときは CiNii Articles 等の文献データベースなどを使いましょう。

例
「ルーシー・リーに会いたい」ってい
う特集が載ってる雑誌を探している
んだけど、どこにあるのかな？

？
特集
ルーシー・リー
に会いたい

CiNii Articles
検索結果画面

その特集は「何という雑誌に載
っているのか」とか、その雑誌
が「市大にあるかどうか」は調
べたの？

もちろん！CiNii Articles で「ルー
シー・リー 会いたい」で検索した
ら「芸術新潮」っていう雑誌に載っ
てるって書いてあったよ。

「OPAC」を押したら、市大の OPAC
画面に移動して書誌情報が表示され
たから、図書館にあるよね？

OPAC 雑誌
書誌情報画面

うーん。
「芸術新潮」は市大にあるみ
たいだけど、その特集が載ってる号
があるかどうかまで確かめなきゃ
ダメじゃない？

何号に載ってるかなんて書いてあっ
たかなぁ？…そういえば「芸術新潮」
の横に「61(6), 86-88, 2010-06」って
ナゾの数字が書いてあったけど。

これは、左から「掲載雑誌名、巻(号)、
掲載ページ、刊行年月」の順で書いて
あるの。

だから、この記事は「2010 年 6 月」に刊
行された「芸術新潮」の「第 61 巻第 6 号」
の「86 ページから 88 ページ」に掲載され
てる、って意味なのよ。

61 巻 6 号

特集
ルーシー・リー
に会いたい
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そういう意味なのか！…ということ
は、
「芸術新潮」の「第 61 巻第 6 号」が
市大にあるかどうかを、OPAC の画面
で確認すれば良いんだね！

そうだったのか！雑誌のあれこれ

所蔵巻次の読み解き方

……

知恵の樹
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探している雑誌の巻号の有無は、所蔵巻次で確認します。

例 1）「1-66+」→66 号以降も継続して所蔵している
例 2）「1-13,15-20」→1 号から 13 号、15 号から 20 号は所蔵しているが 14 号は所蔵していない。
例 3）「3( )-7( )」→3 巻から 7 巻を所蔵しているが、欠号(所蔵していない号)もある。

OPAC
雑誌所蔵画面

じゃあ「芸術新潮」の第 61 巻第 6 号は
図書館にあるってことだね！…でも、図
書館のどこに置いてあるんだっけ？

所蔵巻次を見たら、
「56-65」になっ
ているから、56 巻から 65 巻までは
欠号がないみたいね！

OPAC 雑誌
所蔵情報

「雑誌所蔵」の下に「所蔵情報」が
あるから、探している巻号の「配架
場所」を確認するのよ。今探してい
る 61(6)は「図書館 2F 雑誌」ね。

「図書館 2F」までは分かるけど、
雑誌って図書みたいに請求記号が
無いから、2F のどこに行けばいい
か分からないよ…。
雑誌はタイトルの順に、和雑誌は五十音
順、洋雑誌はアルファベット順で並んで
いるのよ。書架には見出しが付けてある
から、それを見ながら探すのがコツ♪

図書館 2F 雑誌

←こんな感じ→

和雑誌
あ

なるほど！「芸術新潮(げいじゅつし
んちょう)」だから「け」で始まる雑
誌が並んでいるところまで行けば
見つかるってことだね！

↑和雑誌のバックナンバー

図書館 3F 雑誌

洋雑誌

AV コーナー

誌
雑誌

A

洋雑誌

あ

図書館 1F 雑誌

カウンター

↑洋雑誌のバックナンバー

↑和雑誌・洋雑誌の最新号と過去約 1 年分

いざ行かん！探し求める雑誌の元へ!
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ん？「芸術新潮」は見つかったけど、
「第 61
巻第 6 号」
ってどこに書いてあるんだろう。
背表紙にも 6 (月号)としか書いてない
よ？

「○年○月号」と、
「巻号」は別物な
のよね。
「巻」や「号」はどこかに書
いてあるハズなんだけど…。

Q. 巻とか号とか、表紙に書いてないんじゃないですか？
A. 安心してください、書いてありますよ。(分かりにくいけど)

芸術新潮
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昭和 25 年 1 月 20 日
第三種郵便物認可
2010 年 6 月 25 日発行
[毎月 25 日発行]
5 月 25 日発売
第 61 巻第 6 号
あ、あった!!(小声)
これで間違いないね！

No.

××雑誌
○巻○号

★ 追加情報

△△ journal
○巻○号

○○雑誌

雑誌の巻、号の表記場所は、雑誌によっ
てまちまち。
表紙、裏表紙、奥付、さらに「毎号場所
が変わっている！」なんてこともあります。

電子ジャーナルだってあるンデス！

そのほかにも、電子ジャーナルとして学内のパソコンから読める雑誌があります。

例

日経 BP 記事検索サービス
「日経ビジネス」「日経コンピュータ」「日経デザイン」
「日経 WOMAN」など日経 BP 社発行の雑誌

情報処理学会電子図書館
・情報処理学会論文誌[ジャーナル][トランザクション]
・情報処理学会研究報告[各誌]

電子情報通信学会論文誌[A][B][C][D]

これらの雑誌へ
のアクセスは

図書館 Web サイト→ 資料の検索→ 電子ジャーナル・データベース

いちだい BOOK
リユース市

10 月 31 日(土)大学祭初日に「いちだい BOOK リユース市」を開催しました。この「いちだい BOOK
リユース市」は、大学の知の財産の有効利用を図るため、不要となった図書館資料を一般の方へ
販売するもので、今年で 4 回目を迎えました。
事前に学生・教職員へも販売を行っており、合わせて約 700 冊を有効活用することができました。
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大塚中学校職場体験レポート！
平成 27 年 11 月 12 日(木)～13 日(金)の 2 日間、広島市立大塚中学校の生徒 2 名が、職場体験学習を
行いました。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、展示準備など、様々
な図書館の仕事を体験しました。

図書装備

配架

新着図書の展示

←おすすめ本の POP を作成中

↑丁寧にラベルを書いて
くれました

カウンター

「データ登録の仕事が面白か
ったです。」

図書データ登録
「休憩時間は貸出・返却が
集中して大変でした。」

展示

クリスマスのミニ展示を手伝
ってもらいました ↓

新聞整理

「新聞がたくさん保存してあって
驚きました。」

「テーマに合った本からページを
選んだり、楽しかったです。」

↑ちゃんと日付順に並んで
いるか確認中

二人とも図書委員経験者ということもあり、テキ
パキと積極的に作業に取り組んでくれました。
2 日間という短い時間でしたが、今回の体験を将来
の進路を考える際に少しでも役立てていただけれ
ばと思います。

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。

関連事業報告
ブックハンティング＠紀伊國屋書店 広島店
10 月 24 日（土）紀伊國屋書店広島店で、今年度第 2 回目のブックハンティング
を開催しました。今回は参加者 9 名で約 140 冊の選書を行い、知のトライアスロ
ンコーナーの書籍として受け入れしました。参加者からは「こういう層の本をもっ
と充実させてほしいという思いを自分で叶えることができてとても楽しかった」
「普段見ないコーナーの本も見つけることができていい機会だった」「他の人が選
んだ本も読むきっかけになりそう」などの感想がありました。今年度のブックハン
ティングはこれで終了です。また来年をお楽しみに。

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。

『earable(イアラブル)：世界初!イヤホン型ウェアラブルコンピューター』 谷口和弘著
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わたしの一冊
情報科学研究科

市原

英行

准教授

『数学文章作法 基礎編』
結城浩 著 筑摩書房 2013年
私が理系を選んだ理由の一つに「作文が苦手であるか

を考える。これが文章を書くときにもっとも大事なことで

ら」という消極的な理由がある。この考えが間違っている

す」。この心構えが守られているからこそ本書はこれほど

ことにはすぐに気づき、以来 20 年近く論文を書く度に苦

まで読みやすいのだろう。

労を繰り返している。本書は、私のように作文が苦手な理

このような文章を書く上での心構えを踏まえた、たくさ

系の学生さんはもちろんのこと、文理を問わず論理的でわ

んの具体的な技術的なポイント（例えば、アラビア数字と

かりやすい文章を書きたい学生さんにお勧めしたい。

漢数字の使い分け。できますか。）が例を交えて丁寧に説

何より特筆すべきは、この本の読みやすさである。たぶ

明されている。なお『推敲編』という続編もあるので、推

ん数時間で読み終えられる。著者は、難しい数学の話を小

敲の方法論を学びたい人は必読である。

説形式で読ませてくれる『数学ガール』シリーズの著者な

さて、ここまで書いてきて、この文章が本書の紹介文と

ので、読みやすいのは当たり前なのであるが、それにして

して一定のクオリティを満たしているかどうか急に心配

もするすると頭の中に言いたいことが入ってくる。その理

なってきた。判断はこの本を読んだみなさんにしてもらう

由が本書の第 1 章の 1 文目に述べらている。
「読者のこと

ことにしよう。

この本は図書館 3 階にあります。ご利用ください。 【図書館 3 階 410/ﾕｳ/1】
※【 】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 2５日（月）～

２月１５日（月）

午前８時４５分～午後８時（延長開館）

2 月 1８日（木）～ 4 月 ７日（木）

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（木）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（木）～３月３1日（木）

4月1５日（金）

大学院生

2月 4日（木）～３月１5日（火）

4月1５日（金）

卒業・修了予定者

通常どおり

＊授業参考書・トライアスロンコーナーの図書、及び雑誌の貸出期間は通常どおりです。

● 卒業・修了予定の皆さんへ
卒業・修了予定の皆さんの最終返却期限は、３月２3日（水）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。

編集後記

２０１６年１月１４日発行

今年の冬は暖かい日が続きますね。さて、今回の特集は「雑誌」です。「図書みたい
に請求記号がないからどこにあるかわからない」など、OPAC では探せるけど現物に
たどり着けない人が意外と多いようですが、今号はその手助けになったでしょうか。
雑誌はタイムリーなテーマについてのレポート作成等には欠かせない資料にな
るので、上手く活用してくださいね。

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

