
 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスの影響が少しずつ落ち着いてきました。長岡大学図書館も、先月 

22 日より閲覧席の利用ができるようになる等、少しずつ制限の緩和が行われています。 

しかし、安心するにはまだ早いです。引き続き、対策や注意を怠らないようにしましょう。 

今月 7 日は七夕です。コロナの終息や今後叶えたいことについて願ってみるのもいいかもしれませんね！ 

 

＜特集＞～就職活動に役立つ本②～ 

 前回は就活応援コーナーの本を紹介しました。今回は一般書架内から集めてみました！ 

 面接等の実践で役立つ本、まだ就職活動を始めていない人に役立つ本、息抜きに読んでほしい本など幅広く集めて

みましたので、ぜひ参考にしてみてください！ 

登録番号 分類記号 タイトル 著者名 

0067165 159 夢をかなえる 100 の言葉 ウォルト・ディズニー 

0067389 159 斎藤ゼミ「才能」に気づく 19の自己分析 斎藤孝 

0070626 159.4 やりたいこと探し専門心理カウンセラーの日本一やさしい天職の見つけ方 中越裕史 

2006897 159.4 就職する前にしておきたい 17 のこと 本田健 

0065428 159.7 大学生のためのドラッカー2 松本健太郎 

0055827 336.47 ビジネスマナーと電話の応対 関根健夫 

0069982 336.47 社会人これだけマナー 近藤珠實 

0066485 336.49 仕事に必要なのは、「話し方」より「答え方」 鈴木鋭智 

0066591 361.454 伝え方が 9割 佐々木圭一 

0069990 361.454 リラックスのレッスン 鴻上尚史 

0067666 377.9 大学生が就活の前に読む本 井上達也 

0067707 377.9 新卒採用基準 面接官はここを見ている 廣瀬泰幸 

0068132 377.9 学生のためのキャリアデザイン入門 生き方・働き方の設計と就活準備 渡辺峻 

0068936 377.9 夢をかなえる就活 ソニーの面接官をしてわかったこと 金巻裕史 

0067123 815.8 すぐに使えて、きちんと伝わる 敬語サクッとノート 山岸弘子 

 ここには含まれていませんが、教員指定参考コーナーにも就活に役立つ本があります！ 

また、就職のために資格を取りたいという人には資格図書コーナーの活用をオススメします。資格図書コーナーに

置いていない資格図書もございますが、その場合は蔵書検索を行うか、図書館職員にお聞きいただければと思います！ 

 

既に就職活動を始めている方は様々な就活サイトをご存知かと思います。 

県内就職には「にいがた就職応援団ナビ」（https://www.niigata-job.ne.jp/2022/index.html）や「新潟市就職応援サ

イト にいがたで働こう」（http://niigata-shigoto.jp/）などのサイトも活用できるかと思います。 

様々な本やサイトを活用して、自分の力にしていきましょう！ 

＜図書館の使い方講座＞~LC4、コピー機、新聞の利用方法編~ 

 今回は、LC4 コピー機の使い方について説明したいと思います！ 

1. LC4 の使い方 

LC4 では、グループで話し合いをしながら学習することができます。グループ 

ワークやディスカッションを行う際に便利なスペースです。スペースにはホワイ 

トボードも設置されており、自由に使用することができます。 

利用するにはカウンターにて予約する必要があります。 

 使用できる時間帯は平日の 9:00～12:00 と 16:30～18：30 です。それ以外の時間、 

また LC4 として使用していない際には閲覧席として利用することができます。 

 場所は、2 階の階段を上がって直進した突き当りにあります。 

現在コロナウイルス対策のため、使用禁止となっております。使用可能になった際にはお気軽にご利用ください！ 

 

2. コピー機を使う際のルール 

カウンターの横にコピー機がありますが、このコピー機は同じくカウンターの横に設置されている申請用紙を提出

すれば利用することが出来ます。しかし、これもいくつかルールがありますので覚えておいてください。 

①図書館内の資料（本や新聞など）に限り、印刷が可能です。持ち込んだプリント等 

は印刷することができません。その場合は就職支援室（事務室）で印刷する 

ようお願いします。 

 ②利用したい場合は、カウンター横に設置されている「文献模写申込書」に必要事 

項をご記入の上、カウンターに提出をお願いします。その際、印刷 1 枚につき、 

10 円の使用料金が必要です。 

 ③白黒でのみ印刷が可能です。カラー印刷はできません。 

 ④細かい設定を行うことができます。（サイズや写真優先印刷など）ご希望がござい 

ましたら、印刷の際に図書館職員にお申し付けください。 

 

3．新聞について 

 今後紹介予定のデータベース（パソコンを使って新聞記事を検索したり、読んだりするもの）でも新聞は確認する

ことができますが、実際に紙や冊子で読むこともできます。 

最新版は、新聞コーナー（雑誌コーナーと閲覧席の間）にございます。2 ヶ月前までのものは、階段下に保管されて

おりますので、ご自由にご活用ください。さらに前のものをご利用になる場合はカウンターまでお申し付けください。 

新聞は以下のものを取り揃えています！ 

 

 

 

 新聞縮刷版は移動書架にございます。（日本経済新聞、朝日新聞、読売新聞、日経流通新聞、日経産業新聞） 

   新聞は館外持ち出し禁止です。新聞縮刷版も持ち出せません。 

 

 

 

 

 

 図書館だより Vol.4 7 月号 

新潟日報  新潟日報夕刊  日本経済新聞  朝日新聞  読売新聞  毎日新聞  産経新聞 

日経流通新聞  長岡新聞  人民日報  Fuji Sankei Business i  the japan times Alpha 

新聞やデータベースはレポートや卒論を書くときに役
立つものだから、使い方をしっかり覚えておこう！ 

就職活動にも活用できるよ！ 
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＜新着図書紹介＞ 

作品名 著者名 登録番号 分類記号 

ビッグ・ナイン エイミー・ウェブ 0070968 007.13 

明日の自分が確実に変わる 10 分読書 吉田裕子  0070992 019.12 

地経学とは何か 船橋洋一  2008811 312.9 

ポール・ローマーと経済成長の謎 デヴィッド・ウォルシュ 0070975 331.2 

不平等と再分配の経済学 トマ・ピケティ 0070982 331.85 

シン・ニホン 安宅和人  0070977 332.107 

タルピオット 石倉洋子 Naama Rubenchik  0070985 335.2279 

無敗営業 高橋浩一 0070967 336.72 

教養の会計学 田口聡志 0070986 336.9 

銀行業界のしくみとビジネスがこれ 1 冊で

しっかりわかる教科書 
長塚孝子 0070974 338.21 

マックス・ヴェーバー 今野元  2008791 361.234 

ちょっと気になる「働き方」の話 権丈英子  0070973 366 

賃上げ立国論 山田久 0070965 366.4 

教育格差 松岡亮二 2008797 372.107 

カンタン総まとめ 就活の一般常識＆時事 2022 年度版 就職情報研究会 0070966 377.9 

睡眠障害  現代の国民病を科学の力で克服する  西野精治  2008802 493.7 

ウイルス対策 BOOK 水野泰孝 0070976 493.87 

「知識ゼロからの」日本酒入門 尾瀬あきら  0070978 588.52 

スノーピーク 「楽しいまま！」成長を続ける経営 山井太  0070988 589.7 

フライパンで！時短和食 川上文代  0070989 596.21 

世界一美味しい絶品＆最速 BBQ レシピ バーソロミュー・ブック 0070964 596.4 

巡礼ビジネス 岡本健  2008803 689.21 

すぐわかる正倉院の美術 米田雄介  0070979 702.135 

ビジネスエリートがなぜか身につけている

教養としての落語 
立川談慶  0070969 779.13 

天才の考え方 加藤一二三 渡辺明  0070983 796.04 

話すチカラ 齋藤孝 安住紳一郎  0070984 809.2 

失礼な日本語 岩佐義樹 2008814 810 

百年泥 石井遊佳  0070971 913.6 

送り火 高橋弘希 0070972 913.6 

逆ソクラテス 伊坂幸太郎 0070981 913.6 

天地に燦たり 川越宗一 2008800 913.6 

高校事変 7 松岡圭祐 2008808 913.6 

しんせかい 山下澄人 2008812 913.6 

注文の多い料理小説集 柚木麻子 伊吹有喜 他 2008813 913.68 

他、20冊が新しく入りました！（『公務員白書』『鉄道のドイツ史』『進化のからくり』『実戦幸福学』他） 

＜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。 

7 月のテーマは…『書き方・話し方特集』です！ 

 大学生はレポート作成の機会が多いかと思います。また、普段の講義等の中で話し合いやディベート、プレゼンテ

ーションをする機会もあるでしょう。また、社会人になってからも文章作成、プレゼンテーション等の仕事があるか

もしれません。そんな時に役立つ本をそろえてみました。ぜひ、活用してみてください！ 

タイトル 著者名 登録番号 分類記号 

大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法 松本茂 0065490 002.7 

学びの技 14 歳からの探究・論文・プレゼンテーション 後藤芳文 他 0069121 002.7 

伝えるための 3 つの習慣 いなますみかこ 0067650 336.49 

ビジネス PowerPoint実践入門 藤木俊明 0068661 336.49 

伝わるスイッチ 深沢真太郎 0069991 336.49 

プレゼン資料のデザイン図鑑 前田鎌利著 0070099 336.49 

一生使えるプレゼン上手の資料作成入門 岸啓介著 0070877 336.49 

論理的にプレゼンする技術 平林純著 2006755 336.49 

上手な話し方が面白いほど身につく本 櫻井弘 0060644 809.4 

自分の考えを「伝える力」の授業 狩野みき 0067239 809.6 

レポート・論文・プレゼンスキルズ 石坂春秋 0059898 816.5 

大学生の文章術 レポート・論文の書き方 旺文社 0067596 816.5 

大学生のための論文・レポートの論理的な書き方 渡邊淳子 0070654 816.5 

ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方 石井一成 0070716 816.5 

失敗から学ぶ大学生のレポート作成法 近藤裕子 0070922 816.5 

大学生のためのレポート・論文術 小笠原喜康 2008485 816.5 

 

＜お知らせ＞ 

★先月 22 日より利用制限の更新がありました。詳細は以下の通りです。（赤文字が今回変更になった点。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さらに変更があった際には HP 等でお知らせします。 

 制限はございますが、お気軽にご利用ください！ 発行：長岡大学図書館 

「読み方」「書き方」「プレ

ゼンの仕方」「ディベート

の仕方」全てがわかる！ 

それぞれどのように行うの

か、どんなことに注意すれ

ばいいのか事細かに説明し

ている一冊です。 

論文やレポート作成の際に

はぜひ読んで頂きたい本で

す！ 

作成手順に合わせた詳細な

解説や、表記のルール・引

用の仕方等実際に役立つ内

容がもりだくさん！ 

・9：00～17：00 開館。（土日は休館） 

・入館前にマスクの着用、館内設置の消毒液での手指消毒をお願いします。 

・入口のゲート前にある記載台に「入館受付表」がありますので、記入をお願いします（退館時もお願いしま

す）。 

・滞在時間は 30 分までとします。この間であれば閲覧席の利用や利用者用 PC（データベース等）の利用が可

能です。 

・2 階 LC4 の席と 2 階の PC は使用不可とします。 

・貸出・返却共に可能です。 

・館内での飲用はしばらくの間、禁止します。また、館内での会話についても、禁止します。 

・レファレンスサービスについては、メールや電話でも受付けます。 

（図書館直通：0258-39-1613 メール：lib@nagaokauniv.ac.jp) 

長岡大学図書館HP 

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） 

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） 

600～699 
産業 

（農林水産省・ 
商業・交通） 


