行列のでき
ない図書館
だより
『フェルメールへの招待』が
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ある日の図書館での会話・・・

なう

荷物を持って館内を移動するのは不便
だなという時がありませんか？そんな
ときはここへ！
1 階入って左手側にロッカールームが
あります。カウンターに
鍵を準備していますので、
貸出と同様の手続きでサッ
と借りることができます。
学内者専用で当日貸出になっています。
ぜひご利用ください。

何か小説を読みたいんだけど、
いったいどこに並んでるのかなぁ？
背表紙についてるラベルの番号も
よくわからないんです。
小説なら背ラベルの900番台を
探せばいいんで。
どうして900番台が小説って
わかるんですか？すごいです！
図書館の本は、日本十進分類法
（通称NDC：エヌディーシー）に
より、0（総記）から9（文学）ま
で大きく10に分類されちょんので。
小説は文学だから900番台を探せ
ばいいんで。
へぇ～そうなんだ！でも僕はフ
ランス文学が読みたいんだけど。

コンシェルジュ始めました
12 月 10 日より、図書館ではコンシェルジュを
開始しました。月・火・木の 14：00 〜 15：00
の１時間、2 階参考図書
付近で行っています。
目印は水色のベレー帽
です。12 月は、クリス
マスのためサンタ帽を
かぶって行いました。

あなたの知らない図書館

コンシェルジュ中

900番台の中はさらに910番台は
日本文学、950番台はフランス文学
という具合にわけられちょんのや。
だけんフランス文学なら950番台を
探してみよ。
図書館の本は、日本十進分類法（通称 NDC）
により分類され配架されています。2階上がって
正面、また書架に掲示していますので、本を探
す時の参考にしてください。
詳しくは裏面に掲載しています。
（注：洋書は、DCが用いられています。）

NDCは、詳しくは裏面にGO！

これが NDC の正体だ！！！

NDC
000 総記
01 図書館 . 図書館学
02 図書 . 書誌学
03 百科事典
04 一般論文集 . 一般講演集
05 逐次刊行物
06 団体
07 ジャーナリズム . 新聞
08 叢書 . 全集 . 選書
09 貴重書 . 郷土資料 . その他の
特別コレクション

500 技術 . 工学
51 建設工学 . 土木工学
52 建築学
53 機械工学 . 原子力工学
54 電気工学 . 電子工学
55 海洋工学 . 船舶工学 . 兵器
56 金属工学 . 鉱山工学
59 化学工業
58 製造工業
59 家政学 . 生活科学

日本十進分類法
Nippon Decimal Classiﬁcation

100 哲学

200 歴史

300 社会教育

11 哲学各論
12 東洋思想
13 西洋哲学
14 心理学
15 倫理学 . 道徳
16 宗教
17 神道
18 仏教
19 キリスト教

21 日本史
22 アジア史 . 東洋史
23 ヨーロッパ史 . 西洋史
24 アフリカ史
25 北アメリカ史
26 南アメリカ史
27 オセアニア史 . 両極地方史
28 伝記
29 地理 . 地誌 . 紀行

31 政治
32 法律
33 経済
34 財政
35 統計
36 社会
37 教育
38 風俗習慣 . 民俗学 . 民族学
39 国防 . 軍事

600 産業

700 芸術 . 美術

800 言語

61 農業
62 園芸
63 蚕糸業
64 畜産業 . 獣医学
65 林業
66 水産業
67 商業
68 運輸 . 交通
69 通信事業

71 彫刻
72 絵画 . 書道
73 版画
74 写真 . 印刷
75 工芸
76 音楽 . 舞踊
77 演劇 . 映画
78 スポーツ . 体育
79 諸芸 . 娯楽
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本を探すための住所です。
000 〜 999 の 3 桁の数字

400 自然科学

と小数点であらわされて

41 数学
42 物理学
43 化学
44 天文学 . 宇宙科学
45 地球科学 . 地学
46 生物科学 . 一般生物学
47 植物学
48 動物学
49 医学 . 薬学

います。
本はジャンルごとに分
類されていて、他大学、
大分県立図書館等でも同

900 文学

81 日本語
82 中国語 . その他の東洋の諸言語
83 英語
84 ドイツ語
85 フランス語
86 スペイン語
87 イタリア語
88 ロシア語
89 その他の諸言語

NDC は簡単に言えば

91 日本文学
92 中国文学 . その他の東洋文学
93 英米文学
94 ドイツ文学
95 フランス文学
96 スペイン文学
97 イタリア文学
98 ロシア . ソヴィエト文学
99 その他の諸文学

じ分類に同じ種類の本が
並んでいます。
普段使う分類は覚えて
おくと便利です。

2月の企画展示

図書館

企画展示

2013 年 2 月 1 日（金）～ 2 月 28 日（木）

2月22日は222（にゃんにゃん
にゃん）で猫の日です。そのため、
2月1日(土）～2月28日(金）まで
1階談話エリアで猫に関する資料
を集めて展示を行います。

新年じゃ。
たっぷり勉学に
励みたまえ！

見に来て
ほしいにゃ～。
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場所：1 階談話エリア

大分大学学術情報拠点（図書館）

謹
賀
新
年

編集後記
2013年が始まりました！今年も
ますます図書館のことを知ってもら
えるよう図書館職員一同頑張って
いきます。よろしくお願いいたします。

発行：大分大学学術情報拠点（図書館）
TEL：097-554-7485
URL：http://www.lib.oita-u.ac.jp/

