
（編集後記：平田） 
2015年最後の開館日に発行することになってしまいました。でも、そのぶん 
濃い内容になりました！秋はイベントが多くて載せきれませんでした。冬も
POPコンテストなどのイベントがありますし、展示も随時入れ替わっています。 
2016年も図書館をよろしくお願いいたします！ 
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上越教育大学附属図書館ニュース Vol.7 
特集1：図書館 Topics 拡大版！ 

図書館 Topics（p.1からのつづきです） 

 10月７日(水)に、ジャパンナレッジの利用講習会を開催しました。 
 ジャパンナレッジとは事典・辞書等の検索閲覧サイトです。ちょっとした調べものにとても便利です。 
 平成28年3月31日まで利用可能ですので、どうぞご利用ください。図書館HPトップにもリンクがあります。 
 →http://japanknowledge.com/library/ （学内ネットワーク経由でご利用ください） 
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Topic2 :  
ジャパンナレッジの講習会を行いました！ 

 10月11日～11月30日の約1ヶ月半、交換展示
会として、長岡技術科学大学附属図書館の蔵書50
冊、主に理工系の本を展示・貸出しました。 
 期間中、のべ27冊の貸出がありました。エッセイなど
も多く、文系でも楽しく読めました。 
 現在は、新潟県立看護大学との蔵書交換展示会
を開催中(～1月11日)。こちらもぜひご利用ください！ 

Topic6 :  
長岡技科大との蔵書交換展示会を初めて 
開催しました！ 

 10月31日(土)に、越秋祭(大学祭)に合わせて
「市民のための図書館ツアー」を開催しました。 
 館内を見学しながら、資料の場所や、セルフ貸出装
置、電動書架の使い方についての説明をしました。 
 参加者からは、ぜひ有効に利用していきたい等の感
想が聞かれ、当日中に利用申請をして、図書を借りて
いく方もいました。 

Topic4 :  
「市民のための図書館ツアー」を 
越秋祭(大学祭)に合わせて開催しました！  11月13日(金)に、戸田書店上越店で、選書ツアー

を開催しました。 
 今年のテーマは、図書館ワークスタッフさん提案の中か 
ら「将来、役立ちそうな本」としました。11人の参加者 
により66冊の本が選ばれました。 
 現在、図書館２階にまとめて置いてあります。参加者
による紹介文も併せてご覧ください。みなさんの友だちは、
どんな本を選んだのでしょうか。 
 当日は、参加者の真剣なまなざしと笑顔が印象的で 
した。 
 ※選書ツアーとは、参加者が直接書店に行って予算内で 
   選んだ本を、図書館が蔵書として購入するものです。 

Topic5 :  
今年度も選書ツアーを開催しました！ 

詳細は次号で...お楽しみに！ 

Topic7 : 
ワークショップ「これからの図書館を 
いっしょに考えよう！」を開催しました！ 

特集2：知らなくて損してるかも!?図書館のこんなサービス→p2～3へGo! 

Topic1 :  
２階の一部を模様替えしました！ 
 9月に2階「情報交流ゾーン」と「マルチメディアコーナー」をそっくり入れ替えました。 
 情報交流ゾーンは以前より広く明るくなったと、とても好評です。後期に入り、複数の先生が授業で使用したり、 
学生さんからもグループ学習等に多く利用されるようになってきました。 

Topic3 :  
巷で話題のビブリオバトル。初めて開催してみました！ 
 10月26日(月)に、情報交流ゾーンで、ビブリオバトル※IN上教大を開催しました。 
 12名の参加者のうち、3名の方が本の紹介をしてくれました。紹介された本は… 
１．中村文昭『コミック版 お金でなく、人のご縁ででっかく生きろ! 』 
２．岡田哲『明治洋食事始め : とんかつの誕生』 
３．滝羽麻子『うさぎパン』 

 学習スタイルに合わせて、 
テーブルや椅子を自由に動かし
利用することができます。 
 ホワイトボードや電子黒板、 
プロジェクター等もご利用いただ
けます。 
 みなさんもぜひご利用ください。 
 
※情報交流ゾーンでの授業をご希 
  望の先生は、 お気軽にご相談く 
  ださいませ。 
 

こ～んなに明るく、 
廊下からもよく見える 
ようになりました！ 

 投票の結果、『コミック版 お金
でなく、人のご縁ででっかく生き
ろ!』がチャンプ本になりました。 
おめでとうございま～す！ 
 発表してくださった3名の方々、
ありがとうございました。 
 なお、チャンプ本はこの後で蔵
書として購入されました！ぜひ読
んでみてくださいね。 
 

※ビブリオバトルとは、みんなで集まって 
  5分で本を紹介。そして、いちばん 
  読みたくなった本(＝チャンプ本)を 
  投票して決定する、スポーツのよう 
  な書評会です。 --公式サイトより 

お友達の勉強する姿に 
いい刺激を 
受けられそうですね☆ 

※ 

http://www.lib.juen.ac.jp/
https://twitter.com/juen_lib
https://portal.myjuen.jp/
http://japanknowledge.com/library/
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特集2：知らなくて損してるかも!?図書館のこんなサービス 

どれだけ知ってる？チェックしてみよう！ ※学内者限定サービスも含みます 

□貸出中の本がOPACから予約できる。 
□研究室所在の本も予約できる。予約申込票を記入すればよい。 
□貸出禁止の参考図書や雑誌最新号を、1人1冊、閉館30分前から翌開館日の 
  開館時間まで、 「一夜貸出」できる。 
□図書館に来なくても、Webから貸出中資料の延長ができる。
□Webから自分の貸出・返却履歴が見られる。 
□閉館中でも廊下のブックポストへ資料を返却できる。（返却処理は翌開館日） 
□資料の購入リクエストができる。 
□他図書館から文献のコピーを取り寄せられる。有料だけど。 
□他図書館から本を取り寄せられる。有料だけど。 
□上越市立図書館の本なら無料で取り寄せられる。 
□ゲート内にふた付き飲み物なら持ち込みＯＫ。 
□印刷ステーションでハガキや封筒にも印刷できる。 
□情報交流ゾーンでは、会話や話し合いができる。 
□情報交流ゾーンにある電子黒板やホワイトボードは自由に使える。 
□学外からも学内と同様に使える電子ジャーナル等がある。 
□ipadを館内貸出している。 ←カウンターにあります。お気軽にお声掛けください！ 
□館内用の買い物カゴ(借り物カゴ？)がある。 
□オーダーメイドガイダンスを通年受付中。 ←日時・内容、すべて指定可能！要申込 
□カウンターで文献調査のサポートを受けられる。 
□上越教育大学リポジトリで、紀要や本学の先生の書いた論文のPDFを使える。 
□新潟県教育実践研究リポジトリで、県立教育センターの論文PDFを使える。 
□近隣の小中学校の研究紀要の一部を、2階の検索用パソコン①で利用できる。 
□国会図書館の図書館向けデジタル化送信資料を、2階の検索用パソコン③で 
  利用できる。 
□Sunshine English Course(中学英語教科書)のデジタル教科書を、２階の 
  電子黒板(予定)と検索用パソコン③で利用できる。 
□卒業・修了した後も、この図書館を使える。 
□ゲート外側の１階も、実は図書館の一部だ。(ライブラリーホールといいます) 

 

図書館のサービスといえば貸出返却ですが、 
ほかにもこんなに多様なサービスが！ 
学生ワークスタッフ５人＋図書館職員から、 
ぜひ活用してもらいたい便利なサービスをご紹介。 
ワークスタッフへの質問 １．イチオシのサービスは？  ２．ふだんどう図書館を使ってる？  
 

２．私はふだん附属図書
館をあまり有効には活用して
いません。借りる時は小説な
どを、そのほかには印刷ス
テーションや無線LANの利
用などをしています。正直あ
まり自主的には立ち入らな
いコーナーもあります。 

自然系コース(理科) 
学部2年 森さん 

＜図書館より補足＞ 
研究室所在の本は、OPACからは予約できませんが、
カウンターにある紙の予約申込票を書けば予約でき
ますよ！(研究室からお借りするため、使用中で借り
られない場合もあります。予めご了承ください) 

２．３階の個人机で勉強
をしたり、本を使ってゼミの課
題や卒論を進めたりすること
が多いです。 
図書館にいれば、「分からな
いな、調べたいな」と思ったと
きにすぐ本を見つけることがで
きます。静かで、夏は涼しい、
冬は暖かいという整った環境
でもあるので、はかどります。 

幼児教育コース 
学部4年 朝倉さん 

＜図書館より補足＞ 
期限内に１回だけ延長可。予約が入っている本は延ばせません。 

２．印刷機の使用や、
卒業論文で使う資料を
探すのによく図書館を利
用しています。 
休憩のネイチャーカラー
のスペースが癒されるの
でときどきそこで雑誌を
読むこともあります。 
オーディオなどが置いてあ
るコーナーにはディズニー
曲などわりとポピュラーな
曲も入っているので、一
度みてみると面白いかも
しれません。 

自然系コース(理科) 
学部3年 植原さん 

臨床心理学コース  
学部2年 岩田さん 

１．私のおすすめのサービスは、カウンター
前の情報交流ゾーンで、ホワイトボードや電
子黒板を自由に使えることです。 
情報交流ゾーンでは、しゃべることもできるの
で、テスト前にみんなで教え合いながら 
ホワイトボードを使って説明できたり、 
話し合いをして出た意見を 
ホワイトボードにまとめるなどが 
できて、とてもおすすめです。 

＜図書館より補足＞ 
ふた付き飲み物を飲みつつ、
快適にお過ごしくださいね♪ 

 カウンターでは、皆様から寄せられる様々なご質問やお困りの点に対応
しています。これを図書館用語で「レファレンスサービス」と呼びます。 
 本の場所をお教えしたり、印刷ステーションのトラブル対応なども、広義
のレファレンスサービスです。 
 もっと頼っていただきたいのが、あるテーマに関する資料を探しているとき
です。OPACやCiNiiで検索してヒットしなかった時がチャンス！カウンター
でお尋ねください。平日9～17時ですと職員が対応できます。 
 レポートや卒論・修論の文献収集についても、お手伝いできます。ただし 
ここは大学図書館で、文献検索も学習の一環ですから、検索方法をお
教えしてご自身で調べていただく形が基本です。 
 また、研究テーマについては皆さんのほうがよくご存じなので、 
こちらからもいろいろお尋ねしながら、何をどう調べていけば 
よいか一緒に考えていきます。 

ホテルのコンシェルジュのように、図書館のことで 
わからないことは何でもお尋ねください！ 
各種データベースの検索方法などは、 
オーダーメイドガイダンス(要申込)もご利用ください。 

＜図書館より補足＞ 
対象は2階の、参考図書コーナーの
貸出禁止資料と、雑誌の最新号。 
2階最新教科書のうち貸出禁止の
赤いシールのついているもの、著作権
法上の理由で貸出禁止のAV資料、 
1階の学位論文などは対象外です。 

１．本の中には「貸出禁止」のものがあり
ます(参考図書※・最新雑誌等)。これ、
貸出はできないんだ・・・と思って諦めては
いませんか？ 
実は閉館直前にカウンターで手続きをす
れば一夜貸出をすることができます。 
朝には返却していただく必要がありますが、
貸出禁止の本を借りることのできるチャン
スです。困ったときにはこの手を使いましょ
う。 ※2階の辞書類など 

一夜貸出 

教職デザインコース 
学部3年 倉崎さん 

１．決められた金額内で
本の購入リクエストをするこ
とができるので、教育や授
業関係の本で新しく読み
たい本が発売された時はよ
く利用しています。 

＜図書館より補足＞ 
リクエストできる資料には条件があります。 
申込用紙をよく確認してね！ 
用紙はゲート内の貸出装置裏やゲート外
の図書館掲示板にあるほか、HPからダウン
ロードも可能。 

２．普段は授業や
レポート関係で必要
な本を借りに行く他
に、空きコマに休憩
場所としても利用し
ています。 

リ
ク
エ
ス
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１．OPACとは附属図書館内のパソコ
ンから利用できる文献検索サービスです。
このOPACを使えば、読みたい本が借り
られていた！というときに、本に予約を簡
単にかけることができます。 
また、自分の前に何人予約しているか、
返却期限はいつか、なども確かめること
ができます。 
このような便利なサービスを賢く使って、
快適な図書館ライフを楽しんでください!! 

ＯＰＡＣからの予約 

１．延滞をしてしまうとその日から貸出
停止になってしまい、「他の本も 
借りたいけれど借りられない」と 
困るときがあります。 
図書館に直接行けない時でも、 
webから延長の手続きができ 
るので、貸出停止にならず 
とても便利です。 

Ｗｅｂから 
貸出期間延長 

情報交流ゾーン ２．図書館は印刷
ステーションを使って
レポートを印刷する
ことに使っています。
授業のレポートや
CiNiiで調べた論文
などを印刷していま
す。 
また、図書館1階の
和雑誌のコーナーで
文献を借りたり、3
階の机でレポートを
作成することなどに
使っています。 

文献調査のサポート 

https://juen.repo.nii.ac.jp/
https://edu-niigata.repo.nii.ac.jp/
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