
　昨年まで、言語文化コミュニケーション科の山下先生と
共に学生用図書の選定を担当していたこともあり、新聞の
書評欄とともに、出版社の広告雑誌をよく見ていました。
現在、十条台キャンパス図書館には、岩波書店『図書』、
思文閣出版『鴨東通信』、講談社『本』、世界思想社『世
界思想』、東京大学出版会『UP』、丸善出版『学鐙』、有
斐閣『書斎の窓』、吉川弘文館『本郷』の８社の雑誌があ
ります。
　新刊本の著者が書いた執筆の動機や経緯の文章のほ
か、著名人のエッセイや連載もあり、内容は多彩です。ま
た表紙にこったものもあります。これらのうち『図書』と
『本』は、専門書の出版を中心とする他社の雑誌と比べ
ると比較的読みやすく思います。『図書』には大江健三郎
の連載コラムが、『本』には日本政治思想史が専門の原
武史の「鉄道ひとつばなし」、スポーツライター二宮清純
の「新日本野球紀行」があります。芸能分野しか読まない
という方でも、楽しい一編に出会えるように思います。
　昨年日本数学会が学会員を通して「大学生数学基本
調査」を実施しました。その結果の分析をふまえた論考
が月刊誌『世界』5月号に出ています。１）「小中高で学ん
でいてほしい力、・・・人文科学か自然科学かなどによら
ず、大学でより発展的な学問を学ぶのに必要と思われる
基礎的な力」を測るというスタンスで作られた条件分の
読解を含むテスト形式の5問だったのですが、「国語が
得意であることと正答率の間に有意に負の相関」がある
こと、「国語が得意だと答えた学生は深刻な誤答に陥り
やすい」という記述にショックを受けると同時に、上記雑
誌の2本の連載を思い出しました。
　一つは詩人金時鐘（キム・シジョン）の『回想記 ひたすら
つづらおり』の9話２）で、もう一つは劇作家平田オリザの
『分かりあえないことから』３）です。金は、「日本の童謡
や抒情歌・・・は心情に沁みいるいい歌で、・・・親しみやす
さや歌かずの多さは世界的にも稀・・・だと思います。これほ
どやさしい歌に恵まれて暮らしている人たちが、どうして

戦争を讃え、あれほど無慈悲なことができたのだろ
う・・・。歌とはもともと、そのようにも己を顧みることのな
い情感だったのだろうか」と書き、歌における情感と抒
情の関係にやんわりとふれていく一文です。
　平田は2011年9月から始まった連載で、今特に求めら
れているコミュニケーション教育が国語という教科で可
能かという問題提起をしています。コミュニケーション教
育では「無前提に正しい言語が存在し、その正しい『言
語規範』を・・・教えるのが国語教育だという考えを完全
に払拭しなければならない」と書いています４）。コミュニ
ケーション教育に限定して書いていますが、先の数学調
査の結果と合わせて、あらためて国語教育について考え
てみるのもおもしろいかもしれないと感じました。
　課題研究・卒論のテーマ設定や視点の設定にも役立
つ一文が見つかるかもしれません。CiNii（サイニィ）で
論文を検索するのとは異なる発見につながるかもしれま
せん。一度手にとってみてください。

　１）新井・尾崎（2012）「空想主義的」教育改革がもたらしたもの，
       『世界』5月号：133－141頁，岩波書店
　２）『図書』2012年2月号32頁
　３）『本』2011年9月号から連載中
　４）『本』2011年10月号49頁
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簡単検索

①検索したい資料の「書名」「著者名」「キーワード」を
　[検索キーワード ]に入力し、[検索開始 (S)] を
　クリックします。

②「検索結果一覧」が表示されます。資料の詳細情報を見
　るには、一覧の [書名 ]をクリックしてください。

　

③検索詳細表示」が表示されます。検索した資料の

　「書誌詳細情報」と、図書館のどこにあるのかが

　わかる「蔵書情報」が確認できます。

 　  

　
　

蔵書情報の見方  

実際に見たい資料が決まったら、
「請求記号」「配架場所」を必ずメモに
とりましょう。

④メモをもって、該当の所在の書棚へ行って資料を探し
　ましょう。

高機能検索

①「簡単検索」画面の右上の [ 高機能検索へ ] を
　クリックしてください。「高機能検索」の画面が表示
　されます。

②「高機能検索」では､複数の条件を指定して､より絞り
　込んだ検索をすることができます。
　また、項目の数が足りない場合は「検索語フィールド」
　を増やすこともできます。

　　　　　　   ＯＰＡＣの使い方（本学蔵書検索）
                     本学図書館管理システムの入れ替えに伴い、ＯＰＡＣの画面が変わりました。

                     新ＯＰＡＣの使い方と特徴をご紹介いたします。資料探しの参考にしてください。

はじめに　

　ＯＰＡＣを利用するには、図書館検索パソコンの画面の
  アイコンをクリックするか、図書館ホームページへ
  アクセスしてください。  
　ＯＰＡＣには【簡単検索】と【高機能検索】があります。

 

  

 
 

 

請求記号
 背ラベルの記号で、分類番号や著者記号が記載されて
 います。配架場所の中で請求記号順に配架されてい
 ます。

資料状況
 書架に並んだ日付が記されています。
「配架」と表示されていれば利用可能です。

配架場所

 図書館のどこの書棚にあるか、または研究室にあるか
 が確認できます。
 １階書架（低層）や集密書架室など、コーナーに分か
 れている場所は、コーナー名も表示されます。
 また、貸出可能資料かどうかがわかります。
「帯出」は貸出できる資料、「禁帯出」は貸出できな
 い資料のことです。

貸出情報
 現在、貸出中かどうかがわかります。
 貸出中の資料はカウンターで予約できます。

ラベル番号
 資料一つ一つに与えられた番号です。
 レファレンスカウンターへ問い合わせる際などに必要
 です。



 

③「検索履歴 (H)」では、前回の検索結果を流用して、
　さらに絞り込むことができます。
　[ 全履歴クリア ] をクリックするか、ブラウザを閉じ
　ると履歴はリセットされます。

④「検索語」の項目はプルダウンメニューで選択できま
　す。項目を選び、キーワードを組み合わせて検索して
　ください。

⑤「検索結果一覧」が表示されたら、「簡易検索」の際
　と同じ要領で、「蔵書情報の見方」を参考に資料を
　探してください。
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　　 　　 ＯＰＡＣで検索してもＯＰＡＣで検索しても
　　　　 見つけられないときは…　　　　 見つけられないときは…
　
　　他大学･他機関の図書館の蔵書を調べてみましょう。

　　所蔵館がわかったら、以下の入手方法があります。

　　いずれの場合も、図書館カウンターのレファレンス

　　コーナーへご相談ください。

　

　　　　　　　　  直接行って利用する

　　　　　　　　　事前連絡と図書館が発行する紹介状

　　　　　　　　　が必要となります。

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　現物や複写で取り寄せる

　　　　　　　　　図書館が申し込み窓口となります。

　　　　　　　　　また、送料や複写料金などの実費を

　　　　　　　　　ご負担いただきます。

　　

 

 

配架場所について

①ＯＰＡＣで調べると、「配架場所」という欄に本の
　置かれている場所が表示されます。
　配架場所は以下のように大別されています。

②本は、各配架場所の中で、日本十進分類法（NDC) に
　基づき内容によってつけられた「分類番号」順に、
　番号の小さい数字から大きい数字へと、書架の左か
　ら右に、上から下に並んでいます。

　

③配架場所「１階書架（低層）」は以下のようにコーナー
　に分かれていて、各コーナーの中で分類番号順に並
　んでいます。

　

　
　　　　　　日本十進分類法や配架場所について

　　　　　　は、図書館カウンターで配布してお

　　　　　　ります「図書館利用ガイド図書館利用ガイド」および

　　　　　　「図書館フロアマップ図書館フロアマップ」を参考にして

　　　　　　ください。

１　階 ２　階

１階書架 ２階書架

１階書架(低層） ２階書架(壁面)

新着図書 大型本

１階書架(壁面)

主要参考書

集密書架室

 

 

 

 

 

 

資格・就職 資格取得や就職対策関連資料

パソコン資料
Word、Excel、PowerPointなどパソコ
ン関連のマニュアル本

観光資料 旅行ガイドや地図など

絵本 国内外の絵本、しかけ絵本など

児童文学 童話などの子供向けに書かれた小説

小説（日本）

エッセイ･随筆（日本）

小説（海外）

世界文学全集 世界各国の詩や戯曲･小説などの全集

新書 新書判で、主に教養書･実用書が中心

文庫
A6判で、小説やエッセイなどを中心に
様々なジャンル

東洋文庫
アジア全域の各地域に関する古典作品
を日本語で提供するシリーズ

各種文学賞受賞作、映画化された原作
本などの話題作、ベストセラー作品も
並びます



月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 1 2 3 4 5 1 2

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

30 31

７　月 ８　月 ９　月

8:50～19:00 8:50～14:00 9:00～17:00 休　館

〒114-0033東京都北区十条台1-7-13
Tel:03-3908-3529
Fax:03-3908-4549

http ://www.tsc .ac . jp/ l ibrary/

東京成徳学園十条台キャンパス図書館

　　テーマ『なぞなぞの文化史』

　　　　　現代も、子どもたちに人気の遊びとして親しまれている「なぞなぞ」は、

　　　　　日本では、古くからことば遊びとして存在していました。時代が流れるにつれて、

　　　　　なぞなぞの内容や形態は少しずつ姿を変えて現在に至っています。

　　　　　少ない資料ですが、それぞれの時代に生まれた「なぞなぞ」とともに、

　　　　　その変遷の様子をご紹介します。

　　　　　　　　　　展示期間：２０１２年７月１２日（木）～７月３１日（火）

　　　　　　　　　　場　　所：図書館１階展示コーナー

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

図書館利用について

展示のお知らせ

　　夏季休業中の図書館利用について

　　 【図書の特別長期貸出について】

　　　　夏季休業中は以下の通り、特別長期貸出を実施いたします。

　　　　　■実施期間：２０１２年７月３０日 (月 )～９月１１日 (火 )

　　　　　■返却期限：２０１２年９月２６日 (水 )

     【開館スケジュール】　

     節電にご協力をお願いします

　　 図書館では、昨年に引き続き、節電対策として以下の取り組みを行っています。

     利用者の皆様にはご不便をおかけしておりますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

　　 １．エレベータの原則利用停止

  　 ２．館内照明の部分消灯

　　 ３．２階検索用パソコンの利用停止

　　 ４．冷房設定温度２８℃

＊変更される場合があります。ＨＰや掲示をご確認ください。

     資料のリクエストを受け付けています

　　 リクエスト方法は以下のように２通りあります。詳しくは図書館入口正面のインフォメーションを

　　 ご覧ください。皆さんからのリクエストをお待ちしています。

　　 １．図書館ホームページの「資料のリクエスト」から申し込みをする。

　　 ２．「リクエストカード」に記入して、図書館入口正面に置いてあるリクエストポストに投函する。
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