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特集： 図書館・新システム稼動しました！
-新しい蔵書検索システム（OPAC）とマイライブラリを使ってみようお知らせ
利用状況等の確認に

図書館の資料を
検索したいときに

→詳しくは p.3 へ

→詳しくは p.2 へ

スマートフォンからも
見やすくなりました！

・蔵書検索
・図書館カレンダー
・貸出予約照会
・ILL 依頼状況照会

-1-

情
報
収
集
力
ア
ッ
プ
を
狙
う
べ
し

●
積
極
的
に
活
用
し
、

●
２
つ
の
入
り
口
を
覚
え
る
べ
し

■ 蔵書 検 索シ ステ ム （ OPAC） の 機 能 紹 介
検索ボックスに条件を入力して 検索 ボタンをクリックすると、検索結果の一覧が表示されます。
そこから絞り込み検索や検索結果のソートにより、求める資料をより詳しく検索することができます。

一覧画面の切替

並び順

「本学所蔵」
「CiNii Books」
「CiNii Articles」
「国立国
会図書館」を横断検索でき
ます。

＜例＞
キーワードを“ネットワーク” で検索したときの検索結果一覧画面

クリックすると各データベ
ースの検索内容が表示され
ます。

「関連度」は、書誌情報における
検索キーワードの出現率や適応度
をもとに判断されます。
「お薦め順」は、
「関連度」に加え、
「新着日」「貸出・予約回数」「参
照回数」を含めて判断されます。

絞り込み
「資料種別」や「言語」、
「出
版年」などで求める資料を
絞り込むことができます。
※「本学所蔵」以外のデータベ
ースには絞り込み機能はあり
ません。

検索結果一覧表示
書名や編著者名などの
資料情報が表示されます。

操作ボタン

資料の配架場所や貸出状況が
表示されます。

登録 を押すと、マイラ
イブ ラリ の ブ ック マー ク
に登録でき、気になる資料
を記録できます。
雑誌は
その他 のボタ
ンを押すと
所蔵表示の
ボタンが表示され、クリッ
クす ると 所蔵 して いる 巻
号を確認できます。

検索結果の並び順は、
「お薦め
順」
「出版年」
「新着日」
「タイ
トル」
「著者」
「貸出回数」
「関
連度」でソートできます。

資料名をクリックすると
《検索結果詳細》が表示され
ます。

注 記

知恵の樹第 78 号・2～3 ページは、株式会社リコーより提供された「LIMEDIO 講習会資料」に基づき本学にて作成しました。
今後、利用状況に合わせた調整等により、画面表示に若干の変更が生じる場合があります。

-2-

■ マイ ラ イブ ラリ を 活用 する
① マイライブラリは、
「ログイン」をして使います。学籍番号とパスワードを入力してください。
② 自分自身へのお知らせや情報の確認と、サービスの利用ができます。

お知らせ

入手待ちの資料

図書館からの連絡事項や、延
滞、依頼中の資料の到着など
の情報が表示されます。

資料の予約など、図書館
に依頼した資料の状況が
表示されます。

新着情報

ILL 新規申し込み

右側の「新着条件を設定する」
で設定した雑誌が新しく図書
館に入ったときに、その情報
が表示されます。

ILL とは、他機関（他大学）
からの資料入手サービス
です。当館が所蔵していな
い資料の借用や文献複写
の依頼ができます。

借用中の資料

＊ILL は Inter Library Loan
の略称です。

自館および 他機関から借用
している資料の件数が表示
されます。

=

新着条件を設定する
Inter
新着情報を受けたい雑誌
名を設定できます。

ブックマーク
ブックマークに登録した資
料を確認できます。

履歴

個人設定

借りた資料の履歴が表示
されます。
貸出履歴の反映は夜間処
理後になります。

マイライブラリを自分用にカ
スタマイズできます。
大学メールアドレスの他に、
もう１つメールアドレスを追
加できます。
新着・通知メールの受信を指
定できます。

マイライブラリ上の情報は個人情報です。「ログインしたら必ずログアウト」を忘れずに！
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『「世界征服」は可能か』
岡田斗司夫著 筑摩書房, 2007年
いい大人なのですが仮面ライダーやスーパー戦隊が好
きで、息子二人と一緒に見るのが日曜日の朝の習慣にな
っています。そこに出てくる悪役は毎回「世界征服」を
目指して悪いことをしています。本書はその「世界征服」
について真面目に考えてみた本です。真面目に考えては
いるものの、漫画やアニメ、特撮番組の話も多く出てき
ており非常に読みやすいです。
自分がどのような征服者であるかを考えることから始
まり、人材の確保や資金の調達、設備投資など世界征服
に必要な手順について考察していきます。たとえば、悪
の軍団を 100 人として人件費がざっと年 3 億円ぐらいと
試算しており、意外にコストがかかるのがわかります。
また、世界を征服し支配者となった後についてもシミュ

レーションしています。すると、今の社会ではたとえ世
界征服しても自分の好き勝手にすることができず割に合
わないことに気づかされます。その中で、
「そもそも『悪』
や『世界征服』とは何か、現代において『世界征服』とは
いったい何を指すのか」について迫っていきます。最終
的には、ある意外な行動こそが、まさに現代における「世
界征服」であると結論づけています（これは本書を読ん
でみてください）。
情報があふれており、時間をとって物事を考えること
がなくなっている中、本書は考えることの面白さや楽し
さを気づかせてくれます。ぜひ手にとって読んでみるこ
とをおすすめします。
この本は図書館１Ｆ・知のトライアスロン新書コーナーにあります。
【請求記号：778.77/ｵｶ】

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。

『学生の観光研究・活動発表会記録集 : 2017, 2018』広島市立大学社会連携センター編集, 広島市立大学社会連携センター , [2017]年
『宮島双六マップ』広島市立大学 COC+, c2017
『平和への扉を開く』(広島平和研究所ブックレット; vol.6) 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, 2019.3.
『複数の「感覚・言語・文化」のインターフェイス : 境界面での変化と創造に関する新しい見方』広島市立大学国際学部編, 水声社, 2019.3
『客家 = Hakka : 歴史・文化・イメージ』飯島典子, 河合洋尚, 小林宏至著, 現代書館, 2019.5.
『New gold fish : 柳井金魚ちょうちんプロジェクト(平成 30 年度 COC+アートプロジェクト)』
宇都田彩花 [ほか] 編集, 「New goldfish 」プロジェクト(平成 30 年度 COC+アートプロジェクト), 2019.3.

編集後記

２０１９年１１月６日発行

後期が始まり、「図書館何か変わった気がする…」とお気づきの方もいらっしゃるので
は。附属図書館はこの度、図書館システムと機器のリプレイスを行いました。新しいノー
トパソコンや、いちコモ大型モニターの新機能など、ご紹介したいものはまだまだあるの
ですが、まずは要の「蔵書検索システム（OPAC）とマイライブラリ」。使ってみたら意外に
簡単！便利！と実感していただけるはず。どうぞ積極的にご活用ください。

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://www.lib.hiroshima-cu.ac.jp/
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・4月1日(月)
大展示「平成MAP～あなたの平成を教えてく
ださい～」
・4月18日(木)
国際学研究科図書館ガイダンス
・4月23日(火)
平成30年度コメント大賞表彰式
・4月24日(水)
学部1年生基礎演習図書館ガイダンス
・6月1日(土)
いちだい知のトライアスロン・ブックハン
ティング 於：丸善広島店
・6月2日(日) いちだい知のトライアスロン
出張講座・映画観賞『長いお別れ』
（講演：今江秀和准教授 於：八丁座）
・6月4日(火) ・11日(火)
国際学部2年生発展演習図書館ガイダンス
・6月14日(金)
ライブラリーアシスタント募集開始
・6月14日(金)
大展示「西日本豪雨と防災」/「栞の世界」
・6月16日(日)
プレオープンキャンパスのため臨時開館
・7月24日(水)
いちだい知のトライアスロン企画展示
「なついち～なつのいちだい知トラの一冊」
・7月25日(木)～10月11日(金)
除却図書等の有償譲渡（学内者対象）
・8月4日(日) オープンキャンパスのため開館
・9月17日(火)～20日(金)
図書館システム更新のため臨時休館
・9月24日(火)
新図書館システムへ更新

