
 

 

 

 

 

 

 

 

 ついに今年度の授業も終わりですね。1 年間お疲れ様でした。 

4 年生は新しい場所で、1～3 年生はこの長岡大学で、各々目標をもって春からまた 

頑張りましょう！ 

2021 年度の図書館だよりもこれで最後になります。1 年間ありがとうございました。 

 

＜特集＞～後期人気図書の紹介～ 

 9 月号の特集欄では前期（4 月～8 月頭）に貸出が多かった人気の本をランキング形式で紹介しました。 

 今回は後期（9 月～1 月中旬）の間に貸出が多かった図書をそれぞれ紹介したいと思います！ 

 気になる本がございましたら、ぜひ春休みや就職までの時間を使って読んでみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図書館の使い方講座＞~視聴覚資料（DVD、VHS）編~ 

 図書館では、本だけでなく映像資料も見ることができます。ただし、貸出など館外持ち出しはできないのでご了承

ください。 

 

１．ご利用方法 

 ご利用方法は簡単です！カウンター後ろの棚（または資格図書コーナーの棚） 

から見たいものを選んでカウンターに声をかけるだけです！その後、お席への 

ご案内とディスクのお渡しをします。 

音声をお聴きになる場合は必ずイヤホンを着用してください。現在新型コロ 

ナウイルス感染拡大を防ぐため、ヘッドフォンの貸出は行っておりませんので、 

ご自身の物を使用するようにしてください。（※Bluetooth イヤホンは使用でき 

ません。） 

 

２．視聴覚資料のご案内 

 では、どんな視聴覚資料があるのでしょうか？今回はその一部をご紹介します！ 

★VHS（ビデオ）                ★DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 月号から今月号まで図書館の使い方について説明してきましたが、いかがだったでしょうか？ 

わからないことがございましたら、いつでもお気軽にカウンターまでお越しください！ 

 図書館だより 2 月号 2021 年度 
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資格試験に 

役立つものもあるよ！ 

ぜひ活用してね！ 

学修に関するものだけじゃなくて、 

楽しめる一般的な映画もあるなんて知ら

なかった！ 

隙間時間の息抜きに最適かも！ 

・みんなが欲しかった 簿記の教科書 

・情報の達人 

・楽しむ科学教室 

・日本の企業家群像 

・Discovery CHANNEL 

・ガイアの夜明け 

・プロフェッショナル 仕事の流儀 

・NHK 世界遺産 100 

・日本列島大災害の記録 

・タイム・マシン 

・マリと子犬の物語 

・ハリーポッター 1、2 作目 

・フランケンシュタイン 

・テス 

・日経パソコン 特別編集版 DVD 

・プロジェクト X 1～9 期 

・ロマンティックツアーズ（各国について） 

・映像でつづる昭和史 第 1 部～第 4 部 

・日本の企業家群像 Ⅰ・Ⅱ 

・湾岸戦争 

・宇宙への挑戦 

・天地楽舞（中国の少数民族について） 

・満州ニュース映画 

・中国五千年の旅 

・敦煌 

・中國 

・ビジネス入門 

・ダロウェイ夫人 

・ジュラシック・パーク 

・ダンス・ウィズ・ウルブズ 

最新版は以下の通りです。 

・日商 2 級商業簿記 

 （第 10 版） 

・日商 2 級工業簿記 

 （第 5 版） 

  

『そして、バトンは渡された』 『ブランドのそだてかた』 

『すごすぎる天気の図鑑』 『ちょさく犬が答える！ 

SNS時代の著作権』 

【登録番号：0069743/分類記号：913.6】 【登録番号：0071049/分類記号：336.75】 

【登録番号：0071745/分類記号：021.2】 

【登録番号：0071661/分類記号：451】 

前期の人気ランキングでも 2 位 

に輝いた瀬尾まいこの作品が今回 

も人気図書となりました！ 

2019 年本屋大賞受賞作で、10 月 

  に映画化された話題作です。 

  身近な人が愛おしくなる、 

感動の物語です。 

 

坂井先生が指定参考資料として 

選ばれた本です！ 

この本ではブランディング成功 

のしくみを探るため、企業への 

インタビューや分析を行って 

います。『ブランドのはじ 

めかた』と併せてご覧 

    ください！ 

2021 年 4 月に発売され、売上

15 万部を突破したベストセ

ラー本です。 

雲、雨、雪、虹、台風、竜巻

など身近な空(気象)にまつ

わる、おもしろくてため 

になる知識をやさしく 

紹介しています。 

Twitter、Instagram のような 

SNS や YouTube、ニコニコ動画 

のような動画サイトへの何気な 

い投稿、リツイートが著作権 

侵害になる！？実際にあが 

った短大生の疑問にわかり 

やすく答えています！ 



 

＜新着図書紹介＞ 

作品名 著者名 登録番号 分類記号 

デジタル・ファシズム 堤未果 2009138 007.3 

はかどる神 iPad 平岡雄太 0071845 007.63 

室町は今日もハードボイルド 清水克行 0071862 210.4 

世界の知性が語る「特別な日本」 会田弘継 2009141 210.6 

物語イスタンブールの歴史 宮下遼 2009139 227.4 

郡是 創業者 波多野鶴吉 八幡一男 0071864 289.1 

経済社会の学び方 猪木武徳 2009140 307 

マネジメント・テキスト ビジネス・エコノ

ミクス 第 2 版 
伊藤元重 0071847 331 

バブルの経済理論 櫻川昌哉 0071863 333.6 

プロセスエコノミー あなたの物語が価値に

なる 
尾原和啓 0071860 336.1 

推しエコノミー 「仮想一等地」が変えるエ

ンタメの未来 
中山淳雄 0071854 336.75 

保守主義会計 実態と経済的機能の実証分析 髙田知実 0071846 336.9 

Financial Freedom ボード・シェーファー 0071849 338.18 

税金の世界史 ドミニク・フリスビー 0071858 345.2 

「目標が持てない時代」のキャリアデザイン 
片岡裕司 阿由葉隆 

北村祐三 
0071848 366.29 

ヘンな科学 “イグノーベル賞" 研究 40 講 五十嵐杏南 0071861 404 

マンガ 一晩でわかる中学数学 端野洋子 2009137 410 

最強脳  『スマホ脳』ハンセン先生の特別

授業 
アンデシュ・ハンセン 2009136 491.371 

公害スタディーズ 悶え、哀しみ、闘い、語

りつぐ 

安藤聡彦 林美帆 

丹野春香 
0071853 519.21 

機械式時計大全 山田五郎 0071851 535.2 

りなてぃの一週間 3500 円献立 RINATY 0071856 596 

リュウジ式至高のレシピ リュウジ 0071857 596 

歴史のダイヤグラム 鉄道に見る日本近現代史 原武史 2009142 686.21 

iPhone はかどる！便利技 2021  0071855 694.6 

僕の人生には事件が起きない 岩井勇気 0071850 779.14 

残照の頂 湊かなえ 0071852 913.6 

オーラの発表会 綿矢りさ 0071859 913.6 

ecriture 新人作家・杉浦李奈の推論 松岡圭祐 2009143 913.6 

他にもたくさんの本が所蔵される予定です。 

新着図書コーナーや 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。 

2 月のテーマは…『伝記・歴史特集』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、純粋に内容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 

一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 山﨑圭一 0071328 209 

漫画サピエンス全史 ユヴァル・ノア・ハラリ 0071419 209 

日本史モノ事典 平凡社 0068994 210.036 

日本史に学ぶ一流の気くばり 加来耕三 0071024 210.04 

「土地と財産」で読み解く日本史 大村大次郎 0070646 210.1 

一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書 山﨑圭一 0071753 210.1 

失敗図鑑 大野正人 0069540 280 

やばい世界史   0070206 280 

早すぎた天才 知られてないけど、すごかった 大野正人 0071726 280 

やばい日本史   0069704 281 

マンガ＆物語で読む偉人伝   0070122 281 

日本史に学ぶ成功者たちの勉強法 加来耕三 0071317 281.04 

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 

渋沢栄一 100 の言葉 津本陽 0070256 289.1 

起業の天才! 江副浩正 8 兆円企業リクルートをつくった男 大西康之 0071561 289.1 

信長の経済戦略 大村大次郎 0070853 332.104 

お金で読み解く明治維新 大村大次郎 0069358 332.105 

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

 

＜お知らせ＞ 

★ 1 月 31 日(月)～3 月 31 日(木)は開館時間が 9：00～17：00 となります。 

 4 月以降の開館時間については後日 HP にてお知らせします。 

 また、2 月 11 日(金・祝)、21 日(月)～24 日(木)、3 月 21 日(月・祝)は祝日 

または蔵書点検日のため休館します。 

★2 月 1 日(火)～3 月 24 日(木) の期間、長期貸出が可能になります！通常貸出 

期間は 2 週間ですが、4 月 8 日(金)までの貸出が可能です（人気図書、予約 

されている本を除く）。 

 この機会にぜひ読書をお楽しみください！また、入門書や資格図書を借りて 

来年度の講義に向けた予習、今年度の学修の復習、資格取得のための勉強を 

するのもいいかもしれませんね！ 
発行：長岡大学図書館 

長岡大学図書館 HP 

000～099 
総記 

（百科事典・ 

年鑑・調べる本） 

 

 

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） 

900～999 
文学 

（詩・短歌・ 
俳句・物語） 


