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電子資料を使ってみよう！
まずはここから！！

利用スタート地点

早分かりチャート

電子資料を情報収集の強い味方に

近年、多くの学術情報が電子化され流通し、皆さんの学習・研究において重要な情報源となっています。
「データベース、電子ブック、電子ジャーナルってよく聞くけど、どんな活用ができるの？」
「利用方法がわからないから、使っていない…」という方も多いのではないでしょうか。
そこで今号は、附属図書館で導入している電子資料について、利用のポイントなどを中心にご紹介します。

知恵の樹
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各資料へのアクセス方法

はじめに、ココをおさえておこう！
な

図書館ウェブサイトから

図書館ウェブサイト・トップ画面

●電子ブック
資料の検索 → 電子ブック → 電子ブックの利用

ここをクリックします

●電子データベース
資料の検索 → 電子ジャーナル・データベース
→ データベースの検索

図書館ＯＰＡＣから

ＱＲコードから

図書館 OPAC 検索画面

電子ブックで検索
できます

データベースと知識発見

タブレット
・
スマート
フォン

ｈunet に
接続します

北上 始
田村 慶一
黒木 進

左のQRコードを読み取ると、

NetLibraryに
ジャンプします。

HUNETに接続してから
ご利用下さい。

QR コードを hunet に接続したタブレット
端末・スマートフォンで読み取ります。

「資料分類」の「電子ブック」にチェックを入れると
電子ブックだけを検索できます。

どこでも HUNET（学内無線 LAN）
Gakunai
どこでも HUNET に接続すると、学内で個人所有のノートパソコンなどの端末から電子資料を利用することができます。
最初にパソコンの設定が必要となりますので、詳しくは情報処理センターウェブサイトをご確認ください。

Shibboleth 認証
この認証に対応しているサービスでは、hunet アカウントでログインすることで、学外からでも学内と同様に電子資料
を利用することができます。パソコンへの設定等は必要ありません。
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例：ジャパンナレッジ Lib
ログイン画面

「広島市立大学」を選択
各サービスによって利用方法や
認証画面等が少し異なりますが、
例が Shibboleth 認証の基本的な手
順です。

「学術認証（シボレス）」利用をクリック

hunet アカウントとパスワードを入力

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。

『バルザス=ブレイス : ブルターニュ古謡集』
ラ・ヴィルマルケ編 ; 大場静枝, 小出石敦子, 白川理恵訳 ; 山内淳監訳 彩流社 2018 年
『国際研究の多様性』広島市立大学国際学部「際」研究フォーラム編 文眞堂 2018 年
『戦争の非人道性：その裁きと戦後処理の諸問題』広島市立大学広島平和研究所企画委員会編集 広島市立大学広島平和研究所 2018 年
『Re-actions : 志水児王・堀尾寛太 / 鈴田ふくみ編集 = Re-actions : Jio Shimizu, Kanta Horio / edited by Fukumi Suzuta』
三菱地所アルティア c2018
『保健・医療を学ぶ人のための統計学』杉山高一, 佐藤学, 杉山早苗著 絢文社 2003 年
『Inter Media Design Graduation works』Vol.2014, 2015, 2017 広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科メディア造形 (発売)
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JapanKnowledge Lib

JapanKnowledge Lib は約 50 種類の辞事典、叢書、雑誌が検索できる国内最大級の辞書・事典サイトです。
コンテンツには、
「日本大百科全書」
「日本国語大辞典」
「現代用語の基礎知識」
「会社四季報」
「週刊エコノミスト」
などがあります。
調べたいテーマの大まかな情報や、使われている用語の意味を確認する時に使いましょう。
この後、図書や雑誌記事、新聞記事を検索する際の、キーワードを集めることもできます。【同時アクセス数：1】

検索のコツは「全文検索」 :

「全文検索」で幅広くキーワードを集めましょう。

■ 例：「買い物難民」についてのレポート課題が出たとき

最後に

利用が終わったら「ログアウト」
ボタンをクリック

1

「買い物難民」をキーワードにして検索

2

「範囲」の項目を
「全文」にするのがポイント！
（デフォルトは「見出し」になっています）

3

「全文」で検索すると、
「移動スーパー」
「移動販売」
「買い物弱者」を見出し語とする
記事にもアクセスできます。
これらの用語を検索キーワードに
追加することも可能。

4

「食料品アクセス問題」「フードデザート問題」も、
検索キーワードに追加できます。
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Maruzen eBook Library

Maruzen eBook Library は丸善が提供している学術書籍の電子ブックです。学内ネットワークからアクセスすること
で利用できるようになっています。附属図書館では就活関連や各学部関連のものを中心に購入しています。
著作権の範囲内で必要な部分を印刷・保存することができ、単語検索、シリーズ本の横断検索など、電子書籍ならで
はの便利な機能が利用できます。 【同時アクセス数：1】

今回は電子ブック『北斎漫画 8 編』をご紹介！
図書は編集されて 3 冊ですが、原本はなんと 15 編もありますよ。
図書館 3 階にある QR コードをスマホで読み取って、
『北斎漫画』のページを表示させたら、
黄色の「閲覧」ボタンをクリック！

「+」で頁が 200％まで拡大でき細部まで鑑賞

見終わったら「閲覧終了」ボタンをクリック。これで終了しな
いと、他の人が閲覧できなくなるので気をつけてくださいね！

できます。また見開きで見ることもできます。

お気に入りをダウンロードすれば、
いつでもどこでも北斎漫画を独り占
めできます。

書影をごらんください。
この和綴じ本を江戸の人がこぞって
手に取って見たんですね。
わくわくしますね～。

左側には目次があるので、書かれている画の題名がわかります。
お気に入りの題材を探してみてください。

そのほかに、会社説明会の前日、身だしなみと持ち物を「就活マナー」でチェック！
旅のお供に重くないよ、電子ブックの「地球の歩き方 フランス 2018～19」。移動時間も有効に使えそう。
「へぇ～電子ブック使えるじゃん！」と思ったあなた、どんなタイトルがあるかを知りたいときは、Maruzen
eBook Library のトップ頁の「購読契約タイトル一覧」をクリックしてみてくださいね！

4

知恵の樹

電子資料紹介③
雑誌記事データベース

日経ＢＰ記事検索サービス

growing in OZUKA

第７６号

（アカデミック版）

日経 BP 記事検索サービスは、『日経ビジネス』をはじめとするビジネス関連雑誌・コンピュータ・建築・医療・トレ
ンド雑誌など幅広い分野の雑誌記事や、企業・官公庁・地方自治体などが報道機関向けに発表する最新情報を検索・
閲覧できるサービスです。
トップページには「論文・レポートを書く」
「就活情報を収集する」のタブが設けられており、研究テーマの検索、文
書作成のスキルアップ、業界研究、企業研究、ビジネスマナーの習得などに記事を活用できます。

今回は「論文・レポートを書く」「就活情報を収集する」のタブをご紹介します。
用途別にページが構成されているので、検索しやすいのも魅力です。

ココに注目！
トップ画面・検索窓の下にある、
「論文・レポートを書く」
「就活情報を集める」
のタブから選択＆クリック

「論文・レポートを書く」タブを開き、「情報を探す」をクリック

■

例：「買い物難民」の記事を検索する

Step1 ： 「買い物難民」に関連がありそうな
テーマを選択（複数選択可）
Step2 ： キーワードに「買い物難民」と入力

こんな使い方も！
テーマのみ、キーワードのみでの検索も
できます。
書く内容がまだ曖昧な状態の場合は、
テーマ選択のみで検索し、検索結果か
らキーワードやポイントを絞り込んでいく
のもおすすめです。

「就活情報を集める」タブを開き、「業界研究」をクリック

■

例：自動車業界について調べる
「業界研究」のページでは、業界分野別に
情報を検索することができます。
インタビューや会見、プレスリリース
も閲覧できます。

この他に、「企業研究」や「地域経済」
のページもあり、幅広くビジネスに関
する情報を検索できます。
企業訪問や面接に役立つ情報を見つ
けられるかも…！
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わたしの一冊
平和研究所

佐藤

哲夫

教授

『外交とは何か』
小和田恒著 ; 山室英男聞き手
本書は、読みやすく分かりやすい上に、視界が晴れ、深
みのある、お得な書物である。
「読みやすく分かりやすい」
というのは、インタビュー・対談に基づき、話し言葉で一
度読んで（聞いて）理解できるような説明の仕方で進んで
いるからである。
「視界が晴れ、深みのある」点について説明しよう。外
交に限らず、国際問題については、熱い心と冷静な頭脳と
で取り組む必要がある。
「外交の本質は、国益をかけた戦い
に、武力という手段を用いることなく、知識、洞察力、判
断力、説得力その他あらゆる全人格的な能力を結集して国
益をかけて戦う真剣勝負だというところにある」という（1
頁）
。
他方で、外交にたずさわる人間として重要なのは「四つ
の愛」
、すなわち誠実（Integrity）
、洞察力（Insight）、知
的好奇心（Intellectual Curiosity）
、個性（Individuality）

日本放送出版協会

1996年

を愛する心だともいう（243－244 頁）
。
これらの中で、何よりも「誠実」が大切である、という。
「交渉が成功するかどうかは、最後のところは相手が本当
に自分を信頼してくれるかどうかにかかっていた、という
のが体験的実感です」
「相手の信頼をかち取り、誠実な人間
関係をつくらなければ、外交交渉はうまくいきません」
「信
頼を得ることさえできれば、ものごとはうまくいくもので
す」
本書が書かれた当時（1996 年）
、小和田氏は 64 歳、外務
省トップの事務次官を終えて国連大使の地位にあった。そ
の後、1998 年国際刑事裁判所設立という全く前例のない
国際立法をおこなう外交会議で日本代表団を率いて積極
的な貢献をしたほか、2003 年に国際司法裁判所判事に選出
され同所長を務めた（2009 年～2012 年）が、本年（2018 年）
高齢を理由に辞任された。

この本は図書館 3 階にあります。【319.1/ｵﾜ】

・6月5日(火)・12日(火)
図書館ガイダンス（国際学部2年生対象・発展演習）
・6月9日(土)
出張講座『東海道中膝栗毛 歌舞伎座捕物帖』
（講演：本学名誉教授 佐藤深雪先生 於：八丁座）
・6月17日(日) プレ・オープンキャンパス
・7月10日(火)～9月28日(金)
展示「アニメーションの世界」
・8月1日(水)～10月12日(金)
除却図書等の有償譲渡（本学学生・教職員対象）
・8月5日(日) オープンキャンパス
・8月24日(金)～31日(金)蔵書点検

・4月2日(月)～「Maruzen eBook Library」利用開始
・4月2日(月)～7月6日(金)
展示「新入生応援企画―大学生活、はじめの一歩―」
・4月3日(火) 院生オリエンテーション
・4月4日(水)・6日(金) 新入生オリエンテーション
・4月9日(月)～7月19日(木) 臨時延長開館
・4月19日(木) 図書館ガイダンス（国際学研究科M1対象）
・4月23日(月) 知のトライアスロン・コメント大賞授賞式
・4月27日(金)・5月2日(水)・11日(金)・18日(金)
図書館ガイダンス（新入生対象・3学部合同基礎演習）
・6月2日(土)
ブックハンティング（於：紀伊國屋書店 広島店）

附属図書館の最新情報はWebサイト・ツィッターでお知らせしています。チェックをお忘れなく！
Web サイト: https://www2.lib.hiroshima-cu.ac.jp/ Twitter アカウント: 「@HiroshimaCU_lib」

～図書館のちょっと嬉しいエピソード～
附属図書館では、８月２４日～３１日の臨時休館中に蔵書点検を行いました。点検の結果、この１年間での新たな
不明・紛失資料は、なんとゼロ！！大変嬉しい結果となりました。
利用者の皆様のご協力の賜物です。今後も資料の保存・管理へのご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
編集後記
勉強するときやレポートを書くとき、皆さんが使う資料は何ですか？「図書や雑誌が
ほとんど」という方や、「電子資料はどうやって使えばいいかわからん！」という方も
多いかもしれません。でもそれではもったいない。附属図書館には本当に使える電
子資料がたくさんあります。電子資料を情報検索ツールのひとつとして、身近に取り
入れていただきたいと思っています。利用の参考になるよう、館内には案内やパン
フレット等も置いていますので、ぜひこれらもご利用ください。
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２０１８年１０月１日発行

広島市立大学附属図書館
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
https://www2.lib.hiroshima-cu.ac.jp

