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早くも新年度になって 2 ヵ月が経ちましたね。 

勉強をしたり、雑誌や新聞を読んだり、データベースを活用したり… 

図書館の使い方にも慣れてきた方が多くなっているようで嬉しいです！ 

もし、わからないことがありましたら、お気軽にお声掛けください！ 

 

＜特集＞～就職活動に役立つ本①～ 

 「就職活動といっても何から始めたらいいかわからない…」「就職活動 

に関係する情報はどうやって集めたらいいの？」という皆さんにぜひ読ん 

で頂きたい本を紹介します！ 

 まずは、本の紹介の前に。皆さんは図書館に「就活応援図書コーナー」 

というものがあることをご存知ですか？ 

このコーナーには仕事や企業について学べる本や就活能力を高める本、 

書く力を高める本など様々な役立つ本が置かれています！今回は、その一 

部を紹介したいと思います。 

 

・『最新 小売業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 [第 2版]』【登録番号：0067744 分類記号：336.737】 

 →図解入門業界研究シリーズの本です。他にも金融業界やコンビニ業界、運輸業界など様々な業界のことが

わかる本があります。業界研究にも役立ちます！ 

・『就活のやり方 いつ・何を・どう？ ぜんぶ！ 2024年度版』【登録番号：0071865 分類記号：377.9】 

 →就職活動のノウハウが詰まった一冊！何をしたらいいかわからない…という人や就活の詳細が知りたい

人の役に立つこと間違いなしです！この本以外にも業界や職種、どんな職業があるのかについて書かれた

本もございますので、そちらと併せてご利用ください。 

・『何者』【登録番号：0066169 分類記号：913.6】 

 →就職活動を頑張る皆さんにぴったりな小説も何冊か置いてあります。ぜひ読んでみてください！ 

・『ゼロからわかる 大学生のためのレポート・論文の書き方』【登録番号：0070716 分類記号：816.5】 

 →就職活動には勿論、レポートや論文の作成にも役立つ本が沢山あります！こちらの本はステップに沿って

解説しているので、実際に論文やレポートを作成しながら確認することができます！ 

・『絶対内定 2024 面接』【登録番号：0072097 分類記号：377.9】 

 →面接の形式や攻略法、自己 PR について、服装などの「見た目」対策などが細かく説明されています。こ

の本以外にも、面接やプレゼンテーション、話し方など様々な技能に関する本がございますので、ぜひご

活用ください。 

・『留学生の就活入門 日本で就職したい留学生のために』【登録番号：0071349 分類記号：377.9】 

 →留学生に向けた就活本もございます！就職活動に向けてどのようなことをしておくべきか、就活はどの

ような流れで行われるのか、日本企業のしくみなど日本で就職したい方には役立つ情報が盛り沢山！ 

※就活応援図書コーナー内の図書は随時最新版と取り換えております。 

＜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、教員指定参考資料なども

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 
2022 年度 

Vol.3 6 月号 

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 

就活応援図書コーナーは

カウンターの正面にござ

います！ 



＜新着図書紹介＞ 

作品名 著者名 登録番号 分類記号 

未来のきみを変える読書術 苫野一徳 0072108 019 

読書大全 世界のビジネスリーダーが読

んでいる経済・哲学・歴史・科学 200 冊 
堀内勉 0072119 019.9 

もっと、自分をいたわっていい 香山リカ 0072085 146.8 

折れない心をつくるいい言葉 斎藤茂太 0072095 159.8 

1 日 1 話、読めば心が熱くなる 365 人の

生き方の教科書 
稲盛和夫 他 0072114 159.8 

新潟のトリセツ 
昭文社旅行ガイドブ

ック編集部 
0072094 291.41 

13 歳からの地政学 カイゾクとの地球儀航海 田中孝幸 0072105 312.9 

はじめて学ぶ経済学 第 3 版 関谷喜三郎 他 0072111 331 

日本のふしぎな夫婦同姓 中井治郎 2009210 324.87 

数値化の鬼 安藤広大 0072082 336.1 

感じがいいと思われる敬語の話し方 川道映里 0072107 336.49 

資料作成＆プレゼン大全 亀谷誠一郎 0072110 336.49 

「自分のいいところ」がもっと伝わる 58 の方法 川上徹也 2009221 336.49 

マンガ お金は寝かせて増やしなさい 水瀬ケンイチ 0072080 338.18 

ジェイソン流お金の増やし方 厚切りジェイソン 0072100 338.18 

給料はあなたの価値なのか ジェイク・ローゼンフェルド 0072117 366.4 

業界と職種がわかる本 ’24 年版 岸健二 0072122 377.9 

ニュースの数字をどう読むか トム・チヴァース 他 2009204 417 

宇宙は数式でできている 須藤靖 2009224 440.12 

新しい世界の資源地図 ダニエル・ヤーギン 0072124 501.6 

DIY 家具＆リフォーム ケイ・ライターズクラブ 0072084 592.7 

47 都道府県日本全国地元食図鑑 菅原佳己 0072093 596 

にっぽん全国おみやげおやつ 甲斐みのり 0072118 596.65 

食べる経済学 下川哲 0072087 611.3 

レポート・論文のまとめ方 新田誠吾 0072078 816.5 

それいけ！方言探偵団 篠崎晃一 2009211 818 

一度見たら忘れない！韓国語の語源図鑑 阪堂千津子 0072079 829.1 

NHK 出版これならわかる韓国語文法 中島仁 0072089 829.15 

英語が出来ません 刀祢館正明 0072116 830.7 

徹底例解ロイヤル英文法 綿貫陽 須貝猛敏 他 0072125 835 

小説家になって億を稼ごう 松岡圭祐 2009220 901.307 

砂嵐に星屑 一穂ミチ 0072102 913.6 

マスカレード・ゲーム 東野圭吾 0072129 913.6 

他 45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。 

6 月のテーマは…『新しい趣味を見つけよう！特集』です！ 

この機会に新しいことにチャレンジしてみませんか？新しい趣味探しをお手伝いする本を集めてみまし

た！ 既にやりたいことがある方にも役立つ本があるかも。ぜひチェックしてみてくださいね！ 

タイトル 著者名 登録番号 分類記号 

理系読書 読書効率を最大化する超合理化サイクル 犬塚壮志 0071284 019.12 

死ぬまでに行きたい！世界の絶景 新日本編 詩歩 0070138 290.9 

東京で楽しむフランス 地球の歩き方 aruco 0071756 290.93 

新潟 100 名山+10   0071601 291.41 

仕事に使える YouTube 動画術 家子史穂 千崎達也 0071867 336.75 

TikTok で人を集める、モノを売る  中野友加里 0071875 336.75 

インスタグラムの新しい発信メソッド 艸谷真由 0070271 547.48 

e スポーツのすべてがわかる本 黒川文雄 0070830 547.483 

今日からはじめるヴィンテージ DIY 成美堂出版編集部 0070703 592.7 

Yuu のラクうまベストレシピ Yuu 0070371 596 

はじめてでもかんたん&おいしい！手作りお菓子 黒川愉子 0067890 596.65 

自然の力を借りるから失敗しないベランダ寄せ植え菜園 たなかやすこ 0071354 626.9 

ひとりディズニー50 の楽しみ方 みっこ 0071743 689.5 

SNS で映えるマンガの描き方 ビーコムプラス 0071829 726.107 

スマホで旅行写真コツと裏ワザ 庄子利男 0070550 746 

マニキュアフラワー＆UV レジンアクセサリー hina 工作室  0070704 751.9 

独学シンガーソングライター歌作り気づきノート 片岡大志 0070781 767.8 

６つの力を養い、理想の働き方を叶えるトレーニング 吉田輝幸 0071794 780.7 

楽しむ！極める！キャンプ完全ガイド   0071336 786.3 

お茶のすすめ お気楽「茶道」ガイド 川口澄子 0070778 791 

 

＜お知らせ＞ 

★6 月の開館時間は全日 9：00～18：00 となります。また、通常通り土曜 

・日曜は休館日です。 

★教員指定参考資料コーナーの本が増えました！教員指定参考資料とは、 

授業に役立つ本や学生の頃に読んでおくと役に立つ本など先生方にオス 

スメして頂いた本です。勉強になる本や、興味をそそられるような面白 

い本が沢山あるので、ぜひチェックしに来てください！ 

★閲覧席の椅子は新型コロナウイルス感染予防のため間引いた上、他の席 

との距離をとって設置しています。椅子の位置を動かさないようにして 

ください。 
発行：長岡大学図書館 
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俳句・物語） 


