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特集　学びを止めるな！

高知大生に薦める本

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｜
　新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、前期は図
書館の臨時休館、短縮開館などご不便をおかけしました。今
号は大学での学びに役立つ情報を特集しました。また自宅
からアクセスできるコンテンツもご紹介しています。1年生はまだ図書館を利
用したことがない方が多いかと思います。図書館利用で不明なことがあれ
ば、図書館スタッフにお尋ねください。皆さんのご来館をお待ちしています。

あうる No.24 （2020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
U R L : http://www.lib.kochi-u.ac.jp/
E-mail : lib@kochi-u.ac.jp

めでぃもりＩｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ行事予定、お知らせ

No.24
-2020.10-

Ｋ

■図書館リユースセール
　図書館で不要になった図書や雑誌を有効活用していただ
くためにリユースセールを行います。今年は下記の日程で開
催します。欲しかったお宝資料がみつかるかも。
ぜひお立ち寄りください。

場所 ： メディアの森2F
日程 ： 11月4日（水）　9：00～16：30
　　　11月5日（木）　9：30～16：30
　　　11月6日（金）　9：00～15：00

■10月は電子ブックリクエスト月間です
10月1日～31日
　電子書籍【KinoDen】試読サービスを行います。
　本学のキャンパスネットワークにつながったパソコン、タ
ブレット、スマートフォンからアクセスするとKinoDenの全
ページの試し読み（5分間）ができます。
　気に入ったタイトルはKinoDen画面上から図書館に購
入リクエストを送信。
　試読サービス終了後、図書館でリクエストと利用統計を
もとに電子書籍を購入します。
　ぜひこの期間に【KinoDen】試読サービスを試して図書
館にリクエストをおよせください。
　詳しくは図書館ホームページをご覧ください。

■予告！
　2020年秋
　高知大学OPAC画面リニューアル

　高知大学OPACの画面がこの秋リニューアルされます。

　資料検索がシンプルにわかりやすくなり、資料をより探し

やすくなります。また次の検索に繋がる便利な機能が追加さ

れます。その他、スマートフォン専用の画面も新たにでき快

適にご利用いただけるようになります。

詳しくは次号に掲載予定です。

変更予定画面（例）

■引用文献データベース

　「Scopus講習会」のお
知らせ

これから英語論文を利用す
ることを考えている方を主な

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。ぜひご参
加ください。

今年はオンラインでの開催
です。

●11月11日（水）13：30～

詳細は、ホームページ・掲示
でお知らせします。

■図書館利用ガイダンスのお知らせ
　図書館では、雑誌論文の検索方法や資料の入手方法等、レポート・卒論作成に役立つ図書館利用ガイダンスを行っています。CiNii等データベースを利用した文献検索、電子リソースの利用、論文や資料の取り寄せ方法を実習を交えながら職員がわかりやすくご案内します。
・図書館利用ガイダンス〈文献検索編〉（中央館）

※上記予定日以外でも希望する場合は別途相談可能です。

・オンデマンドガイダンス
　ゼミやグループ等でのガイダンスも受け付けています。日程や内容もご希望に合わせたガイダンスを行います。3人以上のグループでお申し込みください。

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

コロナに負けるな！
Keep Learning!

開催日
10月26日（月）～10月30日（金）

開催時間
13:30 ～ 14:30



ソーシャルディスタンス

館内の消毒や換気を
毎日行っています。

11

【図書館の取り組み】
マスク着用、消毒液設置、定期的に館内消毒と換気、
入館時の注意、ソーシャルディスタンス（席数を減らす等）

【一部利用制限】 
新聞閲覧コーナー、グループ学習室、館内Wi-Fi

※例年、大学基礎論等で行っている新入生対象の図書館案内ガイダンスをmoodleに公開しています。本の貸出/返却方法
や蔵書検索の方法なども動画でわかりやすく紹介しています。
新入生でなくても要チェック！

（館内マーク）…
館内の取り組みやサービス

（館外マーク）…
館外でも受けられるサービス館 外

※それぞれのサービスについての詳細・ご質問等は図書館スタッフまで気軽にお尋ねください。

学びを止めるな！
メディ森でハイブリッドにKeep Learning!

学びを止めるな！
メディ森でハイブリッドにKeep Learning!
図書館は、みなさんに安心して利用していただけるよう様々な対策をとりながら開館しています。
また、自宅など学外から利用できるサービスも提供し、みなさんの学習を館内外からサポートしています。
どんなサービスがあるのかチェックして、ぜひ活用してください。 
学びを止めるな、Keep Learning !

図書館内では、新型コロナウイルス感染予防対策を行っています。 
一部利用を制限しているサービスもありますがご理解・ご協力をお願いします。

※学外者の方の利用については、館内資料の貸出を目的に30分以内の利用をお願いいたします。

22 「オンライン授業ばかりだったし図書館にも行けなかった…、いまだに利用方法も
よくわからないな…」 というあなたも大丈夫。
いつでも視聴できる図書館案内ガイダンスを公開中です。

図書館を利用したことがない

あなたのために、主に新入生

に向けた中央館利用案内や

クイズも用意しています。

館
館 外

館内でご利用済みの図書はこちら
の棚にご返却ください

連絡網確保のため入館時には氏名か
学籍番号を記載して投函してください

感染者が確認された場合に備えて、図書館利用者把握
のため入退館の記録を残しています。入退館時には、
カウンターに設置してあるパソコンにて学生証、もし
くは利用票バーコードにて読み取りをお願いします。

各階に資料の返却台を置いていますので、閲覧室等
で利用した資料は元の棚へ自分で戻さないようにし
てください。

各室とも利用者がお互いに十分な距離を保てるよ
う、座席数を制限しています。

物部分館物部分館

入退館について

医学部分館医学部分館

南玄関は締め切りとしています。
キーカードによる無人開館は当面の間停止しています。
再開時はホームページやKULASに掲示します。

学外で利用できた医中誌Ｗｅｂの申請パスワードの利用
は８月末で終了しました。
今後は学内ネットワークよりご利用ください。
新たにメディカルオンラインが「学認」によるログインで
学外でも利用できるようになりました。

文献検索について

分館の感染防止対策・お知らせ

消毒液の設置



「学認」とは？
学認＝学術認証フェデレーションとは、学術e-リソースを利用する大学、学術e-リソースを提供する機関

・出版社等から構成された連合体のことです。

全学認証IDを用いて様々なサービスを利用することができ、本学が契約している学認対応電子ジャーナ

ルやデータベース等にも学外ネットワークからアクセスできるようになっています。

　学認について詳しくはこちら → http://www.iic.kochi-u.ac.jp/ipc/gakunin/gakunin.htm

学認による各種サービスへのアクセス方法について
サービスによって認証方法は異なりますが、大まかな流れは次のとおりです。

① Webブラウザを用いて学認対応サービスのサイトにアクセスする

② 所属機関一覧の画面で「高知大学」／「Kochi University」を選択、または

　「Academic Access Management Federation in Japan (GakuNin)」を選んで

　「Kochi University」を選択。　

　（ほとんどの場合は画面右上にあるloginボタンから「institutional login」を選択すると

　　学認でのログイン画面へ進めます）

③ 認証画面で本学の全学認証IDとパスワードを入力する

「高知大学 moodle」とは？

図書館コンテンツの利用方法

高知大学の全学生と全教職員が利用できるe-Learningサイトで、教材の閲覧や動画の視聴等ができます。
図書館が提供しているコンテンツは、連年度版 (moodle share)で公開しています。

① URL ： https://moodle.kochi-u.ac.jp/
　 または、高知大学ホームページにアクセスし、
　 「教職員・学生専用」ページから
　 「高知大学 moodle」を選択

② 「moodle share」を選択 

③ コース＞学内限定公開資料＞学術情報基盤図
書館＞「図書館利用案内・文献検索マニュア
ル」を開き、所属大学：高知大学を選び「選
択」をクリック

④ ログインする

コンテンツが
利用できます

（省略）

3
【アカデミック・ライティングシリーズ】
　●レポートってなに
　●要約のしかた
　●レポートを書く（基本編）
　●レポートの書式
　●サンプル・レポート（基本編）

【アカデミック・リサーチシリーズ】
　●「本」をさがす
　●「雑誌論文」をさがす
　●「新聞記事」をさがす

＊＊学外からも利用できるコンテンツの一例＊＊

電子ジャーナル Cambridge U.P（CUP) / Nature / Oxford Journal (OUP) / 
ScienceDirect / Wiley

データベース Scopus / CiNii / ProQuest / Cochrane Library / Japan Knowledge /
日経BP記事検索サービス /メディカルオンライン など

電 子 書 籍

レポートや研究、就活に役立つもの
から旅行や趣味に関する読み物など。
図書館に来館しなくてもWeb環境が
あれば簡単に利用できます。

データベースや電子ジャーナルは、学外から学認経由でアクセスできるものも
たくさんあります。電子書籍も自宅から利用OKです。
詳しくはmoodleをチェック。この機会にぜひご利用ください！

33 図書館での資料の探し方や授業のレポート作成に困ったら…
そんな時に役に立つ小冊子マニュアルを配布しています。 44

どのシリーズもmoodle

からダウンロード

できます

これらの図書は

電子書籍で

利用可能です

外
外館

館



■君たちはどう生きるか
吉野源三郎 著　岩波書店（岩波文庫）　1982年（底本：新潮社,1937年刊）
　この本は私が2000年に大学教員になって以来、私の研究室の学生の皆さんに卒業プ
レゼントとして贈っている本です。この本に初めて出合ったのは高校生ぐらいだったと思
いますが、とにかくあっという間に読んでしまったことを覚えています。それ以来、大学生に
なっても、企業で働いている時も、そして大学教員になった今でも、この本を時々手に取っ
ています。では「なぜ読むのか？」、それはこの年になっても、いつも新しい発見をさせてく
れる本だからです。「生きることとは、どういうことなのか？ 」我々の身近にある、あるいは身
近に起こるであろう出来事を足掛かりに、本質的で大切なことをたくさん教えてくれる良
書です。ぜひとも一度手に取ってみてください。

■砂の女
安部公房 著　新潮社(新潮文庫) 改版 　2003年
 安部公房『砂の女』は、砂丘へ昆虫採集に出かけた男が、人手を求めていた村の者に
よって、砂丘の穴に埋もれた一軒家に閉じ込められ、労働に従事させられる話です。男
は、理不尽な仕打ちに怒り、絶望的な状況の中でもがき苦しみますが、いつしか、その生
活に少しずつ順応するようにもなります。この男の姿には、新型コロナウイルス感染拡大
の影響で、自宅にこもって日々を過ごすことが多くなった私たちの、新たな生活様式に順
応しようと模索する姿に幾分か重なるところがあります。私は、今年度の１学期のゼミで
この作品を取り上げましたが、以前に読んだ時よりも一層、男の姿に他人事ならぬリアリ
ティーを感じました。未読の方は特に、ぜひ、読み味わってほしいと思います。

高知大生に薦める本 ■旅する力　―深夜特急ノート－
沢木耕太郎 著　新潮社（新潮文庫）　２０１１年　
　新型コロナで県をまたぐ移動や海外旅行が制限されている中、旅に関するエッセ
イ集をご紹介します。
　この本には、約2万キロの道のりを乗合いバスで移動してロンドンの中央郵便局
から電報を打つことを最終目的とした紀行文学の名作『深夜特急』の後日談も含ま
れています。そのため、『深夜特急』を先に読んだほうが良いかもしれませんが、作者
の旅に関する哲学的な思いの数々に触れることができる点で単独のエッセイ集とし
ても価値があります。
　この本には『旅には適齢期がある』ということが書かれています。自粛傾向で内向
きな世の中になっていますが、若い皆さんには読書を通してでも、ぜひ『外』に関心を
持っていただきたいと願っています。

■夜のピクニック
恩田陸 著　新潮社　2004年
　高知大学ならではのイベントに、室戸貫歩がありますよね。寒空の中、大学から室
戸岬までの約90㎞を歩く……、考えただけでもぞっとすると思います。そんな室戸貫
歩と似た行事が描かれているのが本作です。高校生が80kmを歩く歩行祭の中で、
彼らの抱えるわだかまりや秘密が徐々に明らかになっていくお話となっています。
　大きな事件や奇跡が起こるわけではなく、ただ歩くだけ。それだけなのに、こんな
に温かな気持ちになれるなんて。まるで自分も彼らと共に歩き切ったような満足感
でいっぱいになります。様々な人間ドラマが生まれるのが本作の歩行祭、ひいては室
戸貫歩の魅力かもしれません。ただ疲れるだけ、つらいだけといった貫歩のイメージ
が大きく変わります。

物部分館長（農林海洋科学部 教員）
大嶋 俊一郎

推薦者 医学部教員
田淵　啓二

推薦者

人文社会科学部3年
重田 雅

推薦者
人文社会科学部教員
田鎖 数馬

推薦者

地域協働学部教員
霜浦 森平

推薦者

■地域からの六次産業化　―つながりが創る食と農の地域保障―
室屋有宏 著 創森社 2014年
　皆さん、「六次産業化」という言葉を聞いたことはありますか？皆さんが普段口にする食
べものは、農業や製造業、流通業、小売業、飲食業といった様々な産業が関わりあいなが
ら、食卓に届けられます。仕事の分業が食生活を支えています。その一方で、農産物をつく
ることが仕事であるはずの農家が加工や直売、飲食業を行う例が増えています。食品製造
業が農業に参入するパターンも多くなってきました。分業とはちょっと違うこうした取り組
みは「六次産業化」と呼ばれ、農業や農村を元気にする起爆剤として期待されています。
　本書は「六次産業化」について地域産業振興の視点から紹介されています。農業・農
村・食料問題に関心のある人にはぜひ手にとってほしい一書です。

表紙の人

物部分館 南閲一般 913.6/Sun
中央館 A５開架 918.6/27/33　（新潮現代文学；33）

所蔵館 配置場所 請求記号

中央館 A2ブラウジング 岩波文庫/33-158-1
物部分館 南閲小型 159.5/Kim

所蔵館 配置場所 請求記号
所蔵
状況
所蔵
状況
所蔵
状況
所蔵
状況

医学部分館 2F南コーナー 915.6/タ
所蔵館 配置場所 請求記号所蔵

状況
所蔵
状況
所蔵
状況
所蔵
状況

所蔵
状況
所蔵
状況
所蔵
状況
所蔵
状況

中央館 A3開架 611.77/Tii
所蔵館 配置場所 請求記号所蔵

状況
所蔵
状況
所蔵
状況
所蔵
状況

中央館 A5開架 913.6/Yor
物部分館 南閲一般 913.6/Yor

所蔵館 配置場所 請求記号
所蔵
状況
所蔵
状況
所蔵
状況
所蔵
状況

（写真左から）
川原　こはくさん（理工学部4年）
小林　真子さん（人文社会科学部4年）
鎌倉　寧 さ々ん（理工学部4年）
（アマビエ：図書館スタッフKさん画）

疫病退散を願ってアマビエと一緒に企画展示
コーナー

図書館で働いている学生スタッフさんたちが、
POPを書いておすすめしてくれています。

図書館内には季節ごとにテーマを決めて、
本を展示しているコーナーがあります。
意外な本と出会いがあるかもしれません。
ぜひお立ち寄りください。

今年の「室戸貫歩」は残念ながら中止。
来年ぜひ挑戦してみて。
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■図書館リユースセール
　図書館で不要になった図書や雑誌を有効活用していただ
くためにリユースセールを行います。今年は下記の日程で開
催します。欲しかったお宝資料がみつかるかも。
ぜひお立ち寄りください。

場所 ： メディアの森2F
日程 ： 11月4日（水）　9：00～16：30
　　　11月5日（木）　9：30～16：30
　　　11月6日（金）　9：00～15：00

■10月は電子ブックリクエスト月間です
10月1日～31日
　電子書籍【KinoDen】試読サービスを行います。
　本学のキャンパスネットワークにつながったパソコン、タ
ブレット、スマートフォンからアクセスするとKinoDenの全
ページの試し読み（5分間）ができます。
　気に入ったタイトルはKinoDen画面上から図書館に購
入リクエストを送信。
　試読サービス終了後、図書館でリクエストと利用統計を
もとに電子書籍を購入します。
　ぜひこの期間に【KinoDen】試読サービスを試して図書
館にリクエストをおよせください。
　詳しくは図書館ホームページをご覧ください。

■予告！
　2020年秋
　高知大学OPAC画面リニューアル

　高知大学OPACの画面がこの秋リニューアルされます。

　資料検索がシンプルにわかりやすくなり、資料をより探し

やすくなります。また次の検索に繋がる便利な機能が追加さ

れます。その他、スマートフォン専用の画面も新たにでき快

適にご利用いただけるようになります。

詳しくは次号に掲載予定です。

変更予定画面（例）

■引用文献データベース

　「Scopus講習会」のお
知らせ

これから英語論文を利用す
ることを考えている方を主な

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。ぜひご参
加ください。

今年はオンラインでの開催
です。

●11月11日（水）13：30～

詳細は、ホームページ・掲示
でお知らせします。

■図書館利用ガイダンスのお知らせ
　図書館では、雑誌論文の検索方法や資料の入手方法等、レポート・卒論作成に役立つ図書館利用ガイダンスを行っています。CiNii等データベースを利用した文献検索、電子リソースの利用、論文や資料の取り寄せ方法を実習を交えながら職員がわかりやすくご案内します。
・図書館利用ガイダンス〈文献検索編〉（中央館）

※上記予定日以外でも希望する場合は別途相談可能です。

・オンデマンドガイダンス
　ゼミやグループ等でのガイダンスも受け付けています。日程や内容もご希望に合わせたガイダンスを行います。3人以上のグループでお申し込みください。

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

コロナに負けるな！
Keep Learning!

開催日
10月26日（月）～10月30日（金）

開催時間
13:30 ～ 14:30
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