
 

 

 

 

 

 

 

1 年生の皆さん、ようこそ長岡大学へ！2～4 年生の皆さん、今年度もよろしくお願いします！ 

月 1 発行のこの図書館だよりでは、図書館の利用方法や新着図書の紹介、イベント等のお知ら 

せなどを行っていきます。 

レポートや学修に役立つ本、話題の小説など様々な本を取り揃えておりますので、ぜひ図書館 

をご活用ください！ 

 

＜特集＞～国立国会図書館 HP を活用しよう～ 

皆さんは国立国会図書館の HP を活用したことがありますか？実は、知っているとレポートや卒業論文を書

く際に役立つサイトです！そこで、今回は国会図書館の HP について紹介したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

では、HP の利用の仕方を簡単に説明します！ 

                             

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図書館の使い方講座＞~入館方法、館内での過ごし方編~ 

今回は、図書館への入館方法と、館内での過ごし方について説明したいと思います！ 

1. 入館 

本学の学生・教員・職員であれば入館する際に必要なものは、何もありません。 

毎度声を掛けることもありませんので、時間の空いた好きな時に来て、本・雑誌 

・新聞を読んだり、勉強したり、涼んだり…好きなように過ごすことができます。 

基本的には公共の図書館と同じような対応をして頂ければ問題ありません。（注意事項については後述しま

す。） 

開館時間は 9:00～19:00 です。現在は新型コロナウイルス感染症対策もあり、開館時間の変更を行うこと

もありますので、図書館の入り口・2 階掲示板に掲示されるお知らせや HP のカレンダーにてご確認くださ

い（※土曜・日曜は休館日です）。 

 

2. 館内での過ごし方 

館内は本を読んでいても、勉強をしていても、休んでいても良いという比較的自由な場所です。 

ただし、いくつか禁止事項はありますので、ルールは厳守するようお願いします。 

 ①喫煙 ②食事（お菓子なども不可） ③撮影 ④おしゃべりや通話 

 これらの事項は全て禁止されています。ただし、LC４（ラーニング・コモンズ 

4）を予約して使用する場合はグループワークやディスカッションが可能です。 

LC4 の詳しい説明は次号にて記載します。 

 続いて飲み物についてですが、ルールを守っている場合に限り、ペットボトル・水筒など、キャップ付きで

倒してしまっても中身がこぼれない容器に入った水かお茶の飲用が可能です。詳しいルールについては、図書

館入口や 2 階掲示板に掲示されている「ペットボトルなどのご利用について」をお読みください。 

 最後に、図書館では無線 LAN を使用することができます。お手持ちの PC 等から接続が可能ですので、レ

ポート作成等に役立ててください！（館内には検索や学習のために自由に使用できる PC も設置されていま

す。） 

 

3. コロナ禍における利用方法 

 現在図書館では新型コロナウイルス感染症対策のため、利用の制限を行っています。図書館をご利用の際は、

下記の注意事項を守った上でのご利用をお願いいたします。 

1.入館の際は手指のアルコール消毒をお願いします。 

（消毒液は入口ゲート入ってすぐの所に設置しています。） 

2.館内では必ずマスクを着用してください。 

3.館内での会話は禁止とします。 

4. 飲用の際は座席に着席して飲み、飲み終わったら必ずマスクを着用してくだ 

さい。（食事は常に禁止となっております。） 

5.閲覧席（椅子）の位置を変えないでください。 

6.発熱、倦怠感等の症状がある方や体調不良の方は、入館をご遠慮ください。 

 

4. その他 

 わからないこと、困ったこと等がございましたら、お気軽にカウンターまでお越しください！ 

 メールや電話でのお問い合わせも可能です（詳細は「お知らせ」欄にて）。 

 図書館だより 
3・4 月 
合併号 

 

 

国立国会図書館ってどんなところ？ そのHPではどんなことができるの？ 

国会図書館は、日本国内で出版されたすべての出版物を収集・保存する 

日本唯一の図書館だよ。 

HP ではどんな本があるのか調べられるだけじゃなくて、本によっては 

デジタル化されたものを読むことができるんだ！ 

2022 年度 

Vol.1 

「NDL ONLINE」をクリックします。 

これが国会図書館のサイトの画面になります。 

（※キーワード検索をしたい時はこのページでも 

検索できます。） 

実際に検索すると、このような画面が表示され 

ます。 

右端にあるこのオレンジ色の 「デジタル」ボ

タンを押すと、デジタル化された資料を見るこ

とができる場合もあります。 

キーワード記入欄の右端にある「詳細検索」 

をオンにすると、細かい指定をすることがで

きます。 



＜新着図書紹介＞ 

作品名 著者名 登録番号 分類記号 

世界年鑑 2022 一般社団法人共同通信社 0071928 059 

思いがけず利他 中島岳志 0071921 151.5 

もういちど読む山川世界史 PLUS  

アジア編 
木村靖二 他 0071920 209 

世界の黒幕 闇のパワー完全ランキング 
ベンジャミン・フル

フォード 他 
2009180 304 

政治責任 民主主義とのつき合い方 鵜飼健史 2009172 311.15 

検証 政治改革 なぜ劣化を招いたのか 川上高志 2009174 312.1 

人権と国家 理念の力と国際政治の現実 筒井清輝 2009171 316.1 

入門経済学 第 4 版 井堀利宏 0071919 331 

中国経済は強い 

そのシステムとポストコロナの世界経済 
古島義雄 0071923 332.22 

ミッション・エコノミー マリアナ・マッツカート 0071922 333 

世界経済の潮流 2021 年Ⅱ 内閣府政策統括官室 0071927 333.6 

土地は誰のものか 人口減少時代の所有と利用 五十嵐敬喜 2009173 334.6 

世界の統計 2022 総務省統計局 0071926 350.9 

日本の統計 2022 総務省統計局 0071925 351 

みんなに好かれなくていい 和田秀樹 2009176 361.4 

東京大空襲の戦後史 栗原俊雄 2009175 369.37 

学校基本調査報告書 初等中等教育機関 

専修学校・各種学校編 令和 3 年度 
文部科学省 0071912 370.59 

学校基本調査報告書 高等教育機関編 

令和 3 年度 
文部科学省 0071913 370.59 

10 代から知っておきたいメンタルケア 

しんどい時の自分の守り方 
増田史 0071917 371.47 

万国お菓子物語 世界をめぐる 101 話  吉田菊次郎 2009179 383.8 

江戸の旅行の裏事情 安藤優一郎 2009177 384.37 

科学が君を「高貴化」する 小田鴿介 0071924 402.3 

工業統計表 2020 年 産業編 経済産業調査会 0071914 505.9 

工業統計表 2020 年 品目編 経済産業調査会 0071915 505.9 

暮らしが整う「片付けない」片付け kayoko 0071916 597.5 

コロナと漫画 島田一志 0071918 726.101 

塞王の楯 今村翔吾 0071911 913.6 

本にだって雄と雌があります  小田雅久仁 2009178 913.6 

ecriture 新人作家・杉浦李奈の推論Ⅲ 松岡圭祐 2009182 913.6 

プレス 素晴らしきニッポンの肖像 真山仁 2009181 914.6 

他 3冊が新しく入りました！新着図書は新着図書コーナーに所蔵されています。 

新着図書一覧は 2階学生ホールの掲示板、HP（長岡大学図書館ブクログ）でもご確認いただけます！ 

＜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。 

4 月のテーマは…『新生活応援特集』です！ 

一人暮らしを始めた人、入学した・新しい学年になったことで新しい悩みができた人、これからの学修に備

えたい人に向けて本を何冊か選んでみました。ぜひ、読んでみてください！ 

タイトル 著者 登録番号 分類番号 

本当の「心の強さ」ってなんだろう? 齋藤孝 0071898 159.7 

心配事の 9 割は起こらない 枡野俊明 0068782 188.84 

話し方で損する人得する人 五百田達成 0071260 361.454 

ひとり暮らしの教科書 mini+SPRiNG 編集部 0069660 590 

人生が整う家事の習慣 本間朝子 0071344 590 

おしゃれ上手のクローゼット収納術 
おしゃれ上手のクロー

ゼット収納術編集部 
2009168 593.5 

これが正解!ひとり暮らしごはんスタートブック 検見崎聡美 0070352 596 

ひと目でわかる!食品保存事典 島本美由紀 0070353 596 

りなてぃの一週間 3500 円献立 RINATY 0071856 596 

たっきーママの朝作らない！作りおきおかずのお弁当 奥田和美 0069994 596.4 

RoomClip 自分らしい#ひとり暮らし BEST 収納&インテリア   0071007 597 

暮らしが整う「片付けない」片付け kayoko 0071916 597.5 

話すチカラ 齋藤孝 安住紳一郎 0070984 809.2 

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 

マンガでわかる大学生のためのレポート・論文術 小笠原喜康 0071306 816.5 

疲れない人間交際のコツ アドルフ・F・V・クニッゲ 0071256 944.6 

 

＜お知らせ＞ 

★図書館だよりは大学 HP（図書館のページ）からもご覧いただけます。 

★4 月の開館時間は以下の通りになります。また、通常通り土曜・日曜は休館日です。 

1 日(金) 9：00～15：00          4 日(月)～13 日(水)  9：00～17：00 

14 日(木)～28 日(木) 9：00～18：00   29 日(金) 9：00～17：00 

★図書館ではレファレンスサービス（求める資料や情報を、より早く、より的確に提供できるように図書館職

員が直接手助けをするサービス）を行っております。図書館の利用方法や資料の調べ方・探し方等ご不明な

点がございましたらお気軽にカウンターにお声掛けください。 

メール（lib@nagaokauniv.ac.jp）または電話（図書館直通：0258-39-1613)でのお問い合わせも可能です。 

 加えて、学生リクエスト図書の購入も行っております。リクエストの際はカウンター横の申請用紙をご記入

後カウンターに提出していただくか、メールにて申請を行ってください。ただし、全ての希望にお答えする

ことはできませんのでご了承ください。（詳細はカウンターにお問い合わせください。なお、今後の図書館

だより内でもお知らせ致します。） 発行：長岡大学図書館 

 

 

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） 

 

 

700～799 
芸術 

（音楽・図画・ 

スポーツ・ 

演劇） 

 

 

500～599 
技術・工学 

（機械・環境・ 
乗り物・家庭） 

900～999 
文学 

（詩・短歌・ 
俳句・物語） 

長岡大学図書館 HP 


