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面接授業が再開し、お盆休みがあり、期末試験も始まり……。様々な予定で忙しない日々が続きますね。 

暑い日も続き、心身共に疲労が溜まる頃かと思いますが、体調管理には十分に気を付けてください。 

図書館も昨年度までの利用法ができない日々が続いていますが、ちょっとした息抜きにご活用頂けたらと思います。 

 

＜特集＞～2020 年上半期 芥川賞・直木賞受賞作品～ 

7 月 15 日に第 163 回 芥川龍之介賞・直木三十五賞の受賞作品が決定しました！ 

芥川賞には、高山羽根子作『首里の馬』と遠野遥作『破局』が、直木賞には馳星周作 

『少年と犬』が選ばれました。 

 今回の受賞作はどんな作品なのでしょうか。また、それぞれの受賞者は、他にどのよ 

うな作品をつくりあげてきたのでしょうか。いくつか紹介したいと思います！ 

 

＜芥川賞受賞＞高山羽根子作『首里の馬』 

★あらすじ：沖縄の郷土資料館に眠る数多の記録。中学生の頃から資料の整理を手伝っている未名子は、世界の果ての

遠く隔たった場所にいるひとたちにオンライン通話でクイズを出題するオペレーターの仕事をしていた

が、ある台風の夜、幻の宮古馬が庭に迷いこんできて……？  

★他作品：『原色の想像力』（デビュー作）、『うどん キツネつきの』、『オブジェクタム』、「居た場所」（第 160 回芥川賞 

候補）、「カム・ギャザー・ラウンド・ピープル」（第 161 回芥川賞候補）他。 

 

＜芥川賞受賞＞遠野遥作『破局』 

★内容：「私を阻むものは、私自身にほかならない。ラグビー、筋トレ、恋とセックス―ふたりの女を行き来するいび

つなキャンパスライフ。」これぞ、新時代の虚無！ 

★他作品：『改良』（デビュー作。2019 年にデビューしたばかり。） 

 

＜直木賞受賞＞馳星周作『少年と犬』 

★あらすじ：2011 年秋、仙台。震災で職を失った和正は、認知症の母とその母を介護する姉の生活を支えようと、犯

罪まがいの仕事をしていた。ある日和正は、ガリガリに痩せた野良犬、多聞を拾う。和正は賢い多聞に

すぐに魅了された。その直後、和正はギャラのいい窃盗団の運転手役の仕事を依頼され、金のために引

き受けることになった。加えて多聞を同行させると仕事はうまくいき、多聞は和正の「守り神」になっ

た。だが、多聞はいつもなぜか南の方角に顔を向けていた……。 

★他作品：『不夜城』（デビュー作）、『鎮魂歌 不夜城Ⅱ』、『漂流街』、『蒼き山嶺』、『雨降る森の犬』、『四神の旗』他。 

 

気になる本はありましたか？過去の受賞作品と合わせて、ぜひ読んでみてください！（今回の受賞作品は全て取り

寄せ中です。） 

加えて、12 月に展示コーナーにて「芥川賞・直木賞特集」開催を予定しています。お楽しみに！ 

＜図書館の使い方講座＞~図書配置編~ 

 今回は、どのジャンルの本がどこにあるのか、そして移動書架の使い方について説明したいと思います！ 

本学の図書館では、日本十進類法という分類法によって本のジャンル分けをし、本の配置場所を決めています。 

分類された数字を分類記号と呼び、各本の背表紙に表示しています。分類記号は数字の 000～999 で分類されています

が、おおよそ以下のようなジャンル分けとなっています。 

  000～099：総記（百科事典・年鑑・調べる本） 

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） 

  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） 

例えば、小説を探したいと思った時には 900 番台の棚を探せばいいことになります！ 

この分類記号にそって配置した長岡大学図書館の配置図は、おおまかに説明すると以下の図のような配置になって 

います。 

                            ・カウンターには、教科書や視聴覚資料が置いてあり

ます。 

                            ・緑矢印の棚には新着図書の他に、話題の小説、資格 

                             図書、入門書、教員指定参考資料も配架されていま 

                            す。 

                           ・文庫・新書は館内 1 階奥にあります。900 番台の文 

庫・新書だけは移動書架の前にあります。 

                           ・移動書架は 01～26 の棚に分けられています。       

                              内訳は以下の通りです。 

                                

                                    

                                  

                                      

                                      

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 図書館だより 9 月号 2020 年度 

Vol.6 

01・02棚  ：000番台の本 

03の棚    ：100番台の本 

04の棚     ：100番台と 700番台の本 

05の棚     ：700番台の本 

06の棚     ：800番台と 900番台の本 

07・08の棚：900番台の本 

09・10の棚：新聞縮印刷 

11～の棚    ：その他紀要など 

 

分類記号 

登録番号 

※文庫・新書にはここに登録番号が 

 記載されていないので、表紙に貼 

ってあるバーコードの数字で 

確認してください。 

本を探す時（読みたい本が決まっている場合）の手順は、 

 ①分類記号と登録番号を調べる。 

②分類記号にそった棚を探す。 

③登録番号にそって探す。 となります。 

 
※本は分類番号別、登録番号順に並んでいます！ 

（バーコード番号）  

1 階 

2 階 



 

＜新着図書紹介＞ 

作品名 著者名 登録番号 分類記号 

「読む」って、どんなこと？ 高橋源一郎 2008851 019.12 

記者失格 柳澤秀夫  0071039 070.4 

「関ケ原」の決算書 山本博文 2008849 210.48 

豊田章男 片山修 0071045 289.1 

世界のエリートはなぜ「イスラエル」に注目するのか 新井均  0071041 302.279 

コロナ後の世界を生きる 村上陽一郎 2008842 304 

経済学を味わう 市村英彦  岡崎哲二 他 0071044 331 

共感経営 野中郁次郎 勝見明  0071038 335.04 

経営学を楽しく学ぶ Ver.4 齊藤毅憲  0071034 335.1 

小さな会社の生きる道。 中川淳  0071040 335.35 

120 年、その先の NEC へ。 日本電気株式会社 0071057 335.48 

日本経済の発展と財閥本社 武田晴人  0071032 335.58 

マンガ ビジネスモデル全史 創世記篇 三谷宏治  0071056 336.1 

ブランドのはじめかた 中川淳 西澤明洋  0071048 336.75 

ブランドのそだてかた 中川淳 西澤明洋  0071049 336.75 

不確実性の人類学 アルジュン・アパドゥライ 0071043 338.01 

SDGs 投資 資産運用しながら社会貢献  渋澤健 2008845 338.15 

美容資本 なぜ人は見た目に投資するのか 小林盾  0071033 361.16 

プレゼンテーション入門 学生のためのプレ

ゼン上達術  
大出敦 直江健介  0071051 361.4 

ミッシングワーカーの衝撃 NHK スペシャル取材班 2008850 366.021 

戦争と技術 アレックス・ローランド 0071042 559.02 

奈良の小さな会社が表参道ヒルズに店を出す

までの道のり。 
中川淳 0071047 586.37 

鉄道路線誕生秘話 米屋こうじ 2008852 686.21 

世界の工芸と観光 山崎 茂雄  0071050 689 

乳と卵 川上未映子 2008841 913.6 

64 上 横山秀夫 2008843 913.6 

64 下 横山秀夫 2008844 913.6 

君が夏を走らせる 瀬尾まいこ 2008846 913.6 

劇場 又吉直樹 2008847 913.6 

格闘する者に○（まる） 三浦しをん 2008848 913.6 

不撓不屈 高杉良 2008853 913.6 

四畳半神話大系 森見登美彦 2008854 913.6 

地球生まれで旅育ち ヤマザキマリ 0071031 914.6 

他、9冊が新しく入りました！ 

この表に載っていない本は、主に白書になります。そちらも必要に応じてご活用ください！ 

＜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。 

9 月のテーマは…『伝記・歴史図書 特集』です！ 

「伝記」「歴史」と聞くと難しい・つまらないと感じる方もいるのではないでしょうか？ 

そこで、今回の展示では様々なジャンルで、尚且つ比較的読みやすい本を集めてみました！学修に役立つだけでな

く、考え方の参考になったり、純粋に話が面白かったりもしますので、ぜひ一度読んでみてください！ 

 

タイトル 著者 登録番号 分類番号 

ビジュアル版 世界の歴史 増田ユリヤ 0069227 209 

日本史に学ぶ一流の気くばり 加来耕三 0071024 210.04 

ビジュアル図鑑 日本の歴史 大石学 0069228 210.1 

「土地と財産」で読み解く日本史 大村大次郎 0070646 210.1 

失敗図鑑 大野正人 0069540 280 

マンガ＆物語で読む偉人伝   0070122 281 

新装版 幕下りるとき 新潟 70 人の生きざま 新潟日報社 0070168 281.41 

新潟が生んだ 100 人【ふるさと人物小事典】 川崎久一 0070169 281.41 

河井継之助のことば 稲川明雄 0070166 289.1 

渋沢栄一 100 の言葉 津本陽 0070256 289.1 

ドラッカー20 世紀を生きて ピーター・ドラッカー 0059429 289.3 

信長の経済戦略 大村大次郎 0070853 332.104 

子どもたちが目を輝かせて聞く 偉人の話 平光雄 0070137 375.35 

ど田舎うまれ、ポケモンＧＯをつくる 野村達雄 0070181 589.77 

岩田さん 岩田聡はこんなことを話していた。 ほぼ日刊イトイ新聞 0070586 589.77 

成功はゴミ箱の中に レイ・クロック自伝 レイ・Ａ・クロック 0070199 673.97 

天才 石原慎太郎 0068201 913.6 

 

＜お知らせ＞ 

★8 月にお知らせした通り、現在 Maruzen eBook Library（電子ブック）の 

試読キャンペーン中です。お手持ちの PC、スマホ、タブレットからご利用頂けます。 

詳細は図書館からのメールをご確認ください。 

★9 月 21 日(月)・22 日(火)は祝日ですが、図書館は開館しております。（9：00～17：00） 

★前回号からゼミ内での配布が再開しました。これまでのゼミで配布していなかった分は 

HP に掲載されています。また、図書館等でご自由にお持ちいただけるようになっており 

ますので、お気軽にご利用ください。 

発行：長岡大学図書館 

長岡大学図書館 HPは 

こちらから！ 
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600～699 
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