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教員エッセイ…長谷川 弘

職員エッセイ…永田 貴啓

ランキング／リレーコラム／編集後記

その1 図書編

その２ 雑誌論文編

その３ 新聞記事編

使ってみよう My Library!

図書館ピア・サポーター 活動紹介
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特集

リレーコラム

発表！

830.79/E24
830.79/E24
361.4/Z6
830.79/E24
913.6/I44
932/Sh12
317.4/Sh33
146.1/Ki58
934/Sa91
830.79/To19
373.7/J49
336.91/Ta13

請求記号タイトル 著者名

2021.8.5調べ　※和書のみ

コロナ禍の今だからこそ、勉強の息抜きやおうち時間の
参考になる本を探してみるのはいかがでしょうか。
大学図書館というと、学術書や資格本のイメージが
あるかもしれませんが、小説や絵本、写真集、雑誌等
手に取りやすい資料もたくさんあります。
また、自己啓発・IT・歴史・地理・健康・料理・インテリア・
建築・園芸・ペット・スポーツ・芸術・語学等暮らしに
関連した実用書も揃っています。本や雑誌を参考に
おうちカフェを楽しんだり、運動でリフレッシュしたり、
新たな趣味を見つけるのも素敵ですね。宝探し気分で
図書館を見て回ると、普段の生活で役立つ情報や、
ものの見方や
価値観が変わる
ような1冊に  
出会えるかも？

発行・編集：広島修道大学図書館 発行日：2021年10月1日

〒731-3195 広島市安佐南区大塚東一丁目1-1
TEL：082-830-1112 　FAX：082-830-1964
URL：https://library.shudo-u.ac.jp/
E-mail：tosho@js.shudo-u.ac.jp

ここから
図書館の

ホームページへ
アクセス
できます

次号は

です

次号は
2022年
4月1日
発行予定です

「図書館でほっと一息」 編集後記

欲しい資料を見つけた後は図書館へGO！

第12号は、レポート・論文作成のための
資料の探し方について特集を組んでみました。
できるだけわかりやすい誌面になるよう
心掛けましたが、役立つ情報をお届け
することができましたでしょうか？
図書館は時折「知の森」や「知の泉」と
表現されるように、情報、知恵、叡智、
さまざまなものが詰まっています。1冊を
手に取り「知りたい」と感じたら、また次の
1冊を手に取る。ここには、みなさんの
「知りたいこと」の続きがあります。
無限に好奇心を膨らませて、思う存分
図書館を活用してくださいね。
ご利用をお待ちしています！

ふくもと
（福本）

公式TOEIC listening & reading問題集 7
公式TOEIC listening & reading問題集 6
図解眠れなくなるほど面白い社会心理学
公式TOEIC listening & reading問題集 5
むらさきのスカートの女
じゃじゃ馬ならし/空騒ぎ（新潮文庫：2044, シ-1-9）
公務員試験速攻の時事 : 令和3年度試験完全対応［本編］
嫌われる勇気 
人生で大切なたったひとつのこと
TOEIC L&Rテスト600点奪取の方法
手取り足取り、特訓道場合格する面接［’21年度］
合格トレーニング日商簿記2級商業簿記 第18版（Ver.14.0）
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Educational Testing Service
Educational Testing Service
亀田達也
Educational Testing Service
今村夏子
シェイクスピア/福田恆存訳
資格試験研究会編
岸見一郎、古賀史健著
ジョージ・ソーンダーズ著/外山滋比古、佐藤由紀訳
八島晶著
時事通信出版局編
TAC簿記検定講座編著

6

2021年度前期 貸出ランキング

図書館の開館時間はホームページで
ご確認ください。

※写真撮影の際には一時的にマスクを
　はずしていただきました

（重乗）
しげのり

広島修道大学図書館

あなたと図書館をつなぐ情報誌
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第 12 号



で接続する で接続する

特集

データベースを利用するには？

1本学図書館ホームページ＞データ
ベース検索＞図書・雑誌をクリック

2必ず「利用上の注意」を確認

3データベースの接続情報アイコン
を確認

1図書館2階レファレンスカウンターまたは
ホームページより申込み、マニュアルを
入手

2パソコンやスマホに設定

3VPN接続した状態でアクセス

1「Maruzen eBook Library」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所属機関は「広島修道大学」を選択

4alphaIDとパスワードを入力

図書の検索ができるデータベース（一部）
・CiNii Books
全国の大学図書館等が所蔵する図書の情報を検索
できます。

・Webcat Plus
江戸前期から現代までに出版された膨大な資料を
対象に人間の思考に近い「連想検索」機能を使った
検索ができます。

・NDL ONLINE（国立国会図書館オンライン）
国立国会図書館の所蔵資料およびデジタル資料を
検索できます。

・国立国会図書館デジタルコレクション
国立国会図書館が収集しているデジタル資料を検索・
閲覧できます。公開範囲が「図書館送信資料」と
なっているものは、図書館2階レファレンスカウンター
にて閲覧・印刷できます。

・WorldCat
世界の様々な図書館が所蔵する資料の情報を検索
できます。

・Maruzen eBook Library
学術的な図書を中心とした電子書籍約2,000冊を
検索・閲覧できます。

・Springer eBooks
Springer社が提供する電子書籍約3,800冊を閲覧
できます。

4データベースをクリック

5利用後はログアウトを忘れずに！

レポートや論文を作成するときには、
図書や雑誌、新聞記事等を活用すると、
説得力のある内容になります。
今号では図書・雑誌・新聞の調べ方に
ついて特集しました。
ぜひ、文献検索の参考にしてくださいね！

文献検索マスター
その 1 図書編

目指せ！

まずは図書館で図書を探す方法についてご紹介します。

今回はデータベースを利用した図書検索についてお伝えしていきます。

1 館内で直接書架を見て探すブラウジング

2 広島修道大学図書館のOPACで検索

3 各種データベース検索

学内ネットワーク経由で
利用可

事前設定が必要
図書館2階
レファレンスカウンター又は
図書館ホームページより
申込み

alphaIDとパスワードを
入力すると
学内ネットワーク環境と
同様に利用可

図書館2階
レファレンスカウンターで
図書館員が利用者に
代わって検索・印刷

学内
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代行
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学認
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「Maruzen eBook Library」では、専門書や事典、英語多読用
図書、別冊ジュリスト、和雑誌バックナンバー、音声付き資料等
2,000冊以上の電子書籍が利用できます。（2021年7月現在）

図書館ホームページ▶データベース検索▶図書・雑誌
▶Maruzen eBook Library　より利用可能

パソコンやスマホで電子書籍を読んでみよう！

「購読契約しているタイトルから検索」にチェックを入れてキーワード検索
または一覧から電子書籍を選び、閲覧・視聴ボタンを押すと本文の閲覧・視聴が可能
（※未購入資料は本文閲覧不可）

1回にできる印刷・保存可能な
ページ数に制限あり
※許諾の都合上、一部印刷・
　保存できないタイトルあり

利用後は必ず
閲覧終了をクリック

ebook

02 03

図書にはISBNという書籍を識別するための番号が付いているよ豆知識 OPACやCiNiiBooksではISBNから特定の図書を検索することもできるよ
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この論文は
Web上で本文が
読めます！

特集

本文の閲覧ができる
ものが多く、査読あり
資料に絞った検索が
できます。

あるテーマに関する情報を探しているけど
なかなか本が見つからない…このような
経験はありませんか？ そんな時は雑誌論文
を探してみましょう。雑誌に掲載された論文
からは専門分野の研究動向や最新の情報
を入手することができますよ！

文献検索マスター
その2 雑誌論文編

目指せ！

データベースで論文を探す データベースで論文を探す 

日本の論文を探す日本の論文を探す

海外の論文を探す海外の論文を探す

文献複写申し込みをして
他館から複写物を
取り寄せる（有料）

学内 ���

データベースを使うと論文をキーワードで検索することができます。また、掲載雑誌名や巻号・
ページ等の情報も同時に入手できます。同じキーワードでもデータベースによって検索結果が
異なるので、網羅的に情報を収集する場合は複数のデータベースで検索してみましょう。
今回は雑誌論文を探すための2つのデータベースを紹介します。

❶2階新着雑誌
❷2階電動書架
❸1階書庫

本学所蔵ありの場合本学所蔵なしの場合
雑誌コーナーへ行き雑誌を手に取る

Web上で読める場合 Web上で読めない場合

学会が発行する雑誌や
会議録等に掲載された
雑誌論文を検索
できます。

図書館ホームページ▶データベース検索
▶雑誌・記事論文　より利用可能

～雑誌配架場所～

❶タイトル欄に「雑誌名」を入力して検索
❷必要な「巻号」があるか確認
❸配架情報と請求記号をメモ

～OPAC検索のコツ～

雑誌の本学所蔵をOPACで調べる

資料の入手に関してのご相談は図書館2階レファレンスカウンターまでどうぞ。

論文名・著者・掲載雑誌名・
発行年・巻号・ページをチェック！

MyLibraryより申し込みできます

引用情報をもとに
した検索や分析を
することができます。

自然科学・社会科学・
人文科学分野において
影響力や信頼性の高い
学術雑誌や会議録等の
文献情報を検索できます。

Web of Science

J-STAGE ����

論文名
著者

掲載雑誌名
発行年・巻号・ページ

本文を読む本文を読む

本文を読む本文を読む 本文を読む本文を読む

「査読あり」論文は他の専門家に
掲載を認められている論文のため
信頼性が高いといわれています。

DOIはインターネット上の
電子資料につけられる
文献識別コードです。

ここがおすすめ

ここがおすすめ

データベース紹介

雑誌論文入手のためのフローチャート

04 05

雑誌は貸出できないので著作権法に基づき、認められている範囲内でをコピーして利用してね豆知識 CiNii Researchというデータベースでは文献や研究データ等を横断検索できるよ©
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ねえ、

知ってる？

特集 新聞は、紙媒体の中で最も速報性が
高いものです。
ここでは、新聞記事の種類について
3通りご紹介します。

文献検索マスター
その3 新聞記事編

目指せ！

学内
同時アクセス数：1

���

特定のテーマに関連する記事を素早く探したい場合は、新聞記事データベースでの検索が
便利です。ここでは、読売新聞のデータベースについて紹介します。

この他にも、聞蔵 Ⅱビジュアルや日経テレコン等の新聞記事データベースが
図書館ホームページから利用できます。各種データベースの利用方法は
「QUEST2021」pp.36-39に掲載されているので、そちらもぜひチェックして
みてくださいね！

定期的に発行される紙の新聞です。
中国新聞や毎日新聞といった国内の新聞
はもちろん、The New York Timesや
東亜日報等の海外の新聞が閲覧できます。

原紙のサイズを縮小して掲載したもの
です。朝日新聞、毎日新聞、日本経済
新聞、中国新聞（1966.10～1975.5）
の縮刷版を所蔵しています。
数日から数週間にわたる連載を一気に
閲覧したい時や、時事的な出来事がどの
ように推移したかを調べたい時に役立ち
ます。

縮刷版は索引目次からキーワードによって記事を探せる
ようになっているよ。新聞によって五十音順や、
政治・産業といったテーマごとに並べられているから、
実際に手に取って自分が使いやすいものを選んでみてね。

図書館ホームページ▶データベース検索
▶新聞記事　より利用可能

2階電動書架所在

当日分：閲覧コーナー
バックナンバー（1年間分）
　　   ：新聞コーナー
※1年を過ぎたバックナンバーは
　1階書庫に保管（1年間分
　ただし中国新聞は2年間分）

所在

ヨミダス歴史館
読売新聞、The Japan News
閲覧可能な新聞

1
検索画面を開き、
読みたい記事の
キーワードを入力して
「横断検索」を
クリック

2
検索結果が表示される
　　　　▼
この中から、読みたい
記事のタイトルが
表示されている段の
右端にある
「紙面画像」をクリック

3
実際の新聞に掲載
されていた記事の
切り抜きをGET
　　　 ▼
上のバーにある
「印刷ボタン」を
クリック

ココ！

ココ！

ココ！

利用後はログアウトを
お忘れなく！

新聞記事データベース

原紙
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1975.6～の中国新聞はマイクロ資料室に保管されているよ豆知識 同じ出来事でも、新聞によって取材先や論調が違うこともあるので、読み比べすると面白いかも
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詳細は
「QUEST2021」pp.12-13

を見てね！

図書館の
お役立ち情報が

いっぱい！

こんな時は…

9-10 月テーマ「スポーツ」7-8 月テーマ「出会い」

図書館ピアの
Instagramで
活動を紹介しています。

図書館2階自動貸出機裏に展示しています。季節ごとにテーマが変わります。その本の
魅力を紹介したPOPもぜひ参考にしてくださいね。

図書館ピアの活動報告や、
学生の視点から図書館の
便利な活用法などを
紹介しています。2階
カウンターに置いています。

過去に図書館ピアが選書し、展示されたおすすめ本の
傑作集です。2階カウンターに置いています。

図書館ピア・サポーター 活動紹介使ってみよう My Library!
図書館ピア・サポーター（図書館ピア）は、図書館利用者をサポートする学生スタッフです。
みなさんが図書館により親しみ、快適に利用できるよう様々な活動を企画・実施しています。
今回は図書館ピア活動の一部を紹介します。

「図書館から借りている資料」から返却期限を確認できます。

貸出中または予約取置中の資料に予約をかけることができます。

おすすめ本展示

広報誌「Library Peer Times」

おすすめ本紹介冊子

借りている図書の返却期限はいつだったかな…？

読みたい図書をOPACで検索したら貸出中になってる…

この図書の返却期限を
延長したいな…

My Libraryは、図書館の情報に関する学内者向けの個人ページです。
こんな時は...図書館ホームページへアクセスしてMy Libraryにログイン！ ぜひ活用してください。

alpha IDと
パスワードを入力

①「延長する」をクリック
②手続きした日から2週間、
　返却期限延長

①「予約」をクリック
②My Libraryにログイン
③必要事項入力、送信
④予約した資料が返却
　されたらメールが届く
⑤図書館2階カウンターへ
　貸出手続きに行く

利用後はログアウト！

返却予定 ：  2021/07/27

ただし、①予約が入っている、②返却期限を過ぎている、
③すでに一度延長している 資料は延長することができません。

図書館ピア

毎年12月頃、図書館ピア募集
説明会を行います。 

興味のある方はぜひご参加ください！

図書館ピアキャラクター ぴあっこ

@shudolpeer

08 09

My Libraryで「新着情報」を設定すると、登録した条件にあてはまる新着資料のお知らせが届くよ 図書館利用で困ったら、赤いストラップをかけた図書館ピアに声をかけてね
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『天使とは何か
   キューピッド、キリスト、悪魔』

商学部

古川 裕朗 先生
ふる  かわ 　ひろ あき

7 学部の先生方から
学生のみなさんにおすすめしたい 1冊を
さまざまなジャンルから
選んでいただきました。
紹介された本は図書館 2階
ミニ展示コーナーに展示しています。
貸出もできますので、
ぜひ手に取ってご覧くださいね。

学生の
みなさんに
読んでほしい
1冊

教員が選ぶおすすめ本

岡田温司著
中央公論新社
請求記号：080/C 中公新書; 2369

天使は神と人間の仲介
者で、ときに風として光
として私達にその存在を
告げ知らせます。
本書を通じてユダヤ・
キリスト教圏に広がる

表象文化の豊かさを楽しんで下さい。

ご専門は芸術学

『朗読者』

法学部

松本 奈津希 先生
まつ もと 　  な　  つ　 き

ベルンハルト・シュリンク著 ; 松永美穂訳
新潮社
請求記号：943/Sc4

法学者が書いた恋愛
小説？戦争犯罪の話？
……なんて枠に収まり
きらないところに、本書
の魅力があります。
人間の尊厳と自由に

ついて、深く考えるきっかけをくれる1冊
です。

ご専門は憲法

『AI社会の歩き方
   人工知能とどう付き合うか』

経済科学部

阿濱 志保里 先生
あ　はま　　し　  ほ　 り

江間有沙著
化学同人
請求記号：007.1/E51

AI技術の進展は、私たち
の生活にさまざまな恩恵
をもたらすと期待されて
いますが、その一方、
さまざまな課題もあります。
まずはAIから受ける

影響について「気づき」、どのように付き
合っていくのかを考えましょう。

ご専門は情報社会学

『キケン』

健康科学部

木本 晶子 先生
き　 もと　 あき　 こ

有川浩著
新潮社
請求記号：913.6/A71

何かに夢中になりたい！！
と思える1冊。
大学生のいまだからこそ、
共感できる感情が
こみあげてくるはずです。
この本に出合って、大学

生活がより充実した日々になることを
願っています。

ご専門は調理学

『子どもの道くさ』

人間環境学部

永井 正太郎 先生
なが　い　　しょう  た   ろう

水月昭道著
東信堂
請求記号：374.92/Mi95

あなたが過ごした
「帰り道」。すこし異なる
視点から見たとき、
私たちは何を考え、
どんな社会にしていけば
よいのでしょうか。

様 な々示唆に富んだ1冊です。

ご専門は人間工学

『「親切」は驚くほど体にいい!
   “幸せ物質”オキシトシンで人生が変わる』

国際コミュニティ学部

広本 政幸 先生
ひろ  もと　  まさ  ゆき

デイビッド・ハミルトン著 ; 有田秀穂監訳
飛鳥新社
請求記号：498.39/H26

働くようになっても、子育
てをするようになっても、
親を介護するように
なっても、この少し意外な
健康法で、学生の皆さん
が元気にすごせるといい

なあ、と思っています。

ご専門は行政学

『思考の整理学』

人文学部

西光 希翔 先生
にし みつ　　き　しょう

外山滋比古著
筑摩書房
請求記号：141.5/To79

「考える」とはどのような
行為なのか考えたことは
ありますか。この本は
この点を考えるヒントを
与えてくれます。
たくさん学び、あなた

なりの答えを考え出してください。

ご専門はアメリカ文学

10 11

展示中の本も貸出できるよ！ 読んでみてね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よ
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私たちは何を考え、
どんな社会にしていけば
よいのでしょうか。

様 な々示唆に富んだ1冊です。

ご専門は人間工学

『「親切」は驚くほど体にいい!
   “幸せ物質”オキシトシンで人生が変わる』

国際コミュニティ学部

広本 政幸 先生
ひろ  もと　  まさ  ゆき

デイビッド・ハミルトン著 ; 有田秀穂監訳
飛鳥新社
請求記号：498.39/H26

働くようになっても、子育
てをするようになっても、
親を介護するように
なっても、この少し意外な
健康法で、学生の皆さん
が元気にすごせるといい

なあ、と思っています。

ご専門は行政学

『思考の整理学』

人文学部

西光 希翔 先生
にし みつ　　き　しょう

外山滋比古著
筑摩書房
請求記号：141.5/To79

「考える」とはどのような
行為なのか考えたことは
ありますか。この本は
この点を考えるヒントを
与えてくれます。
たくさん学び、あなた

なりの答えを考え出してください。

ご専門はアメリカ文学

10 11

展示中の本も貸出できるよ！ 読んでみてね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よ
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芥川賞と直木賞は年2回発表されるよ。ミニ展示コーナーに展示されるので、見てみてね松本清張、安部公房は芥川賞、司馬遼太郎は直木賞受賞作家なんだよ

図書館は私にとって宝の山だった。未知
なる知識の宝庫であり、何が待ち受けて
いるかワクワクするような、時にはスリル
いっぱいの冒険に迷い込むような気持に
させてくれたものである。物心ついて見る
もの聞くものすべてが新鮮で驚きの世界
を楽しんだ小学生時代、だんだんと世の 
中の奇妙さと不条理に気がつき手当たり
次第に何かを追い求めた中学生の頃。
そして、その反動からか、図書館に対し
ても反抗期を迎えた高校時代。青春の
迷いと受験に疲れ、気怠さと疑いの目で
しか図書館を見られず、マンガや成人
雑誌以外の本類からは遠ざかってしまって
いた。
再び図書館に目覚めたきっかけは、大学
のキャンパスライフで思い知った羅針盤
や理論武装の必要性、そして孤独感かも
しれない。大学生にはなったもののこれ
から自分はどう生きるべきか、自分の存
在意義は何かと、 生きる羅針盤を求め
たくさんの哲学書や宗教思想誌を手に

とった。読むのが苦しいこともあったが、
学んでいる専門関連書よりも残念ながら
夢中になれた。今でも迷ってばかりである
が、人生という航海のためのちっぽけな
磁石は見つけられたようだ。 もう一つ 
抜き差しならならなかったのは、 所属 
した封建的運動クラブでの先輩たちや
理不尽さへの対応である。 理屈よりも
不合理が当たり前だった当時の大学運
動部は昨今の基準で言えば、ブラック・
ハラスメントの総合デパートだった。この
理不尽さ・不合理性に息の根を止められ
そうだった私は、五分の魂の虫ながら対抗
すべき理論を求め組織論や日本文化史
の書籍を漁るため図書館に通った。上下
関係の壁は厚く、結局はクラブの体質改善
にまでは至らなかったが、 ものごとを
動かし改革するには知識と理論の地道
な積み重ねが不可欠であることを実感
する機会を得た。
また、大学時代と社会人経験を挟ん
だ大学院で、通算3年間の米国留学を 
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経験した。 携帯電話もパソコンも存在 
しないバブル経済崩壊前の話で、米国
大学の図書館でも東洋・アジア言語の 
書籍はまだまだ未整備であったと思う。
英語文化に溺れそうになり日本語に 
飢えていた私が、たまたま見つけたのは
図書館の片隅にあった日本文学コーナー
であった。地下書庫の埃っぽい暗がりで 
再会した懐かしい漢字やひらがな・カタ
カナは、砂漠のオアシスの如く、 孤立感に
苛まれていた私を癒してくれた。 日本 
から遠く離れた所で、三島由紀夫、阿部
公房、松本清張らの面白さを、図らずも
再認識することになった。
このように好きになったり嫌いになったり
友人か恋人のような図書館との付き合い
の中で、特に二十歳前後に見つけた宝物
を次に紹介する。もちろん専門書も含め
これら以外にもたくさんあるが、その頃
の私の目に最も眩く輝いていた3冊で
ある。 専門書に飽きた時、 もし覚えて 
いたら検索して欲しい。

・下村 湖人 著「青年の思索のために」
・飯塚 浩二 著「日本の精神的風土」
・司馬 遼太郎 著「竜馬がゆく」

ここ何年も、 急激なSNSの普及に 
コロナ禍の影響も重なって、図書館からは 
足が遠のいてしまっている。 このグロー
バル化やデジタル化の流れに巻き込ま
れ、ほとんどのデータ・情報収集をパソ
コンの検索機能に任せっぱなしにした 
結果、残念ながらあの図書館の懐かしい
匂いもワクワク感もどこかにいってしまった
ようだ。インターネット検索、電子書籍等、
デジタル機能の便利さと引き換えに、以前
には図書館にあったアナログ的な何かを
忘れてしまったのだろうか。時代とともに
機能や役割が変化して当然な図書館では
あるが、アナログとデジタルがうまく共存
する中で、新たな宝物探しのワクワク感
を期待している。
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図書館には、カレッジスポーツに関する本も所蔵されているよ紀要は、2階電動書架と1階書庫に配架されているよ

大学図書館には様々な図書や雑誌が 
所蔵されている。その中に紀要というものが 
ある。 大学や研究所が発行する論文 
雑誌で、本学図書館にも北海道から沖縄
まで様々な研究機関の紀要が所蔵されて
いる。先日、母校の紀要が配架されている
エリアで、所属していたゼミの指導教授の
論文を偶然目にした。大学時代のことが、
懐かしく思い出された。
現在、大学生の方が生まれた頃、 私は
社会心理学を専攻する大学生だった。 
男子ラクロスというカレッジスポーツ、  
若葉マークを貼り付けた車でのドライブ、  
フライドチキン店でのアルバイトに明け 
暮れていた。
純粋に自分の内発的な動機で大学 

図書館を利用することは、稀だった。 主に 
レポート作成のために参考文献を探した
り、 テスト勉強のための自習場所として 
使用していた。正直に言えば、大学図書館
は『なんだか近寄りがたい場所』であった。 
たくさんの蔵書に圧倒され、雰囲気の静謐
さを敬遠して、入り辛く感じていた。
卒業後に地元を離れて20年ほどの時

が経ち、社会人となった今、 心から思う。  
「あの時、なんてもったいないことをして

いたのだろう。」と。
当時の自分には想像できなかったが、 

卒業後すぐはもちろん、仕事をするように
なってから、自分のために使える時間は
一気に減った。比例して、読書できる時間
も減った。家庭を持ってからは、ますます
減った。
どれを読めばいいか迷うくらいの本に 
囲まれ、その中から自分が気になる本を 
選び、読める大学図書館が自分の毎日に 
あったということ。それが環境的、経済的
にどれほど恵まれていたかということに、
後になって気付いた。 それ以降、 不思議
なもので、 以前より本を読みたいと思う 
気持ちが湧いてきた。
しかし、 当時大学生だった私は、 何を
読めばいいのかが全くわからなかった。 
そのような漠然とした疑問が無意識に 
居座り、 敢えて図書館に入る必要性を感じ 
られずに素通りしてしまったことが何回
あっただろうか。 何かの折で入った時も、 
活用方法が今ひとつわからなかった。
図書館職員となった今、あの頃の自分に
声をかけるとしたら、「図書館では、ひと
まず本を『見る』ことだってできるよ。」と
言いたい。
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実は、広島修道大学図書館では、読む
本を決める前に、様 な々本を『見る』ことが 
できる企画がある。 その中から２つほど 
紹介したいと思う。大学図書館に対して
かつての自分と同じような感じ方をしている
方がいたら、ぜひ活用いただきたい。

1. 〈ブックハンティング〉
毎年秋に行われているイベントである。

ブックハンティングとは選書、つまり図書館
に置いてほしいと思う本を、学生や教職員
の皆さんに直接選んでもらうことである。 
希望の本があれば、挟んである栞にシール 
を貼り、シールの数が多いものから購入 
される。 選書を目的とするのではなく、 
シールが多く貼られている本をちょっと
立ち読みしてみる、という楽しみ方もできる
イベントである。

2. 〈企画展示〉
図書館には一般の書架に加えて、『展示

コーナー』というものがある。季節やトレンド 
に応じたテーマに沿って本が選ばれ、展示 
される。例えば、春には新入生におすすめの
本、夏には旅の本。 冬から春にかけては、
ブックハンティングで購入に至った本が
展示される。

最近、 かつてゼミの先生に薦めていた
だいた本を読もうかと思っている。当時は、
教えていただいても、手を伸ばして読むに
は至らなかった。 しかし、タイトルは長い 
時間を経ても覚えている。これも、図書を
『見た』ことの不思議な効用と言えるかも
しれない。 あの時の『まなざし』が自分の
中に残っていること、 そして本を読むと、 
そこに帰れること、とても嬉しく思う。
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コロナ禍の今だからこそ、勉強の息抜きやおうち時間の
参考になる本を探してみるのはいかがでしょうか。
大学図書館というと、学術書や資格本のイメージが
あるかもしれませんが、小説や絵本、写真集、雑誌等
手に取りやすい資料もたくさんあります。
また、自己啓発・IT・歴史・地理・健康・料理・インテリア・
建築・園芸・ペット・スポーツ・芸術・語学等暮らしに
関連した実用書も揃っています。本や雑誌を参考に
おうちカフェを楽しんだり、運動でリフレッシュしたり、
新たな趣味を見つけるのも素敵ですね。宝探し気分で
図書館を見て回ると、普段の生活で役立つ情報や、
ものの見方や
価値観が変わる
ような1冊に  
出会えるかも？
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「図書館でほっと一息」 編集後記

欲しい資料を見つけた後は図書館へGO！

第12号は、レポート・論文作成のための
資料の探し方について特集を組んでみました。
できるだけわかりやすい誌面になるよう
心掛けましたが、役立つ情報をお届け
することができましたでしょうか？
図書館は時折「知の森」や「知の泉」と
表現されるように、情報、知恵、叡智、
さまざまなものが詰まっています。1冊を
手に取り「知りたい」と感じたら、また次の
1冊を手に取る。ここには、みなさんの
「知りたいこと」の続きがあります。
無限に好奇心を膨らませて、思う存分
図書館を活用してくださいね。
ご利用をお待ちしています！
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