
 

 

 

 

 

 

 

 

あっという間に 6 月ですね。オンライン授業には慣れてきたでしょうか？ 

図書館は 6 月から一部制限があるものの、本の貸出・返却やデータベースの利用等が再開 

します。ご利用の際には入口に掲示されている注意をよくお読みになってご利用ください。 

 

＜特集＞～就職活動に役立つ本①～ 

 「就職活動といっても何から始めたらいいかわからない…」「就職活動 

に関係する情報はどうやって集めたらいいの？」という皆さんにぜひ読ん 

で頂きたい本を紹介します！ 

 まずは、本の紹介の前に。皆さんは図書館に「就活応援図書コーナー」 

というものがあることをご存知ですか？ 

このコーナーには仕事や企業について学べる本や就活能力を高める本、書 

く力を高める本など様々な役立つ本が置かれています！今回は、その一部 

を紹介したいと思います。 

 

・『最新 小売業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 [第 2版]』【登録番号：0067744 分類記号：336.737】 

 →図解入門業界研究シリーズの本です。他にも金融業界やコンビニ業界、運輸業界など様々な業界のことがわかる

本があります。業界研究にも役立ちます！ 

・『就活のやり方 いつ・何を・どう？ ぜんぶ！ 2022年度版』【登録番号：0070905 分類記号：377.9】 

 →就職活動のノウハウが詰まった一冊！何をしたらいいかわからない…という人や就活の詳細が知りたい人の役に

立つこと間違いなしです！この本以外にも業界や職種、どんな職業があるのかについて書かれた本もございます

ので、そちらと併せてご利用ください。 

・『何者』【登録番号：0066169 分類記号：913.6】 

 →就職活動を頑張る皆さんにぴったりな小説も何冊か置いてあります。ぜひ読んでみてください！ 

・『この一冊できちんと書ける！ 論文・レポートの基本』【登録番号：0068995 分類記号：816.5】 

 →就職活動には勿論、レポートや論文の作成にも役立つ本が沢山あります！ 

・『一問一答 面接攻略[完全版]』【登録番号：0069408 分類記号：377.9】 

 →具体的な質問例と、良い回答・悪い回答が記載されているので、実践に役立ちます！この本以外にも、面接やプレ

ゼンテーション、話し方など様々な技能に関する本がございますので、ぜひご活用ください。 

※随時最新版を入荷していきますので、暫くお待ちください。 

 

＜図書館の使い方講座＞~申請書編～ 

 今回は、様々な申請書類についての紹介をしたいと思います！申請書と聞くと難しそう、面倒くさそうというイメ

ージがあるかと思いますが、印刷する際や本のリクエストをする際などに気軽に活用できる便利なものです。 

まずは、どんなことができるのかを知っていただけたらと思います！ 

 

長岡大学の学生の皆さんが使う用紙は、主に 4 種です。 

 ①図書リクエスト申込書 

 「図書館にこの本を入れてほしい！」という希望がある 

際に記入する用紙です。 

申請後に選定があり、選定を通過すると図書館が本を購入します。 

よって、絶対に申請が通るというわけではありませんので、ご了承ください。 

 

 ②相互貸借申込書と文献複写申込書（学外用） 

 読みたい本が長岡大学の図書館には置いていない！という際に、（他の図書館に所蔵 

があれば、）他の図書館から本を借り受けることができます。そんな時に活用するのが相互貸借申込書です。レポート

や論文を書く際に役立ちます。 

他にも本を借り受けるのではなく、必要なページのコピーを取り寄せることもできます。その場合は文献複写申込

書（学外用）の記入をお願いします。（コピー代のみ申込者の負担になります。） 

 

 ③文献模写申込書（学内用） 

 本などの資料を印刷したい際に記入する用紙です。 

本の全ページを印刷することは著作権法上の問題により、 

不可能ですが、一部分（半分を超えない程度）ならば印刷 

が可能です。（※印刷できるものは図書館内の資料［本や新聞など］に限ります。） 

 

＜自宅でできること紹介＞ 

 今回は、学外からも利用できるオンライン資料を紹介します！ 

自宅の PC やスマートフォンから論文等を閲覧することができます。今後レポートや論文を書く際に役立つサイト

ですので、この機会に一度活用してみてください！ 

※それぞれの HP の利用規約を守ってお使いください。期間限定のサイトもございますので、ご注意ください。 

■国立国会図書館：国立国会図書館オンラインサービス【https://www.ndl.go.jp/jp/use/service/index.html】→QR① 

■論文をさがす： CiNii Articles（国内の大学研究紀要など学術論文情報検索が可能）【https://ci.nii.ac.jp/】→QR② 

  google scholar（学術資料の検索が可能）【https://scholar.google.co.jp/】→QR③ 

J-DAC 都道府県統計書データベース（統計関係のデータベースにアクセス可能） 

【https://j-dac.jp/infolib/meta_pub/G0000010STATDB1】→QR④ 

※PW は HP の更新情報をご覧ください。 無料公開期間：7 月 31 日まで 

■オープンアクセスジャーナル： J-STAGE（電子ジャーナルの無料公開システム） 

【https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja】→QR⑤ 

■新型コロナウイルス関連情報：紀伊國屋書店サイト【https://mirai.kinokuniya.co.jp/2020/02/9235/】→QR⑥ 

医歯薬出版サイト【https://www.ishiyaku.co.jp/pickup/20200225_info_01.aspx】 

→QR⑦ 
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文献複写申込書（学内用） 

図書リクエスト申込書 

相互貸借申込書 

記入後はカウンターにご提出く

ださい！ 

さらに詳しいことは各申請用紙

の裏面に記載されているよ！ 

文献複写申込書（学外用） 

※この棚は、カウンター横にあります。 

就活応援図書コーナーはカウン

ターの正面にございます！ 

QR①     QR②     QR③      QR④     QR⑤           QR⑥         QR⑦  



 

＜新着図書紹介＞ 

作品名 著者名 登録番号 分類記号 

なんのために学ぶのか 池上彰  2008788 002 

わが子を AI の奴隷にしないために 竹内薫  2008767 007.1 

Python 超入門 及川えり子 0070923 007.64 

バカの国 百田尚樹  2008786 304 

世界のニュースを日本人は何も知らない 谷本真由美  2008787 304 

日本経済のマクロ分析 鶴光太郎 前田佐恵子 村田啓子  0070873 332.107 

海洋帝国興隆史 玉木俊明  0070875 332.3 

近代スイス経済の形成 黒沢隆文  0070878 332.345 

世界経済図説 第 4 版 宮崎勇 田谷禎三  2008781 333.6 

SDGｓを考える 高井 亨 甲田紫乃  0070921 333.8 

貧困の終焉 ジェフリー・サックス 2008769 333.8 

3000 年の叡智を学べる戦略図鑑 鈴木博毅  0070881 336.1 

座右の書『貞観政要』 出口治明  2008789 336.3 

一生使えるプレゼン上手の資料作成入門 森重湧太 0070877 336.49 

CFO ポリシー 柳良平 0070879 336.8 

賢明なる投資家 ベンジャミン・グレアム 0070892 338.18 

新賢明なる投資家 上巻 ベンジャミン・グレアム 他 0070893 338.18 

新賢明なる投資家 下巻 ベンジャミン・グレアム 他 0070894 338.18 

「言葉」が暴走する時代の処世術 山極寿一 太田光  2008768 361.45 

地域とゆるくつながろう！ 石山恒貴 北川佳寿美 他 0070888 361.7 

上野先生、フェミニズムについてゼロから教

えてください！ 
上野千鶴子 田房永子  0070920 367.2 

「勤労青年」の教養文化史 福間良明  2008783 367.68 

就活のやり方 2022 年版 就職情報研究会 0070905 377.9 

学校に入り込むニセ科学 左巻健男  2008770 404 

免疫力を強くする 宮坂昌之 2008766 491.8 

5G 次世代移動通信規格の可能性 森川博之 2008782 547.5 

裏千家茶道ハンドブック 北見宗幸 0070880 791 

失敗から学ぶ大学生のレポート作成法 近藤裕子 由井恭子 春日美穂  0070922 816.5 

大岡信『折々のうた』選 詩と歌謡 蜂飼 耳   2008780 911.04 

発注いただきました！ 朝井リョウ  0070874 913.6 

流浪の月 凪良ゆう  0070906 913.6 

夏物語 川上未映子  0070925 913.6 

鬼滅の刃 しあわせの花 吾峠呼世晴 矢島綾 2008784 913.6 

鬼滅の刃 片羽の蝶 吾峠呼世晴 矢島綾 2008785 913.6 

一覧には載せていませんが、教員指定参考資料もたくさん入りました。 

日商簿記に関する DVDも教員指定参考資料に並べられています。ぜひご利用ください！ 

＜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。 

6 月のテーマは…『新しい趣味を見つけよう！特集』です！ 

この機会に新しいことにチャレンジしてみませんか？新しい趣味探しをお手伝いする本を集めてみました！既にや

りたいことがある方にも役立つ本があるかも。ぜひチェックしてみてくださいね！ 

タイトル 著者名 登録番号 分類記号 

本を読む人だけが手にするもの 藤原和博 0067800 019 

一度きりの人生 絶対に行きたい夢の旅 50 A-Works 0070120 290.9 

星座の見つけ方と神話がわかる星空図鑑 永田美絵 0067972 443.8 

続ざんねんないきもの事典 山下利奈 0067216 480 

日本 100名城公式ガイドブック 日本城郭協会 0070522 521.823 

今日からはじめるヴィンテージ DIY 成美堂出版編集部 0070703 592.7 

はじめてのやせ筋トレ とがわ愛 0070177 595.6 

やみつきバズレシピ リュウジ 0070362 596 

一生ものの定番スイーツレシピ えもじょわ 0070393 596.65 

女性のための鉄道旅行入門 蜂谷あす美 0070538 686.5 

こう描けば絵は上手くなる 醍醐芳晴 0070376 724.4 

スマホで旅行写真コツと裏ワザ 庄子利男著 0070550 746 

動物たちのしあわせの瞬間 福田幸広 0070361 748  

マニキュアフラワー＆UV レジンアクセサリー hina 工作室  0070704 751.9 

初心者のためのギター・コード講座[2019] 自由現代社編集部 0070690 763.55 

ディズニー 映画の世界を旅する   0070827 778.77 

お茶のすすめ お気楽「茶道」ガイド 川口澄子 0070778 791 

ｅスポーツのすべてがわかる本 黒川文雄 0070830 798.5 

 

＜お知らせ＞ 

★図書館の開館予定については HP のカレンダーをご確認ください。コロナウイルスの影響のため、 

随時更新していきます。 

★学生・教職員の入館は可能となりますが、ご利用には一部制限がございます。詳細は以下の通りです。 

  

 

 

 

 

 

 入館の際には必ず上記の事項を守ってご利用ください。 

★資料に関するお問い合わせはメール（lib@nagaokauniv.ac.jp）または電話（図書館直通：0258-39-1613)にお気軽に

ご連絡ください。 
発行：長岡大学図書館 

1. 当面の間、開館時間を 9：00～17：00 とします。（土・日曜日は閉館日です。） 

2. 入館の際は記載台上の入館受付表に記入をお願いいたします。（退館の際には退館時間の記入をお願いします。） 

3. 館内での会話は禁止とします。 

4. 当面の間、館内での飲用は不可となります。（食事は常に禁止となっております。） 

5. 閲覧席の利用は不可となります。閲覧席を使用せずに本の内容を確認したり、本を探したりすることは可能です。 

6. 本の貸出・返却はできます。 

7. 利用者用 PC（データベース等）の利用は 30 分以内とします。 
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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） 

700～799 
芸術 

（音楽・図画・ 

スポーツ・演劇） 

900～999 
文学 

（詩・短歌・ 
俳句・物語） 

800～899 
言語 

（言葉・日本語・ 
外国語・辞典） 


