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＝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

 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

 24年度貸出BEST５

 読書のススメ

 利用GUIDE・フロアMAP

 資料の探し方・OPACの使い方
 グループ学習室あります
 先輩から後輩へのメッセージ
 新着DVD紹介

利 用案内特集号
～ようこそ福工大図書館へ～

※定期試験中の日曜日・祝日など臨時開館することがあります。
　臨時開館日は図書館ホームページ・学内掲示板でお知らせします。
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　新入生の皆さん、そして新学年を迎えた皆さん、

それぞれのステージに立ちこれからの充実した

キャンパス生活を始められることを期待していま

す。大学生活はその後の社会生活や人生観に大き

な影響を与える貴重な時期に当たるからです。人

は生まれながらに、生物であることはもちろん、

社会的存在であると言われるように、多くの形あ

るものを見、多くの声を聞き、その断片を自らの

中に取り入れていくことで、自らの内なる世界を

形成していきます。

　とくに、言語は「文化遺伝子」であると言われ

ることがあります。人との対話においては、言葉

は瞬間、瞬間に流れ、瞬間に言葉を捉まえること

で意味を読み取ることが求められますが、書物と

の対話をとおしては、文字と対面し、さらに深く

そこを流れる考えや思考に出会い、なおかつその

時代の背景や風土を読み取ることが出来るからで

す。その意味では、文学・評論であれ、専門書の

類であれ、書物にふれることは、自然の奥行を五

感で感じ取るように、五感をとおして対話するも

のであると考えます。

　私と書物との出会いを振り返ると、大学入学ま

での２か月の間に起こりました。高校の教科書を

卒業するまで、決して文学少年ではなかったので

すが、突如として活字に飢えた「旅する人間」に

変身してしまいました。その間、文学、評論、思想・

哲学の世界に引き込まれるままに、世界中の様々

な時代の「知」に触れ、断片、断片ながら人間の思

考する力を感じ取ることの喜びを知ることとなり

ました。

　大学時代は、さらに多くの出会いがありました

が、中でも夏休みの多くを山間にある恩師のご自

宅で過ごすことがありました。そこは、図書館の

ような書斎、文系理系を問わず様々な分野の先生

方の集う居間、木々と共にある静けさ、自分で薪

割り・沸かす風呂、すべてが自然とともに人間を

学ぶ生きた図書館のようでした。そのような経験

の中、１週間下宿に閉じこもりドストエフスキー

の世界に浸り、ラードブルフに触れ平和とはいか

に構築されるのかを考え、マルローからは芸術を

とおして歴史・文化への尊厳を学ぶなど、個の内

なる苦悩から人類の尊厳性に至るまでの時間を超

えた旅をしました。

　そのうちの一冊に『城砦』があります。これは

クローニンの自伝的な小説で、彼の青くて熱い情

熱や夢に向かって突き進む姿勢が、現実の俗世間

への埋没を経て、見事に現実の社会との調和と改

革を実現していく内容です。つまり若き日に持つ

べき情熱あってこそ、現実において試され、もの

の善悪・表裏を含む内的な安全性と社会との安定

した結びつきを生み出すものと言えます。

　最後に、図書館に足を運ぶことから、新年度の

キャンパス生活が始まります。あらゆる分野の書

物にふれ、手の感覚による確かさや文章のリズム

を楽しむ中で、そこに広がる人間観、世界観を読

み取り、将来への道しるべを築いていく重要な起

点となることを希望します。

福岡工業大学附属図書館館長　　　

阿山　光利

館長ごあいさつ
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　大学生の勉強ってこれまでとどうちがうの？レポートを書いたりするときってどんなふうにして必要な
本を探したらいいの？などなど不安に思っている方はいませんか？
　図書館には、大学生活に役立つ本、雑誌、新聞などいろいろな資料があります。図書館を上手に使いこな
して楽しく充実した大学生活を送ってください。図書館では下記日程で新入生向けのオリエンテーション
を行います。ぜひご参加ください。（２年生以上の方も参加できます。）

【期　　間】　４月15日（月）～４月26日（金）の毎日　全20回
　　　　　　　※土・日を除く
【時　　間】　午前の部　12：20～12：50　（30分間）
　　　　　　午後の部　16：20～16：50　（30分間）
【集合場所】　福岡工業大学附属図書館カウンター前
【申　　込】　申込不要（先着20名）。希望の日時にカウンターへ
　　　　　　お越しください。
【内　　容】　館内ツアー、図書館の本の探し方　
　　　　
　ゼミやグループでの参加を希望される方は、別途ご相談に応じます。お気軽に図書館カウンターへお問
い合わせください。

３～４年生、大学院生の方へ
　情報収集に必要な検索方法を学ぶガイダンスを６月から実施予定です。図書館契約データベースの
特徴や検索方法、参考文献の見方などをご説明します。自分に必要な検索ツールを学んで効率的に情
報収集し、卒業論文、修士論文の作成にお役立てください。
　５月に図書館掲示版や、ホームページなどで開催のお知らせをしますので、詳細はそちらからご確
認ください。

新入生のみなさん

ご入学おめでとうございます。

図書館オリエンテーション　　お知らせの

（2012.4～2013.2）

１位
コンピュータアーキテクチャの概要について解説
わかりやすく図で学ぶコンピュータアーキテクチャ
野地保著　共立出版（007.6/N93）

２位
2012年版このミステリーがすごい！国内１位
ジェノサイド
高野和明著　角川書店（913.6/Ta47）

３位
英語を学び直したい人に最適な１冊
もう一度中学英語 : 中学３年間の英文法がこの１冊でいっきにわかる
石崎秀穂著　日本実業出版社（835/I）

４位
あらゆる悩みの相談にのる不思議な雑貨店の物語
ナミヤ雑貨店の奇蹟
東野圭吾著　角川書店（913.6/H55）

５位
裏の顔をもつ教師が引き起こすサイコホラー小説
悪の教典 
貴志祐介著　文藝春秋（913.6/Ki56）

平成24年度
貸出BEST５ ～読書のススメ～ 人気本紹介

幸福な食堂車 /一志治夫 著
（757.021/I85　3階話題書コーナー）
　一昨年３月に全線開通した九州新幹
線をはじめ、JR九州管内のさまざま
な鉄道デザインや、駅舎、駅ビルなど
の設計で知られる水戸岡鋭治というデザイナーにつ
いて、彼の生き様を丹念に追ったノンフィクション
です。彼の仕事への情熱や姿勢、JR九州の車両や
駅のデザインに関わり始めた経緯、企業関係者との
ぶつかり合いのなかで徐々に信頼を勝ち得ていく過
程が描かれています。
　今秋、彼のデザインした豪華寝台車「ななつ星 in
九州」の運行も開始されます。水戸岡さんデザイン
のこだわり列車に乗って旅したくなる一冊です。
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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

福岡工業大学附属図書館 検　索

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

スマートフォンからもご利用いただけます。

利用案内

蔵書検索
（OPAC）

My ライブラリー

お知らせ・新着情報
開館カレンダー

フロアＭＡＰ利用ＧＵＩＤＥ・
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フロアMAP

一般雑誌

特設コーナー

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

フロアＭＡＰ利用ＧＵＩＤＥ・
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　　OPAC（蔵書検索システム）を使って本を探す２

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

　　図書館の本のしくみ１
図書館の本には、「背ラベル」と呼ばれる「請求記号」が書かれたシールが貼られています。上段の「分類番号」とは、
NDC（日本十進分類法）に基づき、付けられている番号です。中段のアルファベットは、著者の一文字目を表してい
ます。下段の図書IDは、図書を管理するための番号で、すべての資料に個別に与えられています。

●NDCとは・・・ 図書を、主題や形式に基づいてジャンル分けして番号をつける分類方法です。NDC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ときにも役立ちます。

●NDC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

（背ラベルの見方）

ココをクリック

簡単検索はコチラ

Start

図書館の本を
探す時は… 本をGET！

Goal

目的本確定
（所在場所へ）

①分類番号から探す
　（本の仕組みを知る）

②OPACから探す

A B C

D
フリーワードを入力Ⅰ

「検索」をクリックⅡ

効率的に本を探すためにOPAC（蔵書検索システム）の利用をおすすめします。書名・著者名・出版者名などから
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ご利用ください。

資料の探し方・OPAC（蔵 書検索システム）の使い方
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４　自然科学
〔423.8T～427〕

９C

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Ⅲ

F

G

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

検索結果の一覧表示画面

資料の詳細表示画面（図書の場合）

　　本の所在場所へ行き入手３
読みたい資料がみつかったら、「所在」
「請求記号」「図書ID」を控えて、図書
の所在場所へ行きます。図書は、「請
求記号」の数字順に書架の左から右
へ、上から下へ並んでいます。請求
記号をたどって、目的の図書にたどり
着いてください。

最後に・・・
図書館には、本の他にも雑誌や新聞
などいろいろな資料が揃っていま
す。 また、オンラインジャーナルや
データベースなどもあります。目的
資料の探し方など分からないことが
ありましたらお気軽に図書館カウン
ターへお越しください。

図
書
館
の
本
の
並
び
方

④ ⑧

③ ⑦

② ⑥

① ⑤

資料の探し方・OPAC（蔵 書検索システム）の使い方
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　「図書館って静かに勉強するところ」って思っていませんか。図書館には自習だけでなくホワイトボー

ドを設置したグループ学習ができる場所もあります。グループでの課題作成やゼミでの利用、サークルの

会合など目的に応じてご利用ください。空室時はいつでもご利用いただけます。

５階 学習支援室３階 資 料 室

グ ル ー プ 学 習 室 あ り ま す

少人数向き
利用申込不要

20名程度利用可
申込要（予約順）

　本は、様々なことを体験できる非
常に優れたツールです。人は沢山失
敗をし、その経験を次に活かそうと
することで成長していくと思います。
本を読み、著者の経験を知識として
蓄え、その知識を使いこなすことで
困難に対処する知恵を生み出すこと
ができます。また著者の様々な考え
方に触れることは、物事を柔軟に考
える力を養うことだと私は思います。

自分とは違う考え方で、理解できないことでも受け入れること
はできます。
　本は、始めから読む必要はないです。自分が重要と思ったと
ころだけでもいいです。携帯を見る時間、人を待っている時間
などのほんの少しの間でも本を読むことはできます。
　図書館は、静かで勉強できる環境が整っています。もしグ
ループ学習や語学学習で声を出したければ、３階資料室や５
階学習支援室を利用できます。
　本屋さんに出向き、図書館に置いてもらう本を選ぶことが
できる選書ツアーもあります。折角高いお金を払って大学に
来たのだから使わない手はないでしょう。
　充実した人生を送るには、積極的に行動し様々なことを経
験するしかないと思います。手軽に様々なことを体験できる
本を読んでみてはいかがでしょうか。

平成25年３月
情報通信工学科卒

田中　孝知さん

大学生活と図書館
　図書館で映画を楽しめることをご存じです
か？往年の名作からハリーポッターシリーズ
までいろいろな映画を所蔵しています。新着
DVDの注目作品はアメリカで大ヒットした
TVドラマシリーズ『フレンズ（Friends）』で
す。シーズン1～10まですべて揃っています。
空き時間を利用してドラマを楽しみながら、
英語学習はいかがですか？

新着DVD紹介
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