
実は・・・この図書館ってすごいんです！ 
全国立大学の中で、学生1人当たりの年間貸出冊数が 
約29冊で第２位！（全国立大学平均は約11冊） 
先輩たちはそれだけ本をたくさん読んで勉強してきたんですね。 
こんな良い伝統をぜひ皆さんも受け継いで、続けていきましょう! 
 
 

文献がみつからずお困りではありませんか？ 
図書館では、オーダーメイドのガイダンスを随
時受け付けています。内容や時間は自由に設
定できますので、お気軽にご相談ください。 
（お1人でもOK。10分でもOK。 
  17時以降でもOK!） 

 

（編集後記：平田） 今回はワークスタッフに活躍してもらいました。 
皆さんめちゃくちゃ読書家というわけではないごく普通の学生さんです。 
身近な存在として頼りにしてくださいね。おすすめ本の貸出お待ちしてます! 
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上越教育大学附属図書館ニュース Vol.6 図書館 Topics 

「上越教育大学リポジトリ」には、研究紀要をはじめと
する学内刊行物や、学術雑誌に掲載された先生方の
論文、貴重書『高田藩記録』をデジタル化したものなど
が登録されています。 
全文表示・ダウンロード・印刷もできちゃう、とっても便
利なサイトです。 
このたび、より使いやすくパワーアップしました。 
百聞は一見に如かず。ぜひ一度アクセスしてください！ 
URL:https://juen.repo.nii.ac.jp/ 

１ ４ 

夏のオススメは 
クランベリージュース。 

炭酸水やヨーグルトドリンクで 
割るとおいしいですよ！ 

色もかわいいピンク色です。 
（職員 み） 

     本当のオススメは 
      断然「牛乳」!でも 
   持ち歩くのは難しいので 
      水出しの日本茶を 
    マイボトルに入れて・・・ 
  図書館にも持ち込めます。 

1階の596.7には 
おいしいドリンクの本が 

いっぱい! 
飲み物に合うお菓子やおつまみのレシピも・・・ 

 

OPACで探すなら、詳細検索タブ→ 
検索項目「所蔵分類」に→ 

596.7を検索 

Topic1 :  
リポジトリがリニューアルしました！  

6月11日～7月24日の1ヶ月半、交換展示会として、
新潟県立看護大学図書館の蔵書50冊を展示・貸
出しました。 
期間中、のべ22冊の貸出がありました。今回は「毒
親」ものが好評で、何度も借りられていました。 
冬にも開催予定です。新たな50冊をお楽しみに♪ 
また、９月頃、長岡技術科学大学附属図書館とも
蔵書交換展示会を行う予定です。 

Topic2 :  
新潟県立看護大学図書館との 
蔵書交換展示会を行いました！ 

7月1日に「卒論・修論作成のための日本語文献の
探し方」ガイダンスを開催しました。 
CiNii Articlesを利用した日本語論文の探し方や、
学外への文献申し込み方法等を中心にご説明しま 
した。 
 

Topic3 :  
「卒論・修論作成のための 
日本語文献の探し方ガイダンス」を 
開催しました！ 

7月27日に、学校教育実践研究センターの中野博
幸先生をお招きして、2階情報交流ゾーンの電子黒
板を使った講習会を開催しました。 
電子黒板のほか、ホワイトボード＋情報メディア教育
支援センターのプロジェクター・書画カメラを用いて、こ
んな使い方ができる、という例を具体的にたくさん示し
ていただきました。     学生さんも借りられますよ！ 
特に低学年や特別支援の生徒に対し、本人の手元
にあるものと同じものを同じ向きで大きく画面に映せる
ことは、とても効果的なのだそうです。 
  

Topic4 :  
電子黒板講習会を開催しました！ 

大学院生・教職員は7月31日(金)～9月6日(日)、
学部生は平成26年7月31日(金)～9月13日(日)
の間に借りると、返却期限が10月5日(月)になります。 
貸出期間が長くなるこの時期に、特集で紹介した本
などを読むのはいかがでしょうか？ 
★学外の方は対象外です。 
★教科書やAV資料、雑誌は対象外です。お間違いなく！ 

Topic5 :  
夏休みの貸出期間延長が始まっています！ 

8月7日まで笹を飾っていました。 
たくさんの短冊・飾りを 
ありがとうございました。 
みなさまの願いごとが 
叶いますように☆彡 

Topic6 : ☆に願いを。 
図書館スタッフで 

オリジナルポロシャツを 
作りました！ 

ジョーキョー先生の 
イラスト入り♪ 

 

（
職
員 

ろ
） 

本を読む時間が作れない！ 
もっと時間のある時に 
いっぱい読んでおけばよかった… 

ここで、ある職員の後悔 

実際に館内へ持ち込むときは 
蓋付き容器に入れてね！ 
おすすめは空きペットボトル 

http://www.lib.juen.ac.jp/
https://twitter.com/juen_lib
https://www.facebook.com/juenlib
https://juen.repo.nii.ac.jp/


３ ２ 

～2階放送大学教材～ 
平成21年度以降に発行されたテキストを
置いてあります。※それ以前のものは、1・3階の
一般図書に混ぜて置いてあります。 
コーナーに行ってみると、科目名らしくない
タイトルが多いことに気付くでしょう。初学
者向けのものもたくさんあります。 
読み物としても面白そうな2冊をご紹介し
ます。 
「市民のための健康情報学入門」健康情
報番組を流し見するだけでなく、あふれる
情報を取捨選択し活用できるようになりた
い方にオススメ。 
「問題解決の進め方」課題解決型学習と
か言われても・・・という方へ。そもそも日常
の中にある問題とは何か、というところから
教えてくれます。 

～今、絵本がアツい？～ 
上で松井さんが触れているように、図書館には絵本が結構あります。 
最近よく借りられているとのウワサを聞きつけ、貸出ランキングを調べてみました。 

～3階絵本コーナー～ 
上越教育大学、生い茂る本の森、図書館。その3階にひっそりと
picture booksたちが並んでいるのをご存知でしょうか？何を隠そ
う、ここは絶対に先生になりたい人のための学校。絵本もたくさんあ
るのです。そしてその中には英語の絵本もあります。 
英語コースの私がおすすめする一冊は「THE GREAT ZOO 
HUNT」です。これは街に逃げ出した動物たちを探す英語の絵本で
あり、動物探しというタスクのもと、子どもたちを英語の世界に浸らせ
ることができる良い教材の1つだと思います。 
皆さんも英語絵本をマイ教材にして、 
子どもたちを 
英語の世界へ 
誘ってみては 
いかがですか？ 
（学部2年 
  松井さん） 

～いろいろ展示してます～ 
展示スペースは複数あり、定期的に入れ替えています。現在の展示は・・・ 
●(～8月下旬)国立女性教育会館の蔵書100冊 → → → → → → → 
●教員採用試験に向けて読んでおきたい本 
●絵本（力作の看板は以前に図書館ワークスタッフが作ってくれたもの） 
●「子どもの本を楽しみ、子どもの本について考えるセミナー」で紹介された本 
  （セミナーは学校教育実践研究センターと図書館との共催です） 
●夏休みに読みたい本（ワークスタッフ学部3年生による） 
 

～2階AV資料～ 
著作権の問題で貸出禁止が多いのが
残念ですが、音楽CDなら貸出できま
すし、DVD・ビデオにも貸出可と明記
してあるものが時々ありますよ。 
ブースの裏には一般映画のDVD、背
中側にはなんとLD(レーザーディスク)が。
「タイタニック」「もののけ姫」など一昔前
の有名作品が揃っています。 

1階には、専門的なことに関する本が多く置かれています。 
そのなかで、「深海」「温泉力検定」という本を見つけました。 
「深海」は、深海に住んでいる珍しい生き物がきれいな写 
真で紹介されている本です。潜水艦のライトにより七色に 
光っている「ヒゲクラゲ」の写真はとても神秘的で、ぜひ見 
ていただきたいです。 
「温泉力検定」には、温泉と入浴に関する問題が載ってい 
ます。例えば、「温泉地、箱根の小学校では、毎週一回、 
先生を含めたクラス全員で温泉に入ることが義務付けられ 
         ている!」など、興味深い豆知識がたくさん 
          紹介されていますので、ぜひ読んでみて 
          下さい。（学部4年 今井さん） 

１階は理系の書物がたくさん置いてあります。なかでも私の 
おすすめは家庭科関係図書のコーナーです。 
学術書も豊富なのですが、実はおしゃれで実生活に使える
本がたくさんあります。 
「おうち女子会レシピ」ではお蕎麦をサラダにしてみたり、 「か
わいい壁と窓の飾りかた」では手に入りやすい材料でお部屋
を飾っていたり、見ているだけでもわくわくする、実践したくなる
アイデアがいっぱいです！ 
お部屋でいつもと違ったことがしたいときや、とっておきのごはん 
を作る際に覗いてみてはいかがでしょうか！ 
(学部2年 稲垣さん) 

～
1
階
中
央
図
書
～ 

～3階図書～ 
３階には数多くの小説が置かれています。なか
でも皆さんにお勧めしたい本は「イニシエーション・
ラブ」という小説です。最近、前田敦子主演で
映像化もされ、話題となっていました。 
この本の魅力は巧みに構成されたシナリオです。
読んだ人、誰もがまた読み返してしまう。「必ず
二回読みたくなる」と謳われているのも間違いで
はありませんでした。 
「レコ―ドも、テープも、A面を聞いているときには、
B面も一緒に回っているのだ。」 
この言葉がキーワード、 
これ以上言ってしまったら 
ネタバレに..． 
図書館の３階には魅力的な 
本がいっぱい、ぜひ自分の 
お気に入りの本を 
探してみては？ （学部2年 石井さん） 
 
３階に行ってみると多くのジャンルの本があります。
小説や絵本、他に研究の際にも使える教育の
本など。今回は小説を１冊紹介したいと思いま
す。     「きいろいゾウ」という映画化もされた 
         本です。多くの人が知っているの 
          ではないでしょうか。この本は、 
          優しい文章、ムコさん、ツマさん 
          といった登場人物(動物)がみ 
         んな、素敵で、独特の世界観も 
         嫌じゃなく温かい気持ちになれる 
           物語です。映画にはない 
やり取りなどもあるので、映画を見たことがある人
にもぜひ読んでみて欲しい１冊です。 
（学部3年 大塚さん） 

２階の英語学習用 
図書コーナーには 

TOEIC問題集等や 
多読用図書を揃えて 
います。オススメ！ 

ちなみに・・・ 貸
出
禁
止
だ
け
ど

オ
ス
ス
メ↑

 

絵本コーナー近くに 
新書・文庫コーナー。 
岩波ジュニア新書・ 
ブルーバックスなど 
面白いですよ♪ 

※特定の文庫・新書のみ。 
それ以外は一般書架 

まもなく終了。急いで! 

展示される本も 
随時入れ替わり中 

（データが残っている範囲で）今年7月まで 
１ 100万回生きたねこ 
２ へんしんトンネル 
３ ぶたのたね 
４ はらぺこあおむし 
５ くれよんのくろくん 
６ しりとりのだいすきなおうさま・あらしのよるに 
８ スイミー・ともだちや 
10 パパ、お月さまとって！・おまえうまそうだな 

2014年4月1日～2015年7月31日 
１ かばんうりのガラゴ 
２ くれよんのくろくん 
３ バムとケロのおかいもの 
４ ずーっとずっとだいすきだよ・へんしんトンネル・ 
    バムとケロのそらのたび 
７ からすのパンやさん・100万回生きたねこ・ 
    バムとケロのさむいあさ・うちにかえったガラゴ 

島田ゆか 
強すぎ！ 

定番強し 

知らない作品があったら借りてみましょう！ 

ワークスタッフの皆さんに、 
面白い本を紹介してもらい 
ました！ 職員からは、もっと 
使ってほしいコーナーをご紹介。 
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