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高知大学総合情報センター広報誌 OWL

｜編｜集｜後｜記｜
　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。従来大

学図書館といえば、重厚・静粛など、なにやら難しい単

語が連想されてきましたが、近頃では、居心地のよい多

機能な空間としての役割が大きくなっています。今回、紹

介した部分は、図書館のほんの一部です。ぜひ、図書館

に実際に足を運んで、その機能を存分に利用してくださ

い。高知大学の図書館は、皆さんの学生生活のよき友と

なる存在をめざしています。ご卒業までの間、図書館とよ

ろしくお付き合いください。

　5～6月にかけて、中央館と農学部分館では図書館
ガイダンスを開催します。OPAC（蔵書検索）の利用方
法や論文の探し方などを職員がわかりやすくご案内し
ます。図書館の活用テクニックを身につけて、あなたの
学生生活をより充実したものにしてください。新入生は
もちろん卒論を控えた３・４年生も、ぜひ参加してみてく
ださい。　
　開催日程は図書館HPや掲示でお知らせします。

　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合わせたガイダンスを行
います。随時受け付けていますので、ぜひご活用く
ださい。 

あうる No.9 （2013年4月発行）

［編集・発行］

高知大学総合情報センター（図書館）
〒780-8520 高知市曙町2-5-1
Tel.088-844-8731　Fax.088-844-8161
U R L : ht tp://www.lib.kochi-u.ac.jp/
E-mail : l ib@kochi-u.ac.jp

めでぃもりだよ
り

◆高知大学で利用できる
　電子ジャーナルサイト

　「ブクログ」って？ Web上に本棚をつくり、感想を
読みあったり新しい本に出会ったりできるみんなで
共有できる「Web版の本棚」です。昨年秋に実施し
たブックハンティングで学生が選んだ本などが紹
介されています。ぜひアクセスしてみてください。

アクセス先 ： http://booklog.jp/users/kulib
＊ブックハンティングは図書館に置いてほしい本を
  学生自らが書店で選ぶツアーです。

◆中央館の「ブクログ」が
　スタート！

　農学部分館は平成25年度に耐震改修工事と
書庫の改修工事を行う予定です。
　それに伴い、準備期間を含め工事期間中は、
閲覧席や資料が使えなくなる期間が生じます。
　皆様には大変ご迷惑をおかけすることになりま
すが、ご理解ご了承くださいますようお願いします。

◆農学部分館の
　耐震改修工事のお知らせ

◆滝田樗陰旧蔵
　近代作家原稿集の利用開始

ちょい ん

春の図書館ガイダンスのお知らせ

　滝田家から寄贈された67人の作家の213作
品の原稿10,293枚と、初出誌『中央公論』の大
正４年から１２年までに掲載された209作品の見
開き誌面2,638カットを収録。志賀直哉・谷崎潤
一郎・里見弴・徳田秋声・室生犀星・野上弥生子・
宇野千代などの作家に加え徳富蘇峰など文化
人・学者の原稿が閲覧でき、プリントアウトも可能
です。

＊オンデマンドガイダンス＊
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ガイダンスのお問い合わせ
□中央館（内線8163） kg07@kochi-u.ac.jp 
□農学部分館（内線5117） kg06@kochi-u.ac.jp
□医学部分館（内線22490） kg05@kochi-u.ac.jp 

2013年、高知大学で利用できる電子
ジャーナルサイトは下記のとおりです。
・ScienceDirect （Elsevier社）
・Wiley InterScience （Wiley社）
・Springer Link （Springer社）
・ACS （American Chemical Society）
・OUP （Oxford University Press）
・CUP （Cambridge University Press）
・BMJ （The British Medical Journal Publishing Group）
・Science Online
・Nature （NatureDigest含む）
・Nature Medicine



表紙の人

2人から
一言（写真左から）

三好 郁さん
（人文学部国際社会
コミュニケーション学科）

大内 智子さん
（人文学部人間文化学科）
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中央館で活躍中
の学生スタッフ
お二人に協力し
てもらいました。

“OWL” Top News

何かわからないことがあった時

はもちろん、何もなくてもお気軽

に声をかけてください！！

私たちがお手伝いいたします！

　図書館を活用して
有意義な大学生活を送ろう

！

本を探す

1.建物が独立している2.本が多い
3.紙だけじゃない
4.参加型農学部分館 中央館 医学部分館

ベストセラー本もあるよ

楽しかった

場所を使う
大学生活では、意外にすっぽりと空いた時間が
できたりします。そんな時や勉強の合間に雑誌で
くつろぐのはいかが？

ガイダンスを受ける
図書館スタッフが図書館の使い方や論文の探し方を
レクチャーする講習会(春と秋に開催）に参加しよう！

本を選ぶ
紹介する

OPAC ： Online Public Access Catalog…オンライン蔵書目録
OPACを使おう！

本を借りる
ABCを使うと自分で手続きができるよ！
ABC : Automatic Book Circulation…自動貸出返却装置

学生証を使って、図書の貸出・延長・返却が可能！
たとえば、窓口が混んでいても、ABCを使えば快適に借りられて便利。

●ブックハンティング

［図書館に置く］

図書館に置いてほしい本を書店の店頭から選ぶイベントに参加しよう！
読んだ本のPOP（本の宣伝文）を書いて、みんなに紹介してね。

●リクエストする
図書館にない資料で図書館に備えてほしい資料は、リクエストしよう。

高校図書室とはここが違うぞ、大学図書館

大学図書館には
オンラインで使える
電子資料も多種
揃っているよ

考えていた
以上の値段設定
で嬉しかった

学術雑誌以
外

にも、こんな
雑誌

も置いてい
るよ

読みたい本を手にするチャンスを逃さないで。

教育端末室(*授業時間外は授業関連の自習目的で開放しています*)では、ノートPCを忘れても大丈夫。勿論、情報コンセントは館内随所にあり。

よく借りられている本や
新しく入った本はここで
チェックできます。
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覚えて便利！
請求記号 これをメモして、
配置場所の書架を目指そう。
資料の背表紙に貼ってあるよ。

TVや新聞で話題の
流行り本をチェック！

電子資料の利便性
24時間いつでも、キャンパス内なら、どこからでも利用できます！

Googleだけに頼っていませんか？

●データベース 効率的に検索できる　●電子ジャーナル 速報性に優れる

大学では、自分で設定したテーマの裏付けとなる資
料やデータを示して、自分の考えを表現する必要が
あります。情報機器が発達した現代こそ、情報の内
容を判断する力を身につけましょう！情報収集がうま
くいくかいかないかで、出来は大きく違ってきます。
情報検索の技術を身につける絶好の機会です！

「日経WOMAN」
磨け、女子力

(中央館・農学部分館)

「オレンジページ」
一人暮らしの味方
（中央館）

「ナンバー」
スポーツ大好き

（中央館・医学部分館・農学部分館）

「ダ・ヴィンチ」
本が大好き

（中央館・農学部分館）

「ビーパル」
アウトドアを楽しもう
（中央館・農学部分館）

中央館ブックハンティング
図書のリストを中央館
ブクログで公開中！ ⬇

図書館の本は分野ごとに本棚にならんでいるよ。た
くさんの本の中から、必要な本を見つけるのは大変。
そんな時はOPACを使ってみよう。探している本のタ
イトルや著者やキーワードを入れて検索すると、その
本がどこにあって、利用可能かどうかが、一目瞭然！

オーパック

→
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新生活をサポート
新入生応援本

やっぱり心配((+_+)) 大学での勉強どうすればいい？ レポートって？ プレゼンって？

フレー！フ
レー！

将来を考えて自分磨きも忘れずに(@_@)

はじめての一人暮らし 家事のコツをつかもう（*^_^*）

食事にも気を使わなきゃね 防犯にも気をつけよう インテリアにも凝ってみる？

大学生学びのハンドブック
勉強法がよくわかる!　 改訂版
世界思想社編集部編
世界思想社　2011

大学生のための
基礎力養成ブック
小棹理子 [ほか] 著
丸善出版　2012

フレッシュマンセミナーテキスト
大学新入生のための学び方ワークブック
初年次教育テキスト編集委員会編
東京電機大学出版局　2009

大学生のための「社会常識」講座
社会人基礎力を身に付ける方法
松野弘編著
ミネルヴァ書房　2011

大学生のための
デザイニング・キャリア
渡辺三枝子 [ほか] 著
ナカニシヤ出版　2011

大学生活・就活・キャリアが
よくわかる本
鈴木賞子著
同友館　2012

ひとり暮らしの気ままごはん
ひらのゆきこ著
技術評論社　2006

体脂肪計タニタの社員食堂
500kcalのまんぷく定食
タニタ著　大和書房　2010

おひとりさまの防犯術
亜紀書房　2009

SPRINGインテリア
Book2013
宝島社　2013

よくわかる学びの技法
田中共子編
ミネルヴァ書房　2009

一人暮らしの裏ワザ本
平成暮らしの研究会編
河出書房新社　2006

これが正解！
ひとり暮らしスタートブック
主婦の友社　2013

脱！家事オンチ―ひとり暮らしの
ための自炊、洗濯、掃除の基本
東京書籍　2011

男子家事―料理・洗濯・
掃除の新メソッド
マガジンハウス　2009

源氏物語が書かれて千年余が過ぎましたが、今もこの物語は広く読み継が
れています。源氏物語絵巻や残された書跡、舞楽や笙の響きは私たちを平
安の時代に誘ってくれます。源氏物語では随所で香りの描写がなされますが、
なかでも梅枝の巻には練香を披露し合う薫物合わせの情景が、「香どもは
昔今の取り並べさせ給ひて　御方がたにくばり奉らせ給ふ　二種づつ合わ
せ給へと聞こえさせ給へり」と紹介されています。香りは千年の時を経て変わ
ることがありません。今回、ご紹介する畑正高さんの「香清話 － 香に聞く、香を
聞く」淡交社刊（ISBN：978-4-473-03733-6）は奈良、平安、室町の世界に
私たちを一瞬のうちに誘ってくれる、正倉院御物の蘭奢待から平安期の六
種薫物、六十一種名香につながる日本の香りの文化をさまざまな側面から
紹介しています。本書を通して、千年以上も受け継がれてきた日本の香りの
世界をさまよってみませんか。

（医学部分館長　西原利治）

畑正高 著『香清話 － 香に聞く、香を聞く』
（淡交社）

この小説には、ある大学生5人の4年間の日常が描かれています。くだらない
出来事が毎日を彩って、時には大事件（彼らにとっては）が起こって、5人は仲
を深めながら、それぞれの道を歩む準備をします。小説の冒頭、ある登場人物
が、こう言い放ちます。「その気になればね、砂漠に雪を降らせることだって、余
裕でできるんですよ」。可能性に満ちた大学生活。これから積み重ねる未来。
けれど、世の中には理不尽なことが沢山あって、知識が増えれば増えるほど、
選択肢が減ってしまう。けれど、自分には何もできないと思っていても、今隣で
泣いている人をどうにか笑わせることくらいは、できるかもしれない。もしそれができ
たら、世界中の人を笑わせることだって不可能じゃない。だから、やってみなけ
れば分からない。可能性は日常の中に隠れている。見つけることは容易では無
いけれど、探さないのはもったいない。大学生活は、探しものをするのにとってお
きの期間です。この本を読んで、「その気」になってみませんか？

（人文学部社会経済学科卒業生　石川華月）

伊坂幸太郎 著『砂漠』
（実業之日本社）

「DNA」や「遺伝子」という言葉を日常会話で使った、あるいはテレビなどで
聞いた経験のある方は多いことでしょう。では、DNAの構造は「二重らせん」と
いうのはご存知でしょうか。ジェームス・D・ワトソン、フランシス・H・C・クリック、モ
ーリス・H・F・ウィルキンスがDNAの構造は二重らせんであることを発見し、１９６
２年、ノーベル生理学・医学賞を受賞しました。本書は著者であるワトソンが
DNAの二重らせん構造を発見するまでの過程を記した回想録です。その後
の分子生物学の発展に多大な影響を与えた世紀の大発見の裏側にどんな
ドラマがあったのでしょうか。理系、文系を問わず学生の皆さんにお勧めしたい
本です。ちなみに、*Nature誌に掲載されたDNAの二重らせん構造に関する
ワトソンとクリックの論文はA4で１枚ほどの比較的短いものでした。興味のある
方は本書と合わせて彼らの論文も読んでみてはいかがでしょうか。
［＊ Nature Vol.421（6921）p397-8 （23 Jan 2003）に再掲載されています］

（農学部教員　村松久司）

ジェームス・D・ワトソン 著　江上不二夫、中村桂子 訳
『二重らせん : 
DNAの構造を発見した科学者の記録』
（講談社）

高知大生
に薦める
この一冊
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将来を考えて自分磨きも忘れずに(@_@)

はじめての一人暮らし 家事のコツをつかもう（*^_^*）

食事にも気を使わなきゃね 防犯にも気をつけよう インテリアにも凝ってみる？

大学生学びのハンドブック
勉強法がよくわかる!　 改訂版
世界思想社編集部編
世界思想社　2011

大学生のための
基礎力養成ブック
小棹理子 [ほか] 著
丸善出版　2012

フレッシュマンセミナーテキスト
大学新入生のための学び方ワークブック
初年次教育テキスト編集委員会編
東京電機大学出版局　2009

大学生のための「社会常識」講座
社会人基礎力を身に付ける方法
松野弘編著
ミネルヴァ書房　2011

大学生のための
デザイニング・キャリア
渡辺三枝子 [ほか] 著
ナカニシヤ出版　2011

大学生活・就活・キャリアが
よくわかる本
鈴木賞子著
同友館　2012

ひとり暮らしの気ままごはん
ひらのゆきこ著
技術評論社　2006

体脂肪計タニタの社員食堂
500kcalのまんぷく定食
タニタ著　大和書房　2010

おひとりさまの防犯術
亜紀書房　2009

SPRINGインテリア
Book2013
宝島社　2013

よくわかる学びの技法
田中共子編
ミネルヴァ書房　2009

一人暮らしの裏ワザ本
平成暮らしの研究会編
河出書房新社　2006

これが正解！
ひとり暮らしスタートブック
主婦の友社　2013

脱！家事オンチ―ひとり暮らしの
ための自炊、洗濯、掃除の基本
東京書籍　2011

男子家事―料理・洗濯・
掃除の新メソッド
マガジンハウス　2009

源氏物語が書かれて千年余が過ぎましたが、今もこの物語は広く読み継が
れています。源氏物語絵巻や残された書跡、舞楽や笙の響きは私たちを平
安の時代に誘ってくれます。源氏物語では随所で香りの描写がなされますが、
なかでも梅枝の巻には練香を披露し合う薫物合わせの情景が、「香どもは
昔今の取り並べさせ給ひて　御方がたにくばり奉らせ給ふ　二種づつ合わ
せ給へと聞こえさせ給へり」と紹介されています。香りは千年の時を経て変わ
ることがありません。今回、ご紹介する畑正高さんの「香清話 － 香に聞く、香を
聞く」淡交社刊（ISBN：978-4-473-03733-6）は奈良、平安、室町の世界に
私たちを一瞬のうちに誘ってくれる、正倉院御物の蘭奢待から平安期の六
種薫物、六十一種名香につながる日本の香りの文化をさまざまな側面から
紹介しています。本書を通して、千年以上も受け継がれてきた日本の香りの
世界をさまよってみませんか。

（医学部分館長　西原利治）

畑正高 著『香清話 － 香に聞く、香を聞く』
（淡交社）

この小説には、ある大学生5人の4年間の日常が描かれています。くだらない
出来事が毎日を彩って、時には大事件（彼らにとっては）が起こって、5人は仲
を深めながら、それぞれの道を歩む準備をします。小説の冒頭、ある登場人物
が、こう言い放ちます。「その気になればね、砂漠に雪を降らせることだって、余
裕でできるんですよ」。可能性に満ちた大学生活。これから積み重ねる未来。
けれど、世の中には理不尽なことが沢山あって、知識が増えれば増えるほど、
選択肢が減ってしまう。けれど、自分には何もできないと思っていても、今隣で
泣いている人をどうにか笑わせることくらいは、できるかもしれない。もしそれができ
たら、世界中の人を笑わせることだって不可能じゃない。だから、やってみなけ
れば分からない。可能性は日常の中に隠れている。見つけることは容易では無
いけれど、探さないのはもったいない。大学生活は、探しものをするのにとってお
きの期間です。この本を読んで、「その気」になってみませんか？

（人文学部社会経済学科卒業生　石川華月）

伊坂幸太郎 著『砂漠』
（実業之日本社）

「DNA」や「遺伝子」という言葉を日常会話で使った、あるいはテレビなどで
聞いた経験のある方は多いことでしょう。では、DNAの構造は「二重らせん」と
いうのはご存知でしょうか。ジェームス・D・ワトソン、フランシス・H・C・クリック、モ
ーリス・H・F・ウィルキンスがDNAの構造は二重らせんであることを発見し、１９６
２年、ノーベル生理学・医学賞を受賞しました。本書は著者であるワトソンが
DNAの二重らせん構造を発見するまでの過程を記した回想録です。その後
の分子生物学の発展に多大な影響を与えた世紀の大発見の裏側にどんな
ドラマがあったのでしょうか。理系、文系を問わず学生の皆さんにお勧めしたい
本です。ちなみに、*Nature誌に掲載されたDNAの二重らせん構造に関する
ワトソンとクリックの論文はA4で１枚ほどの比較的短いものでした。興味のある
方は本書と合わせて彼らの論文も読んでみてはいかがでしょうか。
［＊ Nature Vol.421（6921）p397-8 （23 Jan 2003）に再掲載されています］

（農学部教員　村松久司）

ジェームス・D・ワトソン 著　江上不二夫、中村桂子 訳
『二重らせん : 
DNAの構造を発見した科学者の記録』
（講談社）

高知大生
に薦める
この一冊
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心浮き立つ春、何かが始まる季節、どこかへ出かけたい？
本の世界に踏み入るのはいかがですか？

新しい発見があるかも・・・先生方や先輩がお薦めの本を紹介してくれました。

新入生の皆さん、ご入
学おめでとうござい

ます。高知大学に入
学して新生活はいか

がですか？中には故
郷を離れて初めての

一人暮らしを始めた方
やいままでの環境と

大きく変わってとまど
っている方も多いの

ではないでしょうか？そ
んなあなたに図書館

にある役立つ本をご紹
介します。

ぜ
ひ
手
に
取
っ
て

読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
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05   "OWL" Voice of the Forest

２４年度、図書館ではこんなことも実施しました

　図書館で用いられなくなった図書・雑誌を、必要と
される方に1冊100円（雑誌は10円）で販売しまし
た。多くの学生さんや地域の方々でにぎわい、1000
冊余の本たちが新たな持ち主のもとで再利用される
こととなり、その収益は図書館の新しい本の購入費
用に充てられました。

　下のヒントを参考にマス目を埋めます。赤字で囲まれたマス目の文字を並べ替えて高知
県に関わりのある言葉をつくってください。高知県民の初夏の味です。解答を総合案内も
しくは分館窓口に持ってこられた方にはあうるくんグッズをもれなくさしあげます！

●ヨコのかぎ
1.ヨーロッパ東部、黒海に面する共和制国家です。かつてはソ連邦の構成共和国でした。コ
サックで有名、またロシアの文豪ゴーゴリの出身地です。
4.愛玩用犬種で、額が広く、眼と鼻が横に一直線に並び、体毛は黒と白または茶と白のぶち
で、絹糸状の長毛でおおわれています。
5.「まだらの―」は名探偵ホームズが活躍する傑作短編です。
7.エンドウ、ダイズなどのマメ科植物の果実で、一枚の心皮からなり、熟すると乾燥して縫線
（ほうせん）に沿い二片に裂けます。
9.イソマツ科の常緑半つる性低木で南アフリカ原産です。ジャスミンに似た青い花をつけます。
11.規定、法律、しきたりなど、守るべきものとしてすでに定められている事柄です。「村の―」
●タテのカギ
1.トチカガミ科の沈水性常緑多年生海草で、本州の中部地方以西沿岸の浅い海底の砂地
に自生し、名は海産のヒルムシロの意味です。
2.物事がはかどることを「―があく」といいます。
3.版にインキをつけ紙に押しつけて●●物を作る機械です。
6.ドンジャラホイの歌詞が印象的な童謡は「―の小人」です。
8.腕前のある人、敏腕家のことです。「業界きっての―」
10.中華人民共和国の建国者、戦略家、思想家、詩人です。●●・ツォートン

リユースセールを実施しました（平成24年11月2日・11月3日）

JapanKnowlege
（知識探索サイト ジャパンナレッジ）

使ってみよう！
電子コンテンツ

あうるク ロスワ ードパ ズ ル

L E T’S  T R Y !

D I G I T A L  C O N T E N T S

ジャパンナレッジで
利用できるコンテンツ

"OWL"     INFORMATION
　図書館のホームページからはいろいろなデータベー
スなど電子コンテンツが利用できるようになっています。
これらのほとんどは一般には利用できない有料コンテン
ツです。有料なので当然信頼性の高い情報が入手できま
す。本来お金を払わないと使えないこれらのコンテンツを
学内からだと自由に利用できるわけですから使わない手
はありません。どんどん有効に活用していきましょう。
　今回はその中からレポート作成に便利なジャパンナレ
ッジと最近増えてきた電子ブックについて紹介します。

　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。日本百科全書（ニッポニカ）をはじめとする事
典辞書系コンテンツの他に東洋文庫をはじめと
する書籍系コンテンツ、週刊エコノミストや会社
四季報が読める記事系コンテンツなど30以上
のコンテンツが一度に検索できます。またコンテ
ンツごとに個別検索もできるようになっています。
東洋文庫も書名からだけでなく本文の全文検
索も可能です。 

電子ブック
　図書の内容がhtmlファイルやPDFファイルなどの
形式で提供されている電子版の書籍です。冊子体と
違い、長期間貸出中で利用できないということはありま
せん。また、内容全文から検索できますので、求めてい
る箇所にすばやくたどりつけます。

「日本の植物学の父」といわれ多数の新
種を発見し、命名を行った植物学者牧
野富太郎（高知県佐川町出身）の不朽
の名著を出発点とし、最新の植物分類
学を導入した全く新しい植物図鑑です。

電子ブックの利用について
①図書館ホームページの高知大学電子リソース
検索（-「電子ブックを検索」）で探す

提供元名（EBSCOhost, Maruzen eBOOK Library等）か
ら検索することも可能です。

②OPAC検索で個々の電子ブックの書名などか
ら探す

検索結果一覧でタイトルの後ろにw.と表示されるものが電
子ブックです。検索後、図書情報の詳細書誌にあるURLをク
リックすると全文情報に導かれます。
なお、同時接続数に制限がある場合もありますので利用後
は、画面の「logout」や「exit」といったボタンを押して速やか
に終了してください。

レポート
作成の

強い味方
です！

読んでも楽しい！調べても楽しい！

●百科
日本大百科全書（ニッポニカ）
ニッポニカ・プラス
●日本語
日本国語大辞典
デジタル大辞泉
字通
数え方の辞典
●歴史
国史大辞典
誰でも読める 日本史年表
江戸名所図会
●英語
ランダムハウス英和大辞典
e-プログレッシブ英和中辞典
プログレッシブ和英中辞典
Encyclopedia of Japan
コウビルド米語版英英和辞典
CAMBRIDGE 英英辞典
理化学英和辞典
医学英和辞典

●ヨーロッパ言語
ポケットプログレッシブ独和・和独辞典
ポケットプログレッシブ仏和・和仏辞典
ポケットプログレッシブ西和・和西辞典
ポケットプログレッシブ伊和・和伊辞典
羅和辞典
●東アジア言語
ポケットプログレッシブ中日・日中辞典
ポケットプログレッシブ韓日・日韓辞典
●用語・情報
情報・知識 imidas
現代用語の基礎知識
会社四季報
デジタル大辞泉プラス
●人名・文化
日本人名大辞典
JK Who’s Who
デジタル版 集英社世界文学大事典
新版 能・狂言事典
新版 歌舞伎事典

●科学
デジタル化学辞典(第 2版)
法則の辞典
●マルチメディア
マルチメディア
●記事・コラム
週刊エコノミスト
日本の論点
NNA：アジア＆EU 国際情報
平成ニッポン生活便利帳
●叢書・URL
東洋文庫
新編 日本古典文学全集
文庫クセジュベストセレクション
ニッポニカURLセレクト
●ライブラリ
Rand McNally世界地図
古事類苑
映像記録
NHK世界遺産映像
大自然ビデオライブラリ
図解アニメーション
ミュージックライブラリ
サウンドライブラリ
国旗・国歌総一覧

目次をクリックで
該当ページへ移動。

表示サイズや単ページ見開きも自在に変更。

全編、美しく正確なカラーイラストが目を楽しませる
と同時に写真ではわかりづらい植物の細部まで確
認できます。

検索も簡単！

メディアの森に出没するあうるくんは、森の番人で
あると同時に知恵の象徴をイメージしています。→

1 2 3

4

5 6 7 8

9 10

11

★中央館の利用時間の見直しを実施しました。
　試験期間一週間前から試験期間中は１時間利用時間を延長し22：00閉館
　休業期間と特別授業期間中は１時間利用時間を短縮し20：00閉館
★SciFinder Web 利用説明会（農学部分館5/22 、中央館5/23）
★５月１４日から１８日まで職場体験実習の朝倉中学校２年生４名を受け入れました。
★知的書評合戦ビブリオバトルお披露目練習会（7/25）・高知地区決勝戦（10/13）
★図書館情報検索ガイダンス　１０月
★ブックハンティング（中央館10/10・17、農学部分館10/23、医学部分館10/24）
　図書館に置いてほしい図書を学生自身が書店に出かけて選ぶツアーをしました。
★引用文献データベースSciVerse Scopus の講習会
　農学部分館・医学部分館（12/4）、中央館（12/5）
★クリスマスコンサート（12/19 メディアの森２階）　
　今年もアカペラ同好会の４グループが美しいハーモニーを聴かせてくれました。

★データベースのトライアル
　•EBSCOhost 全文データベース　５月～８月
　•JSTOR Archive Collections 　５月～８月
　•日経ＢＰ記事検索サービス　１０月～１２月
　•理科年表プレミアム　１１月
　•反応・化合物データベース
　 Reaxys （リアクシス）　１２月～１月
　•Ｗｅｂ版日本近代文学館　１月

読むタイプ
普通の本を読むように・・・
NetLibrary
（EBSCOhost eBOOK collection)
Maruzen eBOOK Library

調べるタイプ
オンライン版辞書
KOD（KENKYUSYA ONLINE DICTIONARY）
研究社刊行の和英辞典・
英和辞典および三省堂
「大辞林」全18辞書が利用できます。 

電子ブックのタイプ 「原色牧野植物大圖鑑」 パズルを完成させて、あうるくんグッズをGET！
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はありません。どんどん有効に活用していきましょう。
　今回はその中からレポート作成に便利なジャパンナレ
ッジと最近増えてきた電子ブックについて紹介します。

　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。日本百科全書（ニッポニカ）をはじめとする事
典辞書系コンテンツの他に東洋文庫をはじめと
する書籍系コンテンツ、週刊エコノミストや会社
四季報が読める記事系コンテンツなど30以上
のコンテンツが一度に検索できます。またコンテ
ンツごとに個別検索もできるようになっています。
東洋文庫も書名からだけでなく本文の全文検
索も可能です。 

電子ブック
　図書の内容がhtmlファイルやPDFファイルなどの
形式で提供されている電子版の書籍です。冊子体と
違い、長期間貸出中で利用できないということはありま
せん。また、内容全文から検索できますので、求めてい
る箇所にすばやくたどりつけます。

「日本の植物学の父」といわれ多数の新
種を発見し、命名を行った植物学者牧
野富太郎（高知県佐川町出身）の不朽
の名著を出発点とし、最新の植物分類
学を導入した全く新しい植物図鑑です。

電子ブックの利用について
①図書館ホームページの高知大学電子リソース
検索（-「電子ブックを検索」）で探す

提供元名（EBSCOhost, Maruzen eBOOK Library等）か
ら検索することも可能です。

②OPAC検索で個々の電子ブックの書名などか
ら探す

検索結果一覧でタイトルの後ろにw.と表示されるものが電
子ブックです。検索後、図書情報の詳細書誌にあるURLをク
リックすると全文情報に導かれます。
なお、同時接続数に制限がある場合もありますので利用後
は、画面の「logout」や「exit」といったボタンを押して速やか
に終了してください。

レポート
作成の

強い味方
です！

読んでも楽しい！調べても楽しい！

●百科
日本大百科全書（ニッポニカ）
ニッポニカ・プラス
●日本語
日本国語大辞典
デジタル大辞泉
字通
数え方の辞典
●歴史
国史大辞典
誰でも読める 日本史年表
江戸名所図会
●英語
ランダムハウス英和大辞典
e-プログレッシブ英和中辞典
プログレッシブ和英中辞典
Encyclopedia of Japan
コウビルド米語版英英和辞典
CAMBRIDGE 英英辞典
理化学英和辞典
医学英和辞典

●ヨーロッパ言語
ポケットプログレッシブ独和・和独辞典
ポケットプログレッシブ仏和・和仏辞典
ポケットプログレッシブ西和・和西辞典
ポケットプログレッシブ伊和・和伊辞典
羅和辞典
●東アジア言語
ポケットプログレッシブ中日・日中辞典
ポケットプログレッシブ韓日・日韓辞典
●用語・情報
情報・知識 imidas
現代用語の基礎知識
会社四季報
デジタル大辞泉プラス
●人名・文化
日本人名大辞典
JK Who’s Who
デジタル版 集英社世界文学大事典
新版 能・狂言事典
新版 歌舞伎事典

●科学
デジタル化学辞典(第 2版)
法則の辞典
●マルチメディア
マルチメディア
●記事・コラム
週刊エコノミスト
日本の論点
NNA：アジア＆EU 国際情報
平成ニッポン生活便利帳
●叢書・URL
東洋文庫
新編 日本古典文学全集
文庫クセジュベストセレクション
ニッポニカURLセレクト
●ライブラリ
Rand McNally世界地図
古事類苑
映像記録
NHK世界遺産映像
大自然ビデオライブラリ
図解アニメーション
ミュージックライブラリ
サウンドライブラリ
国旗・国歌総一覧

目次をクリックで
該当ページへ移動。

表示サイズや単ページ見開きも自在に変更。

全編、美しく正確なカラーイラストが目を楽しませる
と同時に写真ではわかりづらい植物の細部まで確
認できます。

検索も簡単！

メディアの森に出没するあうるくんは、森の番人で
あると同時に知恵の象徴をイメージしています。→

1 2 3

4

5 6 7 8

9 10

11

★中央館の利用時間の見直しを実施しました。
　試験期間一週間前から試験期間中は１時間利用時間を延長し22：00閉館
　休業期間と特別授業期間中は１時間利用時間を短縮し20：00閉館
★SciFinder Web 利用説明会（農学部分館5/22 、中央館5/23）
★５月１４日から１８日まで職場体験実習の朝倉中学校２年生４名を受け入れました。
★知的書評合戦ビブリオバトルお披露目練習会（7/25）・高知地区決勝戦（10/13）
★図書館情報検索ガイダンス　１０月
★ブックハンティング（中央館10/10・17、農学部分館10/23、医学部分館10/24）
　図書館に置いてほしい図書を学生自身が書店に出かけて選ぶツアーをしました。
★引用文献データベースSciVerse Scopus の講習会
　農学部分館・医学部分館（12/4）、中央館（12/5）
★クリスマスコンサート（12/19 メディアの森２階）　
　今年もアカペラ同好会の４グループが美しいハーモニーを聴かせてくれました。

★データベースのトライアル
　•EBSCOhost 全文データベース　５月～８月
　•JSTOR Archive Collections 　５月～８月
　•日経ＢＰ記事検索サービス　１０月～１２月
　•理科年表プレミアム　１１月
　•反応・化合物データベース
　 Reaxys （リアクシス）　１２月～１月
　•Ｗｅｂ版日本近代文学館　１月

読むタイプ
普通の本を読むように・・・
NetLibrary
（EBSCOhost eBOOK collection)
Maruzen eBOOK Library

調べるタイプ
オンライン版辞書
KOD（KENKYUSYA ONLINE DICTIONARY）
研究社刊行の和英辞典・
英和辞典および三省堂
「大辞林」全18辞書が利用できます。 

電子ブックのタイプ 「原色牧野植物大圖鑑」 パズルを完成させて、あうるくんグッズをGET！
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P.1-2 図書館を活用して有意義な大学生活を送ろう！
P.3 高知大生に薦めるこの一冊
P.4 新生活をサポート  新入生応援本
P.5 使ってみよう！ 電子コンテンツ
P.6 “OWL” INFORMATION
P.7 めでぃもりだより

高知大学総合情報センター広報誌 OWL

｜編｜集｜後｜記｜
　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。従来大

学図書館といえば、重厚・静粛など、なにやら難しい単

語が連想されてきましたが、近頃では、居心地のよい多

機能な空間としての役割が大きくなっています。今回、紹

介した部分は、図書館のほんの一部です。ぜひ、図書館

に実際に足を運んで、その機能を存分に利用してくださ

い。高知大学の図書館は、皆さんの学生生活のよき友と

なる存在をめざしています。ご卒業までの間、図書館とよ

ろしくお付き合いください。

　5～6月にかけて、中央館と農学部分館では図書館
ガイダンスを開催します。OPAC（蔵書検索）の利用方
法や論文の探し方などを職員がわかりやすくご案内し
ます。図書館の活用テクニックを身につけて、あなたの
学生生活をより充実したものにしてください。新入生は
もちろん卒論を控えた３・４年生も、ぜひ参加してみてく
ださい。　
　開催日程は図書館HPや掲示でお知らせします。

　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合わせたガイダンスを行
います。随時受け付けていますので、ぜひご活用く
ださい。 
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めでぃもりだよ
り

◆高知大学で利用できる
　電子ジャーナルサイト

　「ブクログ」って？ Web上に本棚をつくり、感想を
読みあったり新しい本に出会ったりできるみんなで
共有できる「Web版の本棚」です。昨年秋に実施し
たブックハンティングで学生が選んだ本などが紹
介されています。ぜひアクセスしてみてください。

アクセス先 ： http://booklog.jp/users/kulib
＊ブックハンティングは図書館に置いてほしい本を
  学生自らが書店で選ぶツアーです。

◆中央館の「ブクログ」が
　スタート！

　農学部分館は平成25年度に耐震改修工事と
書庫の改修工事を行う予定です。
　それに伴い、準備期間を含め工事期間中は、
閲覧席や資料が使えなくなる期間が生じます。
　皆様には大変ご迷惑をおかけすることになりま
すが、ご理解ご了承くださいますようお願いします。

◆農学部分館の
　耐震改修工事のお知らせ

◆滝田樗陰旧蔵
　近代作家原稿集の利用開始

ちょい ん

春の図書館ガイダンスのお知らせ

　滝田家から寄贈された67人の作家の213作
品の原稿10,293枚と、初出誌『中央公論』の大
正４年から１２年までに掲載された209作品の見
開き誌面2,638カットを収録。志賀直哉・谷崎潤
一郎・里見弴・徳田秋声・室生犀星・野上弥生子・
宇野千代などの作家に加え徳富蘇峰など文化
人・学者の原稿が閲覧でき、プリントアウトも可能
です。

＊オンデマンドガイダンス＊
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ガイダンスのお問い合わせ
□中央館（内線8163） kg07@kochi-u.ac.jp 
□農学部分館（内線5117） kg06@kochi-u.ac.jp
□医学部分館（内線22490） kg05@kochi-u.ac.jp 

2013年、高知大学で利用できる電子
ジャーナルサイトは下記のとおりです。
・ScienceDirect （Elsevier社）
・Wiley InterScience （Wiley社）
・Springer Link （Springer社）
・ACS （American Chemical Society）
・OUP （Oxford University Press）
・CUP （Cambridge University Press）
・BMJ （The British Medical Journal Publishing Group）
・Science Online
・Nature （NatureDigest含む）
・Nature Medicine


