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 ようこそ福工大図書館へ
 館長ごあいさつ
 図書館オリエンテーションのお知らせ
 図書館年間スケジュール（2012年度予定）
 選書ツアーに参加しませんか？
 図書館展示コーナー紹介
 23年度貸出BEST５
 読書のススメ
 利用GUIDE
 資料の探し方・OPACの使い方
 個人向けサービス『My　Library』
 先輩から後輩へのメッセージ
 視聴覚コーナーますます充実

＝図書館の“ ima（今）” を伝えます＝

開館時間
図書館 自習室

平日（月～金） 9：00～20：00 9：00～20：00

土曜日 9：00～17：00 9：00～20：00

休　館　日　 日曜日・国民の祝日・夏季休館日・
開学記念日（11月5日）・年末年始・
その他館長が必要と認めた日

利用案内特集号

～ようこそ福工大図書館へ～～ようこそ福工大図書館へ～
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　「新入生オリエンテーション」では、図書館利用法の全般について説
明します。在学生でまだ一度も図書館に足を運んだことのない人や、
もっと図書館の事を知りたいという人も歓迎します。また、「文献検
索オリエンテーション」では、論文や新聞記事など必要資料の探し方
の練習を実習形式で行います。図書館では、昨年10月に複数のデータ
ベースを一度に検索する「データベース横断検索」を導入しました。
この検索機能を中心に、図書館契約データベースの特徴と検索方法を
説明します。大学図書館を上手に利用して充実した大学生活を送って
ください。

図書館オリエンテーションに参加しませんか？

参加希望の方は、図書館カウンターでお申込ください。日程を調整します。

図書館利用の基本を学ぶ

新入生オリエンテーション
所要時間 40分～50分程度　　　　　　　　　　　
入館方法、貸出方法など基本的な使い方を学びます

　１）館内ツアー　　　　　　　　
　２）資料の探し方　　　　　　　
　３）図書館サービスについてなど

図書館を有効に使いこなす

文献検索オリエンテーション
所要時間 1時間程度　　　　　　　　　
文献を調べる技術を実習形式で学びます
　１）参考文献の見方　　　　　
　２）必要資料の所在の調べ方　
　３）データベースの使い方など

申込受付開始　４月５日（木）から

福岡工業大学附属図書館館長
赤木　文男

　新入生の皆さん、ご入学おめで
とうございます。また、在学生の
諸君も新しい学年を迎え、希望に
燃えて１年の歩みを始めたことで

しょう。こうして皆さんに図書館利用のご挨拶をする
のも４度目となりました。2011年は、本当に大変な一
年でした。３月11日に東日本を襲った大災害は、1年
を経過するもいまだに3,000名を超える行方不明者を
数え、福島原発はその牙をむいて、人々を寄せ付けま
せん。ニュース報道など見るにつけ、自然の脅威と人
間の営みの浅はかさを思い知らされます。
　さて学問の場である大学に於いて図書館はその顔で
す。福岡工大では、本部棟９階のうちの３・４・５階
を占めて設置されておりますので、むしろ図書室とい
うべきかもしれません。私なりの理想を申し述べます
と、すべてとは申しませんが本館３階以上を図書館と
し、知識・情報に関することの集積した建物とすれば

よいのではと思います。
　アメリカの大学での１年間の海外研修で、私にとっ
て憩いの場であった図書館での日々が思い起こされま
す。Study roomを1年間借り、食堂もあり、セミナー
室では講演会とか、音楽の演奏会も行われました。
　近年、learning commonsとしての大学図書館の役
割が関係者の間で話題に上っております。学習のため
の談話室とでもいうのでしょうか。その為、スペース
が狭く限られてはおりますが、本図書館でも小声でな
ら会話・討論のできる資料室とか学習支援室を設置致
しました。しかし、何分にも旧来の多数の書物・雑誌
の積まれた書架に圧倒されています。
　それでもPCコーナーでは３卓に12台のPCを設置
しておりますし、ソファに座ってDVDを観、CDを聞
き、新聞を読むスペースもあります。是非、毎日一度は
図書館を訪れ、ゆっくりとくつろいでいかれるように
願っております。

館長ごあいさつ

2



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
★

★

★

★ ★

★

入学式/前期講義開始
図書館オリエンテーション実施（利用案内オリエンテーション／文献検索オリエンテーション）

選書ツアー実施
前期試験期間の日曜日開館予定
夏季休館

蔵書点検
後期講義開始

図書館報Vol.37発行
立花祭　古本リサイクルフェア開催

選書ツアー実施
年末年始休館

後期試験期間の日曜/祝日は開館予定
卒業・修了予定の皆さん、本の返却は済んでいますか？

卒業式

（2011.4～2012.2）

１位
電子技術の基礎について分かりやすく解説
メカトロニクスのための電子回路基礎 
西堀賢司著　コロナ社（549.3/N81）

２位
山田悠介が描く、感動と戦慄のサスペンス
キリン
山田悠介著　角川書店（913.6/Y）

３位
第145回直木賞受賞作
下町ロケット
池井戸潤著　小学館（913.6/I）

４位
流体力学の権威者であるカルマンの自伝の書
大空への挑戦 : 航空学の父カルマン自伝
フォン・カルマン〔著〕 ; 野村安正訳　森北出版（289.3/K）

５位
2009年、逆の方向から1984年を描いた近過去小説
1Q84 (ichi-kew-hachi-yon) : a novel book1
村上春樹著　新潮社（913.6/M）

～読書のススメ～　人気本紹介
銀漢の賦／葉室麟著
（913.6/H　4階閲覧室）
（あらすじ）
　江戸幕府松平定信の治世に、月ヶ瀬
藩という架空の藩でおきる政争騒動物語です。名家
老と謳われ、幕閣にまで名声が届いている松浦将監、
郡方役下級武士として生きている日下部源吾。２人
は幼少期を同じ剣術道場ですごした幼馴染でありな
がら、ある出来事を境に進む道が分かれます。お家
騒動、百姓一揆など藩政をめぐる様々な難問を背景
に絶縁状態にあった２人の人生が再び絡み始める友
情物語です。自分の信じた道を歩むふたりの主人公
が魅力的で、友情とほろ苦い関係が心に染みる１冊
です。第14回松本清張賞受賞作品。

図書館年間スケジュール（2012年度予定）

平成23年度
貸出BEST５

・選書ツアーに参加しませんか？
　 　図書館では年に２回「選書ツアー」を行っています。これは、自分が読みたい本、友人に読んでもらいたい本、図書
館に置いて欲しい本を選書できるイベントです。毎回10名程度の学生を募集し、書店へ行って本を選びます。参加さ
れた学生さんからは楽しかったと大好評、購入された本は、毎回大人気で貸出も多くよく読まれています。今年度も
夏と冬に実施予定です。図書館ホームページや掲示などで募集案内をしますので、興味があったらぜひ参加ください。

・図書館展示コーナー紹介　～入学おめでとう！大学生活を応援する本～
　 　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。いよいよ大学生活が始まり、初めての体験
に戸惑っていませんか？図書館では、「大学生活を応援する本」をテーマに、大学で学ぶとは
どういうことか、レポートの書き方の本、一人暮らしの人のための自炊の本など皆さんに役立
ちそうな本を集めて展示しています。在学生の皆さんも「大学で学ぶこと」について、改めて
考えてみませんか。展示コーナーは図書館入館ゲート入ってすぐです。
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入館と退館

各種サービス貸出と返却

利用上のマナー
● 入館ゲートのカードリーダーに学生証を通して入館
ください。
●退館の際は退館ゲートを押してください。
●貸出手続きをせず資料を持ち出すと警報がなります。

●飲食、雑談、携帯の利用はしないでください。
●図書の切り取り、無断持ち出しはしないでください。
●利用した図書は元の場所に戻してください。

●レファレンスサービス
　 必要な本の探し方、調べ方がわからないとき援助する
サービスです。3階カウンターへお越しください。

●コピー機の使用
　 著作権の範囲内でコピーすることができます。個人の
資料、ノート類はコピーできません。料金は1枚10円で
す。備え付けの「文献複写申込用紙」にご記入の上ご
利用ください。

●その他
　 借りたい本が貸出中の場合は予約ができます。また、
必要な資料が図書館にない場合、購入希望申込や他機
関から資料を取り寄せることもできます。図書館カウ
ンター、または図書館ホームページの「Myライブラ
リー」からお申込ください。

貸出 　 借りたい資料と学生証を3階カウンターまでお
持ちください。

利用区分
図　書

雑　誌 音楽CD
冊　数 日　数

一 般 学 生 ５冊 15日

2冊まで
15日

2点まで
8日

卒業研究生 8冊 60日
大 学 院 生 10冊 60日
教 職 員 30冊 365日

※資格試験、英語科、話題書コーナーの図書は利用区分にかかわらず貸出期間は15日間です。
※参考図書、新聞、視聴覚資料など貸出のできない資料があります。

返却 　 借りていた資料を3階カウンターまでお持ちく
ださい。
　 閉館後は入口前の返却ポストに入れてください。
　 返却期限は必ずお守りください。

ホームページ

図書館の最新情報はホームページから　http://www.lib.fit.ac.jp

検　索

利用 G U I D E

福岡工業大学附属図書館

利用案内

蔵書検索
（OPAC）

My ライブラリー

データベース
横断検索

電子ジャーナル
ポータル

開館カレンダー
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館内MAP

利用 G U I D E
５階閲覧室
（洋書のフロア）

４階閲覧室
（和書のフロア）

３階閲覧室
（図書館出入口）

入退館ゲート
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図書館内の資料を探すには、大きく以下の２通りの方法があります。

　　分類番号から探す　～本のラベルから探す～１
本館では、図書はNDC（日本十進分類法）に基づいて分類されています。図書の背表紙に貼ってあるラベルが分類の内容
を示しています。
●NDC分類の仕組み・・・大きく10の分類に分けられ、それぞれ細分化されています。

（例）
「絵解き電子学入門早分かり」

（請求記号549/A）
の分類は…　➡

549
Ａ

1234567

………分類番号
………著者記号
………図書ID

請求記号

539
540 電気工学
541 電気回路
542 電気機器
543 発　　電
544 送電・変電・配電
545 電灯・照明・電熱
546 電気鉄道
547 通信工学
548 情報工学
549 電子工学
550

490
500 技術・工学・工業
510 建設工業
520 建築学
530 機械工学
540 電気工学
550 海洋工学
560 金属工学
570 化学工学
580 製造工学
590 家政学・生活科学
600

000 総　　記
100 哲　　学
200 歴　　史
300 社会科学
400 自然科学
500 技　　術
600 産　　業
700 芸　　術
800 言　　語
900 文　　学

500（技術）の中の 540（電気工学）の中の 549（電子工学）です

　　OPAC（蔵書検索システム）から探す　～パソコンから探す～２
OPAC（蔵書検索システム）を使うと、書名・著者名・出版者名などから福岡工業大学の蔵書を検索できます。
図書館内のOPAC専用端末または図書館ホームページから利用できます。

ココをクリック

簡単検索はコチラ

A B C

D
フリーワードを入力１

「検索」をクリック２

（参考）
　NDC分類は多くの図書館で採用されています。
　この仕組みを覚えておくと、他の図書館で本を探す時にも役立ちます。

A 簡易検索
　フリーワードを入力するだけの基本的な検索です
B 詳細検索
　タイトル、著者名、出版者、出版年等を項目別に入力できます

C 新着図書・新着雑誌
　新しく図書館に入った図書と雑誌を紹介しています
D 資料区分（図書/雑誌/電子ジャーナル/視聴覚資料）和洋種別（和書/洋書）
　あらかじめ条件を絞り込みたい場合にチェックしてください

（ラベルの見方）

資料の探し方・OPAC
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E 検索結果
　 図書、雑誌、視聴覚資料それぞれ
のヒット件数が分かります
F 絞込み検索
　 検索結果から更に絞込みを行うと
きに使用します
G ページ切り替えボタン

E

読みたい資料のタイトルをクリック３

F

G

雑誌の表示 製本雑誌の表示

電子ジャーナルを探したいときは、図書館HPトップペー
ジから『電子ジャーナルポータル』をご利用ください。

H 所在
　 その図書を置いている場所を示します
I 請求記号
　本の背表紙に貼ってあるラベルの記号です
J 図書ＩＤ
　個別の図書１冊ごとを識別するための番号です
K 資料状態
　 貸出可／貸出中などの状態を示します

H I J K

図書の場合

L

M

L 雑誌
　 週刊や月刊など、定期的に発刊される雑誌の検索結果
が表示されます
　「和雑誌」は３階、「洋雑誌」は５階配架です
M 製本雑誌
　 同じタイトルの雑誌を一冊にまとめたものです
　『（製）』と表示されるものが製本雑誌です

雑誌検索は「雑誌」と「製本雑誌」二種類の検索結果が表示されます

雑誌の場合

検索結果の一覧表示画面

（蔵書検索システム）の使い方

資料の詳細表示画面
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個人の貸出情報の確認や、本の予約、リクエスト、文献複写などの申込ができます
図書館ホームページのトップページより『My ライブラリー』をクリック

ログイン
　①ユーザーID
　　 情報処理センター認証のユーザーIDを入力してください。

　②パスワード
　　個人パスワードを入力してください。
（注意） 「My Library」機能は個人情報を含みますので、利用後は「ログアウト」を押して終了してください。

・図書購入依頼
　　図書購入のリクエストができます。
　　※ リクエストされた資料は事情（品切・絶版・その他）により、購入できない場合があります

・文献複写、貸借依頼
　　文献複写と貸借の依頼ができます。

・予約、貸出状況確認
　　 現在の貸出状況や予約状況を確認できます。

・メニュー
　　 過去の貸出履歴や最新の貸出ランキングを見ることができます。また「新着情
報メール配信サービス登録」では、気になるキーワードを登録することにより
図書館へ新しく入る本の情報がいち早くメールで届くようになります。

・利用者情報変更
　　電話番号やメールアドレスの変更ができます。

・視聴覚コーナーますます充実中
　 　図書館で映画を楽しめることをご存知です
か？図書館3階視聴覚コーナーでは、図書館が
所蔵している映像資料を視聴することができ
ます。今年３月に娯楽映画のDVDが新しく入
りました。空き時間などを利用して図書館で
映画をみながら一息つきませんか？
　　新着DVD一部紹介
　　 ALWAYS　三丁目の夕日／ノルウェイの
森／アンティーク 西洋骨董洋菓子店／

This　is　it／
トランスポー
ター３　アンリ
ミッテッド／グ
ラディエーター
／ダ・ヴィンチ・
コード

　どうして、人は本を読むのでしょうか？
椅子に座って読むならまだしも、電車の
中で立ったまま本を読む人なんかもいま
す。立ってまで本を読むことはそんなに
大切なのでしょうか？
　私自身、本は全く読みませんでした。本
なんて実際に自分の役に立つか疑問に思
うし、ましてつまらないから他の楽しい
ことをした方が、断然良いという考えで
した。しかし、ある人の話を聞いてこの考
えが変わりました。それは、人が成長する
のは大きく分けて二つある。一つは、失敗

から学んでいくこと。そしてもう一つは、いろんな人と出会って
その人の話を聞くこと。その人たちの話を直接聞くのが一番よい
が、それでは時間とお金がかかってしまう、だから本を読むのだ
と。これを聞いた時に、それまでの私の考えが変わりました。
　大学生の特権は、たくさんの自由時間があることです。まして、
本学には図書館という無料で本を借りられる素晴らしい場所が
あります。本を通じて、いろんな人との“一期一会”を楽しんで
みてはいかがでしょうか？

平成24年３月
電子情報工学科卒

河野　大樹さん

図書館報 Vol.36　2012年４月発行
〒811-0295　福岡市東区和白東3-30-1
TEL（092）606-0691　FAX（092）606-7389
ホームページ  http://www.lib.fit.ac.jp
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