
｜編｜集｜後｜記｜
　新入生のみなさん、はじめまして！高知大学学術情
報基盤図書館にようこそ！いよいよ、大学生としての
毎日が始まりますね。在学生のみなさんも、それぞれ
の思いを胸に新たな1年を始めているのではないでしょうか。
　今号では、高知大学の図書館が一体どんなところか、図書館で
何ができるのか、OPACの使い方やレポート作成などでよく使われ
るデータベースも併せてご紹介しています。これらは、いわば基本
の基。学びを充実させるための第一歩です。図書館を大いに活用し
ましょう！
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ようこそ、図書館へ！はじめよう、図書館のある生活！！

まずはOPACで本・雑誌を検索してみよう！

レポート作成におススメ！図書館データベース

めでぃもりInformation　

高知大学学術情報基盤図書館広報誌 OWL

学術情報基盤図書館って
どんなところ？

■高知大学moodle share
　学術情報基盤図書館コースのご案内
高知大学moodle　shareに学術情報基盤図書館のコースを用意しています。図書館利用案内・文献検索マニュアルの他、PCのセキュリティ対策・各種設定などが確認できます。学外から電子ジャーナルなどの電子リソースにアクセスする方法もまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

■「医中誌Web」が学外からも利用可能
に！

　令和4年4月より、「医中誌Web」が
学認経由で学外からもアクセス可

能になりました。ぜひご利用ください。

「医中誌Web（いちゅうし・うぇぶ）」と
は

医学中央雑誌刊行会（略称：医中誌）

が作成・運営する、国内医学論文情報

のインターネット検索サービスです。国

内発行の、医学・歯学・薬学・看護学及

び関連分野の定期刊行物、のべ約

7,500誌から収録した約1,400万件

の論文情報を検索することができます
。

（医学中央雑誌刊行会ホームページよ
り）

■ゴールデンウィーク
　　　　  休館のおしらせ
4月29日（金）～5月1日（日）、5月3日（火）

～5月5日（木）は3館とも休館となります。

■新入生のためのメディアの森ツアー

中央館（メディアの森）の利用方法について、館
内を案内しながらレク

チャーします。図書館を使いこなして大学生活
を有意義に送りましょう。

開催日時 4月11日（月）・12日（火）・13日（水
）

 各日　①13:00～　②15:00～　それぞれ2
0分程度

 ご都合の良い回にご参加ください。

申込方法 参加申込フォームからお申し込みく
ださい。

お問い合わせ メディアの森総合案内　088-84
4-8731　

 　　　　　　　　　　 kg07@kochi-u.ac.
jp

■新入生のためのレポート作成セミナー　大学の授業課題といえばレポート、本セミナーではレポートへの取り組み方について学びます。レポートを書く時のポイントは？どんなふうに自分の意見を書けばいいの？セミナーを受講すれば、基本的な知識が身に付きます。新入生はもちろん、2回生以上の方もぜひ！
　開催日時 4月25日（月）12:30 ‒ 13:15　 「いろいろなレポート」・「レポートと小論文の違い」　 4月26日（火）12:30 ‒ 13:15　 「感想または意見を述べなさい、と言われたら１」　 4月27日（水）12:30 ‒ 13:15　 「感想または意見を述べなさい、と言われたら２」　 4月28日（木）12:30 ‒ 13:15　 「関心を持ったこと、疑問に思ったことを

述べなさい、と言われたら　他」　開催方法 Microsoft Teamsによるオンライン開催　講　　師 坂本智香先生（学生総合支援センター修学支援ユニット教員）　申込方法 参加申込フォームからお申し込みください。　
　お問い合わせ メディアの森総合案内　088-844-8731 　　　　　　　　　　 kg07@kochi-u.ac.jp

■「かんたんまにゅある」をチェッ
ク！

　レポートの書き方や図書館で
の資料の探し方について簡

単に解説した小冊子です。各館
で配布中、図書館HPや高知

大学moodle　shareでも公開中
です。最初から順にでも、気

になるトピックからでも、ぜひ参
考にしてください。現在のラ

インアップは以下のとおりです
。

〈アカデミック・ライティングの
基礎シリーズ〉

①レポートってなに　②要約の
しかた　③レポートを書く（基

本編）　④レポートの書式　⑤
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〉

①「本」をさがす　②「雑誌論
文」をさがす　③「新聞記事」

をさがす

・図書館ホームページ　

・高知大学moodle　share

 Home＞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



ようこそ、図書館へ!　 はじめよう、図書館のある生活!!

●各図書館のカウンターまたはセルフ式自動貸出
機（ABC）で貸出・返却ができます。

●図書館閉館時の資料返却は返却ポストにお願
いします。
●貸出期間の延長や貸出履歴などの確認は、スマ
ホやPCでもできるんです。
「マイライブラリ」からWEB上でできる便利な方
法はp.3をチェック！

〈医学部分館〉 岡豊キャンパス
自然科学・ 医学・看護関連分野の資料を所蔵
【開館時間】
平日　9:00   ‒ 20:00
土　　9:00   ‒ 16:30

※開館時間は平常の時間を記載しています。現
在、新型コロナ感染拡大防止のため、大学の制
限レベルに合わせて開館時間の変更を行って
います。その他、試験期間の開館延長等、詳細
はホームページ等で確認してください。

〈物部分館〉物部キャンパス
自然科学・農林海洋科学分野の資料を所蔵
【開館時間】
平日　  8:30 - 20:00
土日　10:00 - 18:00

高知大学には3つのキャンパスにそれぞれ図書館があります。 大学生活を充実させるためには図書館の活用が必要不可欠。
　 図書館ってどんなところ？  利用方法は？  まずは、図書館の基本情報をご紹介します。

〈中央館〉朝倉キャンパス
人文科学・社会科学・自然科学分野の資料を所蔵
【開館時間】
平日　8:30 - 21:00
土日　9:00 - 21:00

学生証が貸出カードになって

いるのでお忘れなく。
貸出・返却は
どうする？

高知大学で所蔵している図書や雑誌
を探したいときは、オンラインで検索
できる蔵書目録「OPAC」で検索しま
す。図書館HPにリンクがあるのでぜひ
ブックマークを！
検索方法はp.3-4で詳し
く説明しています。

図書や雑誌の
探し方は？

館内の共用プリンタが利用
できます。年間1,000枚まで
モノクロ印刷無料！

PCから印刷
したい時は？

●学内の他キャンパス図書館にあれば
学内便で取り寄せできます。

●県内公共・大学図書館からも無料で
取り寄せできます。

●学内、県内になくても県外他大学図
書館の資料を利用できます（有料）。
詳しくは各窓口に相談してみてくだ
さいね。

探している資料
がない時は？

各窓口で相談してみましょ
う。図書館の利用方法や
情報検索の仕方など、
困ったことがあれば、図書
館職員があなたの力にな
ります。

インタラクティブホワイトボー
ドやディスプレイも自由に使
えるアクティブ
ラーニングフロ
アやグループ学
習室へGO！

利用方法など
わからないことが
あった時、どこに
相談したらいい？

●中央館のある建物は「メディ
アの森」と呼ばれています。
略してメディ森！
　学生証をゲートにタッチす
れば入館できます。
　
　
●館内蓋付き飲み物OK、
　1Fリフレッシュコーナーで
は軽食も可、カップ式自販
機「あうるカフェ」もありま
すよ。
　
　
●グループ学習したいとき、一
人で静かに勉強したいとき、
それぞれの目的に合ったス
ペースがあります。上手に使
い分けてくださいね。

●物部分館の1階にある多目的室は
毎日多くの学生さんが利用してい
ます。
　多目的室の一番の特徴は何といっ
ても「会話がOK」なこと！　一人で
の利用はもちろん、グループでの
ディスカッションやミーティングな
ど様々な用途で利用が可能です。

また、パーテーションで部屋を仕切って利用することもでき
ます。他にもたくさんの機能がある多目的室をぜひご利用
ください。

●医学部では学生、教職員は、図書
館を開館時間外に利用することが
できます。
　利用には申請が必要となりますの
で、手続き等の詳細は、受付カウン
ターにおたずねください。
　利用可能な時間は下記のとおりです。

●医学部の2Ｆには景色もよく日当た
りが良好な南コーナーがあります。
専門分野の書架が多い中、こちら
には小説等一般書もありますの
で、休憩がてら日向ぼっこするのに
最適です。

＜曜日＞ ＜利用時間＞
月～金曜日 20時10分～24時
土曜日 16時40分～24時
日曜日 9時～24時

物部分館紹介医学部分館紹介中央館紹介

机は自由に
組み合わせて
利用できます

可動式の
ディスプレイや
ホワイトボード
も充実！

※コロナの状況により時間外利用
　の停止をする場合があります。

ディスカッション
したい時は？



予　　約

まずはOPACで本・雑誌を検索してみよう!
OPAC（Online Public Access Catalog）とはオンライン蔵書目録のことです。
高知大学のOPACでは全学で所蔵している本と雑誌が検索できます。
本・雑誌を探したいときはまずはOPACで検索してみましょう！

オーパック

①　OPACトップ画面（拡大）

 ⑤　OPACでできる予約・登録・
目次確認・文献管理

④　詳細（本学所蔵）

図書館員オススメ

これ便利！

マイライブラリでは現在借用中の資料の延長が返却期限内に
一度だけできます。また、今まで借りた資料の履歴が残っている
ので、タイトルを忘れていても履歴から確認できます。OPACで検
索して所蔵がなかった文献の複写依頼や借用依頼もマイライ
ブラリから申し込めます。便利ですのでぜひご利用ください。

借りたい本が貸出中の場合や他キャンパスの資料
を取り寄せたい場合、OPACから予約することができ
ます。全学認証ID・PWでログインし、入力画面で受
け取り場所を選んで予約してください。

文献管理 文献をレポートで引用するときに必要なタイトル、編
著者、出版社、出版年などの情報が抽出できます。

登　　録
気になった本をブックマーク登録できます。あとから
マイライブラリで見返してメモをつけたり、リストごと
に編集することができます。レポートで引用した文献
の簡易なリスト化に役立ちます。

目　　次
「気になる本だけど、内容がよくわからない…」そんな
時は目次をクリックしてみましょう。章ごとのタイトルな
どが記載されており、本の内容がおおまかに分かるよう
になっています（一部、目次のない本もあります）。

マイライブラリを使いこなそう OPAC画面右端にあるマイライブ
ラリをクリックし、全学認証ID・
PWでログイン

（写真左から）　重田さん、池田さん

表紙の人

この春、社会人として羽ばたいていっ
た元図書館ワークスタディの
お二人です。思い出の図書館、あうる
カフェでにっこり。
彼女たちの未来が輝かしいものであ
りますように！

ここから貸出の延長が
できます。

検索結果一覧で気になった本のタイトルをクリッ
クしてみましょう。検索結果がたくさんある場合は
画面左の「絞り込み」で資料種別、著者、年代、件
名・キーワード、所在等で絞り込むと便利です。ま
た、画面右の「並び順」で、出版年の新しい順や古
い順、貸出回数順等で並び替えもできます。

この画面をPCやスマートフォンでブックマー
ク登録しておくといつでも検索できて便利
です。通常検索ではタイトルや気になる単
語を入力して検索してみましょう。詳細検
索では編著者名、件名、出版社、所在など
からも検索ができます。

③　検索結果 一覧

詳細画面で図書の請求記号（本の住所）をメ
モしてから探しに行きましょう。雑誌の場合
は巻号と所在の確認が必須です。本が貸出
中の場合は「状況」のところに「貸出中」と表
示されます。予約方法は④を参照。



レポートを書く上で最初に意識すべきは、課題事項の概要や通説を押さ
えることです。課題が出たらまずは百科事典などを引いて基本知識を得る
ことでこの後読む資料が理解しやすくなるし、資料を探すためのキーワードが見つかります。

辞書事典を
活用する

インターネットでもいろいろな情報はありますが、意外に体系的な
情報は少ないものです。体系的な情報を得るためにはやっぱり本
がお薦めです。図書館でレポートの課題に関連する本がないか
高知大学OPACで探してみましょう。

関連の図書を
さがす

学術雑誌は研究者の研究成果の発表の場として利用されており、学習・研究活動を進めるにあた
り欠くことのできない資料です。学術雑誌は速報性が重視されるためテーマが絞り込まれていて
自分のレポートのテーマにも関連した先行研究が見つかりやすいという利点があります。

雑誌論文を
さがす

　本学で契約中のデータベースには同時アクセス数が限定されているものがあります。規定のアクセス数をオーバーした場
合は「アクセス数オーバー」等の表示が出て利用できません。その場合は少し時間をずらしてからアクセスしてください。また、
利用を終了するときにログアウトを行わずブラウザを閉じてしまうと接続状態が続いたまま終了されてしまうため、タイムアウ
トになるまで他の人が利用できなくなります。アクセス数が限定されているデータベースの利用については利用終了後必ずロ
グアウトをお願いします。

雑誌をよむ 

新聞は、事件や政治はもちろん、流行から科学技術まで幅広い分野の最新情報を日々提供して
います。最近では速報性という面ではインターネットニュースなどには敵いませんが、日々世の中の
出来事を伝える新聞は、現代の時事問題などを調べたいとき便利です。また過去の出来事を調
べる際には、歴史資料としても有用です。

新聞記事を
さがす

みなさんがオーテピア図書館で借りた本
を本学各図書館の窓口で返却すること
もできます。

お願いお願い

OPACについては
前頁をみてね

これ便利
！

すでに知っているとの
思いこみは禁物

レポート課題の資料集め、みなさんどうしていますか？
図書館のホームページからはレポート作成に役立つデータベースへのリンクがいっぱい。

有料のデータベースも契約してみなさんが利用できるようにしています。
図書館ホームページを図書館利用の窓口として活用しましょう。

おススメ

オンライン辞書・事典検索サイト
ジャパンナレッジ
辞書・事典を中心にした知識源から「知りたいこ
と」にいち早く到達するためのデータベースです。
日本語や歴史を深く掘り下げて知識を得られる
辞典から、英語だけにとどまらない各外国語辞
書や東洋文庫などの叢書まで、あらゆる項目の
一括検索が可能です

70以上の辞事典が検索できます。
見出し検索だけでなく全文検索もできます。
見出し検索で見つからなかったときは全文検
索も試してみて！

理系のものや統計も

おススメ

オーテピア高知図書館
高知県内図書館の横断検索
オーテピア高知図書館など高知県内の公共
図書館に所蔵があれば無料で取り寄せが可
能です。

図書館データベースレポート作成にオススメ

おススメ
日本最大規模の学術情報検索基盤
CiNii Research
これまで国内の論文を探す「CiNii　Articles」、全国の大学図書館所蔵本を探す
「CiNii Books」、日本の博士論文を探す「CiNii Dissertations」を提供していたCiNiiが
この4月CiNIi　Researchとして統合されます。
一度で国内の学術情報検索が可能に。

おススメ
日経BP社の雑誌記事が読める
日経BP記事検索サービス
日経BP社が発行する約40誌の雑誌記事の検索閲覧が可能。ビジネ
ス関連雑誌・コンピュータ・建築・医療・トレンド雑誌など幅広い分野
の雑誌記事、企業・官公庁・地方自治体などが報道機関向けに発表
するプレスリリース情報が読めます。就活情報の収集にもおすすめ！

おススメ

朝日新聞の記事が検索できて読める
朝日新聞クロスサーチ
これまで「聞蔵Ⅱビジュアル」として利用していた記事
データベースが全面リニューアルされました。
「アエラ」
や「週刊
朝日」も
検 索で
きます。

おススメ

日経各紙の記事が検索できて読める
日経テレコン
日本経済新聞をはじめ日経各紙の記事が検索閲覧
できます。そのほか日経会社プロフィル、財務情報、
各種統計データなども利用できます。

Web上で公開されている論文にはリンクがありそのまま閲覧可能です

これも
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ようこそ、図書館へ！はじめよう、図書館のある生活！！

まずはOPACで本・雑誌を検索してみよう！

レポート作成におススメ！図書館データベース

めでぃもりInformation　

高知大学学術情報基盤図書館広報誌 OWL

学術情報基盤図書館って
どんなところ？

■高知大学moodle share
　学術情報基盤図書館コースのご案内
高知大学moodle　shareに学術情報基盤図書館のコースを用意しています。図書館利用案内・文献検索マニュアルの他、PCのセキュリティ対策・各種設定などが確認できます。学外から電子ジャーナルなどの電子リソースにアクセスする方法もまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

■「医中誌Web」が学外からも利用可能
に！

　令和4年4月より、「医中誌Web」が
学認経由で学外からもアクセス可

能になりました。ぜひご利用ください。

「医中誌Web（いちゅうし・うぇぶ）」と
は

医学中央雑誌刊行会（略称：医中誌）

が作成・運営する、国内医学論文情報

のインターネット検索サービスです。国

内発行の、医学・歯学・薬学・看護学及

び関連分野の定期刊行物、のべ約

7,500誌から収録した約1,400万件

の論文情報を検索することができます
。

（医学中央雑誌刊行会ホームページよ
り）

■ゴールデンウィーク
　　　　  休館のおしらせ
4月29日（金）～5月1日（日）、5月3日（火）

～5月5日（木）は3館とも休館となります。

■新入生のためのメディアの森ツアー

中央館（メディアの森）の利用方法について、館
内を案内しながらレク

チャーします。図書館を使いこなして大学生活
を有意義に送りましょう。

開催日時 4月11日（月）・12日（火）・13日（水
）

 各日　①13:00～　②15:00～　それぞれ2
0分程度

 ご都合の良い回にご参加ください。

申込方法 参加申込フォームからお申し込みく
ださい。

お問い合わせ メディアの森総合案内　088-84
4-8731　

 　　　　　　　　　　 kg07@kochi-u.ac.
jp

■新入生のためのレポート作成セミナー　大学の授業課題といえばレポート、本セミナーではレポートへの取り組み方について学びます。レポートを書く時のポイントは？どんなふうに自分の意見を書けばいいの？セミナーを受講すれば、基本的な知識が身に付きます。新入生はもちろん、2回生以上の方もぜひ！
　開催日時 4月25日（月）12:30 ‒ 13:15　 「いろいろなレポート」・「レポートと小論文の違い」　 4月26日（火）12:30 ‒ 13:15　 「感想または意見を述べなさい、と言われたら１」　 4月27日（水）12:30 ‒ 13:15　 「感想または意見を述べなさい、と言われたら２」　 4月28日（木）12:30 ‒ 13:15　 「関心を持ったこと、疑問に思ったことを

述べなさい、と言われたら　他」　開催方法 Microsoft Teamsによるオンライン開催　講　　師 坂本智香先生（学生総合支援センター修学支援ユニット教員）　申込方法 参加申込フォームからお申し込みください。　
　お問い合わせ メディアの森総合案内　088-844-8731 　　　　　　　　　　 kg07@kochi-u.ac.jp

■「かんたんまにゅある」をチェッ
ク！

　レポートの書き方や図書館で
の資料の探し方について簡

単に解説した小冊子です。各館
で配布中、図書館HPや高知

大学moodle　shareでも公開中
です。最初から順にでも、気

になるトピックからでも、ぜひ参
考にしてください。現在のラ

インアップは以下のとおりです
。

〈アカデミック・ライティングの
基礎シリーズ〉

①レポートってなに　②要約の
しかた　③レポートを書く（基

本編）　④レポートの書式　⑤
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〉

①「本」をさがす　②「雑誌論
文」をさがす　③「新聞記事」

をさがす

・図書館ホームページ　

・高知大学moodle　share

 Home＞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


