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教員エッセイ…藤井 文子

職員エッセイ…門脇 直哉

ランキング／リレーコラム／編集後記

ホームページ編
データベース編
新聞記事検索編
教員が選ぶおすすめ本編

12

14

16

4

2

6

8

特集

連載

リレーコラム

発表！

002.7/R72

837.7/Y73

146.1/Ki58
209/H32
327.67/Y81
493.12/A16
596/Sh99
673.7/Ts62
726.5/R11

913.6/O65
913.6/Mu59

分類 請求記号『タイトル』著者

本学で閲覧できるオンラインジャーナルは約13,000タイト
ルあります。新型コロナウィルスの影響下、家で過ごす時
間が多くなっている今だからこそ、電子ジャーナルやデータ
ベースを利用してみてはいかがでしょうか。たとえば、週
刊誌等に掲載された様 な々事件や出来事、流行、話題の
人物などについて知りたいときには「Web OYA-bunko」と
いう社会学分野に長けた雑誌記事検索データベースを利
用してみましょう。また、「Maruzen eBook Library」では
電子書籍約2,000タイトルを検索・閲覧できます。留学
に関する本やTIME多読
リーダーなど英語の学習に
役立つ本もたくさんそろって
います。家からオンライン
でこれらを利用すると本当に
便利です。是非みなさんも
利用してみてください。事前
の申し込み方法や利用方法
等わからないことがあれば
いつでも聞いてくださいね。
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ここから
図書館の

ホームページへ
アクセス
できます
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です

次号は
2021年
4月1日
発行予定です

ブックマークする？ 編集後記

（外山）
と やま

ShudoLibrary
フェイスブック継続中！

図書館は“行かないと使えない”と思ってい
ませんか？ 実は図書館ホームページには“家
から使える”資料やツールがたくさん用意され
ています。電子書籍や電子ジャーナルなどの
電子資料やデータベースは目に見えないだけ
に、使い方を知らなければ無いと同じ。まず
は10号片手に、実際に電子資料を確認して
みてください。そして今後のためにVPN接続
マニュアルを手に入れることもお忘れなく。使
わないなんてもったいない！
2020年秋、信頼できる情報は図書館
ホームページから
手に入れよう。

よしかわ
（吉川）

0 総記

8 言語

1 哲学
2 歴史
3 社会科学
4 自然科学
5 技術
6 産業
7 芸術

9 文学

『Factfulness』　ハンス・ロスリング、オーラ・ロスリング、アンナ・ロスリング・ロンランド/
上杉周作、関美和訳

『Anne of Green Gables （洋販ラダーシリーズ）』
 L. M. Montgomery/abridged by Xanthe Smith Serafin

『嫌われる勇気』　岸見一郎、古賀史健
『サピエンス全史 上』　ユヴァル・ノア・ハラリ/柴田裕之訳
『これ一冊で裁判員制度がわかる』　読売新聞社会部裁判員制度取材班
『医師が信頼を寄せる栄養士の糖質を味方にするズルイ食べ方』　足立香代子
『ひとり暮らしごはん 』　主婦の友社編
『ユニクロ世界一をつかむ経営』　月泉博
『てぶくろ （世界傑作絵本シリーズ）』　エウゲーニー・M・ラチョフえ/うちだりさこやく

『蜜蜂と遠雷』　恩田陸
『コンビニ人間』　村田沙耶香

2019年度 分類別貸出トップ

図書館の開館時間はホームページで
ご確認ください。

あなたと図書館をつなぐ情報誌
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詳細検索

詳細検索

例えば
『個人設定』では

図書館の情報に関するあなたの個人ページです。使える機能がたくさん！
学内ネットワークの利用ID（＠alphaは不要）でログインしてみましょう。

図書館が契約している電子化された雑誌を検索できます。
（電子ジャーナルには、電子版でしか見られないものもあります。）
本学に所蔵がない場合はこちらでも探してみましょう。

広島修道大学が刊行した紀要※に
掲載の学術論文を収録しています。
学外からでも自由に検索できます。

文献検索ガイドブック【QUEST】を
見ることができます。
図書館利用、資料の探し方、
レポートや論文の作成方法など
詳しいことがわかります。

図書館が所蔵している資料の情報を、PCやスマホ、タブレット端末で検索できます。

図書館にはオンラインで利用できる
資料がたくさんあるんですよ。
２月にリニューアルした
ホームページとともに
紹介していきます！

今だから図書館を
使いこなそう

特
集 

１

※SFX
文献データベース、電子ジャーナル、図書館蔵書検索
システム（OPAC）等を相互にリンクさせ、必要な文献を
入手できるようナビゲートするシステムです。

※紀要
大学や研究所などが発行する、研究論文や調査
報告書などを載せた定期刊行物です。

学外から利用する場合は、事前に図書館にVPNの利用申請をすませてください。

資料種別やタイトル、編著者名、
出版社、キーワードなど、
検索条件を指定できます。
条件を組合せて検索結果を
絞り込むことができます。

▶GO！

1
2 3

5 6

4

［詳細検索画面］

1 雑誌を検索します。
2 　  (SFX)※をクリック。
3 目的の資料へのナビゲートが表示されます。

1

3

ホームページ編

My Library1

蔵書検索（OPAC）2

電子ジャーナル検索3

機関リポジトリ検索4

利用支援5 データベース検索6

特集 2 に
VPNの説明が

あります

検索結果画面の表示件数と並び順を、自分好みに設定できます。
（My LibraryにログインしたままOPACを使うと反映されます。）
通知設定、パスワード、登録したメールアドレスの変更ができます。

詳細は

次のページを

見てね。

2

02 03

OPACの詳細検索では、資料種別を電子図書に絞って検索できるよ豆知識 QUESTには論文作成に必要な参考文献リストの書き方が詳しく載っているよ



事前準備を
しよう

自宅からも使えるデータベース（一部）

【全分野】
•CiNii Articles　　
•J-STAGE

【人文学・社会学関係】
•MLA International Bibliography

【政治学・経済学関係】
•Business Source Premier

【自然科学・数学関係】
•理科年表プレミアム
•ルーラル電子図書館

【医学・心理学関係】
•PsycArticles

【法情報】
•D1-Law.com

【政府・議会・政治情報】
•近現代資料データベースオンライン版

【言語学】
•小学館コーパスネットワーク

【統計】
•e-Stat
•OECD iLibrary

データベースを使うとレポートや論文
の作成に役立つ様々な情報を入手
できます。VPNと学認という接続方法
を知ると、図書館と同じ環境でデータ
ベースが使えるようになります。これで自
宅での学習環境がぐ～んとUP!

雑誌記事・論文

辞書・事典

図書・雑誌

新聞記事

専門情報

今だから図書館を
使いこなそう

特
集 

２

ログインしたデータベースを使い終わったら
ログアウトボタンを画面上部で探してください

データベースにより対応している接続方法が異なるので
使いたいデータベース名に表示されるアイコンで
確認してください。例えば「毎索」はVPN接続をすれば
自宅からも利用できることがわかりますね。

（Maruzen eBook Library の場合）

1

2
4

3

データベース編

データベースを利用するには？6

データベースのトップページが表示されます！

6

学認の接続方法VPNの接続方法

おすすめポイント
一度の認証でいろいろなデータベースが使える

F フリーアクセス

学 学認

V VPN

1 同時アクセス数

F
F

F

V 学

V 学

V

V

V 3

V

V

V

V

20

V 1

V 1

学

V

V 学

接続情報を示すアイコン

6特集1の 　だよ

すぐに
使える

1  データベース検索 をクリック
2 分野別一覧から分野を選んでクリック
3 利用したいデータベースを選び
　 アイコンで接続情報を確認
4 利用したいデータベース名をクリック

主なアイコン

①データベースのトップ画面を表示
②「学認アカウントをお持ちの方はこちら」
　をクリック
③所属機関に「広島修道大学」を選択する
④alphaIDとパスワードを入力する

①図書館でマニュアルを入手する
　（2Fレファレンスカウンターまたは
　 図書館ホームページより申込み）

②パソコンやスマホに設定をする

③VPN 接続した状態で

　データベースにアクセスする

おすすめポイント
事前の設定は不要でalphaIDで認証できる

次は
新聞記事検索に
Tryしてみましょう

V 学•Maruzen eBook Library

V

V

4

V

V

5学

•Japan Knowledge Lib
•ブリタニカ・オンライン・ジャパン
•KOD
•Oxford English Dictionary Online

•日経テレコン
•ヨミダス歴史館
•毎索

▶GO！

接続方法は
右ページを

見てね！

2020年9月10日現在の情報です

同時アクセス数が記載してある
データベースは必ず画面の「ログアウト」
をクリックして終了してください。

お願い
「Logout」や

「サインアウト」という
表現の場合も

あるよ！

04 05

VPN と 学認 は在学中にしか使えないよ。使うなら、いまでしょ！ 学認で接続可能なデータベースは学生ポータルサイトからも利用できるよ



利用後は

必ずログアウト

してね！
新聞記事

GET!

発行期間を選択すると

件数を絞り込めるよ！

毎日新聞が提供する新聞記事検索データベースです。
毎日新聞（1872 年 - 現在）や『週刊エコノミスト』（1989 年 10月- 現在）
の記事等を検索・閲覧できます。

「簡易検索」では『毎日新聞』と『週刊エコノミスト』が
キーワードと日付で簡単に横断検索できます。

「紙面検索」では、新聞紙面のイメージ画像を日付で検索することが
できます（1872 年 3月29日-1999 年 12月31日）。

今だから図書館を
使いこなそう

特
集 

３

Step

1 「毎索」とは？

Step

2 「毎索」を使って記事を検索してみよう！

Step

3 新聞記事の紙面をイメージ画像で見たい時は？

新聞記事検索編
ここでは「毎索」をご紹介します。
3つのステップにしたがって、
実際に毎日新聞の記事を検索・
入手していきましょう。

【検索画面】キーワードを入力して検索ボタンをクリック！

【検索結果一覧画面】見たい記事を選んでクリック！

【検索画面】日付を入力して検索ボタンをクリック！

印刷したい時はクリック！

Z
oom!

Check
!

「毎日ヨロンサーチ」では、毎日新聞社が実施した世論調査の
結果を男女別・年代別等クロス集計表で見ることができます。
こちらもチェックしてね！

（2020年9月10日現在の情報です）

毎日新聞  はテキスト形式で、
週刊エコノミスト  はテキスト形式の他、PDF 形式でも記事を閲覧できます。

06 07

新聞記事を探す時は、さまざまな新聞から情報を入手して比較してみよう 「ヨミダス歴史館」は読売新聞、「日経テレコン」は日本経済新聞等を検索できるよ



学生のみなさんは新時代を迎えた今を
どのように感じていますか？
各学部の教員の方々から、今だから読んでほしい
おすすめ本を紹介していただきました。

今だから図書館を
使いこなそう

特
集 

４

教員が選ぶおすすめ本 編 今
だ
か
ら

 

読
ん
で
ほ
し
い

    

一
冊

『使える脳の鍛え方 : 成功する学習の科学』

ピーター・ブラウン [ほか] 著 ; 依田卓巳訳 /NTT 出版
請求記号：371.4/B77

最適な学習法とは何か？認知心理学の研究でその答えが明らかになっています。
コロナ禍の中、自宅学習の時間が増えていることと思います。
学習の前に本書を読むことで、学習の成果が大幅に向上することでしょう。

商学部

井奈波 晃 先生
い　 な　　ば　  こう

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー
: the real British secondary school days』

ブレイディみかこ著 / 新潮社
請求記号：376.3/B71

本書は、英国のとある町の中学校で繰り広げられる笑いあり、涙ありの
エピソードを綴ったノンフィクション作品です。ユーモアあふれる日本人の
母ちゃんと息子の成長物語を通して、「多文化」「人種」「ジェンダー」について
考えてみませんか。

藤 美帆 先生
とう 　 み　 ほ

『法学の誕生 : 近代日本にとって「法」とは何であったか』

内田貴著 / 筑摩書房 
請求記号：321/U14

西洋法の継受こそが日本の驚異的な近代化の鍵となったが、それには法学や
それを支える思想がなければ、いくら法律だけ作っても無意味である。本書が
幕末以後の日本を対象に、それまでまったく存在しなかった西洋思想や
西洋法学が日本でどのようにして受容され得たのかを描写する。

法学部

鄭  芙蓉 先生
てい　　  ふ　よう

会計学
が

ご専門の

日本語教育
が

ご専門の

民 法
が

ご専門の

人文学部
（留学生教育担当）

B
O
O
K
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今回紹介いただいた資料は、図書館2階ミニ展示コーナーに展示してあるので、ぜひ借りてね 読みたい図書が貸出中の時は、図書館に来なくてもその図書を「予約」することができるよ！



『バッタを倒しにアフリカへ』

前野ウルド浩太郎著 / 光文社
請求記号：486.4/Ma27

話題のバッタの大発生について研究するため、単身アフリカに乗り込んだ若手
研究者のエッセイです。非日常的なハプニングに屈することなく立ち向かう
著者の姿とそのバッタ愛は、コロナ禍で閉塞的な空気感を吹き飛ばすような
清涼感を感じさせます。

人間環境学部

城野 哲平 先生
じょう  の 　 てっ　ぺい

『人工知能は人間を超えるか 
   : ディープラーニングの先にあるもの』

松尾豊著 / KADOKAWA
請求記号：007.1/Ma85 

人工知能の歴史から「ディープラーニング」と呼ばれる最新技術までを
分かりやすく解説した一冊です。AIが出来ること、出来ないことを正しく
理解した上で、未来の在り方を共に考えていきましょう。

経済科学部

坂口 琢哉 先生
さか ぐち   たく  や

『セルフ・コンパッション
   : あるがままの自分を受け入れる』

K.ネフ著；石村郁夫、樫村正美訳 / 金剛出版
請求記号：141.93/N61

「自分に対する思いやり」を持つことの重要性とその方法が、研究知見を
ベースに、臨床実践や筆者の体験を交えて説明されています。不安や失望、
孤独を感じがちな現在の情勢で、読むと温かさと希望を感じられる一冊です。

稲吉 玲美 先生
いな よし 　 れ　 み

『人類と病 : 国際政治から見る感染症と健康格差』

詫摩佳代著 / 中央公論新社 
請求記号：080/C（中公新書 ;2590）

コロナの前にも多くの恐ろしい感染症がありましたが、国々が団結して感染症と
闘い、打ち勝つこともあったのです。本書で知ることができる昔の人たちの
努力は、現在の私たちに知恵と勇気を与えてくれます。

国際コミュニティ学部

津崎 直人 先生
つ　ざき 　なお　と

国際関係論
が

ご専門の

知能情報学
が

ご専門の

ヤモリなど
爬虫両生類の
生態学
が

ご専門の

マインドフルネス
研究
が

ご専門の

（臨床心理相談センター）
健康科学部

10 11

貸出中図書への予約は、図書館ホームページの My Library をクリックして申込んでね My Libraryからは、いま借りている図書のリストや返却期限日の確認ができるよ



藤井 文子

健康科学部　健康栄養学科
ふじ  い　 ふみ  こ

教
員
エ
ッ
セ
イ

居心地のいい場所

Essay

12 13

『サラバ！』は2015年に第152回直木三十五賞を受賞しているよ。ぜひ読んでみてね三島由紀夫生誕95年没後50年にあたる2020年、改めて「三島作品」を読んでみてはいかが

図書館とのお付き合いは高校生の頃
からでしょうか。大学受験勉強のために
市内の図書館で勉強していました。静かで
温度も管理されていて勉強する環境が
整っています。勉強に飽きたら新聞に目を
通したり、雑誌を読むこともできて図書館
は好きな居場所でした。社会人になって
からJRの列車の中で隣に座った初老の
男性から「あなた、東校の学生さんやった
よね。図書館によう来よったろう。」と声
をかけられた時には驚いたものです。顔を
見ると、当時の図書館の職員の方で、会話
も弾みました。
しばらくして、近くの町に立派な博物

館ができ、その中に図書館があると聞き
行ってみました。その頃には図書館は図書
だけではなく、ビデオが鑑賞できるように
なっていました。私は春になると花粉症が
ひどく、野外に出かけるのがつらい時期が
ありました。その図書館では黒澤明監督
作品のビデオを片っ端から見たものです。
自己紹介が遅れましたが、私は2017年

に広島に来るまでは愛媛県宇和島市に
住んでいました。宇和島市は伊達政宗
の長男である伊達秀宗が400年ほど前
に入府した土地柄で、海と山に囲まれた

自然豊かなところです。高野長英や大村
益次郎とも縁があり、本学の先生とも
その話で盛り上がることもあります。
また、宇和島市は高知県に近く、最後

の清流四万十川にも車だと1時間ほどで
行けます。若い頃からリバーカヤックを
していた私は、四万十川沿いのキャンプ
場で仲間と一緒にカヤックとキャンプを
楽しんでいました。週末にはキャンプ場
に行き、タープを張って木陰で季節の風を
感じながら読書をするのも楽しみの一つ
でした。
図書館もキャンプ場も、私にとっては

「居心地のいい場所」なのです。
本学に就職して図書館の設備の良さに

嬉しくなりました。蔵書89万冊にも驚き
ました。2018年には、LSCドキュメン
タリー・アワーで「食のチームで医療を
支える～人材活用・育成マネジメント～」
の講話をさせていただきました。その
後、図書館で関連した図書の展示コーナー
が開設され、私の著書もあり、そのような
企画にも心配りが感じられます。学生の
ピア・サポーターの活動も素晴らしいですね。
探している図書の場所がわからずうろうろ
していた時に、ピア・サポーターの学生に

声を掛けられ助けてもらったことがあり
ます。
栄養関係の図書や冊子も充実して

おり、学生にも図書館を利用するよう
勧めています。私は定期的に図書館に
足を運んでいます。必ず１冊の図書を
借り、返却に来ることでまた図書館を利用
するようにしています。新型コロナウイルス
の感染拡大予防のために一時期、図書館の
休館もありましたが、「居心地のいい場所」
に定期的に通える幸せを感じている今日
この頃です。
私が図書館で借りて読んだ図書の中から

お勧めのものをご紹介して、このエッセイ
を締めくくることとします。

金閣寺
三島由紀夫の名著です。三島由紀夫

といえば、割腹自殺をしたナルシストの
天才小説家というのが私の印象でした。
映画「三島由紀夫VS東大全共闘」を
見て、東大生と真摯に議論する三島に
違ったイメージを持ち、改めて金閣寺を
読んでみようと思いました。

物語は1950年に実際に起きた金閣寺
の放火事件を題材に書かれています。
若い修行僧の寺での生活と金閣寺という
美への憧れの感情が巧みに表現され、
始終重苦しく、暗いストーリー展開です。
しかし、最後の１ページで明るい光が
差し込みます。どんなことがあっても
生きていこう、と思えるラストシーンが
爽快です。現在ではあまり使われない
難しい熟語が沢山出てきますが、調べ
ながら読み進むのもいいものです。

サラバ！
西加奈子の直木賞受賞作品です。

上下2冊でかなりのボリュームがあります
が、ストーリーが面白いのでどんどん
読めます。主人公は順調に成長しますが、
徐々に物事がうまくいかなくなります。
一方、主人公より容姿も成績も劣って
いた姉はどんどん変化していきます。
自分が信じるものを探している人には 
方向性を示してくれる内容かもしれません。
作者の海外生活が基盤にあり、カイロ、

エジプトと、日常生活ではなかなか縁の
ない国での出来事も面白く読めます。
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パスファインダーは図書館ホームページの 利用支援 からPDFで見ることができるよCiNii Articlesでは「本文あり」で絞り込んで論文を検索できるよ

例えば、「過去に日本国内で発生した
感染症の記録を調査し、新型コロナ
ウイルス感染症の対策に応用できる知見を
まとめなさい」というレポート課題が出
された場合、参考となる情報はどのように
して集めるとよいだろうか。
レポートの作成に必要な資料・情報は、

Web上の検索サービスを利用すると効率
よく集めることができる。ただし、検索
サービスの利用には注意が必要だ。例えば
CiNii Articlesを使って文献を検索する
と、国内で発行された雑誌の記事・論文
については調べることができるが、図書や
海外の文献の情報は検索結果に現れな
い。検索できる情報の範囲はサービスごと
に限られているため、検索の目的によって
サービスを使い分ける必要がある。また、
検索した情報の信頼性にも注意しなければ
ならない。特に検索エンジンを利用すると、
一見参考になりそうなWeb サイトが
見つかることはよくあるが、出典が明記
されていないことも多い。レポートを書く
際に参考文献を求められるように、自分
が参照する情報に対しても根拠を求める
ことが大切だ。

このような注意点があるため、Webの
情報検索は難しい。冒頭の例題の場合、
「過去の感染症に関する重要な記録を
見落としていないだろうか」「〇〇という
サイトで見つけた新型コロナウイルスの
情報は信用できるのだろうか」と悩む方は
多いだろう。そんなときこそ活用して
もらいたいのが、図書館のサービスである。
より網羅的な情報検索を支援する

サービスとして、データベースがある。本学
図書館では、有料のデータベースを約 40
種類契約し、学内者限定でWebから
利用できる環境を整備している。無料の
データベースでも有用なものは多いが、
複数のサービスを組み合わせて利用する
ことで検索対象が大きく広がる。資料に
よっては、データベースを通じてWeb上
で直接閲覧することもできる。データベース
の使い方については『BOOKMARK』
今号の特集を参照されたい。
また、レファレンスサービスを利用

すると、信頼性の高い情報源を確認する
ことができる。例えば、国立国会図書館
は「新型コロナウイルス関連情報」［1］と
いうリンク集を作成し、情報収集に活用

できるWebサイトを多数紹介している。
コロナ禍で正確な情報を必要としている
人々にとっては大きな助けになるだろう。
本学図書館も、テーマごとに調査方法や
情報源をまとめた資料（パスファインダー）
を作成し、ホームページで公開している。
さらに、情報検索に関する個別の質問を
受け付けており、検索方法の案内や事実
調査、紙媒体の資料の入手支援などを
行っている。
以上の図書館サービスに加えて、近年

は論文や研究データを公開する活動［2］や、
デジタル化された資料の活用を促進する
取り組み［3］が国内外で推進されている
ため、学術情報へアクセスする手段は
増えている。折しも 2020 年は、大学
図書館界でこうした動きを前に進める
ための具体的な取り組みが始まる年だ。
資料・情報の入手を支援する図書館
サービスは、さらに進化していくことだろう。
最後に、もう一度冒頭の例題を見返して

もらいたい。参考となる情報は、Webを
うまく利用することで集められる。そして、
ここまでに紹介した図書館サービスは、
すべてWebを通じて自宅から利用する

ことができる。コロナ禍にあっても学びを
止めないために、自宅にいても図書館の
存在を身近に感じてもらえたら幸いで
ある。
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