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■「プロジェクト X」「プロフェッショナル仕事の流儀」「The 挑戦者」など DVD もあります。貸出 OK です。
■興味ある会社の詳細を知りたい場合は、社史や CSR 報告書（企業の社会的責任についてまとめたもの）も参 
　考になります。

●手に取って雑誌を読むなら↓

■ AERA　■週刊エコノミスト
■公務員試験受験ジャーナル
■日経ビジネス
■週刊ダイヤモンド
■週刊東洋経済　　など

「朝日新聞」「週刊朝日」「AERA」「知恵蔵」の記事を
検索して読むことができます。
世の中の流れや社会の動きを知りたい、気になる業界
や企業の将来性を知りたい、時事問題対策などに社説
やニュース解説・用語解説が役立ちます。

●手に取って最近の新聞を読むなら↓

■朝日新聞　■毎日新聞　■読売新聞
■中国新聞　■山口新聞　■宇部日報
■日本経済新聞　■日経産業新聞
■産経新聞　
■フジサンケイビジネスアイ

百科事典・辞書・ニュース・学術サイトなど日本最大の知識
データベースをキーワードを入れるだけで一括横断検索できま

す。スマホにも対応（^0^)
また、「会社四季報」「週刊エコノミスト」「日
本の論点」も掲載。
さらに、歴史的なニュースの映像記録、例え
ばオバマ大統領の演説を動画で見ることがで
きます。

 雑誌や新聞の記事で探す ：最新の情報が掲載されています。

 本で探す ：信頼性の高いまとまった情報を手に入れることができます。

 その他：映像資料，社史，CSR 報告書 など

●分類番号（本の背ラベル）から関連する本を探す
・  人生の先輩から職業観を学ぶなら「280 伝記」
・  企業や雇用について学ぶなら
　　「335-336 企業、経営」　「366 労働経済、労働問題」　

・  文章や言葉を磨くなら「809 言語生活」「816 作文」

●蔵書検索（OPAC) でキーワード検索
・  経済・社会・企業について学ぶ
・  社会人基礎力を高める
・  「働く意味」「就職」を考える
　このような本の多くは通称「就活コーナー」に
　置いてあります。

●データベースで新聞記事を探すなら↓

1945 年からすべての記事を検索できる

これは総合図書館に置いている新聞ですが、
医学部・工学部図書館にも新聞コーナーが
あります。
社説やコラム、就職情報の特集など役立つ
記事が満載！

 

Go

総合図書館１Ｆ
キャリア学習・就職活動支援コーナー

就職支援室（工学部は就職相談・資料室）
図書館には置いていない、実践に役立つマ
ニュアル本や試験対策本も揃っています。

初めにマガジンプラスで気になる特集記事
を検索して、雑誌を探すのが効率的！

●データベースで探すなら↓

キーワードを入れる

キャリア

キャリアなう ２
―読む、そして考える―

図書館では、就職支援室と連携してキャリア学習・就職活動に役立つ
資料を提供しています。
自分の将来に不安を感じる時は、ぜひ図書館に来てみて！
次のようなツールが、あなたをナビゲートします。

280
T81

学生の思いが満載！「キャリア学習・就職活動支援コーナー」学生の思いが満載！「キャリア学習・就職活動支援コーナー」
総合図書館就活コーナーは学生協働のメンバーの発案によって作られたもの
で、2012 年 1 月で開設から 2 年をむかえます。大学生の場合どうしても就職で、2012 年 1 月で開設から 2 年をむかえます。大学生の場合どうしても就職
活動そのものに目がいってしまいがちですが、ここには「キャリア」を幅広活動そのものに目がいってしまいがちですが、ここには「キャリア」を幅広
くとらえた本が約 700 冊配架してあります。くとらえた本が約 700 冊配架してあります。
協働メンバーが本の選定や展示ディスプレイなどにかかわり、学生視点での協働メンバーが本の選定や展示ディスプレイなどにかかわり、学生視点での
コーナー作りに取り組んでいます。コーナー作りに取り組んでいます。
自分の生活を振り返り、将来を考えるためにも、学年問わず多くの方に活用自分の生活を振り返り、将来を考えるためにも、学年問わず多くの方に活用
していただけたらと思います。していただけたらと思います。

【写真左から】高見奈菜さん（経済学部・３年）、白井裕美子さん（人文学部・３年）【写真左から】高見奈菜さん（経済学部・３年）、白井裕美子さん（人文学部・３年）

工学部図書館
キャリア学習・就職活動支援コーナー
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医学部図書館でデザインコンペティション 
医学部図書館の学習環境向上を目指して整備が進んでいます。一階閲覧室は古い雑誌架を処分
して仕切のあるリメイク机を増設し、椅子も新品になりました。
今年度は、医学部の同窓会である霜仁会と協賛でデザインコンペを開催しました。医学部学生及
び大学院生から二階閲覧室や情報ラウンジ等のデザインを募集し、39 点の応募作品の中から優
秀賞に決まった受賞者 3 名には、表彰状のほかに副賞として iPad2 が贈られました。図書館では
デザインコンペに寄せられた提言を学習環境の整備改善計画に活用していく予定です。  

山大教員の著作物 総合図書館１Ｆの教員著作コーナーに配架しています。
また、学術論文は YUNOCA にて公開しています。

新世紀の英語文学 ：ブッカー賞総覧 2001-
2010 / 高本孝子 , 池園宏（人文学部教授）, 
加藤洋介共編

2001 － 2010 年のブッカー
賞全受賞作品および有力作
家の作品についての論考 16
篇に加え、全最終作品 60 篇
のあらすじを網羅した本書
は、英国小説の最近の動向
を知りたい人にとって必携
の書である。 

（開文社出版・2011 年）

侵略戦争と総力戦
纐纈厚（人文学部教授）著

われわれは、侵略戦争を強
行してきた戦前社会と同質
の社会を生きているのでは
ないか。連続のキーワード
としての「総力戦体制」の
形成と挫折、その現代的復
活を通史として明らかにす
る。 

（社会評論社・2011 年）

東アジア都城の比較研究
橋本義則（人文学部教授）編著

膨 大 な 考 古
学・歴史学的
知見がありな
がら、明確に
比較されてこ
なかった、日
本、朝鮮、中
国の都城。そ
の 共 通 特 性

とは？　違いとは？　「羅城」
「葬地」「禁苑」「壇廟」という、
四つの要素ごとに、日・中・
韓の第一線の研究者が都城の
姿や性格、誕生と変容につい
て、最新の調査成果をもとに
縦横に議論し、比較の視点と
方法論を模索する。

（京都大学学術出版会・2011
年）

村上春樹
平野芳信（人文学部教授）著

自ら語ること
の少ない生い
立 ち の こ と、
学生結婚、二
度の芥川賞落
選、 故郷離脱

（イグザイル）、
原稿流出事件、
そして父との

関係まで――。
デビュー作『風の歌を聴け』
から大ベストセラー『ノルウェ
イの森』を経て、最新作『1Q84』
まで、重要作品を丹念に解説。
いまや〈国民作家〉〈世界のム
ラカミ〉でありながら謎に包
まれている、村上春樹の半生
と作品生成の関連を探る。

（勉誠出版・2011 年） 

嗜好品の香りと健康 : 香りで
健康に過ごそう
青島均（医学系研究科教授）著

多くの日本人
は、茶をはじ
めコーヒーや
酒、タバコな
どの嗜好品を
日常的に摂取
し て い ま す。
嗜好品は、生
命の維持に必

須ではありませんが、生活を
豊かにするのに役立っており、
急に禁止されたら、毎日の生
活が味気なくなってしまいま
す。嗜好品にはどのような物
資が含まれ、どのような作用
を引き起こすのか、香りはど
のように生じ、どのような働
きをするのか、健康に良いの
か悪いのか、最新の科学研究
を基にまとめたのが本書です。

（フレグランスジャーナル社・
2011 年）

寄贈者  タイトル
纐纈厚（人文学部教授）　 日本军国主义的过去与现在 / 纐纈厚著 ; 杨孟哲 , 申荷丽译 ; 郭富纯 , 王若审阅（吉林文史出版・2008 年）
纐纈厚（人文学部教授）　 쇼와 천황 과 일본패전（昭和天皇と日本敗戦） / 고케즈 아츠시저자 ; 박현주역자（제이앤씨・2010 年）

纐纈厚（人文学部教授）　 我們的戰爭責任 : 「昭和」初期二十年和「平成」時期二十年的歴史考察 / 纐纈厚著 ; 申荷麗譯 ; 杜繼平審校（人間出版社・2010 年）
纐纈厚（人文学部教授）　 我们的战争责任 : 历史检讨与现实省思 / [ 日 ] 纐纈厚著 ; 申荷丽译 ; 黄大慧审校（人民日報出版社・2011 年）
西敦子（教育学部准教授）　 生活実践力を育成する家庭科授業の創造 / 西敦子著（明治図書出版・2005 年）西敦子（教育学部准教授）　 生活実践力を育成する家庭科授業の創造 / 西敦子著（明治図書出版・2005 年）
武居奈緒子（経済学部教授）　 消費行動 / 武居奈緒子著（晃洋書房・2000 年）武居奈緒子（経済学部教授）　 消費行動 / 武居奈緒子著（晃洋書房・2000 年）
水本精一郎（名誉教授）　 小説の世界 / 水本精一郎著（近代文芸社・2010 年）水本精一郎（名誉教授）　 小説の世界 / 水本精一郎著（近代文芸社・2010 年）
水本精一郎（名誉教授）　 詩の世界 / 水本精一郎著（近代文芸社・2010 年）水本精一郎（名誉教授）　 詩の世界 / 水本精一郎著（近代文芸社・2010 年）
早崎峯夫（名誉教授）　 Dirofilaria immitis infection and dirofilariosis : an animal model of human filariosis / Mineo Hayasaki（2010 年）

スマホで JapanKnowledge（ジャパンナレッジ） 
JapanKnowledge は、百科事典・辞書・ニュース・学術サイト URL 集などを集積した
日本最大の知識データベースを一括検索できる便利ツールです。
この JapanKnowledge が、学内であればスマートフォンから使えるようになりました。
ご利用は、Wi-Fi 環境（無線 LAN）に接続した後、下記 URL にアクセスください。
スマートフォンで使えるコンテンツが増えています。詳しくは図書館ホームページでご
案内しております。

　　　　                    http://ssl.japanknowledge.jp/lite/portal_jkn21.php




