広島市立大学
附属図書館報
第６９号

growing in OZUKA

２０１６年４月

新入生歓迎号

タイトルの由来について
館内フロア紹介
「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。

図書館 Q&A よくある質問
OPAC を使ってみよう
わたしの一冊 / LOOK HERE!

2～4
5
6～7
8

特集：市大図書館ってどんなところ？

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。図書館は「知の宝庫」と言われ、皆さんの学習・研究のほかに
様々な場面で活用できる機関です。せっかく大学に入ったのだから本を借りるだけの使い方ではモッタイナイ！
そこで今回は、市大図書館がどんなところか、何ができるのかをご紹介します。
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館内フロア紹介
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入退館ゲート

ブラウジングコーナー

ゲートは入館・退館とも左側通行です。
右側にあるカード読み取り部分に IC カー
ド（学生証/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。
図書館を利用する時は、必ず IC カード
学生証や職員証を持って来てください。

貸出手続きをしていない資料を持って
退館しようとすると、ゲートを通過する
ことができません。

日本語の新聞 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 12 種類の外国語の新聞
と、新聞縮刷版があります。

※パウチカードの身分証や IC カードを忘れた、
または持っていない場合は、カウンターに声をか
けてください。

B

カウンター

図書の貸出・返却、図書館間の相互利用サービス(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。
利用者区分

貸出(本を借りる)

貸出冊数
雑誌

合計

図書

雑誌
５日

学部生

１０冊以内

５冊以内

１０冊以内

２週間

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

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

返却(本を返す)

貸出期間

図書

借りた資料だけカウンターへ

【図書館豆知識】 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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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。
OPAC は、館内の情報検索端末や図書館 Web サ
イトから利用できます。
⇒詳しくは OPAC の使い方(p.6)へ

知恵の樹 growing in OZUKA

D

ラーニング・コモンズ
(愛称：いちコモ)

第６９号

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、本学の学生や教職員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ます。

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。

E

自動貸出機 (IC カードのみ対応)

F コピー機
種類

料金

白黒

１０円

Ｂ４まで

５０円

Ａ３まで

８０円

カラー

複写申込書に必要事項を記入
してカウンターに提出した
後、利用してください。

図書の貸出や延長ができます。
画面の指示に従って操作して
下さい。
利用する時は、IC カード(学生証/
職員証)が必要です。

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。

G

両替機はありません。利用時には
小銭を準備してください。

雑誌

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
ウンターで手続きをしてください。

PC

情報検索端末

↑1F 洋雑誌

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が 2 階、
洋雑誌は 1 階にあります。

H ＡＶコーナー
3 階のブラウジングコーナーとラーニ
ングコモンズ内、レファレンスブック
コーナー、2 階・1 階に情報検索端末を
設置しています。
※検索結果等の印刷はできません。
利用するために認証(ユーザ ID とパスワ
ード)が必要です。
利用後は、必ずログアウトしてください。

図書館が所蔵する DVD、ビデオなどの視聴覚資料が利用できます。
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。
次のページにも続きます

【図書館豆知識】 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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インターネットコーナー

J

オンデマンドプリンタ

I

デスクトップパソコンと、貸出用ノート
パソコンがあります。印刷は館内のオン
デマンドプリンタ( I )からできます。
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。
デスクトップ PC

貸出用ノートパソコンを利用する時
は、学生証を持ってカウンターで申
し込んでください。

インターネットコーナーのデスクトッ
プパソコン及び貸出用ノートパソコン
から出力できるプリンタです。

【貸出用ノートパソコンについて】
・館外(学内)での利用も可能ですが当日
中(開館時間内)に返却してください。
・貸出用ノートパソコンには、マウス・イヤホ
ンが付いていません。必要な方は持参
してください。

※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。

グループ閲覧室

K

貸出用ノート PC

その他には

市大コーナー…本学教員の著書や研究紀要があります。
平和研コーナー…平和に関する図書を集めています。
参考書コーナー…シラバス(講義概要)で「授業参考書」に
指定された図書を集めています。

↑市大コーナー

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。利用申込は不要です。

←平和研コーナー

↑参考書コーナー
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M 入館専用ドア (IC カードのみ対応)
入館専用です。
退館はできません。

教職員が「学生の皆さんに読んで欲し
い！」と選んだ本と、学生がブックハンテ
ィングで選んだ本を並べています。

パウチカードの身分証や IC カード
を持っていない場合は 3 階入口か
らお入りください。

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。
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図書館 Q&A よくある質問
図書館内で自分のパソコンをインター
ネットに接続できますか？

学生証を忘れた時はどうしたらいいですか？
【入退館】カウンターへ声を掛けてください。
【図書やノートパソコンの貸出】
学籍番号等で本人確認のうえ、貸出をします。

自分のパソコンを持ち込んで利用できます。学内無線
LAN サービス(どこでも hunet)を利用するには、情報処理
センターの利用方法を確認してください。なお、持ち込み
パソコンからオンデマンドプリンタは利用できません。

読みたい本が貸出中になっていました。
次に借りるにはどうしたらいいですか？
古い新聞を見たいのですが…。

貸出中の本を「予約」することができます。カウンターで
お申し込みください。
OPAC からも予約申込みができます。
→詳しくは、OPAC の使い方(p.7)へ

先月分から過去 1 年分は、2 階にあります。それ以前
のものは、(一部の新聞を除き)過去 3 年分までを保存
していますのでカウンターへ
お尋ねください。また、原紙
以外に縮刷版、マイクロフィ
ルム、データベース等で見る
ことができるものもあります。

返却期限が迫っている本をもう少し
利用したいのですが。

←【図書館 2 階】

「貸出延長」することができます。ただし、延長は 1 資
料につき 1 回限りです。
延長するためには次の条件を満たしている必要があり
ます。

図書館の中で飲食はできますか？

・返却期限以前であること
・他の利用者が予約をしていないこと
・他に延滞中の本がないこと

資料の汚損防止、飲食物のゴミによる害虫発生防止、
他の利用者への迷惑防止のため、図書館内での飲食
を禁止しています。お弁当などの飲食物はバッグの中
にしまうか、図書館の入口右手にある無料ロッカー(利
用は当日限り)に入れてください。
なお、「いちコモ」内に限り、水筒やペットボトルなど万
が一倒しても中身がこぼれないしっかりとしたフタ付きの
容器に入った飲み物のみ利用できます。

希望する資料と学生証を持って、カウンターで「延長し
たい」と申し出てください。図書館内の自動貸出機また
は、OPAC を使って自分で延長することもできます。
※参考書など一部延長できない資料もあります。

本を返しに行ったら閉館していました。
どうすればいいですか？

図書館からの連絡はどのように確認したら
いいですか？

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。

図書館からの連絡(予約図書の到着連絡など)は、各
自の大学発行のメールアドレスへ送信します。
日頃からこまめに大学メールのチェックをするようにし
てください。
また、緊急の場合は電話連絡をすることもあります。
図書館からの電話(082-830-1508)から着信があっ
た時は出るようにしてください。

【図書館 3F 自動扉の外側】
【返却口】

数人で集まって発表の準備をしたいのです
が、グループ閲覧室は使えますか？
グループ閲覧室はサイレントエリアです。複数人での資
料調査や学習に利用できますが、ディスカッションやプ
レゼン練習をする際には、ラーニング・コモンズ「いちコ
モ」をご利用ください。

他の図書館の本を借りることができますか？
附属図書館の窓口を通して広島市立図書館と広島
県立図書館の本を借りることができます。カウンターで
申し込んでください。
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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。

↑
入
り
口
は
２
パ
タ
ー
ン

①-2 簡易検索画面に移動

①-1「資料の検索」の「OPAC」
をクリック

キーワードを入力して検索

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、タイ

→

トル、著者名、出版者などで検索することが
できます。

① 図書館 Web サイト TOP 画面の検索窓

② 検索結果一覧に移動
見たい資料のタイトルをクリック

にキーワードを入力して検索

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

スマートフォン版 OPAC

★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

もあります
スマートフォン対応 OPAC(蔵
書検索システム)からは次のサ
ービスが利用できます。

★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、色々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。
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・蔵書検索
・図書館カレンダ
・貸出予約照会
・ILL 依頼状況照会

③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。

「ユーザログイン」って何？
④「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すると次の手順に進めます。

⑤「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

ログインするとこんな機能が使えます！

貸出予約状況照会
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できます。
）
②予約した資料の状況を確認できます。

貸出履歴照会
自分の貸出履歴が閲覧できます。
最初に「貸出履歴照会」をクリックすると、
設定画面が表示されます。
「使用上の注意」を

ブックシェルフ照会
検索結果画面で「ブックシェルフ登録」
した資料を確認できます。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。

読んでから設定してください。
※設定以前の履歴は見られません
※詳しくは「知恵の樹」第 66 号へ！
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わたしの一冊
芸術学部

藤田

敏彰

准教授

『輝ける闇』
開高健 著 新潮社 2010年
『輝ける闇』は『夏の闇』
『花終わる闇』の、闇三部作

らの状況を強調あるいは美化するような語彙が多用され、

の中で第一作目として 1968 年に刊行された。

私は作者がそのような言葉の魔術師なのだと考えていた。

この三部作のいずれもがベトナム戦争時代の現地が舞

後に『フィッシュ・オン』
『オーパ』など一連の釣行記で

台となっており、作者が 1964 年から 1965 年にアメリカ

若者の支持を得た作者は集英社出版から 1984 年に刊行さ

軍に従軍した際のルポルタージュが基となっている。

れた『風に訊け』の中で小説家を目指す読者の質問に対し、

『ベトナム戦記』として 1965 年に刊行されたこのルポ

美化強調するような文章表現をする者はまともな作家に

は、戦地における如実な現状を書き表している。このル

はなれないと答えている。これは、作者独特の隠喩なのか

ポを小説として再構築した三部作は、作者の文体表現に

とも考えられる。

大きな変化をもたらすことともなった。

これらの『ベトナム戦記』を含めた闇三部作はもちろん

作者が従軍した第一大隊は、ジャングルの中で襲撃を

のことだが、表面上は明るくワクワクするような冒険釣行

受け 200 人の隊が 17 人になり、作者は命を落とす寸前

記の中からも、作者の奥底に潜む心の闇を感じてしまう。

までの惨状を経験するなど、悲惨な場面が多いが、それ
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 913.6 ｶｲ】

※【 】内は配架場所と請求記号です。

【予告】 出張講座＠八丁座
春休み中に借りた本の返却期限について

-映画「殿、利息でござる！」講演＆上演会日時：2016年5月28日（土）
午前9時30分～(予定)
会場：八丁座 (福屋八丁堀本店8階)
内容：講師：国際学部 佐藤深雪 教授
八丁座 戸川 喜史 銀幕部長

春休みの特別貸出で借りた本の返却期限は、

4月15日（金）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。

※入場無料
※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。

附属図書館の情報はココをチェック!

★最新情報は
「いちだい知のトライアスロン」Web サイト

Web サイト: http://www2.lib.hiroshima-cu.ac.jp/

https://triathlon.hiroshima-cu.ac.jp/ でご確認ください。

Twitter アカウント: 「@HiroshimaCU_lib」

いちだい

市大コーナー新着図書

初！

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。

『新多国籍企業経営管理論』藤沢武史, 伊田昌弘編著 (李玲執筆)
『地震前兆やいかに : 電波による複眼観察』吉田彰顕著
『Sculpture ; 平成 27 年度広島市立大学彫刻専攻修了作品集』 広島市立大学大学院芸術学研究科彫刻専攻 27 年度修了生

２０１６年４月１日発行

編集後記
今年もまた春がやってきました。この間入学したと思ったのに、もう卒業…というくら
い時間が流れるのは早いものです。皆さんも後々学生時代を振り返ったとき、「コレだ
けは頑張ったぞ！」と言えるように、泣いたり、笑ったり、悩んだりしながら日々を有意
義に過ごしてくださいね。そして、その思い出の中に図書館でのエピソードが混ざって
いるといいなぁと思っています。…例えば、何の気なしにふらりと寄った図書館で運命
の本に巡り会った、とか!!(←妄想)
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