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☆

図書館からのお知らせ
夏季一斉休業等に伴う休館について
夏季一斉休業・夏季休館に伴い、下記の期間休館となります。業務を休止いたし
ますので、ご不便をお掛けいたしますがご理解とご協力をお願いいたします。
記
平成 21 年 8 月 9 日（日）～16 日(日)
夏季休業期間中の長期貸出について
・適用期間は、下記の日程となります。
【学生用図書】
平成 21 年 7 月 24 日（金）～9 月 24 日（木）
【学生用以外の図書】
平成 21 年 7 月 8 日（水）～9 月 8 日（火）
・返却期限日
平成 21 年 10 月 8 日（木）
・対象利用者
学部学生、大学院生、専攻科学生
詳しくは、ホームページをご覧下さい。
HP アドレスは http://www.lib.wakayama-u.ac.jp/
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☆

文献複写依頼前の「お役立ちツール」！
最近、学術機関リポジトリの普及によって無料で公開されている論文が増え、JAIRO
（学術機関リポジトリポータル）でまとめて検索することがきるようになってきました。
また、国内の学協会が発行する学術雑誌や大学等が刊行する研究紀要の中には、CiNii
（NII 文献情報ナビゲータ）に本文が登録されているものもあります。CiNii の本文は、
その約半数が無料公開されています。
文献複写依頼をする前に、まず JAIRO や CiNii で検索をしてみてください。
※JAIRO および CiNii は、附属図書館のホームページの電子ジャーナル・データベー
スのページにリンクを貼っていますので是非ご利用ください。
（url: http://www.lib.wakayama-u.ac.jp/ej/oj_top.html）
※ 学術機関リポジトリ（Institutional Repository）：大学等の研究機関が、学術論文
等の知的生産物を電子的形態で集積し、保存し、無料で公開するために設置する電
子アーカイブシステム

-1-

☆【JAIRO】
JAIRO では、日本の学術機関リポジトリに蓄積された教育・研究成果をまとめて検索
することができます。紀要論文の他に、学術論文、科研費報告書、学論文なども収録さ
れています。

JAIRO に収録されている論文等は、無料で読むことができます。

〔検索のコツ〕
JAIRO に登録されているコンテンツの中には、本文が登録されていないものもありま
す。本文のあるコンテンツだけを検索したい場合は、「本文あり」と指定して検索してみ
ましょう。
<検索画面>

ここをチェック

詳細情報画面「本文を読む」のリンクをクリックすると、PDF 等のコンテンツ本文
が別画面で表示されます。
<詳細情報画面>

このほか、
「資料の種別を指定」したり、「機関を指定」したりすることもできま
す。
（国立情報学研究所のニュースレター２７号より）
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☆「ポルトガル国立図書館訪問記」
環境と経済とが調和した持続可能なまちづくりが求められる中、愛知の愛・地球博にみ
られるような、万博等のイベントをきっかけにした地域再生が注目されています。2009 年
の 6 月、
私は国際産業エコロジー学会 2009 年会議での口頭発表のためにポルトガルの首都、
リスボンを訪問しました。リスボンでは、1998 年にバスコ・ダ・ガマのインド航路発見 500
周年を記念し、
「海－未来への遺産」をテーマとしたリスボン博覧会が開催され、1,000 万
人に上る多くの入場者を記録したことで知られて
います。今回のリスボン訪問の機会を利用して、
リスボン博跡地の見学にあわせて、当時のリスボ
ン博のパンフレット等を閲覧したく、ポルトガル
国立図書館（Biblioteca Nacional de Portugal）
（右
図）を訪れました。
国立図書館は、リスボン市内、旧市街地のダウ
ンタウンからは少し離れ、地下鉄イエローライン
のエントレ・カンポス（Entre Campos）駅から徒歩 10 分程度のところにありました。学
園都市（Cidade Universitaria）と呼ばれる地区の中にあり、すぐ近くにはリスボン大学も
あります。エントレ・カンポス駅から 2 つ南へ下がったカンポ・ペケーネ（Campo Pequeno）
駅の近くには近代美術で有名なグルベンキアン（Gulbenkian）美術館もあります。国際学
会は、この美術館と同じ敷地内にあるグルベンキアン財団の建物で開催されました。図書
館のまわりは緑や公園があり、初夏の文教地区にふさわしい雰囲気を感じました。
図書館に入ると、すぐ脇にいた警備員に、入るためには身分証明書などが必要かと尋ね
ました。入るだけなら身分証明の必要はないが、閲覧をするには会員になる必要があると
のこと。そこで、少し奥に入ったところにある文献検索コーナ
ーのカウンターの係員のところへ行きました。係員の丁寧な説
明を受け、文献検索用の端末から、氏名、パスポートナンバー、
職業、住所などを入力して最後に Enter キーを押すと、カウ
ンターに情報が送られ、名刺サイズの会員カード（左図）をわ
ずか 5 分ほどで発行してもらうことができました。カードの表
の右側には BNP という図書館の略号が、左側には閲覧室（下図）の光景が B の字にかたど
られています。料金は 1 週間だけの会員なら 3 ユーロ、
1 年間だと 8.5 ユーロで、年間メンバーのほうがかなり
お得です。端末画面に、会員カードの裏面に自分の名前
ととともに記載された会員番号を入力すると、検索画面
が進み、閲覧したい文献のところのボタンをクリックす
ると、端末横の小さな機械から紙片が出力されます。紙
片には、検索コーナーの奥にある閲覧室の席の番号が書かれています。閲覧室の 200 ほど
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ある席の全てに番号が割り振られており、指定された席に座って待っていると、係員がワ
ゴンに文献を載せて運んできてくれました。閲覧席の床には電源コンセントがあり、自分
のノートパソコンを持ち込んで作業できるようになっています。また、閲覧室の横から外
のバルコニーに出て、庭を見ながら閲覧することもできます。まさに至れりつくせりのサ
ービスを得て、無事、当時のパンフレットに辿り着くことができました。
かつては、ごみの埋立処分場だったところを再生して
開催されたリスボン博から 10 年以上が経過しました。
ウォーターフロントのリスボン博覧会跡地にできた、水
族館を含む自然豊かな国際公園と大きなショッピング
センターには、多くの人々が訪れていました。海と人と
の共生という博覧会の理念が、再生されたまちに、今も
引き継がれています。ポルトガル国立図書館のあるリス
ボンへ、機会がありましたら、みなさんも一度、訪れて
みてはいかがでしょうか。
（システム工学部准教授

吉田登）
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☆

展

示

「星空写真展」
開催：平成 21 年 5 月 30 日（土）～平成 21 年 6 月 20 日(土)
内容：和歌山大学天文研究会のサークル活動として、今春撮影した天体写真を展示
しました。

-4-

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
☆

貴重資料の電子化
紀州藩文庫資料の「北堂書鈔」全 25 冊を電子化しました。
本書は、中国の類書と呼ばれる百科事典で、隋・唐時代の成立に係り、成立年代の最
も古いものの一つです。
直接見たい場合は、こちらのアドレス（http://densi.lib.wakayama-u.ac.jp/kan/59/59_index.html）か
らご覧ください。
また、OPAC で「北堂書鈔」のキーワードで検索し、詳細画面から URL 項目の BOOK
ボタンをクリックしても見ることができます。

クリックして
見て下さい。

【OPAC の詳細画面】
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☆

職場体験学習受入
受入日：平成 21 年 6 月 11 日（木）～6 月 12 日（金）2 日間
場

所：３階事務室

対象者：産業技術専門学院
業

１名

務：
・書庫内図書のバーコードラベル貼付
・ ハンディーターミナルでのバーコ
ードラベルの読取り作業
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☆ “売れた本”とはひと味違う「2009 年上半期読んだ本ランキング」
---（2009.7.21

YAHOO!より）

・小説部門
※1 位 「夜は短し歩けよ乙女」
（森見登美彦） （913||6||MY）
※2 位

「告白」
（湊かなえ）

（913||6||MK）

3位

「秋期限定栗きんとん事件<上>」
（米澤穂信）

4位

「秋期限定栗きんとん事件<下>」
（米澤穂信）

5位

「重力ピエロ」
（伊坂幸太郎）

※6 位

「1Q84（BOOK1）
」
（村上春樹）

（913||6||MH）

※7 位

「1Q84（BOOK2）
」
（村上春樹）

（913||6||MH）

8位

「ジェネラル・ルージュの凱旋<上>」（海堂尊）

9位

「ジェネラル・ルージュの凱旋<下>」（海堂尊）

※10 位 「容疑者 X の献身」
（東野圭吾）

（913||6||HK）

※印の付いている小説は、図書館に所蔵しています。
/編集後記//-------------------------------------------------------------------図書館では、皆様とのコミュニケーションを図っていきたいと思っております。どんな
些細なことでも結構ですのでご質問、お問合せ、ご感想等を下記アドレスまでお寄せくだ
さい。良き交流の場にしていきたいと願っておりますので、よろしくお願いいたします。
（ス
タッフ一同）
********************************************************************************
編集・発行：和歌山大学附属図書館
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********************************************************************************

-6-

