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図書館には
本しかないの？

答えはページをめくった先に！読んで図書館を使いこなそう！

図書館マスターな
本を借りるにはどうしたらいいの？

芸術学部 4 年
ほんごう もも か

北 郷 桃 香さん

小説や趣味の本ってないですか？

借りたい本や雑誌、DVD などを学生証と一緒に、カウンター
までお持ちください。自動貸出機を利用して自分で借りるこ
ともできます。学生証がなくても借りることができます。
カウンターでお伝えください。
貸出冊数

「いちだい知のトライアスロンコーナー」
の図書をおススメします。
「いちだい知のト
ライアスロン」は、学生の皆さんが、読書な
どを通して幅広い教養を身につけることを
応援する、本学の取り組みです。
ブックハンティングで皆さんの先輩が選ん
だ本も並んでいます。図書館 1 階に、ぜひ
足を運んでみてください。
「知のトライアスロン」とは

学部生

貸出期間

図書

雑誌

合計

図書

雑誌

10 冊以内

5 冊以内

10 冊以内

2 週間

5日

自分が借りている本を確認したい！
「マイライブラリ」を使いましょう。図書館ウェブサ
イトのトップページ、OPAC のページからログインで
きます。ログイン後、「借用中の資料」で今借りてい
るものを確認できます。返却期限日も確認できるの
で、返却忘れも予防できますよ。

貸出期限を延長する方法が知りたい！
図書館 1F 知のトライアスロンコーナー

貸出冊数の確認や貸出期限の延長は、
LA もよく受ける質問です。
「マイライブラリ」を使うと、いつで
も自分で確認ができて便利です。
ぜひ使ってみてください！

Gaairitai
１つの資料につき 1 回まで「貸出延長」ができます。
やり方は次の３つです。
① 延長したい資料と学生証を持ってカウンター
に行き、
「延長したいです」と申し出る。
② 館内の自動貸出機を利用して自分で延長処理
をする。
③ 「マイライブラリ」にログインして、自分で延
長処理をする。
※いちだい知のトライアスロンの図書や、
授業参考書等、延長できない資料もあります。

貸出延長に使えるマイライブラリとは？

司書はどんなことを助けてくれるの？
皆さんの「調べたい・知りたい」ことについて
参考となる資料を見つけるお手伝いをします。
例えば、「レポート課題が出たものの課題テー
マに関連する資料が見つけられない（涙）！」
といった時に、検索キーワードの見つけ方や、
データーベース等の使い方を補助したり、一緒
に資料の所蔵を探したりします。
館内で何か困ったことがあったら、気軽に相談
してください。
先輩たちはこんな質問をしています

ＬＡってなんですか？（カウンターに先輩がいる！？）
Library Assistant の略称で、図書館学生アルバイトのこと
です。夕方から閉館までのカウンター業務が主な仕事です
が、館内の掲示やイベントの POP 作成、広報などのお手
伝いもしています。
ガイドの二人も LA として活躍！
学年・学部の垣根を越えたメン
バーで頑張っています。
（※土井さんはこの春引退）

先輩がガイドします！
コピーを取ってもいいですか？
芸術学研究科 2 年
ど い

き こ

土井 紀子さん

まず、コピーしたい資料名や範囲等を申込書に
記入してカウンターに提出してください。
図書館でのコピーは、〝公表された著作物の一

図書館にはどんな資料があるの？

部分の複製物を一人につき一部”（著作権法第
31 条より抜粋）と定められています。
個人のノート等、図書館の資料以外のものはコ
ピーできません。また、図書館の資料でもコピー
できない資料があります。詳しくは司書にお尋
ねください。

本のほかに新聞、雑誌、DVD などの視聴覚資
料があります。図書館では、これらを総称し
て「資料」と呼びます。
新聞は 3 階入り口右手のブラウジングコー
ナーにあります。月毎にまとめられて索引
が使える新聞縮刷版もあります。
購入中の雑誌は 3 階の雑誌コーナーにあり
ます。過去のものは 2 階や 1 階にあります。
視聴覚資料は主に 3 階の AV（Audio Visual）
コーナーと 1 階のいちだい知のトライアス
ロンコーナーにあります。これらは 3 階の
AV コーナーで視聴ができますし、貸出でき
る DVD もあります。空きコマや週末にご利
用ください。

コピー機

コピー料金
白黒印刷 … 10 円 / 1 枚
カラー印刷 … 50 円 / 1 枚（B4 まで）
カラー印刷 … 80 円 / 1 枚（A3）

図書館でパソコンを使えますか？印刷できますか？
インターネットコーナーにデスクトップパソコンが 10 台あり、
空いていれば自由に使えます。
貸出用ノートパソコンは、カウンターで貸出をしていますので、
学生証を持って来てください。貸出は借りた当日中となります
ので、必ず閉館時間までに返却をしてください。
これらのパソコンからの印刷は、館内のオンデマンドプリンタ
で可能です。
私物のパソコンを図書館で使いたい場合は、情報処理センター
での設定が必要です。

館内図はこちら

ビブリオバトルやブックハンティングな
ど楽しいイベントがあります。
いちだい知のトライアスロンでは出張講
座という実際に映画館や美術館に行って
鑑賞するイベントもありますよ！

自動貸出機

蔵書検索端末

ビブリオバトルってなんですか？

いわば、本が主役のライブです。
バトラーと呼ばれる発表参加者が、読んで面白
いと思った本を持って集まり、
「きっちり」5 分
間本について語ります。引き続きその発表に関
するディスカッションを２～３分行います。 全
ての発表を聞いたバトラーと観戦者が「どの本
が一番読みたくなったか？」を基準とした投票
を行い、最多票を集めたものが『チャンプ本』
となります。本の持つ魅力を聞いたり、語り合
うことで妙な一体感が生まれます。
不定期開催です。開催告知やバトラーの募集を
館内でしますのでチェックしてくださいね。

ブックハンティングってなんですか？
「知のトライアスロンコーナー」に入れたい図書を直接
書店へ行って選書するイベントです。自分の好きな本や
気になる本を選んで、図書館に入ったら読めるというと
ても〝おいしい“イベントです。
人気イベントなので、開催告知や参加者募集を見逃さな
いようにしてくださいね。

ビブリオバトル

ブックハンティング

ペンギンの QR コードから、より詳しい情報にアクセスできます。

わたしの一冊
芸術学部

吉田

幸弘

教授

『 辞典 しゃべる肉体 』
石津ちひろ企画・文 ; 下谷二助絵・文 講談社 1995年
論文執筆や芸術作品制作に行き詰まっている人はいま
せんか？
そんな人におすすめの一冊を紹介します。私自身もそう
でしたが、卒業制作で行き詰まり悩んでいる学生になんと
かその状況を打開してもらおうと気分転換程度の軽いつ
もりで処方した本でもある。読んでいる姿を見ると、たま
にくすくすと笑い声が聞こえてきて、次の日晴れやかな顔
をして昨日までとは打って変わって制作に取り組んでい
る。少し毒のあるクスリの方が良く効くようだ。
その毒入り本の中身は 1 ページ毎に慣用句とその意味・
使用例と、もはや挿絵のレベルではない大きさの一つのイ
ラストで構成されている。イラストは毒のある内容とは裏
腹に、淡いインディゴと線画のどこかゆるくほのぼのとし

たタッチで、ユーモアたっぷりの味のある表現となってい
る。身体の部位が入った慣用句は数多くあるが、現実には
起こりえない事象をダイレクトに表現することにより、普
段何気なく使っている慣用句の本当の意味を考えるきっ
かけと、私たちの生活文化に密接に関わっていることを改
めて気付かせてくれる。言葉の誕生の謎と疑問を胸に読み
返すと、デザインの世界でも「身体と言葉」を「身体と造
形」に置き換えてみるとなにやら別の発想が生まれそう
だ。
あっという間に読み終えることができるので、普段あま
り本を読まない人もイラストに興味のない人にもおすす
めの一冊と言える。

この本は、残念ながら所蔵していませんが、広島市立図書館にあります。
広島市立図書館の図書は、当館カウンターから無料で取り寄せができます。
申し込み方法等の詳細については、カウンターでお尋ねください。

・10月1日(火)
図書館ウェブサイト・蔵書検索システムリニューアル
・10月2日(水) ～12月26日(木)
大展示「大嘗祭・皇室」展
・10月14日(月・祝)
ライブキャンパス・図書館ガイドツアー
・10月14日(水)
いちだい知のトライアスロン「知の鉄人」表彰式
8代目鉄人 原 彰吾さん（芸術学部2年）
9代目鉄人 齊藤 秀太さん（国際学部2年） ※2度目の完走
10代目鉄人 鄭 得佑さん（国際学部2年）
・10月26日(土) ビブリオバトル＠広島市立大学
・10月26日(土) いちだいBOOKリユース市
・11月3日(日・祝)
全国大学ビブリオバトル 中国Dブロック地区決戦
（情報科学部1年・倉田裕貴さん出場 於：広島県情報プラザ）

・11月7日(木) ・8日(金)
中学生職場体験学習受け入れ

・11月12日(月)
トークイベント「広島国際映画祭2019に出かけるその前に」
・11月16日(土)
ブックハンティング （於：紀伊国屋書店広島店）
・11月24日(日)
「 いちだい知のトライアスロン出張講座＠広島国際映画祭
2019」
・12月2日(月)～12月26日(木)
企画展「広島周辺の生物を考える―環境、生存、生態」
（Hiroshima Active Library協働事業）
・12月2日(月)～2月28日(金)
重複図書有効活用事業（学内）
・1月6日(月)～3月27日(金)
大展示「キャッシュレス社会を考える」
・1月14日(火)～2月13日(木)
企画展示「人鳥（ペンギン）神社・新春図書みくじ」
注：掲載した個人の所属・肩書はイベント当時のものです。

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 2020』広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科メディア造形, , 2020 年
『広島市立大学地(知)の拠点大学による地方創生推進事業 : 事業報告書 : 平成 30 年度』広島市立大学社会連携センター, [2019]年
『学生の観光研究・活動発表会記録集 : 2019』, 広島市立大学社会連携センター, 2020 年
『引揚・追放・残留 : 戦後国際民族移動の比較研究』, 蘭信三, 川喜田敦子, 松浦雄介編, 名古屋大学出版会, 2019 年

他

編集後記

２０２０年４月１日発行

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。大学での学習・研究は、「自ら調べる・考える・発信す
る」ことが多く求められます。附属図書館には、皆さんの総合的な学びを支援するための資料・情報・
設備が揃っています。ぜひ積極的に活用してください。
ガイドの二人もスタートは皆さんと同じでした。図書館を身近な場所にして、学業や創作に役立てなが
ら、いつのまにかキラリと輝く先輩になりました。二人のような「図書館マスター」が多く生まれることを
願っています。

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/

