
 

 

 

 

 

 

 

 

10 月になりました。後期の時間割にも慣れてきた頃でしょうか。 

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、図書館１階の閲覧席をリニューアルしました！ 

背もたれの高いチェアを置いたり、閲覧席の場所を移動したり、本の紹介コーナーを増やした 

り…様々な場所を変えてみましたので、ぜひご利用ください！ 

また、利用してみた感想やご意見を教えて頂けると嬉しいです！ 

 

＜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。検定・試験を受ける方はぜひご活用ください！ 

所蔵されている検定・試験に関する本には以下のようなものがあります。 

 

<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 中小企業診断士試験 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 Web クリエイター能力認定試験 

SPI3 FP 技能検定 ERE 経済学検定 中国語検定 実用英語技能検定 

※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。 

 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 ビジネス心理検定試験 薬学検定試験 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 ビジネス会計検定試験 表計算検定 ニュース検定 メンタルヘルス・マネジメント検定 

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＞~申請書・新聞編～ 

1. 申請書 

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、本や雑誌、新聞等を印刷する際や

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。具体的にどんなことができるのかを説明します！ 

 

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 

場合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。 

 なお、学生リクエストのルールは HP やカウンター前ポスター、図書館だ 

より 7 月号等をご確認ください。 

 

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。（※貸出不可で館内閲覧のみ。）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場合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、雑誌など］に限ります。） 

 

2. 新聞 

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。 

最新号は、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。 
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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。 

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   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！ 

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。 



 

＜新着図書紹介＞ 

作品名 著者名 登録番号 分類記号 

超速 PC 仕事術 年間 240 時間を生み出す 木部智之 0071668 007.63 

不安の哲学 岸見一郎 2009066 141.6 

強く生きる言葉 岡本太郎 0071673 159 

コミック版 「原因」と「結果」の法則 高見さちこ 0071678 159 

愛蔵版 図解 本当の幸せをよぶ「心の法則」 ジェームズ・アレン 0071693 159 

西暦一〇〇〇年グローバリゼーションの誕生 ヴァレリー・ハンセン 0071686 209.4 

AI とカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争 庭田杏珠 渡邉英徳 2009069 210.75 

古代エジプト人の 24 時間 ドナルド・P・ライアン 0071689 242.03 

悲劇の世界遺産 井出明 2009065 290.93 

教養としての日本地理 浅井建爾 0071672 291.04 

パンデミックは資本主義をどう変えるか ロベール・ボワイエ 0071697 332.06 

株式会社規範のコペルニクス的転回 コリン・メイヤー 0071671 335.4 

1 分でわかる！仕事の基本とビジネスマナー ビジネスのしくみ研究会 0071667 336.47 

カルトブランディング 顧客を熱狂させる技法 田中森士 2009063 336.75 

物理学者のすごい思考法 橋本幸士 2009060 420.4 

すごすぎる天気の図鑑 荒木健太郎 0071661 451 

免疫入門 最強の基礎知識 遠山祐司 2009068 491.8 

コロナ後の世界を語る 現代の知性たちの視線 養老孟司 他 2009072 498.6 

超入門カーボンニュートラル 夫馬賢治 2009062 519.13 

日本車は生き残れるか 桑島浩彰 川端由美 2009064 537.09 

世界の台所探索 岡根谷実里 0071682 596.04 

シェフたちのコロナ禍 道なき道をゆく三十四人の記録 井川直子 0071681 673.97 

自由すぎる公式 SNS 

「中の人」が明かす企業ファンのつくり方 

日経トレンディ 

日経クロストレンド 
0071687 675 

「のび太」が教えてくれたこと 横山泰行 0071675 726.101 

葉っぱ切り絵コレクション いつでも君のそばにいる リト＠葉っぱ切り絵 0071679 726.9 

たまこより たまに世話係より 長岡新聞社 0071666 748 

スタンフォード式人生を変える運動の科学 ケリー・マクゴニガル  0071691 780.1 

ついスマホに頼ってしまう人のための日本語入門 堀田あけみ 村井宏栄 0071698 810 

マーフィーのケンブリッジ英文法 初級編 レイモンド・マーフィー 他 0071662 835 

絵でおぼえる英会話 ビジネス編 エリー・オー 0071683 837.8 

雷神 道尾秀介 0071690 913.6 

おれたちの歌をうたえ 呉勝浩 0071692 913.6 

透明な螺旋 東野圭吾 0071700 913.6 

クララとお日さま カズオ・イシグロ 0071676 933.7 

他、34冊が新しく入りました！  

新着図書コーナーや 2階学生ホールの掲示板、HP（長岡大学図書館ブクログ）をご確認ください！ 

＜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。 

10 月のテーマは…『映画・ドラマ化した本特集』です！ 

2021 年に映画化・ドラマ化した本、または公開予定の本を集めてみました。 

皆さんが観たことがある、または名前だけ知っている！という映画やドラマの本を読んでみませんか？ 原作ならでは

の面白さを感じられるかもしれませんよ！ 

 

＜お知らせ＞ 

★1 階閲覧席をリニューアルしました！新しいチェアを設置し、ゆったりできる 

場所をつくりました。近くにある雑誌や新聞、その他本などを読んだり、休憩 

をしたりするのに最適な場所となっています。他にも文庫・新書コーナー近く 

の閲覧席も配置を変えました！照明やコンセントが自由に使える閲覧席となっ 

ています。ぜひご利用ください！ 

★リサイクル・ブックフェアを開催中です！すでに所蔵しているなどの理由から受入れをしなかった本や古くなった

雑誌（『Komachi』『日経エンタテインメント』『日経 WOMAN』）をお持ち帰り頂けます。詳細は図書館入口、2 階

掲示板、リサイクルブック設置場所に掲示中のポスターをご確認ください。 

 なお、リサイクルブック設置場所は展示コーナー横（図書館入口正面）です。 

タイトル 著者 登録番号 分類番号 映画/ドラマ 

鹿の王 上橋菜穂子 2008169～2008172 913.6 映画 

マスカレード・ナイト 東野圭吾 0069087 913.6 映画 

そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 0069743 913.6 映画 

さまよう刃 東野圭吾 2007313 913.6 ドラマ 

ライオンのおやつ 小川糸 0070777 913.6 ドラマ 

老後の資金がありません 垣谷美雨 2008371 913.6 映画 

世にも奇妙な君物語 朝井リョウ 2008447 913.6 ドラマ 

ナイルパーチの女子会 柚木麻子 0067697 913.6 ドラマ 

神様のカルテ 夏川草介 0064409 913.6 ドラマ 

いのちの停車場 南杏子 2009015 913.6 映画 

漁港の肉子ちゃん 西加奈子 2009061 913.6 映画 

カンパニー 伊吹有喜 2009048 913.6 ドラマ 

夏への扉 ロバート・Ａ・ハインライン 2009040 913.6 映画 

キネマの神様 原田マハ 2009041 913.6 映画 

孤狼の血 柚月裕子 2009042 913.6 映画 

女のいない男たち 村上春樹 2009043 913.6 映画 
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