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通 信

「疑わしいことを問うのを恥じるな。過ちを正されるのを恥じるな。」
（エラスムス）

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
春を待ちわびた花が次々と咲き誇る姿を見ると、新生活への期待が膨らみます。
新入生も在学生も気持ち新たに、学びの場に臨んでいることでしょう。附属図書館も、
みなさんの積極的な学びのお手伝いができるよう図書館員一同はりきっております。
図書館利用の仕方や資料に関する質問、要望など、どうぞお気軽に図書館員にお声掛け
ください。みなさんのお役に立てる、よりよい図書館を一緒に作っていきましょう。

経営情報科メディアデザインコース卒業
谷 朋美さん
文庫本、単行本、写真集、コミック、小説、雑誌、形態やジャンルに限らず
読書は自分の力になります。パラパラと流し読むだけでも勉強になります。 読
んだもの、見たものは、確実に自分の糧になっています。センスや知識、読み
書きだけでなく文章構成力など、いつの間にか身に付いているものです。ほか
の誮でもなく、自分自身のためにたくさんの本を手に取りましょう。
※イラスト

～開館時間のお知らせ～

谷さん

【ＨＰもご覧ください。
】

「附属図書館活用お

月曜日～金曜日

９：００～１７：００

手伝い付録」付！ど

土曜日（月 1 回）

９：００～１２：００

うぞご活用ください

※

香川短期大学 HP
http://www.kjc.ac.jp/
→附属図書館 HP

2015 年 2 月は土曜日開館ありません。

ふくろうのイラスト：子ども学科Ⅲ部 三宅慎弥さん

拾い読み 「一ノ字鬼」
（『斎藤隆介全集』第 1 巻
元附属図書館員

岩崎書店）

小野

加代子

最近ワープロにも慣れ、読みやすい活字が当たり前と思うようになってきた。
そんな日常に、せめてお悔みの水引には、下手であっても毛筆で書こうと決めている。
そのような心がけは良くても、筆を持つと緊張する。緊張すると、その都度思い出す童話
の「一ノ字鬼」
（斎藤隆介著）がある。
この童話の太郎は、出来の良い子で、読み書きそろばん、何をやらしてもようできたが、
とくに字を書くのがうまかった。けれどももっともっとうまくなりたくて、毎日毎日手習
いのケイコにはげんだ。それでも自分の字が気に入らず、山に住んでいる仙人のような爺
さまにうまくなるコツを聞きに行くのである。
「一ノ字鬼」
（
『斎藤隆介全集 1.八郎・モチモチの木（短編童話 1）/岩崎書店』）より抜粋。

「おれはなァ太郎、一の字を書けと言うたんじゃ。お前は二の字を書いてしもうた。お前
はいっしょうけんめいなんじゃが、前へ向かって走らずに、後ろへ向かっていっしょう
けんめい走っているようなもんじゃ」（p68）

「字は、紙に書かれた言葉じゃ。言葉は人が用をたすためにある。字もそうじゃ。用を
たさん字は仕方がない」
（p70）

「字は人間が書く。ダメな人間が書いた字はダメだ。良い字を書こうと思うたら良い人
間にならにゃならんな」
（p70）

今までは、
「良い字を書こう、どうだうまい字だろう、きれいに書けたろう」―そんな
ことばっかり考えていたが、今度という今度こそ、そんなことはなんにも考えず、ただ
一はひとつで二つではない。左から右へひっぱったもの―、そうだけ考えて、いやそん
なことさえもよくは考えず書いたのだ。
用をたすための字を、欲もなく自分もなく、だからいつでもひとのためになれるよう
な涼しい気持ちで書けたのだ―！（p72）

太郎のように毎日のケイコが上達の道と思うが、時間に追われる身の上にとって、
“用をたす字を無心で書く”を基本としたい。
編集後記
「年年歳歳

花相似たり

歳歳年年

人同じからず」今年も美しい花の季節を迎えました。そして別れ出会いもこの

季節の常。毎年同じ時期に咲く花と違い、人の境遇は年々違います。人、本、良き出あいに感謝しつつ、一日一日を
大切にしたいと気持ち新たにする季節でもあります。
今号に寄稿してくださった、元附属図書館員の小野加代子様、経営情報科ビジュアルメディアデザインコース卒業
生の谷

朋美さん、イラストを提供してくださった子ども学科Ⅲ部の三宅慎弥さん、ありがとうございました。

読みたい本、レポート作成に必要な資料等にどうすれば
たどり着けるか？その方法をご紹介します。

１．附属図書館の蔵書資料を検索する！
★

館内蔵書検索用パソコンから香川短
期大学附属図書館 OPAC（オンラ
イン目録）で検索する。
（※館外の PC、携帯からも検索可能です。
香川短期大学の HP から附属図書館
HP に入り、蔵書検索 OPAC を選択

・検索キーワードを入力する。

してください。
）

・検索結果の見方

「書誌情報」
本の詳しい情報

「請求記号」

「配架場所」

「貸出情報」

本の背ラベルと同じ。

図書館にあるか？

貸出中か？

配架場所がわかる。

持出できるか？

いつ返却されるか？

本の住所

★ 「書誌情報」（本の詳しい情報）を見て求める資料であれば、「所在情報」（請求番号、
配架場所）を見て書架でさがす。
香川短期大学附属図書館では、
「日本十進分類法」を使って
資料を分類、配架しています。

請求記号

134.94

分類記号

NI

図書記号

1

日本十進分類法

こんな時・・・

１ 総記

６ 産業

・検索をしても見つからない

２ 哲学.宗教

７ 芸術

・書架に行っても見つからない

３ 歴史.地理

８ 言語

４ 自然科学

９ 文学

５ 技術.工業

etc…
資料探しの困った！は、お気軽
に司書にお声掛けください。

２．インターネットで使えるレファレンスツールを利用する！

◆印がついたデータベースは「国立国会図書館サーチ」の検索対象です（すべての連絡先を検索する場合の検索対象を含む）。

資料を探したい、所蔵している機関を調べたい
NDL-OPAC (http://ndlopac.ndl.go.jp/)◆
国会図書館で資料を探す

電子ジャーナル・電子ブック
（主に洋雑誌）

国立国会図書館で利用できる電子ジャーナル
（http://www.ndi.go.jp/jp/date/journal_list/index.html)
国立国会図書館サーチ（http://iss.ndl.go.jp/）

資料種別ごとに検
索できます

児童書はキーワード検索で
あらすじの検索ができます

NDL蔵書は
NDL-OPACの
書誌情報に
行けます

jijidou

資料種

国立国会図書館に限定しないで探す
※国立国会図書館および主に県立図書館など
公共図書館の蔵書

CiNii Books（http://ci.nii.ac.jp/books）◆

大学研究機関で探す
※国立情報学研究所提供データベース

※ 本を借りたい、資料を取り寄せたい場合
Webcat Plus(http://webcatplus.nii.ac.jp/)

※あらゆる書籍を網羅的に探したい場合

記事・論文を探したい
NDL-OPACの雑誌記事検索 (http://ndlopac.ndl.go.jp/)◆
国立国会図書館で探す
和雑誌に掲載

CINii Articles(http://ci.nii.ac.jp/)◆
国立国会図書館に限定しないで探
す

無料公開されている
論文もあります

*NDL雑誌記事索引も検索対象
リサーチ・ナビ（http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/）
国立国会図書館で探す
和図書に掲載
国立国会図書館に限定しないで探
す

Webcat Plus(http://webcatplus.nii.ac.jp/)

一部の資料
は目次が
検索できます。

Ingenta（http://www.ingentaconnect.com/）
洋雑誌掲載の論文

1988年以降の論文が検索可能。論文単位で有料提供。
抄録の閲覧は無料

インターネットで資料を見たい
NDLサーチ（http://iss.ndl.go.jp/）の『デジタル資料』
国立国会図書館に限定しないで探す

デジタル
化された
NDL蔵書

・古典籍資料
・図書
・雑誌
・新聞
・官報
・博士論文
・憲政資料
・日本占領関係資料
・プランゲ文庫

国立国会図書館デジタル化資料（http://dl.ndl.go.jp/）◆

著作権処理が終わっていない資料は
インターネットでは本文の閲覧不可。
書誌事項や目次情報は見られます。

近代デジタルライブラリー（http://kindai.ndl.go.jp/）
インターネットで
閲覧可能な
図書・雑誌
歴史的な音楽・演説の音源

「国立国会図書館デジタ
ル化資料」収録資料から
限定的に検索

国立国会図書館デジタル化資料（http://dl.ndl.go.jp/）
の「歴史的音源」、「インターネット資料」
著作権処理が終わっていな
い場合、インターネットでは
視聴・閲覧不可

インターネットの刊行物

インターネット資料収集保存事業（http://warp.da.ndl.go.jp/）◆
昔のウエブサイトを見る
日本法令索引（http://hourei.ndl.go.jp）◆
法令の情報を調べる

日本法令索引〔明治前期編〕（http://dajokan.ndl.go.jp）◆

国会会議録（http://kokkai.ndl.go.jp/）◆

国会の審議過程などを調べる

インターネット上の展示会を見る

帝国議会会議録（http://teikokugikai-i.ndl.go.jp）◆

電子展示会（http://www.ndl.go.jp/jp/gallery/）◆

どのような調べ方や参考資料、情報源があるか調べたい
リサーチ・ナビ（http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/）◆(調べ方案内のみ）
調べ方、参考資料、情報源を探す
レファレンス協同データベース（http://crd.ndl.go.jp/reference/）◆
レファレンス事例を探す
D-navi(http://dnavi.da.ndl.go.jp/)◆
データベースを探す
※国立国会図書館関西館の藤河正憲氏より頂いた参考資料「インターネットで使えるレファレンスツール表」を基に作成しました。

～ 各コーナーのご案内 ～

2階

新着図書コーナー

課題図書コーナー

キャリア支援コーナー

2 階には、文学・紀要・雑誌バックナンバーがあります。

ブラウジングコーナー
雑誌架２

インターネット検索コーナー

０

１

・

・

１

２

３

絵本コーナー

３
３
３

香川県に関する資料

３・４
４・５
５．６
７．８

楽譜コーナー

雑誌架１

※書架の数字は配架されている図書の

玄関
企画展示

分類記号

1階

9は2階

OPAC(蔵書検索)コーナー

