
CONTENTS
メルボルンの省エネビル   
佐々木博明……………………………………   2

CiNii Books の紹介 …………………………   3

レファレンスカウンター活用術 …………   6

アルバイトーーク／図書館からのお知らせ／編集後記  

………………………………………………………  8

B u l l e t i n  o f  t h e  H o k k a i - G a k u e n  U n i v e r s i t y  L i b r a r y

北海学園大学附属図書館報　第 34 巻 2 号（通巻 202 号） 2012.7.13

vol.34

No.2

画：川田裕之



2●［図書館だより］

　今年の夏は北海道でも節電をしなければならな

い。ビルは暖房や冷房を行って快適性を維持してい

るが、そのエネルギー源は電力である。もちろん油

やガスも使われるが、電気が止まるとボイラーに着

火するのさえ不可能な事態となる。北海道は炭鉱が

多かったこともあり、石炭火力が多い。もちろん現

在は海外石炭が主力である。日本はエネルギーを海

外に依存せざるを得ない立場であり、故に建築分野

でも省エネの先進国である。

　その点、地下資源が豊富で人口の少ないオースト

ラリアは省エネを考えなくても、と思いがちである。

一昨年の十一月に、国際会議があり、オーストラリ

アに出張した。オーストラリアは資源の輸出大国で

資源ラッシュと聞いていたが地域的に活況なのは西

海岸のパース周辺らしい。この時期、大規模な洪水

で農業や鉱山事業に甚大な被害が出ていたが地元で

は例年慢性的な水不足に悩んでいた。地域によって

は芝生への散水や洗車が禁止されていた。これも地

球温暖化に起因するのだろうか。やはりオーストラ

リアと言えど、地球温暖化防止に協力する必要があ

る。そんな取り

組をしている建

築を紹介しよ

う。

　メルボルンの

新市庁舎であ

る。2006 年竣

工のこの建築は

サスティナブル

化と快適な室内

環境に配慮した

事務所ビルで、

電力 82％、ガ

ス 87 ％、 水

72％の削減に

成功している。

建築の省エネ手

法は多岐にわたり、主なものは太陽光発電・太陽熱

温水器、風力による発電と換気、外壁の水冷却、相

変化蓄熱材の冷房利用、天井輻射冷房、日射遮蔽用

木製可動ルーバー、置換換気等々である。残念なが

らコンピュータの不調などで完全には作動していな

かったが省エネの意欲は十分感じた。温暖な気候の

ため冷房対策が主体だが暖房や住宅にも応用可能な

手法や技術が多かった。このビルは日本のサスティ

ナブル建築の評価手法（キャスビー、CASBEE）の

最高ランク「S」クラスに相当する「6」グリーンス

ターの評価を獲得している。市庁舎をグリーンビル

化することで、まだ少ない住宅の省エネ化を先導す

る意気込みを示している。外観の特徴は屋上に僅か

に見える黄色い換気のウインドタービンと外壁の縦

ルーバーだけで奇抜さはない。

　奇抜な外観と言えば、メルボルン工科大学のデザ

イン系学科の建物がある。もちろん建築学科もあり、

水が何より大切なためかトイレの隣にはシャワーが

完備されていて驚いた。建築の学生には内外を問わ

ず各地の建築を見てまわる事をお勧めする。一般の

人にそれは観光だが建築を志す学生には感性を磨く

学習だからである。建物の北側に日射が当たる南半

球や居間を南側に設置しない北欧の住宅など興味は

尽きない。節電のこの夏は学習に出かけて見よう！

文＝佐々木博明
（ささき　ひろあき／工学部建築学科教授／建築環境計画担当）

メルボルンの省エネビルメルボルンの省エネビル

メルボルン市庁舎省エネビル：屋上に風力

換気の黄色い塔が見える。

コンピュータ操作の木製ルーバで北からの
4 4 4 4

強い日射を遮断している。

メルボルン工科大学RMIT 校舎：

建築学科も含むデザイン学部らしく前衛的な外観である。
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CiNii Books～大学図書館の本を探す～CiNii Books～大学図書館の本を探す～
　皆さん、図書館を利用していますか？

　本を読むことは、自分の知識を蓄える、考察力を磨くことができるなどとても重要な事です。ところが、

皆さんが普段図書館を利用している中で、自分の読みたい本が図書館に無い場合が残念ながら起きてしま

います。

　そんな時にこれからご紹介する「CiNii Books」を使うと、その資料の所蔵館の情報が得られると共に、

その資料の情報の参考文献や引用文献を使って、更に自分が探している情報の知識を得ることができ、レ

ポート作成や論文作成時などに非常に役立つでしょう。

［文献を入手するまでの流れのフローチャート］

　図書・雑誌の検索の場合は、OPAC（蔵書検索システム）を使って検索します。OPAC でヒットすれば、

そのまま貸出・閲覧ができます。OPAC で検索した時にノーヒットの場合には、CiNii Books を使用して

他大学の所蔵を検索し、レファレンスを使って相互貸借で資料を得ることもできますし、道内の大学であ

れば北海道地区大学図書館相互利用サービスを使って自分で所蔵館に行き図書を借りることもできます。

CiNii Books　　URL：http://ci.nii.ac.jp/books/
　CiNii Books は、NACSIS-Webcat に代わる各大学図書館が所蔵している資料（図書・雑誌）を一括し

て検索できるデータベースです。　［TOP 画面］

紹介状発行

相互貸借

文献複写

北海道地区大学図書館
相互利用サービス

レ
フ
ァレ
ン
ス
・

カ
ウ
ン
タ
ー

購入希望申込

CiNii Books
NDL－OPAC

貸出・閲覧

OPAC
○
×

×
図書・雑誌
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【検索方法】
　検索は、図書・雑誌検索の簡易検索と詳細検索、著者名で検索する著者検索があります。

　簡易検索は、キーワード検索になるので、タイトルや出版社・著者名などに入力したキーワードが入っ

ていれば、ヒットしますが、抽象的なキーワードを入力するとヒット数が膨大になってしまいます。

【検索結果】

　検索結果一覧から探している資料を選択します。青文字になっているものは選択できます。

［図書資料情報一覧画面］

①　書誌事項：タイトル・著者名・出版社・出版年が表示されます

②　大学図書館所蔵：この資料を所蔵している図書館や所蔵館数の一覧が表示されます。

所蔵館が膨大の時には、地域で絞り込むができます。（北海道や東京など）

大学名の隣の項目に緑色の OPAC という表示がされていて、所蔵大学の OPAC の検索結果にリンク

しています。灰色の（OPAC という表示はリンクがありません。）

③　著者名：著者名が表記され著者名リンクがあります。

ここを選択すれば、著者の詳しい情報が表示され、この著者のその他の出版物が表示されます。



［図書館だより］● 5

④　表紙：その資料の表紙が表示されています。

（本学は表紙を外していますので、イメージ図とは異なります。）この表紙をクリックすると、外部リ

ンクの Google Books に移動します。

⑤　詳細情報：当該資料の詳しい情報が表示されています。

（大きさやページ数、出版国、ISBN などが表示されています。）

※その他にも、目次や内容・注記・関連文献などもあれば表示されます。

［雑誌資料情報一覧画面］

　図書・雑誌ともに資料情報は、書誌事項・詳細情報・所蔵館・著者名リンクは同じですが、書誌事項の

情報や詳細情報の項目が少し異なります。

①　書誌事項：雑誌タイトルや出版社・刊行開始年が表示されます。

②　大学図書館所蔵：この資料を所蔵している図書館や所蔵館数の一覧が表示されます。

図書とは異なり、所蔵巻号数が表示れています。巻号の隣に「＋」と表示されいるものは、継続的に

現在も所蔵しているということを意味しています。

③　詳細情報：ISSN や刊行頻度・出版状況が表示されています。

その他にも CiNii Articles へのリンクがあり、その雑誌の全文や抄録を見れるものもあります。

是非、一度自分の読みたい資料を検索してみてください。是非、一度自分の読みたい資料を検索してみてください。

読みたい資料が増えてくるかもしれませんよ！読みたい資料が増えてくるかもしれませんよ！



～こんなこと、ありません
か？～

★必要な文献の探し方が
分からない。

ある資料の参考文献欄
に、小林敬孝「原価管

理と VE」『會計』第 1
37巻、第 3号、62～

64ページと記載されて
いる。どうやって探し

たら良いのだろう？

★ほしい資料がOPAC
で見つからない。

OPAC で検索してヒッ
ト数が 0件だった。諦

めるしかないのか？

★他の図書館が所蔵して
いる資料を見てみたい。

「CiNii Books」という
データベースで検索し

たら、本学図書館には
ないが、他大学の図書

館にあることが分かった
。入手は可能なのか？

レファレンス・レファレンス・
カウンターカウンター
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レファレンスとは、調査や研究に必要な資料探しをサポートするサービスのこと☝
OPAC（蔵書検索）をはじめとした図書館の利用方法全般を説明したり、参考図書やオンラインデー

タベースを使って関連情報を調査、あるいは他の図書館・研究機関等との相互協力により、本学図

書館に所蔵していない資料を提供したりと、様々なサービスを行っています。

※「大学図書館相互利用サービス」の詳細は、図書館ホームページの「利用案内」、もしくは館内ポスターにてご確認ください。

〈図書・雑誌の検索データベース〉

・CiNii Books
全国の大学図書館等が所蔵している図書・雑誌を検索で

きる。

（収録件数1億件以上）

★本のほか、CD・DVDまで幅広く収録

★各大学図書館のOPACに直接リンク

・国立国会図書館（NDL-OPAC）
国立国会図書館が所蔵する図書・雑誌を検索できる。

〈本学図書館にない資料の入手方法〉

文献複写
他の図書館・機関等から必要箇所のコピーを取り寄せることができる（コピー代、送料
等は申込者負担）。

相互貸借
他の図書館・機関等が所蔵する図書を借り受けることができる（往復分の送料等は申込
者負担）。

紹介状発行
本学の図書館が発行する紹介状（他館利用願）を持参することにより、他の図書館を利
用できる。なお、大学図書館相互利用サービス 参加館を利用する際には紹介状は不要（学
生証、もしくは教職員身分証を持参）。

を紹介します♥

そんなあなたをお助けする

強～い味方
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〈レファレンス申込書〉

〈オススメ　文献検索ツール〉
（全て図書館ホームページより接続できます）

レファレンス・サービスの利用を希望される方は、レファレンス・カウンターまたはサービス・カウンター

で「レファレンス申込書」を受け取り、太枠内を記入して提出してください。G-PLUS! キャビネットの全学

生共通書式の中にもあります。

諦めないでっ！諦めないでっ！

・MAGAZINEPLUS
一般誌から専門誌・大学紀要、海外誌紙まで幅広く検索

できる。

〈雑誌論文・記事の検索データベース〉

・CiNii Articles
全国の大学図書館等が所蔵する雑誌や大学紀要などの記

事・論文を検索できる。

★膨大な論文情報（約1500万件）

★論文本文がない場合でも連携サービスへのリンクが充実

★論文の引用関係を表示

資料を入手する方法はいろいろあります。資料探しで困った時は、
ぜひ『レファレンス・カウンター』を活用してください。

図書の場合はこちらに記入

雑誌の場合はこちらに記入

文献複写の場合はこちらも記入

ここから選択してね！
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図書館からの
お知らせ

アルバイトーーク

文＝佐 藤 友 梨
（さとう　ゆり）

大学院　法学研究科　修士課程 1 年

落ち込んだときには、落ち込んだときには、
図書館へ図書館へ

　私は、落ち込んでいました。大学院に進学して実

感した実力の無さを、後ろ向きに考えていたからです。

でも今、先生や院生仲間などの励まし、助言のおかげ

で前進しています。

　ですが、本の中の言葉にも、心から、励まされるこ

とがあります。

　私は「就活」の時に悩みました。そのときある本に

「私は人生は努力したからって報えるものではない、

しかしもし努力のあとに、ほんの少しでも報われるこ

とがあれば、［おかげさま］と本当にこころから感謝

すべきだと思っています。」という言葉がありました。

　物事がうまく行かないのは、努力が足りないからだ

と思ってました。でも、「努力」だけでは、報われな

いこともあるのです。疲れきっていた私は、この言葉

で救われました。肩の力を抜くことができたのです。

その後、周りのサポートを受け、内定を得られました。

そのとき思ったのは「おかげさま」です。自分一人の

力で得たものではないのだから。

　最近、新卒就活に失敗して、自殺する学生が増え

ているそうです。本来ならば、そんな悲しい現実は増

えるべきではありません。人生を悲観している人ほど、

本を読んでほしいと思います。ただ、本は、自分で探

しにいかなければなりません。自分が答えを求めない

と、出会うことができないのです。

　何か悩み事や、つらいことがあったとき、図書館に

ふらっと立ち寄って下さい。ある本が自分を救うかも

しれません。ちなみに、上記の言葉は五木寛之著の「天

命」からです。マイナス思考が極まった人には、読ん

でみることをお勧めします。

①夏季休業期間の長期貸出のお知らせ
下記の日程で、夏季休業期間の長期貸出
を実施します。
期間：7月 23日（月）～9月 6日（木）
長期貸出返却日：9月 21日（金）

②除籍図書無償配布のお知らせ
下記の日程で図書館の除籍図書の無償配
布を行っています。
期間：7月5日（木）～8月3日（金）

※毎週木曜日に、入れ替えを行います。
※期間中でも図書がなくなり次第終了します。

　ネット社会の功罪
　なんて大それたタイトルをつけてはみたが、そこまでの内
容では無い。
　最近では、日本人のSNSを利用している人が5000万人を
超えたという。自分の現在の居場所や誰と遊んでいるなどの情
報を共有し合う、誰かと繋がっていたいという心理からさせる
のであろうか。個人的には、不向きなものかなぁと感じている。
　ネットワークを通じて便利になったものは少なくはない
が、いらない情報まで簡単に入ってきてしまい、失敗する例
も少なくない。レポートをネットからコピペして終了なんて
人も出てきてしまうからいかがなものか、情報が簡単に得ら

れる社会だからこそ、何が本当で何が間違っているのかを見
極める力を身に付ける事が大切ではないかと思う。
　大学生活もまたしかりであろう。今自分に何が一番大事で
何をしなくてはいけないかを考えながら生活していけば、よ
り良いキャンパスライフを満喫できるのではないでしょうか。
　定期試験が終われば夏季休業期間、ただ毎日をダラダラと
過ごすのか、目標や計画をしっかり立てて生活するのでは、
大学生活が終わった時の自分に大きな差が生まれてくるので
はないでしょうか。
　学ぶ・遊ぶ・食べる・寝る。一つ一つを大事にして、見極
める力を身に付けてみませんか？


