
 

 

 

 

 

 

 

 

 ついに面接授業再開となりましたね！待ち望んだ人も、まだ不安な人もいることでしょう。 

 春からの、皆さんが大学に来られなかった期間に沢山の本が書架に入りました。今月も面白い本を沢山揃えていま

す。まだ自宅で過ごすことが多いと思いますので、この機会にぜひ本を借りて読んでみてください！ 

 

＜特集＞~検定・試験対策本~ 

 館内には様々な検定・試験に関する本が所蔵されています。 

皆さんが検定・試験に挑戦する際のお手伝いになればと思います！ 

 そこで、今回はどの検定・試験に関する本が所蔵されているかを紹介したいと思います。 

 

<資格図書コーナーにある本> 

 入口を入って正面に見える黒い棚の真ん中に、資格図書コーナーが設けられています。 

そこにある本は以下の検定・試験に関する本が集められています！ 

eco 検定 中小企業診断士検定 日商簿記検定 PowerPoint プレゼンテーション検定認定試験 

秘書検定 販売士検定 日本語能力試験 Word 文書処理技能認定試験 

TOEIC 経営学検定試験 ビジネス能力検定 Excel 表計算処理技能認定試験 

公務員試験 IT パスポート試験 ネットマーケティング検定  

※日商簿記検定に関しては、「みんなが欲しかった 簿記の教科書」シリーズの DVD もあります！（館内で視聴可） 

※現在、ヘッドフォンの貸出はお休みしています。視聴覚資料を視聴したい方はイヤホンを持参してください。 

 

 

 

 

<その他の場所にある本> 

館内には資格図書コーナー以外の場所にも検定・試験に関する本が所蔵されています。（各登録番号、分類番号にそ

った棚に置かれているか、教科書コーナーや教員指定参考資料コーナーに置かれています。） 

 その一部（上記と同じく検定・試験名）を紹介します！ 

インターネット検定 FP 技能検定 ERE 経済学検定 消費者力検定 福祉住環境コーディネーター検定 

貿易実務検定 表計算検定 中国語検定 ニュース検定 メンタルヘルス・マネジメント検定 

ビジネス会計検定試験 ビジネス心理検定試験 薬学検定試験 ボランティアコーディネーション力検定 

※これらの本は古いものである可能性があります。その場合は形式等が変わっている可能性があるのでご確認の上、

参考程度に活用してください。 

※最新版を置いてほしいという方はカウンター横に設置されている「図書リクエスト申込書」に必要事項をご記入の

上、カウンターまでお持ちください。（※リクエスト後はその本を取り入れるかどうか選定があります。希望が通ら

ない場合もありますので、ご了承ください。） 

＜図書館の使い方講座＞~各コーナー編~ 

 図書館内には、様々なコーナーがあります。そこで、今回はいくつかのコーナーをまとめてみました！ 

 

館内に入って最初に目につく正面の本棚。この本棚にはいく 

つかのコーナーがあります。現在は左上から順に、 

①新着図書（特に上の 2 段は最新。おすすめ紹介ポスター付き！） 

②東洋経済臨時増刊号とオススメの本 

③話題の小説（作家別に並んでいます！） 

④資格図書（検定・試験に関する本。※特集コーナーの通り） 

⑤入門書（比較的わかりやすく説明されている本。） 

⑥教員指定参考資料（先生方のオススメ！） 

のコーナーとなっています。 

 

話題の小説コーナーには有名な作家の作品が並んでいます。現在取り上げている作家は以下の通りです。 

（現在本の入れ替え中です。これから追加される本もあります。ぜひチェックしてみてください！） 

 

 

 

 

 

 

入門書コーナーには、簿記、経済学、ミクロ経済学、マクロ経済学、経営学に関する本を取り揃えています！「試験勉強

で問題集を解く前に基礎から学びたい。」、「講義で聞いた内容だけど、その時はあまり理解できなかったから改めて学びた

い。」等の場合に役立つ本が並んでいます。 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

他には、就活応援図書コーナー（左の画像）や今月の展示コーナー（右の画像）もあります！どちらもカウンター正

面のデータベース付近にあります。 

展示コーナーは毎月展示内容を変更しています。どんな展示になるかお楽しみに！（棚の中の本も貸出可能です！

ご自由にお取りください。） 

 

 この他にも様々なコーナーが図書館にはあります。ぜひ自分の目で確かめてみてください！ 

次回、館内の配置図を掲載するので、そこで再度どこにどのような本・コーナーがあるのか 

確認していただけたらと思います！ 

 図書館だより 
2020 年度 

Vol.5 
8 月号 

赤川次郎 朝井リョウ 有川浩 池井戸潤 伊坂幸太郎 今村夏子 小川糸 恩田陸 垣谷美雨 川上未映子

川越宗一 川村元気 住野よる 知念実希人 辻村深月 東野圭吾 百田尚樹 平野啓一郎 又吉直樹 

松岡圭祐 真山仁 三浦しをん 湊かなえ 村上春樹 森見登美彦 柚木麻子 横山秀夫 

① 

② 

③ ④ 

⑤ 

⑥ 

映像学習という方法もあるんだね！ 

まずは DVD で学んでみるというのも手かも！ 

図書と合わせて使うことも可能だよ。 

展示コーナーの左隣には 

図書館だよりと今月の新着図書一覧 

が掲示されているよ！ 

合わせてチェックしてね！ 



＜新着図書紹介＞ 

作品名 著者名 登録番号 分類記号 

調べる技術 書く技術 佐藤優  2008835 002.7 

「繊細さん」の本 武田友紀  0071009 141.94 

孤独のチカラ 齋藤孝  2008838 159 

要領がよくないと思い込んでいる人のための仕事術図鑑 F 太 小鳥遊  0071012 159.4 

さぁ、才能に目覚めよう トム・ラス 0071013 159.4 

日本史に学ぶ一流の気くばり 加来耕三 0071024 210.04 

繁栄のパラドクス クレイトン・Ｍクリステンセン 0071004 331.87 

コロナショック・サバイバル 冨山和彦  0071014 332.107 

中小企業白書 小規模企業白書 上 中小企業庁   0071006 335.35 

MMT とケインズ経済学 永濱利廣  0071001 337.1 

業界と職種がわかる本 ’22 年版 岸健二 0071003 377.9 

絶対内定 2022 自己分析とキャリアデザインの描き方 杉村太郎 熊谷智宏  0071011 377.9 

就活成功塾 齋藤孝  0071017 377.9 

就職活動が面白いほどうまくいく 確実内定 トイアンナ  0071018 377.9 

動物の言葉 ナショナル ジオグラフィック 0070997 481.78 

図解 新型コロナウイルス 職場の対策マニュアル 亀田高志  0071002 498.8 

良い製品開発 三木博幸  0071015 509.6 

とろけるしあわせ 冷たいおやつ 主婦の友社   0071010 596.65 

自分らしい#ひとり暮らし BEST 収納&インテリア   0071007 597 

会社の SNS 担当になったらはじめに読む本 落合正和 0070998 674.6 

カメラ 1 年生 iPhone・スマホ写真編 矢島直美  0070999 743 

デジタルゲーム研究入門 小林信重 0071019 798.5 

悩ましい国語辞典 神永曉  0071008 810.4 

読解力を身につける 村上慎一 2008818 817.5 

東野圭吾公式ガイド 
東野圭吾作家生活 35 周年 

実行委員会   
2008839 910.268 

カケラ 湊かなえ 0071022 913.6 

アリバイ崩し承ります 大山誠一郎  2008819 913.6 

仮面病棟 知念実希人  2008820 913.6 

一度死んでみた 澤本嘉光 鹿目けい子  2008822 913.6 

絶対零度 上 浜田秀哉 白石まみ 小山正太 2008825 913.6 

ヘヴン 川上未映子  2008827 913.6 

カエルの楽園 2020 百田尚樹  2008834 913.6 

鬼滅の刃 風の道しるべ 吾峠呼世晴 2008837 913.6 

万能鑑定士 Q の事件簿 0 松岡圭祐  2008840 913.6 

他、27冊が新しく入りました！ 

就職活動の本や新型コロナ対策の本が沢山入っています。また、ドラマや映画になった小説も取り揃えています！ 

＜今月の展示コーナーの紹介＞ 

 図書館の入り口の正面に見える展示スペース(データベースのパソ 

コンの近く)では、月ごとにテーマを決めて特集を組んでいます。 

8 月のテーマは…『頑張る人への応援図書特集』です！ 

頑張っていることがある！頑張りすぎて疲れてしまった。頑張りたいけど集中力が続かない…。自分にあった勉強

法を知りたい！……このような、“頑張る人”に向けた本を集めました。 

 息抜きに、または効率 UP を目指して、ぜひ読んでみてください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お知らせ＞ 

★8 月 3 日より面接授業が再開しましたが、図書館の利用方法については 6 月 22 日に 

制定されたものから変更はありません。ご不便をおかけしますが、ルールを守って 

ご利用いただきますようお願いいたします。 

いくつかのルールはありますが、お気軽にご活用いただけたらと思いますので、ぜ 

ひご利用ください！ 

★8 月は 8 日(土)～16 日(日)が休館となります。また、その他の土曜・日曜も通常通り 

休館となりますので、よろしくお願いします。 

タイトル 著者名 登録番号 分類記号 

東大生だけが知っている「やる気スイッチ」の魔法 岡田真波 0066065 159 

「グズグズ癖」とキッパリ手を切る 200のアイデア 野間健司 0066303 159 

松岡修造の人生を強く生きる 83の言葉 松岡修造 0067716 159 

自分を操る超集中力 DaiGo 0068493 159 

やり抜く力 

アンジェラ・ダッ

クワース 0068504 159 

東大式習慣 西岡壱誠 0070092 159 

超筋トレが最強のソリューションである Testosterone 0070272 159 

無理しないほうが愛される 加藤諦三 0070694 159 

心が元気になる美しい絶景と勇気のことば 

パイインターナシ

ョナル 0069102 159.8 

マンガでわかる！10代に伝えたい名言集 定政敬子 0070121 159.8 

リラックスのレッスン 鴻上尚史 0069990 361.454 

一生モノの勉強法 鎌田浩毅 0062527 379.7 

本当に頭がよくなる 1分間勉強法 石井貴士 0067007 379.7 

自分の脳に合った勉強法 小沼勢矢 0069445 379.7 

スマホ勉強革命 吉田たかよし 0070183 379.7 

図解「昨日の疲れ」が抜けなくなったら読む本 西多昌規 0067056 498.3 

ミドリ薬品漢方堂のまいにち漢方 櫻井大典 0070269 498.3 

「頭がいい人」は脳をどう鍛えたか 保坂隆 2005054 498.39 

発行：長岡大学図書館 

長岡大学図書館 HP 

フ ァ イ ト ！ 
000～099 

総記 
（百科事典・ 

年鑑・調べる本） 

300～399 
社会科学 

（政治・経済・ 
法律・社会の 
仕組み・伝説） 

400～499 
自然科学 

（数学・科学・ 
生物学） 

500～599 
技術・工学 

（機械・環境・ 
乗り物・家庭） 

600～699 
産業 

（農林水産省・ 
商業・交通） 

700～799 
芸術 

（音楽・図画・ 

スポーツ・演劇） 

800～899 
言語 

（言葉・日本語・ 
外国語・辞典） 

900～999 
文学 

（詩・短歌・ 
俳句・物語） 

100～199 
哲学・宗教 

（心理・道徳・ 
物の考え方・ 
生き方） 

200～299 
歴史・地理・伝記 
（人々が行って 
きたこと・ 
地域の様子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


