広島市立大学
附属図書館報
第７７号 ２０１９年４月
(新入生歓迎号)

growing in OZUKA

タイトルの由来について

特集

「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。

図書館でよく聞く言葉
これなぁ～んだ？

わたしの一冊 / 図書館 DIARY

Expand your
horizons!

Let's go to the library

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
さて、
「大学の図書館って高校の図書室とはだいぶ違うなぁ」と感じる方も多いでしょう。
そこで今回のテーマは、

知っているようで知らない言葉、図書館では意味が違う言葉などを取り上げます。
「知の宝庫」とも呼ばれる図書館を最大限に活用し、さらに図書館用語もツウに使いこな
して、充実した学生生活を始めましょう！
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エツラン

図書館で
よく聞く言葉

「閲覧」の本来の意味は「内容を調べながら読
む、読むことを改まっていう言葉、調べ見るこ
と」ですが、図書館では図書館内での図書館資料
の利用のことをいいます。
（図書館情報学用語辞
典第 4 版）視聴覚資料や購入データベース等の
利用も含みます。
ツウな使い方
「貴重書庫の資料を閲覧希望（見たい）です」
「閲覧したデータベース（ウェブサイトで探し
出した資料）の印刷はできますか」
「この図書は他大学から貸借したから館内閲覧
（家には持って帰れない）かぁ」

図書館のなかでよく耳にするあの言葉・この言葉。
言葉の意味を知って、図書館をもっと使いやすく、
身近なものにしましょう。

ゾウショ

って何？

ショカ

これは皆さんもご存知の単語でしょう。蔵書
とは、図書館が所蔵している資料のことです。
蔵書は、
それぞれの図書館によって特色があり
ます。本学附属図書館は、国際・情報科・芸術の
３学部の関連分野を中心とした蔵書になってい
ます。また「大学附属」の図書館として、学生・
教職員の学習・研究に有益となる資料を収集・提
供する役割がありますので、
公共図書館にはない
専門書や学術雑誌を多く所蔵しています。

セイキュウキゴウ

…著者記号
…巻冊記号

って何？

書架、漢字を見れば意味がわかるけれど、音だ
けだと「ナニソレ？」と聞き慣れない単語かもし
れませんね。書架とは、主に本を並べて置く棚、
つまり本棚のことです。図書館では本棚のこと
を書架と言います。
皆さんが OPAC（附属図書館蔵書検索）で検索
し、配架場所が「書架」になっていたら、その図
書は「貸出中ではない。表示されている請求記号
の書架にある」ということになります。
ツウな使い方
「書架にあるはずなのに見あたらない。カウン
ターで確認してもらおう」

って何？

映画『ハリーポッターと賢者の石』をご覧にな
りましたか？魔法魔術学校の図書館で、本に鎖
がついていました。本は貴重だったので、亡失を
防ぐためにつながれていたのです。その後も本
は、
「閉架」という自由に入れない場所で保管さ
れていて、本を読みたい人は、本を「請求」して
出してきてもらいました。その時に使った、本を
特定する記号が「請求記号」です。
本を自由に手にすることができるようになっ
た現在では「所在記号」の意味で使われていま
す。本の背に貼ってある「背ラベル」に書かれて
いて、本はこの記号の順に並んでいます。

…分類記号

って何？

ハイカバショ

って何？

本棚へ本を並べることを「配架」または「排架」
といいます。
「配」も「排」も並べるという意味が
あります。つまり、個々の図書館資料を請求記号
などの所定の順序に基づいて「架（たな）に並べ
ること」です。「ハイカバショ」とは「本のある
場所」です。当館では「参考書」「トライアスロ
ン」
「レファレンス」などがあります。
「セイキュ
ウキゴウ」と「ハイカバショ」で、探している本
を見つけることができます。

附属図書館では、日本十進分類法を使って図書を分類しています。この
分類法は、主題ごとにまとまりを付け、資料を探しやすくする方法です。
0～9 までの 10 区分で分類され、大きな区分の下にはさらに 0～9 で分
類され、またさらに 0～9 と分類されます。
同じテーマの本は同じ分類になり、同じ場所に並ぶことになります。請
求記号は、配架場所ともに「図書の住所」の役割を持っています。
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レファレンス・サービス

サンコウショ

って何？

第 7７号

って何？

講義で使う教科書とは別に、参考書・演習書・
参考文献・参考図書などがあります。
図書館でいう「参考書」とは、教員が指定し、
「シラバス公開情報」に載っているもので、基本
的には 2 冊所蔵します。参考書コーナーは、図書
館 3 階入口の奥の書架です。赤い四角いシール
の貼付された参考書は貸出できません。貸出で
きる参考書も、延長はできません。OPAC では配
架場所「図書館参考書」と表示され、予約もでき
ます。

「レファレンス」を辞書で引くと「参考」「参
照」
「問い合わせ」などと説明されています。
ちょっと？？？ですよね。図書館には「レファレ
ンス・サービス」というものがあります。
「レポート課題に出た○○についてもっと知り
たい」
、
「この絵の載っている本が見たい」など、
「問い合わせ」したいことがあれば、「レファレ
ンス質問」してみてください。私たちが図書館の
本や雑誌、データベースなどを駆使して、皆さん
の「調べたい！」をお手伝いします。お気軽にカ
ウンターでお尋ねください。

…貸出不可（館内閲覧のみ）

書き込み、なんでしちゃいけないの？

…貸出可

読んでいる本に「ここ大事！」と思ったときどうしていますか？
そのページの端を折り曲げる？持っているペンで線を引く？それとも付箋を貼る？自分のものであれば何をしても
かまいませんが、図書館の資料は公共のものです。ボールペンやマーカーなど消せないもので線を引いたり、ページ
を折ったりは言語道断！元の状態に戻せません。鉛筆の書き込みも消しゴムをかけるとページは傷んでしまいます。
感動したコメントや楽しい挿絵も NG です。書き込みは思いのほか、読み手に先入観を与えてしまいます。本にも
次の読み手にもノーダメージでお願いします。もし読者同士の感想を共有したいのなら、別の場所（サイト）にコメ
ントを書き込んで！

どうして図書館は飲食禁止なの？
「勉強していると喉も渇くし、小腹も空くのにどうしてもダメ？」という皆さんの気持ちはわかるのですが、図書館
では飲食禁止を原則としています。その理由は、図書館の宝である所蔵資料を守るためです。紙でできている図書・
雑誌、また電子機器のノートパソコンやプリンターなど、図書館にある資料や備品は、水分･油分に弱いものがほと
んどです。特に糖分を含むジュースやスナック菓子のかけらなどは大敵で、カビや害虫の原因となり、周りの図書に
も影響を及ぼします。飲みこぼし等で資料を汚してしまった場合、資料状態によっては弁償をお願いすることもあり
ます。学食や喫茶室も上手に利用して、図書館での飲食禁止マナーを守ってくださいね。

利用者全員にとって快適な図書館であるために、皆さんのご協力をお願いします
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。

『Inter Media Design Graduation works ; First : 2018』広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科映像メディア造形 2018 年
『アジア共同体構築への視座 : 政治・経済協力から考える』 金泰旭, 浦上拓也, 西田竜也編著 中央経済社 2018 年 9 月
『日常と非日常 : 自然・生活・想像 : 広島市立大学芸術理論研究分野企画展』広島市立大学 2018 年 11 月
『アジアの平和と核 : 国際関係の中の核開発とガバナンス』広島市立大学広島平和研究所編 共同通信社 2019 年 2 月
このたび、芸術学部の各専攻で出された図録やカタログ、プロジェクト報告書等を集め、市大コーナーを拡充しました。
「これまで専攻が違うと見ることができなかった資料を、図書館で閲覧できるように」と先生方がご寄贈・ご協力くだ
さったものです。どうぞご利用ください。
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わたしの一冊
国際学部

山口

光明

教授

『スタンフォード式疲れない体』
山田知生著 サンマーク出版 2018年
本書は、
「疲れにくく、そして疲れてもすぐ回復する体

に変な癖」がつくので時々体をリセットするメニューも紹

になるには、どうすれば？」という問いへの答えとしてま

介しています。世界一机に座っている時間が長い日本人に

とめられています。全米 No. 1 と言われるスタンフォード

は、効果絶大と言わざるを得ません。

大学のスポーツ医局が実践している「最新の疲労からのリ

スタンフォード大学は「文武両道の大学」というイメー

カバリー法」が読みやすく、すぐに実践できる形で紹介さ

ジで、学問ばかりか、
「スポーツでも名門大学」とされて

れており、「最近、少し疲れているなあ」と感じているそ

います。野球、アメリカンフットボール、テニス、バスケ

このあなたにオススメです。

ットボールなどではプロレベルの超一流ぞろいで、2016

世界最新の疲労予防の内容には、
「IAP（腹腔内圧）
」メ

年のリオデジャネイロオリンピックでは 27 個のメダルが

ソッドとして、お腹を「へこませず」に息を吐くこと。た

学生達の胸に輝きました。日本がこのオリンピックで獲得

ったそれだけで学生たちの腰痛が改善し、競技成績もアッ

したメダルが 41 個ですから、スタンフォード大学スポー

プするのだから驚きです。（私も試しましたが、効果が感

ツ医局のまとめた「疲れない体」の作り方がつまった本書

じられます。
）次に、ずっと机に座りっぱなしでいると「体

を一度手にとって、そして試してもらえれば幸いです。

この本は図書館 3 階にあります。 【3F 498.3/ﾔﾏ】
※【

】内は配架場所と請求記号です。

・11月12日(月)
トークイベント「広島国際映画祭2018の見どころを聞く」
ゲスト：西崎智子氏（広島フィルム・コミッション）
佐藤武氏（広島映像文化ライブラリー主幹）
・11月21日(水) いちだい知のトライアスロン「知の鉄人」
表彰式（国際学部1年・斉藤秀太さん 史上7人目）
・11月24日(土) 「いちだい知のトライアスロン出張講座
＠広島国際映画祭2018」
・12月3日(月)～12月26日(水)
企画展「TOKYOオリンピック2020・1964・1940」
（Hiroshima Active Library協働事業）
・12月10日(月)～2月22日(金) 重複図書の有効活用事業
・1月7日(月)～3月22日(金) 大展示「知ってる？宮島」

・10月1日(月)～1月22日(火) 臨時延長開館
・10月1日(月) 国立国会図書館「図書館向けデジタル化資料
送信サービス」利用開始
・10月1日(月) 日経テレコン（教育機関向け）利用開始
・10月4日(木)～12月21日(金)
大展示「平和学ってどんな学問？」
・10月8日(月・祝) ライブキャンパス・図書館ガイドツアー
・10月8日(月・祝) ビブリオバトル＠広島市立大学
・10月27日(土) いちだいBOOKリユース市
・11月3日(土・祝)
全国大学ビブリオバトル 中国Eブロック地区決戦
（国際学部3年・宮内沙也佳さん出場 於：広島県情報プラザ）

・11月8日(木) ・9日(金) 中学生職場体験学習受け入れ
注：掲載した個人の所属・肩書きはイベント当時のものです。

附属図書館の最新情報を確認するには
Web サイト : http://www2.lib.hiroshima-cu.ac.jp/ → 図書館からの情報は、まずこのサイトを確認しましょう。
mazu。
Twitter アカウント :「@HiroshimaCU_lib」→ 図書館の「今」を発信しています。
sougouteki。

知のトライアスロンサイト : https://triathlon.hiroshima-cu.ac.jp/
→ 「知のトライアスロン」に関する情報はこちらで確認しましょう。
編集後記

２０１９年４月１日発行

「○○について調べ、レポートを提出」、これは定番の課題パターンでしょう。さて、皆さ
んはどうやって調べますか？「取りあえずスマホや PC で検索して…」という人も少なく
ないはず。でもそこにもうひとつ！「図書館に行く」を追加してみてください。図書館は
情報収集の入り口として、皆さんの学習・研究をサポートします。図書館を最大限活用
していただくための第一歩に、この『知恵の樹』を作りました。どうぞ参考にしてください
ね。皆さんの大学生活が充実した素晴らしいものになりますように！

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

