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「図書リユースセール」のお知らせ
（中央館）

　図書館で不用になった図書や雑誌を有効活用して
いただこうと始まったリユースセール。今年も下記の日
程で開催します。ぜひお立ち寄りください。

場所：メディアの森2F
日程：10月28日（金） 12：00～16：30
　　  10月29日（土） 9：00～16：30
　　  10月30日（日） 9：00～15：00

P.1-2 ビブリオバトルだ！
 ブックハンティング＆ブックリクエスト
P.3-4 レポートに役立つＤＢ(日経BP、日経テレコン、聞蔵Ⅱ)
P.5 木村久夫没後70年記念展示
P.6-7 めでぃもりReport ＆ Information

高知大学学術情報基盤図書館広報誌 OWL

｜編｜集｜後｜記｜
今年の夏も暑かった。発行するころには涼しくなってるかしらと思いながら
真夏に秋号の編集しています。
秋と言えばやっぱり読書ですよね。読書絡みで、年々盛んになってきた「ビ
ブリオバトル」を、また取り上げてみました。本でバトル？ はい、ビブリオバ
トルはバトル、コミュニケーションスポーツなんです！この夏オリンピックで
スポーツに目覚めたあなた、ぜひ高知大学予選に参戦してください。
バトルに参加する人、バトルを運営してみたい人、「ビブリオバトル部」を立
ち上げたい人。図書館もお手伝いします。
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-2016.10-卒論特別貸出について

（中央館・物部分館）
　卒論作成のための特別貸出として、通常貸出（５冊
２週間）とは別に長期貸出（５冊60日間）ができま
す。論文提出学年生（学部４年、院２年）が対象です。
中央館・物部分館の窓口にある申請書に必要事項を
記入の上、論文指導教員に承認印をもらってから申請
してください。

本学で契約しているデータベースのプロ講師による利
用説明会を行います。
必要な文献を、効率よく探し出して入手する方法を紹介
します。
日程、申し込み方法等の詳細はホームページや掲示板
でご確認ください。

Japan Knowledge Lib 利用説明会
【Japan Knowledge Lib】(ジャパンナレッジ)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。
レポート作成にお困りのあなた、この講習会に参加し
て、レポートのレベルアップを目指しましょう！
日時：10/12㈬15：00-16：30 
会場：メディアの森２F教育端末室
Scopus講習会
科学論文検索データベースScopusは、理工学・医学
のみならず社会科学系の論文も検索し入手すること
ができます。いままで、あまりなじみのなかった社会
科学系の学生、研究者の方にも活用して欲しいデータ
ベースです。
日時 会場｠
12/7㈬13：30-15：00 朝倉 メディアの森２F 教育端末室
12/7㈬18：00-19：30 岡豊 看護学科棟２F 情報処理実習室
12/8㈭13：30-15：00 物部 物部分館 情報コンセントブラウズ室
利用説明会の問い合わせ、申し込み
□中央館（内線8163） kg07@kochi-u.ac.jp
□医学部分館（内線22490） kg05@kochi-u.ac.jp
□物部分館（内線5117） kg06@kochi-u.ac.jp

秋の図書館ガイダンスについて
秋の図書館利用ガイダンス
中央館・物部分館では11月に図書館利用ガイダンスを予
定しています。CiNii等を利用した雑誌論文検索から検索し
た論文の入手方法などを分かりやすくご案内します。
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。

オンデマンドガイダンス
ゼミやグループ等でガイダンスをご希望の場合は日程
や内容もご希望にあわせたガイダンスを行います。随時
受付していますので、ぜひご活用ください。

ガイダンスの問い合わせ、申し込み
□中央館（内線8163）
　kg07@kochi-u.ac.jp
□医学部分館（内線22490）
　kg05@kochi-u.ac.jp
□物部分館（内線5117）
　kg06@kochi-u.ac.jp

データベース利用説明会開催のお知らせ



『ビブリオバトル入門』
～本を通して人を知る・人を通して本を知る～
ビブリオバトル普及委員会編：著
情報科学技術協会
ISBN：9784889510492
所蔵　中央館購入手続き中
基本的なことから実践上のヒントまで網羅した
ビブリオバトルの公式ガイドブックです。

『ビブリオバトル』
本を知り人を知る書評ゲーム
谷口忠大：著
文藝春秋
ISBN：9784166609017
所蔵　中央館　A2ブラウジング
文春新書／901　20900473
ビブリオバトルはどのように生まれたのか。ビブリオ
バトルの全貌を描いた入門的一冊です。
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ビブリオバトルとは？
誰でも開催できる「本の紹介･コミュニケーションゲーム」です！
紹介する本は、基本的にはなんでもかまいません。
みんなにおすすめしたい本を持ち寄って、熱く語ってください。
プレゼンが苦手なあなたでも自分の好きな本のことなら語れるはず。
新しい本との出合い、人との出会いがあなたを待ってます。

ブックハンティングとは？
図書館に置いて欲しい本を書店であなた自身が選ぶイベントです。
自分の読みたい本が図書館にないなあと思ったことのある方、ぜひご参加ください。
図書館にあったらいいなと思う本や自分の興味のある本を本屋さんで選んでみよう！

開催日時・場所
10月19日㈬12：30～14：00　高知大学生協書籍部
10月19日㈬12：00～13：30　金高堂医学部店
10月22日㈯10：00～11：30　金高堂本店（帯屋町2丁目チェントロ1階）　　　

募集人員
各15人程度（本学の学部学生・院生対象）
金高堂本店は、朝倉キャンパス・岡豊キャンパス・物部キャンパスから参加できます。
※当日は現地集合

●参加希望の方は、各館の窓口へお問い合わせください。
中央館 図書館サービス係 kg07@kochi-u.ac.jp
医学部分館サービス係 kg05@kochi-u.ac.jp
物部分館サービス係 kg06@kochi-u.ac.jp

バトラー（発表者）、観戦参加者募集中！
高知大学での予選を開催いたします。
会場：高知大学メディアの森2Fアクティブラーニングフロア
日時：10月26日(水)　12：30～
参加申し込みは 図書館2Fレファレンスカウンターまで
 内線 8163　kg07@kochi-u.ac.jp

日時：未定
会場：徳島大学（予定）

ブックリクエストweek　物部分館では、今年もリクエストweekを実施いたします。

日時：10月11日(火）~10月21日(金）　　受付：物部分館窓口　　リクエスト：申込書またはメールでの受付
問い合わせ：物部分館サービス係　kg06@kochi-u.ac.jp

表紙の人 「ただ今蔵書点検中」
「学内ワークスタディ」スタッフ
大嶋奈津美さん（理3）
高橋　大空さん（理3）　岸本かの子さん（理2）
安西万由子さん（人3）　岩本　麻希さん（人4）

図書館では、蔵書管理のために「蔵書点検」を行っていま
す。蔵書点検は図書番号を1冊ずつ読み込んで所蔵データと
突き合わせ、すべての図書が所定の位置にあるかどうか
チェックしていく地道な仕事です。スタッフさんの働きが、図
書館の大きな力になっています。

いざ！ビブリオバトル

高知大学予選

四国A地区決戦

秋といえばやっぱり読書。
そこで、年々盛んになってきた
「ビブリオバトル」を紹介します。

全国大会　京都決戦に行こう！
主催／活字文化推進会議
共催／ビブリオバトル普及委員会　主管／読売新聞社

地区決戦優勝者には
旅費支給もあるよ！

イラスト©　静岡市立北部図書館

読みたい本はここにある！
ブックハンティング&ブックリクエスト

発表参加者が読んで面白いと
思った本を持って集まる

順番に一人５分間で本を紹介する

それぞれの発表の後に、参加者全員でその発表に関する
ディスカッションを２～３分行う

全ての発表が終了した後に「どの本が一番読みたくなった
か？」を基準とした投票を参加者全員一票で行い、最多票を
集めたものを「チャンプ本」とする

1 2

3 4

もっと知りたい方は

秋だ！ビブリオバトルだ！

[公式ルール]たった4つだけ！  誰でも開催できます。
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レポート作成や就活にとっても便利！

日経BP記事検索サービスは、日経BP（社）の主要約50誌の記事を検索・閲覧できるオンライ
ンデータベースです。印刷やダウンロードも可能です。レポートや卒論の資料や就職活動の情
報収集にぜひぜひお役立てください。まずは興味のある内容からアクセスしてみましょう！！

アクセスはこちらから　⇒　http://bizboard.nikkeibp.co.jp/academic/
図書館各館HPからもアクセスできます。

アクセスは図書館各館HP⇒

聞蔵Ⅱビジュアル（朝日新聞）⇒

login to　聞蔵Ⅱ

利用できる雑誌
・日経ビジネス
・日経コンピュータ
・日経パソコン
・日経PC21
・日経サイエンス
・日経メディカル
・日経ヘルスケア
・日経マネー
・日経TRENDY
・日経WOMAN
・日経おとなのOFF

…など50誌以上！

更に！
研究・就活で
差が付く！

日経4紙（日本経済新聞・日経産業新聞・日経MJ（流通新聞）・日経金融新聞）の全文記事のほか、速報ニュース、プ
レスリリース、調査、統計情報など、業界や企業の動きを知るために必要な情報を検索、閲覧することができます。論
文作成や就職活動を更に強化するために役立つツールです。

「聞蔵Ⅱ（きくぞうツー）ビジュアル」は、朝日新聞社のオンライン記事検索サービスです。朝日
新聞・週刊朝日・AERAに収録された記事がインターネット上で簡単に検索できます。その
他、「現代用語事典 知恵蔵（ちえぞう）」や「人物データベース」なども対象になっています。検
索結果は、印刷やダウンロードも可能です。学習や研究にぜひお役立てください。

アクセスはこちらから　⇒　図書館各館HPの「日経テレコン」をクリック⇒日経テレコンlogin

「データベース」
利用の案内！

■収録コンテンツはこちら

朝日新聞記事データベース

週刊朝日
ＡＥＲＡ
朝日新聞縮刷版　
知恵蔵
朝日新聞人物データベース
歴史写真アーカイブ
アサヒグラフ

英文ニュースデータベース

1985年～

2000年4月～
1988年5月創刊号～
1879年～1999年

主に満州事変前後～敗戦まで
1923年創刊～1956年
2001年4月以降

内　　　　容コンテンツ 収録期間
朝日新聞紙面に掲載された記事の見出しと本文をテキスト形式で収録。2005年11月以降は、記事の
切り抜きイメージをPDFファイルで見ることが可能。同義語辞書検索機能あり。検索モード「ナビ検索」
は、ジャンル別に項目を選んだり、「天声人語」や「最新号」のみなどの選択可能。※著作権の関係から本
文表示ができない記事が一部あり。見出しまでの検索は可能。（東京本社発行朝刊のほとんどの記事が
当日午前6時には検索可能、ＡＥＲＡ・週刊朝日は、発行後１週間ほどで収録）。
「明治・大正」「昭和（戦前）」「昭和（戦後）」「平成（～11年）」発行の朝日新聞紙面イメージ。
社会の最新用語と基本用語を解説した現代用語事典。８千語を収録。
各界の有識者を中心に経済人、政治家、研究者、文化人、スポーツ選手等の情報を収録。約3万5,000件で日々更新。
写真約１万枚を収録。朝日新聞大阪本社が半世紀以上秘蔵していた約７万枚から、歴史研究者が厳選。
誌面イメージをカラーでデジタル収録。大正の終わりから昭和戦前・戦中期にかけての世相・風俗を画像史料で調べることが可能。
英字新聞「International Herald Tribune／The Asahi Shimbun（ヘラルド朝日）」の「ASAHIセクショ
ン」と英語の総合ニュースサイト「ＡＪＷ（Asia & Japan Watch）」に掲載されたニュース記事を収録。

キーワードを入力して
「検索」をクリック1

読みたい記事を選択して
記事本文へ2
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こんな調べ方もあります！

日経テレコン活用術例
・業界を調べる！
　志望動機や面接にも役立つ
・企業を調べる！
　会社の取り組みや基本データをチェック
・就職動向を調べる！
　キーワード「就職活動」で検索

日経テレコンHPからログイン1 メニューを選択2 キーワードを入力して
記事を検索3

キーワードにヒットした記事が
一覧表示されます

読みたい記事をクリック

4 記事が表示されます5

メニューはいろいろ
・きょうの新聞
・記事検索
・ナビ型記事検索
・企業検索
・人事検索
・データ別ランキング　等

記事イメージも表示されます

「日経BP記事検索サービス」　　　
利用がスタート！

日経新聞が検索できる
「日経テレコン」もスタート！

朝日新聞データベース
「聞蔵Ⅱビジュアル」もあります！

論文・レポートを書く
関連の深い記事を簡単に探せる方法や、記事
の引用方法やOfficeの使い方など、論文・レ
ポート作成に必要な情報があります。

就活情報を収集する
優良企業ランキングや注目の企業の情報など
就活に役に立つビジネスの現場の情報をいち
早く入手することができます。

アクセス数は
1名まで！
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■「夏」をテーマに企画展示（物部分館）
物部分館では平成28年5月31日㈫～7月31日㈰に夜間学生スタッフによる企画展示を
実施しました。夜間学生スタッフで話し合いをし、「夏」をテーマにスタッフのおすすめ
本を展示しました。物部分館に所蔵がない図書は中央館・医学部分館からも借りまし
た！また、高知県立図書館のまとめ貸制度を利用して、同じテーマで展示用に借りて利
用させてもらいました。

企画に合わせてグリーンカーテンを育成！
展示と並行してグリーンカーテンを作ることになり、多目
的室の外にトマト、キュウリ、パッションフルーツ等を植
えて、日々の成長を観察しました。窓全体を覆うカーテ
ンにはなりませんでしたが、元気に育ってくれました。　
　　　

■屋外用のテーブル、イス、パラソル設置
　（物部分館）
平成28年4月に物部分館出入口付近に屋外用のテーブル、イス、パラソル
2組を設置して、おしゃべりをしたり食事をしたりと、自由に使えるスペー
スができました。授業の合間、昼休みなどたくさんの人に利用してもらっ
ています。さらに1組追加で設置しましたので、もっと利用してもらいたい
と思っています。夏は暑く冬は寒いですが(笑)

■レポート作成セミナー＆相談会（中央館）
6月15日から7月20日まで毎週水曜日4限目・5限目にレポート作成セミナー
と相談会を2階アクティブラーニングフロアで開催しました。
このセミナーと相談会はレポート作成に関する悩みを抱えた学生の支援とし
て学生総合支援センターが企画しました。
セミナーでは学生総合支援センターの坂本智香先生にレポート作成の基礎
から参考文献リストの作成までの講座を全6回レクチャーしていただきまし
た。セミナーは実際にレポートを書く練習をするなど実践的で分かりやすい
内容でした。また相談会には実際に書いているレポートの悩み、添削などを
持参する学生さんが見られました。
参加した学生さんからはレポートの書き方がよく分かったなどの感想が寄せ
られました。
図書館を学生への新たな支援の場としてこれからもぜひご活用ください。
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虫

海と川

妖怪小説

レジャーと
旅行

苗を植えて約21日 苗を植えて約40日

　中央館のコレクションの1つに「木村文庫」があります。「木村
文庫」は高知大学の前身である旧制高知高等学校の卒業生で
ある木村久夫の蔵書を1974年高知大学附属図書館に寄贈され
たものです。
　木村久夫は1918（大正7）年4月9日、今の大阪府吹田市に生ま
れます。1942年（昭和17）3月、旧制高知高等学校を卒業、京都
大学入学後すぐに学徒出陣した学徒兵でした。戦時中インド洋
カーニコバル島での島民処刑事件で通訳を務めたため責任を
問われ、イギリス軍の軍事裁判を受け、２８歳の若さでシンガ
ポールチャンギー刑務所にて戦犯として処刑されます。獄中で
偶然に入手した『哲学通論』（田辺元著・岩波全書）の欄外の
余白には遺書ともいえる手記が残されていました。遺品となった
その書籍に記されていた手記は、後に恩師塩尻公明により『或
る遺書について』（新潮社　1948）に紹介されました。『きけわだつみのこえ』（日本戦没学生記念会
監修）の最後にも収められたその手記は、満州事変以降の軍部への批判のみならずその行動を許して
きた日本国民の責任、戦後の新しい日本への希望にまで言及し、いまなお多くの人々の心を打ち続けて
います。

　「死の数日前偶然にこの書を手に入れた。死ぬまでにもう一度これを読んで死に就こうと考え
た。四、五年前私の書斎で一読した時のことを思い出しながら、「コンクリート」の寝台の上で遥か
なる故郷、我が来し方を想いながら、死の影を浴びながら。数日後には断頭台の露と消える身では
あるが、私の情熱はやはり学の道にあったことを最後にもう一度想い出すのである。」

『きけわだつみのこえ』より

　木村のご遺族により寄贈された「木村文庫」は主
に経済学関係の蔵書465冊で構成されています。学
問の道を志していた木村の蔵書には多くの線や読了
の感想、周りで起きた時々の事柄など書込みのあ
るものも多く、彼の学生生活を垣間見ることができ
ます。「木村文庫」の本を通して彼の青春に触れる
時、のちの彼の運命と戦争の不条理さを想わざるを
得ません。

　「次に思い出すのは何といっても高知です。私
の境遇的に思想的に最も波瀾の多かった時代であったから、思い出も尽きないものがあります。新
屋敷の家、鴻の森、高等学校、堺町、猪野 、々思い出は走馬灯のごとく走り過ぎて行きます。」

『きけわだつみのこえ』より

　今年は木村久夫没後70年にあたる年です。10月27日（木）から11月2日（水）まで記念展示をメディア
の森1Fにて行います。ぜひお立ち寄りください。
　

「紺碧の空を名残りに旅立たむ若き生命よいまやさらばと」 木村 久夫

紺碧の空に消えたいのち
～木村久夫没後70年記念展示～

2016年10月27日㈭～11月2日㈬　9：00～17：00　メディアの森1F
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目 次

「図書リユースセール」のお知らせ
（中央館）

　図書館で不用になった図書や雑誌を有効活用して
いただこうと始まったリユースセール。今年も下記の日
程で開催します。ぜひお立ち寄りください。

場所：メディアの森2F
日程：10月28日（金） 12：00～16：30
　　  10月29日（土） 9：00～16：30
　　  10月30日（日） 9：00～15：00

P.1-2 ビブリオバトルだ！
 ブックハンティング＆ブックリクエスト
P.3-4 レポートに役立つＤＢ(日経BP、日経テレコン、聞蔵Ⅱ)
P.5 木村久夫没後70年記念展示
P.6-7 めでぃもりReport ＆ Information

高知大学学術情報基盤図書館広報誌 OWL

｜編｜集｜後｜記｜
今年の夏も暑かった。発行するころには涼しくなってるかしらと思いながら
真夏に秋号の編集しています。
秋と言えばやっぱり読書ですよね。読書絡みで、年々盛んになってきた「ビ
ブリオバトル」を、また取り上げてみました。本でバトル？ はい、ビブリオバ
トルはバトル、コミュニケーションスポーツなんです！この夏オリンピックで
スポーツに目覚めたあなた、ぜひ高知大学予選に参戦してください。
バトルに参加する人、バトルを運営してみたい人、「ビブリオバトル部」を立
ち上げたい人。図書館もお手伝いします。

あうる No.16 （2016年10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
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-2016.10-卒論特別貸出について

（中央館・物部分館）
　卒論作成のための特別貸出として、通常貸出（５冊
２週間）とは別に長期貸出（５冊60日間）ができま
す。論文提出学年生（学部４年、院２年）が対象です。
中央館・物部分館の窓口にある申請書に必要事項を
記入の上、論文指導教員に承認印をもらってから申請
してください。

本学で契約しているデータベースのプロ講師による利
用説明会を行います。
必要な文献を、効率よく探し出して入手する方法を紹介
します。
日程、申し込み方法等の詳細はホームページや掲示板
でご確認ください。

Japan Knowledge Lib 利用説明会
【Japan Knowledge Lib】(ジャパンナレッジ)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。
レポート作成にお困りのあなた、この講習会に参加し
て、レポートのレベルアップを目指しましょう！
日時：10/12㈬15：00-16：30 
会場：メディアの森２F教育端末室
Scopus講習会
科学論文検索データベースScopusは、理工学・医学
のみならず社会科学系の論文も検索し入手すること
ができます。いままで、あまりなじみのなかった社会
科学系の学生、研究者の方にも活用して欲しいデータ
ベースです。
日時 会場｠
12/7㈬13：30-15：00 朝倉 メディアの森２F 教育端末室
12/7㈬18：00-19：30 岡豊 看護学科棟２F 情報処理実習室
12/8㈭13：30-15：00 物部 物部分館 情報コンセントブラウズ室
利用説明会の問い合わせ、申し込み
□中央館（内線8163） kg07@kochi-u.ac.jp
□医学部分館（内線22490） kg05@kochi-u.ac.jp
□物部分館（内線5117） kg06@kochi-u.ac.jp

秋の図書館ガイダンスについて
秋の図書館利用ガイダンス
中央館・物部分館では11月に図書館利用ガイダンスを予
定しています。CiNii等を利用した雑誌論文検索から検索し
た論文の入手方法などを分かりやすくご案内します。
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。

オンデマンドガイダンス
ゼミやグループ等でガイダンスをご希望の場合は日程
や内容もご希望にあわせたガイダンスを行います。随時
受付していますので、ぜひご活用ください。

ガイダンスの問い合わせ、申し込み
□中央館（内線8163）
　kg07@kochi-u.ac.jp
□医学部分館（内線22490）
　kg05@kochi-u.ac.jp
□物部分館（内線5117）
　kg06@kochi-u.ac.jp

データベース利用説明会開催のお知らせ


