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　詳しい日時や開催場所はホームページやポスターでお知らせします。

P.1 Newｓ1 学術情報基盤図書館になりました
 Newｓ2 同窓会コーナーが移転しました
P.2 Newｓ3 アクティブラーニングスペースが広くなりました
 めでぃもり Report
P.3-4 特集 そうだ！ 図書館へ行ってみよう！
P.5 資料紹介
P.6 私のお薦め
P.7 めでぃもり Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

高知大学学術情報基盤図書館広報誌 OWL

｜編｜集｜後｜記｜
この春から総合情報センター（図書館）は「学術情報基盤図書
館」という名前に生まれ変わりました。気持ちも新たに職員一同
頑張りますので、より一層のご支援をお願いします。
今回の特集では新入生のみなさんにぜひ図書館を活用していた
だきたいと思い、大学生活での図書館活用シーンをいくつかご紹
介しました。他にもいろいろあると思いますので、ぜひ自分なりの
活用方法を見つけてください。
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新しいデータベースを導入しました
　日本経済新聞社の新聞と雑誌の記事検索ができるデータベースを
導入しました。
　1つは日経各紙の記事が検索できる「日経テレコン」。もう1つは日経
関連の雑誌記事が検索できる「日経BP」です。企業の検索も可能な
ので企業研究の資料や就職活動にも活用することができます。

　図書館の利用方法や学術情報の収集に役立つガイダンスを行っています。
　新入生対象では、館内の資料の配置場所や図書館の使い方を、在学生
には論文の探し方など、便利なサービスをご案内します。図書館を大いに活
用したい方、是非ご参加ください。　
　開催日程は図書館ホームページや掲示でお知らせします。
　ご希望に応じて、ゼミやグループ等でもガイダンスを行います。窓口でお
申し込みください。
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総合情報センター（図書館）は、この春（平成28年4月1日） 　A棟2階の
アクティブラーニングスペースが
広くなりました

感激なき人生は空虚なり

同窓会コーナーが移転しました

学術情報基盤図書館になりました！

佐々 浩司 館長

学術情報基盤図書館長　佐々 浩司館長挨拶
　今年の４月から総合情報センター（図書館）は学術情報基盤図書館
に名称変更いたしました。
　本学は情報センターと図書館を一体運営していますが、これまでは
情報ネットワークインフラの管理を主体とする情報センターという名称
が主であり、図書館は括弧つきで付属品のような印象でした。
　しかしながら大学の図書館は皆さんの修学支援をする教育研究の
基盤として今後ますます重要なものになっていきます。今回の改称は、
改めて大学の中核をなす施設として理解していただけるようにという思
いからです。
　一方、情報インフラも決して重要でなくなってきたわけではありません。
むしろ、電子書籍や電子ジャーナルなど、あるいは大学の研究資産であ
るリポジトリといった情報インフラを活用する図書館機能はどんどん増
えてきています。こういった点で情報センターと図書館を一体運営する
本学の方式は他大学の先を進むものです。
　今後は、学生の皆さんや教職員の皆様からのご意見をお伺いしなが
ら学術情報基盤図書館として気楽に学習できるスペース作りをすると
ともに学習支援を積極的に行い、皆さんにより勉学に励むことができる
ような環境作りを進めていきたいと考えています。今年度中には朝倉キ
ャンパスメディアの森１階にカフェスペースも設ける予定です。
　新しい学術情報基盤図書館をよろしくお願いいたします。

新入生の皆さんへ

専門は流体力学、気象学
研究テーマは竜巻、突風、
レーダー観測です

旧制高知高等学校伝統の象徴　大太鼓 旧制高知高等学校学生生活風景写真

表紙の人

メディアの森入口から正面階段を上がって左手にあるA2ブラ
ウジングコーナーに可動式のイスや机、ホワイトボードを新たに
追加整備しました。
ここはいままでのひとり静かに勉強するスタイルの図書館のフ
ロアとは全く異なるスペースです。ここでは友達と一緒に勉強
するための話し声もOK。グループの人数に合わせて机のレイ
アウトを自由に変更し、ホワイトボードを活用してのディスカッシ
ョンも可能な新たな学習空間です。
図書館にある図書や雑誌、そして電子資料も活用しながらグ
ループワークを行ったり、プレゼンの練習を行ったり使い方は
いろいろ。すぐ横にあるレファレンスカウンターでは職員が資料
探しなどのお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。

高知大学の礎となった旧制高知高等学校の同窓会（南溟会）記念展示コーナーを玄関
正面のロビー（旧新聞コーナー）に移転しました。
広く見やすくなった同窓会コーナーは、ちょっとレトロな雰囲気になっていて、当時の写真も
いい感じです。ぜひ、古きよき時代に思いを馳せてみてください。
新聞コーナーはロビー北詰めに、同窓会コーナーの跡はフリースペースになっています。
このスペースにはカフェ設置を計画中です。乞う ご期待！

12月16日　アクティブラーニングスペースでマンド
リン演奏を披露していただきました。心地よい調べで
クリスマスのムードを盛り上げてくれました。

ギターマンドリンクラブによる
クリスマスミニコンサ－ト

めでぃもり　 Rep
ort

Report❶

Report❷

写真のサンタクロース、雪だるま、クリスマスツリーはなんと
新刊本についている本の帯でつくられています。図書館
で購入される本についている帯は普段は捨てられる運命
なのですが、職員が思いつきでワークスタディの学生に声
をかけたところこんな立派な作品ができてびっくり。帯には
キャッチーな宣伝文句がならんでいるので詳細をみるのも
楽しみでした。

クリスマスシーズンに
本の帯でできた
サンタクロースがやってきた！

初代校長 江部淳夫先生教示
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どうやって
書いたらいいか、
わからない

見たいところの
緑のボタンを
押す

このURLを
クリックすると…

e-Bookが
利用できま

す

じゃあ、まず
基本事項確認のため
課題について百科事典を
調べてみましょう

中央館なら
調べ方がわからなければ
Ａ2レファレンスコーナーや窓口へ

中央館なら
調べ方がわからなければ
Ａ2レファレンスコーナーや窓口へ

借りる時は
学生証と本を
持ってABC
(貸出装置）か
窓口で手続を
しましょう

借りる時は
学生証と本を
持ってABC
(貸出装置）か
窓口で手続を
しましょう

AVブースで映像資料も利用できますAVブースで映像資料も利用できます

ディスカッションするならグループ学習室や
A2ブラウジングコーナーを利用できます
ディスカッションするならグループ学習室や
A2ブラウジングコーナーを利用できます

中央館   A5＝A棟５階中央館   A5＝A棟５階

背ラベルでは背ラベルでは

開架書庫開架書庫

A2ブラウジングコーナーA2ブラウジングコーナー

グループ学習室グループ学習室

B2教育端末室B2教育端末室

サポートデスクサポートデスク

ＰＣスペースＰＣスペース

集密書庫集密書庫

わかったことをキーワードにして
蔵書検索OPACで関連の本をさがしてみよう
わかったことをキーワードにして
蔵書検索OPACで関連の本をさがしてみよう

OPACではe-Book（電子書籍）もヒットしますOPACではe-Book（電子書籍）もヒットします

図書館って、本を借りたり、静かに 勉強したりするだけでしょ？
いえいえ これからの大学生活のい ろんなシーンでお役に立ちます。
図書館って、本を借りたり、静かに 勉強したりするだけでしょ？
いえいえ これからの大学生活のい ろんなシーンでお役に立ちます。

JapanKnowledge（Web百科事典）
も利用できます
JapanKnowledge（Web百科事典）
も利用できます

授業の終わりにレポート課題が出た！授業の終わりにレポート課題が出た！ こんなスペースもありますこんなスペースもあります

そうだ！ 図書館に行ってみようそうだ！ 図書館に行ってみよう

ＰＣのトラブルの
サポートもしています

他には、どんな
資料がある？本は請求記号順に

並んでいます

どのキャンパスの
所蔵図書でも
取り寄せ
できます

学術論文を探すときには、
CiNiiを利用しましょう

他に、新聞記事を
検索できる
データベースもあります

ABC貸出装置
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検索結果の　　　　　　　　から
高知大学の所蔵まで調べることができ、
所蔵が無ければ取り寄せもできます

検索結果の　　　　　　　　から
高知大学の所蔵まで調べることができ、
所蔵が無ければ取り寄せもできます
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資料 　紹介

優生学（復刻版） 全16巻[V.1~V.20（1924～1943）]
日本優生学会（不二出版復刻）2013
誌名変遷 V.1-2：ユーゼニックス ⇒ V.3-V.20：優生学

平成２７年度購入のコレクション資料です。
ご利用をお待ちしています！

私のお薦め

かつて日本には、優生学研究の草分け的存在『ユ
ーゼニックス（優生学）』ジャーナルがあった。同ジャ
ーナルは、時代をリードした広汎な研究者たちの叡
智の所産が盛り込まれた、当時刊行された数少な
い専門誌の一つであったが、残念ながらその後、一
般に流布した優生や遺伝に対する嫌忌によって、
今日に至るまで、それら貴重な成果に十分な光が
当てられてこなかった。
この度、復刻される運びとなり、本学にも所蔵される
こととなった。その復刻は、かつて追究された遺伝の
様々な問題や知見を含む（埋没していた）宝庫が再
び現れたことを意味する。復刻により、過去の知見
を入念に考察、および現代問題を扱う視座を彫琢
する途が拓かれたといって良いほどの貴重な資料
であるので、大いに活用して学修、研究に役立てて
ほしい。

（教育学部 山崎 聡 先生）

所蔵館 配置場所 請求記号

中央館 A3集密 498.2/Yus

所蔵館 配置場所 請求記号

中央館 A4開架 292.2/Kin/1 

近代中国都市案内集成
 （第1-12巻: 上海編, 第13-25巻: 北京・天津編）
孫安石 吉澤誠一郎 監修・解説. ゆまに書房, 2011.

近年、中国人旅行者の「爆買い」が大きな話題に
なる一方、中国旅行に行く日本人は減少しています。
しかし、戦前には、日本人にとって中国は「行きやす
い国」であり、旅行者や居住者も大勢いました。
このコレクションは、戦前に発行された「日本人向け
中国ガイドブック」を集めたものです。戦前の日本人
が中国をどう見ていたのかを、この資料によって考
察することができます。近年、日中関係は残念なが
ら「良い」とはいえない状態が続いていますが、その
原因はどこにあるのか。この先、両国の関係はどう
なっていくのか、あるいはどうすべきなのか。それらを
考える上でのヒントが、このコレクションには詰まっ
ているのです。

 （人文社会科学部 高橋 俊 先生）

ねこのピート だいすきなしろいくつ
作／エリック・リトウィン　絵／ジェームス・ディーン
訳／大友 剛　文字画／長谷川義史

ちょっと疲れた･･･ネガティブになっている･･･という方にお薦めしたいスーパーポジティブキャット、 
ピートのお話です。
ピートは、おニューの白い靴でイチゴの山に登り、靴が真っ赤になっても「赤い靴、かなり最高！」と
うたっています。泥で茶色になっても「茶色い靴、かなり最高！」、水でビショビショになっても、「濡
れた靴、かなり最高！」。とにかくピートの考え方は、何があっても歌をうたって前に進むってこと。
この本を読んで、子どもたちは何を感じてくれるでしょうか。「何があっても大丈夫、きっと前に進め
るよ！」、スーパーポジティブキャットのピートから勇気や元気をもらって、前に進もうという気持ちに
なってくれたら嬉しいな。そしてそれは、子どもだけでなくちょっと疲れた大人達も。

（教育学部教員 川俣 美砂子）

所蔵館 配置場所 請求記号

中央館 D2集密絵本 726.6/Nek
資料ID

21076421

所蔵館 配置場所 請求記号

購入手続き中
資料ID

失楽園
ミルトン著 ： 繁野天來譯
平井正穂訳 （岩波文庫）

旧約聖書のアダムとイブの堕落と楽園追放をテーマとした叙事詩です。英文学史において最も
重要な作品の一つであり、後世に影響をもち続け、今もなお多くの作家が意識する古典です。
『失楽園』が執筆された17世紀イングランドという複雑な時代背景と、作者ミルトンの生涯には
大きな関わりがあります。自由を求めて苦悩し神と戦うサタンは、堕天使でありながらまるで英雄
のように描かれており、そこにはミルトン自身の姿が投影されているといわれています。少し難しく
感じる作品ですが、単に聖書の中の挿話とは多くの点で異なるミルトンの世界を楽しんでくださ
い。失われた楽園が回復される、続編『復楽園』もあります。

 （高知大学大学院2年 北代 朋子）

所蔵館 配置場所 請求記号

中央館 A2ブックハンティング 361.42/Kot
資料ID

21072779

高知あるある
ビーグル38能勢ヒロシ 著
桃吐マキル 画
TOブックス, 2015

高知県にまつわる文化や風習、習わしが面白おかしく描かれています。また、住むことでしかわか
らないような情報も・・・！！何かの縁があって、高知県に来られたと思いますので、ぜひ読んでいただ
き、高知県の文化に触れるきっかけになればと思います。 私も県外出身ですが、この本に載って
いること以外にも、高知県には面白いものがいっぱいあります。ぜひ、いろいろな高知県を見つ
けてください。

（職員 学術情報課 西口 修司）



Ｋ

05   "OWL" Voice of the Forest "OWL" Voice of the Forest   06

資料 　紹介

優生学（復刻版） 全16巻[V.1~V.20（1924～1943）]
日本優生学会（不二出版復刻）2013
誌名変遷 V.1-2：ユーゼニックス ⇒ V.3-V.20：優生学

平成２７年度購入のコレクション資料です。
ご利用をお待ちしています！

私のお薦め

かつて日本には、優生学研究の草分け的存在『ユ
ーゼニックス（優生学）』ジャーナルがあった。同ジャ
ーナルは、時代をリードした広汎な研究者たちの叡
智の所産が盛り込まれた、当時刊行された数少な
い専門誌の一つであったが、残念ながらその後、一
般に流布した優生や遺伝に対する嫌忌によって、
今日に至るまで、それら貴重な成果に十分な光が
当てられてこなかった。
この度、復刻される運びとなり、本学にも所蔵される
こととなった。その復刻は、かつて追究された遺伝の
様々な問題や知見を含む（埋没していた）宝庫が再
び現れたことを意味する。復刻により、過去の知見
を入念に考察、および現代問題を扱う視座を彫琢
する途が拓かれたといって良いほどの貴重な資料
であるので、大いに活用して学修、研究に役立てて
ほしい。

（教育学部 山崎 聡 先生）

所蔵館 配置場所 請求記号

中央館 A3集密 498.2/Yus

所蔵館 配置場所 請求記号

中央館 A4開架 292.2/Kin/1 

近代中国都市案内集成
 （第1-12巻: 上海編, 第13-25巻: 北京・天津編）
孫安石 吉澤誠一郎 監修・解説. ゆまに書房, 2011.

近年、中国人旅行者の「爆買い」が大きな話題に
なる一方、中国旅行に行く日本人は減少しています。
しかし、戦前には、日本人にとって中国は「行きやす
い国」であり、旅行者や居住者も大勢いました。
このコレクションは、戦前に発行された「日本人向け
中国ガイドブック」を集めたものです。戦前の日本人
が中国をどう見ていたのかを、この資料によって考
察することができます。近年、日中関係は残念なが
ら「良い」とはいえない状態が続いていますが、その
原因はどこにあるのか。この先、両国の関係はどう
なっていくのか、あるいはどうすべきなのか。それらを
考える上でのヒントが、このコレクションには詰まっ
ているのです。

 （人文社会科学部 高橋 俊 先生）

ねこのピート だいすきなしろいくつ
作／エリック・リトウィン　絵／ジェームス・ディーン
訳／大友 剛　文字画／長谷川義史

ちょっと疲れた･･･ネガティブになっている･･･という方にお薦めしたいスーパーポジティブキャット、 
ピートのお話です。
ピートは、おニューの白い靴でイチゴの山に登り、靴が真っ赤になっても「赤い靴、かなり最高！」と
うたっています。泥で茶色になっても「茶色い靴、かなり最高！」、水でビショビショになっても、「濡
れた靴、かなり最高！」。とにかくピートの考え方は、何があっても歌をうたって前に進むってこと。
この本を読んで、子どもたちは何を感じてくれるでしょうか。「何があっても大丈夫、きっと前に進め
るよ！」、スーパーポジティブキャットのピートから勇気や元気をもらって、前に進もうという気持ちに
なってくれたら嬉しいな。そしてそれは、子どもだけでなくちょっと疲れた大人達も。

（教育学部教員 川俣 美砂子）

所蔵館 配置場所 請求記号

中央館 D2集密絵本 726.6/Nek
資料ID

21076421

所蔵館 配置場所 請求記号

購入手続き中
資料ID

失楽園
ミルトン著 ： 繁野天來譯
平井正穂訳 （岩波文庫）

旧約聖書のアダムとイブの堕落と楽園追放をテーマとした叙事詩です。英文学史において最も
重要な作品の一つであり、後世に影響をもち続け、今もなお多くの作家が意識する古典です。
『失楽園』が執筆された17世紀イングランドという複雑な時代背景と、作者ミルトンの生涯には
大きな関わりがあります。自由を求めて苦悩し神と戦うサタンは、堕天使でありながらまるで英雄
のように描かれており、そこにはミルトン自身の姿が投影されているといわれています。少し難しく
感じる作品ですが、単に聖書の中の挿話とは多くの点で異なるミルトンの世界を楽しんでくださ
い。失われた楽園が回復される、続編『復楽園』もあります。

 （高知大学大学院2年 北代 朋子）

所蔵館 配置場所 請求記号

中央館 A2ブックハンティング 361.42/Kot
資料ID

21072779

高知あるある
ビーグル38能勢ヒロシ 著
桃吐マキル 画
TOブックス, 2015

高知県にまつわる文化や風習、習わしが面白おかしく描かれています。また、住むことでしかわか
らないような情報も・・・！！何かの縁があって、高知県に来られたと思いますので、ぜひ読んでいただ
き、高知県の文化に触れるきっかけになればと思います。 私も県外出身ですが、この本に載って
いること以外にも、高知県には面白いものがいっぱいあります。ぜひ、いろいろな高知県を見つ
けてください。

（職員 学術情報課 西口 修司）



目 次

図書館利用ガイダンス

データベース講習会
　高知大学で利用できるデータベース（Scopus,WestLawなど）の
利用法講習会を開催しています。高知大学で契約しているデータベー
スの利用で、質の高い学術情報を効率よく得ることができます。
　詳しい日時や開催場所はホームページやポスターでお知らせします。

P.1 Newｓ1 学術情報基盤図書館になりました
 Newｓ2 同窓会コーナーが移転しました
P.2 Newｓ3 アクティブラーニングスペースが広くなりました
 めでぃもり Report
P.3-4 特集 そうだ！ 図書館へ行ってみよう！
P.5 資料紹介
P.6 私のお薦め
P.7 めでぃもり Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

高知大学学術情報基盤図書館広報誌 OWL

｜編｜集｜後｜記｜
この春から総合情報センター（図書館）は「学術情報基盤図書
館」という名前に生まれ変わりました。気持ちも新たに職員一同
頑張りますので、より一層のご支援をお願いします。
今回の特集では新入生のみなさんにぜひ図書館を活用していた
だきたいと思い、大学生活での図書館活用シーンをいくつかご紹
介しました。他にもいろいろあると思いますので、ぜひ自分なりの
活用方法を見つけてください。

あうる No.15 （2016年4月発行）

［編集・発行］
高知大学学術情報基盤図書館
〒780-8520 高知市曙町2-5-1
Tel:088-844-8731　Fax:088-844-8161
U R L : http://www.lib.kochi-u.ac.jp/
E-mail : lib@kochi-u.ac.jp
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新しいデータベースを導入しました
　日本経済新聞社の新聞と雑誌の記事検索ができるデータベースを
導入しました。
　1つは日経各紙の記事が検索できる「日経テレコン」。もう1つは日経
関連の雑誌記事が検索できる「日経BP」です。企業の検索も可能な
ので企業研究の資料や就職活動にも活用することができます。

　図書館の利用方法や学術情報の収集に役立つガイダンスを行っています。
　新入生対象では、館内の資料の配置場所や図書館の使い方を、在学生
には論文の探し方など、便利なサービスをご案内します。図書館を大いに活
用したい方、是非ご参加ください。　
　開催日程は図書館ホームページや掲示でお知らせします。
　ご希望に応じて、ゼミやグループ等でもガイダンスを行います。窓口でお
申し込みください。


