News ＆ Event

推しホンバトル結果発表

今年2月〜6月まで開催した「推しホンバトル」。エントリーされた10冊の推しホンからみなさんに読みたい1冊を選んで
いただいた結果、1位はヴィゴツキーさん推薦の「9割がバイトでも最高のスタッフに育つディズニーの教え方」でした。
ヴィゴツキーさんおめでとうございます。そして、投票していただいた194名の方、どうもありがとうございました。
なお、紹介いただいた本は、中央図書館・霞図書館・東千田図書館に所蔵していますので、ぜひ読んでみてください。

1位

賞状・景品の贈呈式

9割
9割がバイ
トでも最高のスタッフに育つ
ディズニーの教え方
デ

第

左：ヴィゴツキーさん
右：冨永図書館長

ヴィゴツキーさん（54票）
ヴィ
●簡潔な文でどんな内容の本なのかが分かり
やすく伝わった。是非読みたい。
●大学生になって本を読みたいと思っている
が、なかなか落ち着いて読書をする時間を
作れない！
！しかし、推薦文を見ていると本
当に読書がしたくなってきた。 忙しい中で
も本を読むぞ！
！
●もともと興味がありましたが、 紹介をよん
で読んでみたくなりました。

2位

第

みんと

ヴィゴツキーさん受賞コメント
「勉強の息抜きに、ふと何気なく手に取った本がまさか受賞で
きるとは思ってもみませんでした。どんな本と出会えるかがそ
の人の人生を左右していくものだとつくづく思いました!!」

『心理戦』で絶対に負けない本

第

浅桐さん（38票）

3位

●あえて端的に書かれた説明文に興味が増幅
●あえて
した。
●テニスには「心理戦」が大事だから。
●じゃんけんで強くなりたいから

その他の
コメント

みんなのとしょかん

レポート・論文作成のために !
バッテリー
アスランさん（24票）

●やっぱりコピーがいいのがめだちますね
●読んでいて楽しく思える本で、共感出来る
部分もたくさんあったから。推しホンの推
薦コメントも本にあっていて素敵でした。

●『はじめて考えるときのように』この本の持つあたたかさ
や大切さが伝わってくる説明で、ぜひ読んでみたいです
●『頭のいい大学四年間の生き方』大学生活 4 年間を充実
させたいので、ぜひ読んでみたいと思いました
●『モモ』小学校高学年でハマリました。中学上がってから
一度も読んでないけど、大人になりきる前にもう 1 回くらい
読むべきかもなー

「ビブリオバトル in 広大図書館」
を開催します。

特集
参考文献リストを解読せよ！
ー文献検索基礎知識ー

●
『現代倫理学入門』今まで倫理学には興味がなかったが、
紹介文を読んでおもしろそうだと思った
●
『鴨川ホルモー』
万城目学の小説は最高だと思います
●
『恋文の技術』
タイトルにビビッ！
？ときた。
恋人ほしいなぁ
●
『ROVERING TO SUCCESS』男性向けのようですが、
女性でも読みたくなりました

西図書館企画展示「行く旅★読む旅」
日時 / 10月24日（水）〜12月20日（木）
場所 / 西図書館2階 展示スペース

日時／11月8日（木） 16:30〜17:30
場所／中央図書館1階BIBLA グループスペース
知的書評合戦「ビブリオバトル」とは？

実際に旅へ出るのもよし！頭の中で旅を楽しむのもよし！視覚で
楽しめるものから、旅に出かけたくなる、旅に連れて行きたくなるような
本まで、世界各地への旅にまつわる本を取りあげ紹介しています。

１．バトラー（発表者）がお気に入りの本を5分語ります。

企画展示

２．会場から質問を2分受けます。

「古典の日 −広島大学図書館所蔵『世界の古典』−」

３．読みたくなった本を投票して決定します。
＝ チャンプ本 となります。

日時／11月1日（木）〜30日（金）

スポーツのような書評会です。

場所／中央図書館1階 地域・国際交流プラザ

ぜひ観戦にお越しください。

古典の日（11月1日）にちなみ、伊勢物語・住吉物語・文選・狐物語・
資本論・法の精神・リヴァイアサンほか、図書館に所蔵する各国の
古典籍を展示します。11月1日〜3日は原典を全点展示する特別
展示期間です。必見！

みんなで盛り上げて、読みたい本を
どんどん増やしていきましょう！

編集後記

「みんと」2号の発行です。後期も始まって、図書館でも色々な展示やイベントが行われます。勉強や研究の息抜きに、ぜひ図書館
にお越し下さい☆（N）

みんと2号
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レポート・論 文作成のために！

参考文献
参考文献リス
トを解読せよ！
̶ 文献検索基礎知識 ̶

参考文献 著者が図書や論文を作成するために
参考文献
とは？
参考にした文献 のこと。

本や論文の
最後に…

2

!
う
よ
れ
入
手に

あなたが手にした文献の参考文献＝あなたにとっても使える
文献かも？！ ということで、ちょっと探してみませんか♪
ここでは実際に文 献を手に入れるための方法
を紹介します！

まずは学内にあるか調べてみよう

図書名・雑誌名・著者で調べよう！

見つからないなら

Google で検索すると
本文が見つかることもあるよ

参考文献を活用すれば、同じようなテーマや内容で書かれた図書・
論文等を集めることができます。論文の最後に［注］［引用文献、
参考文献］
［References］等と書かれた情報を皆さんも見たことが

OPAC で検索

OPAC については、
「みんと創刊号」
にも
解説があるよ♪

他、CiNii Articles や EBSCOhost もチェック！

データベースで検索
全文が PDF ファイルで手に入るかも！

ある…かも？ データベースに載っていない文献の情報が見つかる

それでも無いなら

こともあるので、チェックしてみましょう！
書き方は様々ですが、ここでは一般例から、参考文献リストの利用

外部の図書館から図書の借用・
論文の複写の取り寄せができるよ

の仕方を紹介します♪

1

（郵送料金、複写料金が必要。入手までに時間がかかります。）

をヒントに、文献の正体を
！
読みとろう 判断してみよう！

出版者名があれば
図書のことが多い。

日本図書館協会，2010，237p．
1. 毛利和弘．文献調査法：調査・レポート論文作成必携．第４版，
書

名

版表示

出版者

出版年 総ページ数

図書
2. 今江祥智．もう一つの青春 ．子どもが生きる（叢書児童文学第四巻）．灰谷健次郎編．世界思想社，1999，p.92-108.
著者名

論文名・章の見出し等

書

出版者

編者名

名

外部の図書館から文献を手に入れよう！

分からないことがあったら、
図書館で相談してみてね！

【参考文献】
著者名

学外から取り寄せよう

出版年 ページ範囲

3 っと調べたい !
も

この著者の図書は
他にもないかな？

論文名は分かるけど、
雑誌名が分からない

同じような論文を
探したい！

こんな分野の情報が
たくさん欲しい！

図書 の一部分（図書内で各章が論文単位の場合等）
（9），p.780-785.
3. 尾木直樹．大津市にみるいじめ問題の深層．教育と医学．2012，60
論文名

編者名

雑誌名

出版年

巻（号）

ページ範囲

雑誌論文

そんなあなたに

検索ツールを
紹介します！

図書

CiNii Books、NDL Search、Webcat Plus
（国立国会図書館サーチ）

雑誌論文 CiNii Articles、NDL Search、EBSCOhost
（国立国会図書館サーチ）

等々

4. Kobayashi, Makoto.; Maskawa, Toshihide. CP-Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction.
論文名

著者名（姓、
名）

図書館 HP
［http://www.lib.hiroshima-u.ac.jp/］
からアクセス出来ます。
たくさんの文献の情報があるので調べてみよう♪
オンラインチュートリアルでも詳しく案内しているので、こちらも図書館 HP から
アクセスしてみてね。

1973, vol.49, no.2, p.652-657.
雑誌名

出版年

巻（号）

雑誌論文 （英語）

読みとった文献を探してみよう！
1

ページ範囲

巻号の記載があれば
雑誌論文のことが多い。
掲載雑誌を確認しよう！

詳しくは

『資料の探し方̶ 広島大学生のための情報探索ガイド ̶』
を
見てね！ ＊図書館でお持ちいただけます（学内者限定）＊
2
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