ブレインテックは
おかげさまで創業30周年を迎えました
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ブレインテックからのお知らせ
◆図書館総合展とユーザー研究会について
下記日程で図書館総合展が開催されます。
＜第15回図書館総合展＞

開催日：2012年10月29日（火）〜31日（木）
会 場：パシフィコ横浜（横浜市西区みなとみらい１−１−１）

ブレインテックでは、今年も展示ホールでのブース出展を行います。
また、図書館総合展のフォーラムにおいて、下記の通りユーザー研究会を開催いたします。
＜株式会社ブレインテック 第28回ユーザー研究会＞
開催日：2012年10月30日（水）
会 場：パシフィコ横浜アネックスホール

お申込方法や詳細につきましては、同封のご案内をご覧ください。また、当社 Web サイトにも情報を掲載
いたします。
株式会社ブレインテック ─ イベント・セミナー

http://www.braintech.co.jp/event/

ご多用中とは存じますが、皆さま奮ってご参加ください。

◆ Braintech Summer Session 2013（学校図書館ユーザーの集い）・
開催の御礼

８月７日に開催いたしました「Braintech Summer Session 2013（学校図書館ユーザーの集い）」は、
おかげさまで無事終了いたしました。ご参加いただいた皆さまには厚く御礼申し上げます。

本号同封物のご案内
１．株式会社ブレインテック 第28回ユーザー研究会のご案内
２．短期集中セミナー【初級】開催のお知らせ
３．コリブリおよび関連製品特価キャンペーンのご案内
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NDL蔵書目録［NDLサーチ］編

「NDL 蔵書目録［NDL サーチ］」機能を使ってデータの入力をしているけれど、これまでの自館の入力ルールと少し違
うので毎回手直ししている・・・ということはありませんか？ そのお悩み、もしかすると解決できるかもしれません。
Ｑ：NDL 蔵書目録［NDL サーチ］を使ってデータダウンロードをすると、書名の後ろに版表
示が入力されているので、毎回修正をしなければなりません。
Ａ：「取り込み設定」を見直してみましょう。

NDL サーチデータを情報館へ入力する際には、
「取り込み設定」の内容に従って取り込みが行われ
ます。取り込み設定には、［条件番号選択］［資料項目置換方法］［内容細目置換方法］［TAG デー
タ置換方法］［通信設定］の５つの設定があります。
NDL サーチのどの項目データを情報館のどの項目に取り込むのか、という設定は、作成された条
件ごとに指定されるので、［条件番号選択］にて変更する条件を指定し、変更作業を行います。
取り込み設定は、以下の手順で行います。
１）
「資料データ入力」メニューを起動します。
２）メニューバー「外部取り込み」−「NDL 蔵書目録［NDL サーチ］」−「取り込み設定」を選択し
ます。
３）
「条件番号選択」タブを選び、条件番号を確認し、「変更」ボタンをクリックします。
（初めて設定を行う場合には、「追加」ボタンをクリックします）

POINT!

条件番号は資料形式別に保存され
ています。図書と雑誌など複数の
資料形式の受入に NDL サーチを
使用している場合には、それぞれ
に設定を確認しましょう。

４）取り込み方法タブをクリックし、設定を行います。

では、いくつかの項目について、設定内容の例をご紹介します。
Ｑ１．版表示を「書名１」の後ろではなく、
「版表示」項目に入力したいのですが？
Ａ１．以下の設定に変更しましょう。
書名１：版表示「取り込まない」
版表示：版表示「取り込む」

取り込みイメージ

Ｑ２．「叢書名」に「シリーズ名」
、
「シリーズ No」に「シリーズ No」を入力できますか？
Ａ２．以下の設定に変更しましょう。
叢書名：シリーズ「シリーズ名のみ取り込む」
シリーズ No：シリーズ「シリーズ No を抽出して取り込む」

取り込みイメージ
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Ｑ３．著者名に生没年が入ってしまいます。
Ａ３．
「著者標目」より取得する設定になっているためです。著者標目では、同姓同名の別の著
者を区別するために生（没）年が表示されることがあります。「タイトルの責任表示」か
ら取得すると、該当資料での役割である「著」
「訳」などが取り込まれます。
「著者標目」と「タイ
トルの責任表示」

Ｑ４．分類記号欄には、NDC９版を入れたいのですが。
Ａ４．分類記号１（２）の設定を変更しましょう。

分類記号１（または２）：分類「NDC（９版）を取り込む」

POINT!

Ｑ５．内容細目は手入力しないといけませんか？
Ａ５．内容細目データがあるものは、設定により取り込むことが可能です。

「NDC 自動判定」とは、NDC（９
版）
→ NDC（８版）
→ NDC（６版）
の順で、最初に見つかったものを
取り込みします。

内容細目：「取り込む」

＊内容細目を取り込む場合には、取り込み方法の選択が必要です
「細目タイトルを分割して取り込む」
内容細目（タイトルのみ）を区切って取り込みます

取り込みイメージ

「NDL サーチのデータ構造に従って取り込む」
内容細目のタイトル・著者などを連結して取り込みます

取り込みイメージ

Ｑ６．URL キャプションの「国立国会図書館サーチの書誌詳細画面の URL」を別の言葉に変
更したい
Ａ６．「リンクテキスト」の指定が可能です。
URL アドレス：リンクテキストを任意の言葉に変更

POINT!

「URL キャプション」に資料ごと
に異なる内容を入力したい場合に
は、
「リンクテキスト」を空白にし
ておき、ダウンロード後に追加入
力しましょう。

サポート部へのお問い合わせはこちらまで
E-mail

support@braintech.co.jp

本社カスタマサポート部直通

TEL 03-3449-0197

関西事業所カスタマサポート部 TEL 06-6367-9384
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第72回

郡山女子大学図書館
2013年８月

今回は、福島県郡山市にある郡山女子大学図書館を訪問しました。JR 郡山駅からバスで約30分程
度の場所に位置する郡山女子大学は、桜の名所として知られる開成山公園に隣接し、図書館からも公
園を望むことができます。また、敷地内の木々も、涼やかな雰囲気を醸し出しています。本日は司書
係長の和知剛様にご案内いただきました。
──本日はありがとうございます。早速、貴校の沿革などをご紹介いただけますでしょうか。
1947（昭和22）年に創立者である故・関口富左がこの地における
女子の高等教育の充実を願って郡山女子専門学院を創設したのが、本
学のはじまりです。1950年には日本で最初の短期大学のひとつとし
て認可を受け、1955年に附属幼稚園、1957年には附属高等学校、
1966年には大学、1992年には大学院、2000年には短期大学部専
攻科をそれぞれ開設しています。
現在では女子の総合教育学園として互いの連携を高めながら「人間
生活を学ぶ」という教育方針を守り、哲学的基盤を持った新しい家政
学を大きな柱として、女性の人材を創出することに力を注いでいます。
現在の図書館は大学を開設した1966年に竣工しました。1998年
と2006年に改修が行われ、耐震補強工事も完了しています。蔵書は
約12万冊、保存雑誌は約2000タイトルあり、本学に在籍する院生・学生・教職員をはじめとする、図書館を利
用するみなさんの研究・調査の御用に役立つため、毎日情報・資料の収集と提供に努めています。

──入口入ってすぐの場所は談笑できるスペースとなっていて、壁に沿ってまわりこむ形でカウンターや閲
覧室が広がっているのですね。
図書館棟の２階と３階が図書館です。フロア中央部分が開架書庫と
なっており、閲覧室やカウンターがその周りを囲んでいるような構造
です。閲覧室は２階と３階の２フロア分なのですが、開架書庫は天井
を低くしてフロア間に中２階も設けてあるので、合計５階分のフロア
となっています。
閲覧室には、インターネットに接続可能なパソコンを設置し、学生
は自由に使用可能としています。
スタッフは４名おり、ILL や受入、逐次刊行物などそれぞれ担当を
持っています。

──2011年に起きた震災についてお聞かせいただけますか。
2011年３月11日の震災では、ここ郡山市も大きな被害を受け、当
大学も例外ではありませんでした。
図書館棟の１階は美術館と閉架書庫となっているのですが、床が隆
起したり、正面階段が一部崩落しました。建物の内外には多数のひび
割れが発生しました。また、学校の周囲には液状化現象も発生しまし
た。
館内は、転倒した書架も多く、この震災で破損してしまった図書も
多数あります。停電もありましたので、図書室事務室内に置かれた
サーバをシャットダウンして UPS を停止させるため、本をかき分け
て進みましたね。
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この年は学校全体がゴールデンウィークまで休校、復旧作業にあてられましたので、夏休みを返上して授業の
カリキュラムが組まれました。図書館も同年５月から一部ではありますが部分開館しました。

──館内の被害も大きかったのでしょうか。
震災当日は開館中でしたが、春休み期間中で利用者も少なかったこ
とも幸いし、利用者にも職員にも怪我人はありませんでした。2006
年に図書館の改修・補強工事が終わっていたことも、建物そのものの
地震被害を軽減させたと言えます。
震災の翌年には、ほぼ修復されました。ですが、念には念を入れ、
書架の転倒防止などの工事は現在も継続して行っています。今年も書
架の地震対策などをの工事を行いました。
棚同士がぶつかって傷がついた書棚もありますし、棚が大きく動い
たために挟まれて取り出せないままとなっている文庫本もあります。

──震災時には Twitter を利用して、被害と復旧の様子を公開されていたとお聞きしました。いろいろな情
報発信が行われているようですね。
図書館のホームページから、お知らせや情報館 WebOPAC
による蔵書検索、各種データベースや電子ジャーナルへのリン
クなどを公開しています。この他、図書館からの情報発信とし
て「Facebook」と「Twitter」を使用しています。
「Facebook」は、図書館からの情報発信の場と考えていま
す。学生に興味を持ってもらえるよう、ほぼ毎日情報発信を
行っています。できるだけ写真を掲載すること、話題や口調な
どに気を付けています。
「Twitter」は、大学や図書館、地域の情報の拡散を目的に
行っています。図書館側が話すのではなく、あくまでも情報拡
散のツールと位置付けています。
他には、パスファインダー（ある特定のテーマに関する資料や情報を収集する手順をまとめたもの）を、印刷
物ベースではなく Web に適した形で作成する試みである、「ソーシャルブックマーク（SBM）を利用したパス
ファインダー」を実践しています。震災以降更新が滞っているのですが、他の図書館ではあまり例を見ない取り
組みなので、時間を見つけて更新に励みたいと考えています。

──いろいろと取り組まれていらっしゃるのですね。2005年に情
報館をご導入頂きましたが、使い勝手などはいかがでしょうか。
当初は自館開発を経て他社のシステムを導入していたのですが、使
用していた他社のシステムが当館の規模ではオーバースペックなので
はないかという意見があり、適正な規模にダウンサイジングすること
を求められた結果、情報館に落ち着きました。情報館総合管理と情報
館 WebOPAC、BT-CATP/CAT・ILL を導入しています。
導入後、特にトラブルもなく使用しています。私は使用時にマニュ
アルをあまり読まないタイプですが、カスタマサポート部のおかげで
問題なく使用できています。

──トラブルもないとのことで安心いたしました。お忙しい中、取材をお受けいただきありがとうございます。
和知様の精力的な活動が印象的でした。ますますのご発展をお祈り申し上げます。

*************************************************************

郡山女子大学図書館

〒963-8503 福島県郡山市開成３−25−２
TEL 024−932−4848
http://library.koriyama-kgc.ac.jp
Facebook: https://www.facebook.com/LibKGC
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紀伊國屋書店からのご案内

ブレインテックの製品・サービスをご利用の皆様に
図書館と本に関する業界動向やオススメ情報をお届けします

紀伊國屋書店出版部の本のご案内〜書物復権プロジェクトより〜
書物復権とは：
岩波書店、紀伊國屋書店、勁草書房、春秋社、東京大学出版会、白水社、法政大学出版局、みすず書房、未
來社の９社による共同復刊事業であり、ベストセラーや文庫本、新書に押され書店の店頭から消えていくこと
の多い人文系専門書の普及策として、品切のまま重版できずにいる古典や基本書を、読者のリクエストをもと
に、よみがえらせようとする企画です。
1997年の初回開催以来、復刊された品切書は600点以上にのぼります。
今回は復刊作品から３点ほどご紹介いたします。

9 出版社
共同復刊

書物復権

破壊 ―― 人間性の解剖

エーリッヒ・フロム 著／作田啓一、佐野哲郎 訳

ローレンツの新本能主義やスキナーの新行動主義の批判を通して、個体及
び種の保存に役立つ〈良性の攻撃〉と、人間固有の破壊性や残酷性を伴う
〈悪性の攻撃〉とを峻別。後者を代表するものとして、生命破壊の情熱（ネ
クロフィリア）とサディズムをとりあげ、スターリンやヒトラーなどの性
格分析を展開し、ネクロフィリアと表裏一体の現代社会に警鐘を鳴らす。
初版1975年・46判/852頁・定価9030円

978-4-314-00893-8

アフリカの創世神話

阿部年晴 著

アフリカの諸部族の創世神話――宇宙や人間生活のはじまりに関する物
語――を題材に、彼らの生活様式、思考方法、社会の仕組み、世界観な
どを探る。アフリカの神話的世界の紹介にとどまらず、生きることの意
味と神話とのかかわりを、その背景・土壌との関連で捉えて解説する、
恰好のアフリカ学、文化人類学入門書。
初版1965年・46判/222頁・定価2730円

978-4-314-01108-2

本・子ども・大人
ポール・アザール 著／矢崎源九郎、横山正矢 訳
大人たちが子どもの気持ちを理解せず、夢のない教訓だらけの本を与えて
きたことを警告し、子どもたちの想像力を空高く飛ばせてやるためにはど
んな本を与えればいいかを軽妙洒脱な名文で説く。子どもとかかわるすべ
ての大人必読の、児童文学論の古典的名著。文学史の大家の叡智が詰まっ
た一冊。
初版1957年・46判/276頁・定価2730円
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IT 探偵の事件簿
第14話「消えた電子書籍リーダー」
ブレイン探偵事務所の所長「愛智（あいち）小五郎」は、パソコンやそれに関する技術に悩める人々を救う通
称「IT（アイティー）探偵」である。
今日の舞台はおなじみの事務所内ではなく最寄りの遊園地。大きな事件を解決したお祝いとして、助手のヨシ
オ君とその友人たちを連れて遊びに来ているところだ。
ヨシオ君「次はこのジェットコースターに乗ろう！

先生も早く来てくださいよ！」

IT 探偵 「ちょっと待ってくれよ、少し休憩を入れないか。この暑さで君たちについていけるほど、もう若くはないんだから…。お
や、向こうが何か賑やかだな。人も集まっているし有名キャラクターの着ぐるみでも登場したのかな？」
ヨシオ君「でも中心にいるのは警備員のおじさんですよ。ゆるキャラが増えてるとはいえ、流石にあれは新キャラじゃないですよね」
何かトラブルが起きたと確信した探偵とヨシオ君は、先に友人たちを行かせて事情を聴くことにした。
警備員

「IT 探偵さん…ああ、お名前は伺っていますよ！ 実は親子のお客さんなのですが
たということで話を伺っていたのです。お力を貸していただければ助かります」

IT 探偵 「デンシャステキ？？
警備員

電車素敵

リーダーなるものが盗まれ

ああ、電子書籍リーダーですね。どのような状況だったのですか？」

「父親がその 伝書歯石 リーダーとやらを見ながらベンチで座っていたところ、うたた寝してしまったようです。乗り物
から戻ってきた息子さんに起こされましたが、その時には手元から無くなっていたという次第で」

横には父親と小学校低学年ぐらいの男の子が不安そうな顔つきで立っていた。遠方から来たのかそれぞれ手荷物を抱えている。
父親

「私のリーダーを取り戻すことはできないのですか？
には仕事に関連する書類も入っているのです」

本体や今までダウンロードした本はあきらめがつきますが、あそこ

ヨシオ君「そうは言ってもこれだけの人出では難しそうですね。それにしても犯人は荷物も一緒に盗まなかったのですかね？」
IT 探偵 「いいところに気づいたね、ヨシオ君。手に持っていたであろうリーダーだけを取るというのも不自然だ。そういえば電子
書籍リーダーについてヨシオ君はどれだけ知っているのかな？」
ヨシオ君「電子書籍がネットからダウンロード等することで読むことができる本や漫画、ということは知っていますが、それらはス
マートフォンやタブレット PC でも読むことはできますよね？ リーダーはそれらと何が違うのですか？」
IT 探偵 「まずは表示部分に電子ペーパーと呼ばれる技術を使っているものが多いことが挙げられる。これは従来の液晶よりも紙に
近い性質を備えているのが特徴で、どの角度からでも見やすく、今日のような陽光の下でも読みやすいという利点がある。
ただし今のところはモノクロだし、画面が発光していないため暗所で読むためにはライト機能が必要、
という課題もあるね」
ヨシオ君「ふむふむ」
IT 探偵 「また専用機というだけあって軽量で、１回の充電で１週間など長時間稼働する機種が多い。操作もパソコンに慣れてない
人でも扱いやすいように考えられているものもあるね。値段も国内市場が盛り上がるにつれずいぶんと安くなってきたし、
ヨシオ君もスマートフォンは無理でもこれなら読書専用として親御さんに買ってもらえるんじゃないかな」
ヨシオ君「どうせ漫画を読むと思われて却下されますよ！

ところで、ネットはいつでも見ることはできるのですか？」

IT 探偵 「家などの wi-fi 環境のある場所でしか本をダウンロードできないものや、どこでもダウンロード可能なものと様々ある。ま
た音声、映像、アプリなどパソコンに近い機能を持ったものも登場し多様性が進んでいるね。ただ、ヨシオ君の言う通り専
用アプリがあればパソコンでも電子書籍は読めるし、スマートフォンやタブレット端末も電子書籍を意識したものが次々
と出ているので、これからはシェアの奪い合いになるのか、場面により使い分けされるのか、動向が注目されるね」
ヨシオ君「電子書籍は持ち運びや保管に便利ですし、より発展しそうですね。リーダーの選択肢が多いとどれを買うか悩みそうですが」
IT 探偵 「端末によって使える電子書籍ストアに違いもあるので、そういうところも購入のポイントに入れると良いよ」
ヨシオ君「ふむふむ。ところで先生にはリーダーを取り戻す方法に当たりがついているみたいですね。そろそろ教えてくださいよ」
IT 探偵 「うむ、リーダーを持っているのは君だね。今のうちに大人しく持っている荷物をあけるんだ」
全員

「ええ？」

探偵が示したのは何と男の子の荷物。はたして、そこから電子書籍リーダーが見つかった。唖然とする父親。
IT 探偵 「息子さんはただ遊園地に行きたかったのではなく、父親であるあなたと一緒に遊びたかったのですよ。しかしあなたはこ
こに来ても仕事ばかりしていたのではないですか？ ならば、それに腹を立てたのが原因でしょう。話が大きくなって言い
出せなかっただけでしょうから、ここは私に免じて息子さんを許してもらえないでしょうか。遊び場に仕事を持ち込むのは
セキュリティ面からも感心した話ではないですしね」
父親は探偵の話に感じるものがあったのか、お礼を述べた後、息子とそろって次の乗り物へと向かっていった。一件落着…のはずが。
IT 探偵 「おおっと！
ばだ！」
ヨシオ君「ええ！

私としたことが重要な調査を頼まれていたことを忘れていたよ。ヨシオ君は遊びに戻るがいい。では、さら

先生！

言っていたこととやってることが全然違いますよー！」

IT 探偵 「…実は絶叫マシンが苦手だなんて、後で何を言われるか分からないからな。逃げるにしかず！」
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こちら BT ウェブ窓口！

http://www. braintech. co. jp/
ブレインテックのウェブサイトのユーザー様向けページを中心に、役に立つ情報をピックアップしてご紹介する
コーナーです。
今回はイベント・セミナー情報ページについてご案内します。
第３回

イベント・セミナー情報ページ

株式会社ブレインテック ─ イベント・セミナー

http://www.braintech.co.jp/event/

１．スケジュールを確認
ブレインテックではユーザー様向けに「短期集中セミナー」や「ユーザー
研究会」を開催しています。また、「図書館総合展」のようなイベントに
出展しています。
ウェブサイトのリニューアルに合わせて、これらのイベントの開催・出展
情報を一覧でご覧いただけるように、イベント・セミナーのページを開設
しました。これから開催されるイベントやセミナーの予定と詳細をご確
認いただけます。
各ページの左側のバナー「イベント・セミナー情報」からお入りください。

２．ウェブから申し込みできます
各イベントのお申し込みもウェブから行えるようになりました。これま
での FAX などのお申し込みと合わせてご活用ください。
※一部のコンテンツへのアクセスおよびイベントのお申し込みには、サポートコーナー
共通のユーザー名とパスワードが必要です。ご不明な場合は、電話等でお気軽にお問い
合わせください。

３．これからのイベント・セミナー情報ページ
現在、短期集中セミナーのページに過去のテキストを掲載していますが、過去のイベントで使用した資料なども掲載してい
く予定です。
今後も “使えるウェブサイト” を目指していきますので、ご意見やご要望がありましたら是非お寄せください。

今後のイベント・セミナー開催スケジュール
2013（平成25）年８月22日（木）23日（金）

「情報館」短期集中セミナー（東京）

2013（平成25）年８月27日（火）

「情報館」短期集中セミナー（大阪）

2013（平成25）年10月29日（火）〜31日（木）

図書館総合展運営委員会

2013（平成25）年10月30日（水）

第28回ユーザー研究会

2014（平成26）年１〜２月

「情報館」短期集中セミナー（東京・大阪他）

《編・集・後・記》

▽確認したいことがあって２年前の News Letter を読み返したら、
計画停電に関連するお知らせを掲載していました。もう２年も前の
ことなんだと月日の流れに驚きます。▽今年の夏は「情報館」短期
集中セミナーを初の東北開催となる仙台で行いました。今後も東京・
大阪の他にユーザー様が集まりやすい場所があれば、開催していき
たいと考えています。▽遅れること一か月、私もこの秋に仙台に行
くことになりました。今があることに感謝して、東北の美味しいも
のをたくさん食べてこようと思います。（み）

発
発

行

ご意見ご感想等ございましたら、ＦＡＸまたは E メール（publicity@
braintech.co.jp）等でお寄せください。お待ちしております。
ご担当者・ご住所等が変更になりましたら、お手数ですが弊社までご
連絡くださいますようお願い申し上げます。

※NewsLetter は原則発行前月15日のユーザー登録情報を元にお送りしています。
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第15回図書館総合展（ブース出展）

2013年８月15日
株式会社ブレインテック
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TEL 03-3449-0197（カスタマサポート部直通）
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