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高知大学学術情報基盤図書館広報誌 OWL

｜編｜集｜後｜記｜
　「あうる」も今号で20号、10周年になります。そこで今号の表紙
は1号から19号までの表紙を集めてみました。学生スタッフの皆さ
んが表紙を飾ることが多かったのですが、こうして集めてみると懐
かしい顔ばかり！みんな元気かなあ…。
　「あうる」では今後も図書館からの色々な情報をお知らせして学
生生活を応援していきます。ぜひ、参考にしてくださいね！

あうる No.20（2018年10月発行）
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行事予定、お知らせ

No.20
-2018.10-

◆データベース利用説明会の
　お知らせ
　高知大学で契約しているデータベースの利用説明

会を開催します。学外からのプロ講師が効率よい利用

方法を紹介します。

Japan Knowledge Lib利用説明会 
Japan Knowledge（ジャパンナレッジ）Libは、50種

類以上の辞書、事典、叢書、雑誌などが検索できる辞

書・事典サイトです。レポート作成や就活にも役立つ情

報を入手することができます。
●日時 ： 11月8日（木）13：20～14：40

●場所 ： メディアの森２F教育端末室

Scopus講習会のお知らせ
　外国語文献を利用することを考えている方を対象と

して、エルゼビア社の引用文献データベースScopus

の講習会を開催します。講師は出版元からの専門のト

レーナーです。既にScopusや電子ジャーナルを利用し

ているけれど、もっと便利に活用したい！ という方もぜひ

ご参加ください。

【日時場所】
●12月5日（水）
　13：30～15：00
　朝倉キャンパス（メディアの森2F教育端末室）

　18：00～19：30
　岡豊キャンパス（看護学科棟2F情報処理実習室）

●12月6日（木）
　13：30～15：00
　物部キャンパス（物部分館情報コンセントブラウズ室）

※お申し込み・お問い合わせは下記まで
■中央館　　　 kg07@kochi-u.ac.jp

■医学部分館    kg05@kochi-u.ac.jp

■物部分館　　 kg06@kochi-u.ac.jp

◆ビブリオバトル開催の
　お知らせ（中央館）
　皆に薦めたい本を持ち寄って熱く語るイベン
トです。昨年は高知大学生が見事高知県代表
に選ばれ、東京での全国大会に出場しました。
　今年はあなたも参加してみませんか？

●日時場所 ： 10月24日（水）12：30～
　メディアの森２F アクティブラーニングフロア
●参加申込 ： メディアの森１F総合案内
　あるいはメール
　kg07@kochi-u.ac.jp（図書館サービス係）

◆秋の図書館ガイダンス
　について
　中央館・物部分館では10～11月に図書館ガ
イダンスを予定しています。CiNii等データを利
用した雑誌論文検索から検索した論文の入手
方法などを職員がわ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。

ガイダンスのお問い合わせ
■中央館　　　kg07@kochi-u.ac.jp
■医学部分館　kg05@kochi-u.ac.jp
■物部分館　　kg06@kochi-u.ac.jp

10周年記念号！
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今年度から図書館蔵書検索の画面が新しくなりまし

た。検索結果は本の写真がでたり、図書館のラベル

情報も見やすくなって見た目が一新。目次情報も付

加されて本の中身もわかりやすくなりました。目次

情報は検索キーワードになっていますので、ヒット

件数も増えています。レポートがでたらまずは高知

大学ＯＰＡＣで検索して関連図書を探そう！

タブを切り替えることで同じキ
ーワードを使ってそれぞれのデ
ータベースの検索が可能です。

各館の開 館予定を
チェックで きます。

検索してみた？

いままでのOPACのような
検索がお好きな方は詳細
検索を選んでください。

貸出ランキングや新着
図書がチェックできます。

統合検索とさーち…

他 大 学 所 蔵…

C iN i i  B oo k s…

カ ー リ ル…
国立国会図書館…

国 内 論 文…

本学で契約しているデータベースなども含めて検索
できます。　⇒　P.4をみてね
本学に所蔵がないとき他大学の所蔵を確認できます。
他大学から取り寄せをしたいときは貸借依頼ボタン
からオンラインで依頼ができます。
主に全国の大学図書館の所蔵が検索できるCiNii 
Booksの検索結果を表示します。
公共図書館も含めた全国の図書館の検索ができます。
国立国会図書館OPAC（NDLOPAC)の検索結果を
表示します。
国内論文が検索できるCiNii Articleの検索結果を
表示します。

借りたい本がすでに貸出されている場合、このボタンをクリックすると予約が可能です。
ログイン画面は全学認証ID/PWを入力してください。該当資料が貸出中でない場合は
予約できないので注意してください。

目次ボタンを押すと目次情報が開きます。
新たに目次情報が付加されたのでいままで
にはヒットがなかったキーワードでもヒットす
る可能性大です！

この本に関した本を探す
ためのリンクです。クリッ
クして検索をすすめると
新たな発見があるかも。 

ヒット件数が多いときは左の
絞り込み検索ボックスを使っ
て絞り込みを行います。資料
種別・著者・キーワード・出版年
・出版者・所在などで絞り込み
ができます。

個人メニューは全学認証ID/PWで利用で きます。
マイライブラリでは貸出している本の返 却期限の
延長ができます。　⇒　P.3をみてね

検索はキーワードを入れて
検索ボタンを押すだけ

検 索結果一覧

検 索 結 果

　高知大OPAC

〈詳細検索ページ〉

〈OPAC  トップページ〉

注目！

新

高知大学での所蔵状況は巻号情報のところで
確認してください。請求記号がこの本の背ラ
ベルなのでこの番号を目印に所在場所に本を
探しにいきましょう。借りたい本が貸出中の場
合は予約ボタンから予約ができます。全学認
証ID/PWでログインしてください。



マイライブラリ 統合検索「とさーち」って何？？ご存じですか？

学外からも使えるようになりました！

　高知大学ＯＰＡＣにあるマイライブラリという機能を知

っていますか？

　マイライブラリは図書館からあなたへの連絡事項や、

あなたの現在の図書館利用状況を確認することができ

る、あなたの個人ページです。  

　マイライブラリからなら返却期限が近い本の貸出期限

の延長も図書館にわざわざ本を持ってこなくても自分で

手続きができます。学外からもアクセスできるようにな

ったので、就活中など本を図書館に持ってこられないと

きにも便利！ ぜひ使ってみてください。

　論文や図書・雑誌・記事などを検索するとき、たくさんの情報源の中から必要な情報を探すことは大変

です。各種データベースや検索ツールのどれを使っていいのかわからない！という方、そんなとき便利な

「横断して検索する機能」を持つツールが Discovery（統合検索）です。高知大学ではこのツールを契約、

「とさーち」（♪「土佐」+「検索＝search」）と名付けました。検索結果からは、論文や記事本文まで閲覧

可能の場合や、高知大学ＯＰＡＣにリンクされている場合もあります。

まずは探しものをスタートしたい！！
というときに便利です。
・関連度順の表示
・論文などさまざまな資料が探せる
・本文中のキーワードも検索
・ジャンルの違うDBも同時に検索
・高知大学OPACにもリンク
・毎日更新
・学内提供のみ／学外提供追加の選択可能

ログインすると右上にあなたの名前が表示されます。
※あなたの個人情報ですので図書館の情報検索
用など共用のPCで利用したときは必ずログアウト
してください。

高知大学図書館OPACでマ
イライブラリをクリックして
ログインすることであなた
のページが表示されます。

本を予約した場合、本の状態
が確認できます。予約の取り
消しもここから可能です。

貸出中の本のリストが表示されます。
貸出中の本の貸出期間の延長をしたいときは該当の本に
□を入れて　　　　　　のボタンを押してください。
※予約が入っていない場合に1回だけ延長が可能です。

OPACの検索結果から気になる本をマイフォルダ
に保存して後で確認できます。

■図書館システムからのメールについて
学内の方には以下の場合に自動的にメールが送付されます。
・返却日確認メール　貸出図書の返却期限の2日前に送付
・督促メール　返却期限の次の日から１週間おきに送付
・予約図書が貸出できるようになった時

CiNii
検索対象
主に国内
の文献

Scopus
検索対象
主に海外
の文献

・高知大学
 図書館
・国立国会
 図書館

電子ブック、雑誌論文
会議録、辞典・辞書等

基本画面は、入力する箇
所は1カ所です。 
項目を選択してキーワー
ドを入れたい時は、アドバ
ンス画面を開きます。

図書館HPのトップページからアクセス

検索結果に表示されたア
イコンは資料の種類で
す。

チェックを入れると
自動的に検索結果が
更新されます

用語の説明並び替え 検索結果

年代の選択

検索結果画面　絞り込み作業をして目的の資料を探します。

タイトル

著者、出版社名等

詳しい情報を確認

書誌情報等

中央館に
所蔵あり

ユーザー名とパスワードは
全学認証ID/PWです。

他機関への文献複写依頼や貸借依頼、貸出履歴が
確認できます。

キーワードを入力

有料の電子ジャーナルもあります



■「崎山ひろみ文庫」
　このたび、崎山ひろみ氏より旧満州関係の書籍約1,300冊をご寄贈いただき、「崎山ひろ
み文庫」と命名し、高知大学学術情報基盤図書館に設置することとなりました。
　「崎山ひろみ文庫」は、「旧満州引き揚げ」をテーマとしてそれに関わる以下のような多くの
分野を有しております。
① 引揚者の証言を集めた書籍（地方・中小出版社､関係機関・団体等の出版、自費出版等）
② 敗戦後、旧「満洲」在住者が当時を語りあるいは現地を再訪問した記録、旅行記
③ 「満洲」研究に役立てられる実証性の高い研究書
④ 「満洲」研究を行う上での参考図書
⑤ 日本近現代史の戦争、戦地等に関する参考図書
⑥ 「満洲」引揚者が所持し持ち帰った歴史文物、「満洲」在住時に使用していた文書資料（複
　写物）
　これらは、ご自身も旧「満州」引揚者であり、戦後長い時間を経て散逸が危惧される満州関係
の資料収集に尽力された崎山ひろみ氏と、その活動に共鳴し支援された方々の思いの集大成ともなっています。
　広く教育・研究の資料として活用され、高知県の新たな平和研究のシンボルとなることを願って公開されるものです。

（「崎山ひろみ文庫解題」（人文社会科学部 吉尾寛先生著）より抜粋）

■学生サポートデスクを今年度も開設（中央館）  
　昨年度、試行開設した学生によるサポートデスクを今年度も開設しました。今回は4月～5月
および7月の毎週火曜・水曜日にメディアの森2F踊り場のスペースで実施されました。期間中
は合計60人の学生から図書館の利用やPCに関することの質問、レポート作成の相談などが
あり、学生サポーターは1人1人丁寧に対応をしていました。

めでぃもり　 Report所蔵資料紹介

■崎山ひろみ文庫の利用について（所在：中央館C棟2階コレクション室）
※資料の出納は職員が行います。貸出不可の資料は館内の閲覧室でご利用ください。
（資料の状態などから貸出のできないものもあります。貸出の可否につきましては、目録リスト・高知大学OPAC等でご確認ください。）
  1.利用時間
　資料の閲覧請求ができる時間は、平日8：45～17：00です。
　土日に利用を希望される場合は、上記の時間帯に事前問い合わせ、申し込みをお願いします。
  2.利用手順
　1）所在確認　　目録リスト・OPAC等で所在を確認してください。
　2）申　　込　　「特殊資料室・コレクション室図書請求票」に必要事項を記入し、総合案内（窓口）に申し込んでください。          
　3）資料の受取   資料の出納は職員が行います。
　4）閲　　覧　　貸出不可の資料は館内の閲覧室でご利用ください。貸出し可能な資料は総合案内（窓口）で貸出し処理を行って
　　　　　　　　ください。
　5）資料の返却　閲覧が終了したら資料を総合案内（窓口）に返却してください。

総合案内（窓口）　☎088-841-8731

Recommended Books図書館員のオス
スメ本

物部分館
福留 公美

推薦者

こんなイベント
開催しました♪

　図書館所蔵の和装本を中心とする郷土資料の中から幕末～明治期に活躍した郷土の偉人たちに
関連する資料を展示するとともにその人物について紹介します。 
　ぜひご来場ください。
■開催期間 ： 平成30年10月30日（火）～11月５日（月）　※11月３日（土）祝日のため休館
■展示時間 ： 9：00～17：00
■展示場所 ： メディアの森1Fエレベータホール

「明治150年」関連企画展示
『図書館資料にみる幕末・明治期の土佐の偉人たち』

<10月30日（火）～11月５日（月）>

Information

ブックハンティングは、図書館に置いてほしい本を書店で
あなた自身が選ぶイベントです。ぜひ参加してみませんか？
 中央館
日時場所：10月10日（水）12：30～14：00　高知大学生協
　　　 　10月13日（土）10：00～11：30　金高堂本店
 医分館
日時場所：10月10日（水）12：00～13：30　金高堂医学部店
　　　    10月13日（土）10：00～11：30　金高堂本店
募集人数：各15～20人程度（本学の学部学生・院生対象）
※当日は現地集合です。
問い合わせ：
（中央館）図書館サービス係　kg07@kochi-u.ac.jp
（医学部）図書館　㎏05@kochi-u.ac.jp

■ブックハンティングのお知らせ
Information

　物部分館に置いてほしい本のリクエストを募集します。
　書店で見つけた本やネットで探した本もＯＫですのでリク
エストをお寄せください。
【日時】10月１日（月）～10月1５日（月）
【受付】物部分館窓口　申込書またはメール
※対象は農学部・農林海洋科学部の学生・院生になります。
■問い合わせ ： 物部分館サービス係
　　　　　     ☎０８８－８６４－５１１７
　　　　        email：kg06@kochi-u.ac.jp

■ブックリクエストWEEKの
　お知らせ（物部分館）

Information

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

物部分館　　　南閲一般　　　498.34/Zub
所蔵館　　　　配置場所　　　請求記号

所蔵状況

ずぼらヨガ : 自律神経どこでもリセット!

　やっと涼しくなったこの季節、実は、夏バテならぬ「秋バテ」に注意が必要な時期だそうで
す。夏の暑さでエネルギーを消費してしまい、そのまま回復できずに自律神経の乱れや血液
循環の悪化から肩こり、頭痛、気分の落ち込みやだるさ、夜眠れない、胃が重い等いろいろな
症状が出ることもあるそうです。
　そこでこの「ずぼらヨガ」！副題に「自律神経どこでもリセット！」とある通り、布団の上で、デ
スクで、トイレの個室でと思い立った時にすぐできるヨガのポーズが紹介されています。初心
者にもできる簡単なポーズがマンガで分かりやすく書かれていますので、何だか気が重い、
体調が優れないという方、一度読んでみませんか。

崎田ミナ著　飛鳥新社　2017

■「文献検索データベース
　（MLA,ERIC）講習会」を開催
　しました（中央館）
　5月15日、朝倉キャンパスメディアの森2Ｆ教育端末室で
プロ講師による「MLA International Bibliography」
（Modern Language Association製作の言語学、文学
関連データベース）と「ERIC」（アメリカ教育省・国立教育学
図書館製作の教育学全般の基本的なデータベース）の講
習会を開催しました。実習方式で効率的な検索についてわ
かりやすく説明を受け、参加者からは、今後の学習・研究に
活用したいとの感想がありました。

■物部分館  夜間学生スタッフに
　よる企画展示
　物部分館では、平成28年度から年2回程度、夜間学生ス
タッフによる企画展示を実施しています。毎回スタッフで話
し合いながらテーマを決め、おすす
めの本を選び、展示をしています。
　本年度第1回は、テーマを「書庫2
の図書からおすすめの一冊～書庫
2をのぞいてみよう～」として学生
スタッフが南閲覧室と書庫2から、
それぞれ図書を選び、ポップを作成
して平成30年6月22日～平成30
年9月30日まで展示しました。
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高知大学学術情報基盤図書館広報誌 OWL

｜編｜集｜後｜記｜
　「あうる」も今号で20号、10周年になります。そこで今号の表紙
は1号から19号までの表紙を集めてみました。学生スタッフの皆さ
んが表紙を飾ることが多かったのですが、こうして集めてみると懐
かしい顔ばかり！みんな元気かなあ…。
　「あうる」では今後も図書館からの色々な情報をお知らせして学
生生活を応援していきます。ぜひ、参考にしてくださいね！

あうる No.20（2018年10月発行）
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行事予定、お知らせ

No.20
-2018.10-

◆データベース利用説明会の
　お知らせ
　高知大学で契約しているデータベースの利用説明

会を開催します。学外からのプロ講師が効率よい利用

方法を紹介します。

Japan Knowledge Lib利用説明会 
Japan Knowledge（ジャパンナレッジ）Libは、50種

類以上の辞書、事典、叢書、雑誌などが検索できる辞

書・事典サイトです。レポート作成や就活にも役立つ情

報を入手することができます。
●日時 ： 11月8日（木）13：20～14：40

●場所 ： メディアの森２F教育端末室

Scopus講習会のお知らせ
　外国語文献を利用することを考えている方を対象と

して、エルゼビア社の引用文献データベースScopus

の講習会を開催します。講師は出版元からの専門のト

レーナーです。既にScopusや電子ジャーナルを利用し

ているけれど、もっと便利に活用したい！ という方もぜひ

ご参加ください。

【日時場所】
●12月5日（水）
　13：30～15：00
　朝倉キャンパス（メディアの森2F教育端末室）

　18：00～19：30
　岡豊キャンパス（看護学科棟2F情報処理実習室）

●12月6日（木）
　13：30～15：00
　物部キャンパス（物部分館情報コンセントブラウズ室）

※お申し込み・お問い合わせは下記まで
■中央館　　　 kg07@kochi-u.ac.jp

■医学部分館    kg05@kochi-u.ac.jp

■物部分館　　 kg06@kochi-u.ac.jp

◆ビブリオバトル開催の
　お知らせ（中央館）
　皆に薦めたい本を持ち寄って熱く語るイベン
トです。昨年は高知大学生が見事高知県代表
に選ばれ、東京での全国大会に出場しました。
　今年はあなたも参加してみませんか？

●日時場所 ： 10月24日（水）12：30～
　メディアの森２F アクティブラーニングフロア
●参加申込 ： メディアの森１F総合案内
　あるいはメール
　kg07@kochi-u.ac.jp（図書館サービス係）

◆秋の図書館ガイダンス
　について
　中央館・物部分館では10～11月に図書館ガ
イダンスを予定しています。CiNii等データを利
用した雑誌論文検索から検索した論文の入手
方法などを職員がわ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。

ガイダンスのお問い合わせ
■中央館　　　kg07@kochi-u.ac.jp
■医学部分館　kg05@kochi-u.ac.jp
■物部分館　　kg06@kochi-u.ac.jp

10周年記念号！


