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▶▶▶ 図書館からの お知らせ ◀◀◀

『七つの海で一世紀』『女性美追求』『IBMを追撃する
FACOMの頭脳集団』『味をたがやす』『やってみなはれ』
この5つはすべてあるジャンルの本のタイトルです。
皆さんはこの本がどんな本かわかりますか？
これらはすべて「社史」のタイトルです（※どの会社

の社史か、答は最終ページ）。そして拓殖大学図書館は
社史をコレクションしています。2018年7月末現在、
文京図書館B2の奥地に2,649冊の社史が並んでいます。
では社史とは何でしょう。

　

会社が自らの責任において発行しているその会社の歴
史書。会社創立何十周年や100周年などを記念して発行
されることが多い。本格的なものはB5判数百ページ、
ときには1000ページを超す大冊のものもあり、一般経
済・業界動向とともにその会社の歴史を叙述した本文の
ほかに、カラーの口絵写真、統計・資料、年表、役員任
期表なども付されている。社内に保存されていた内部資
料を用いて客観的、体系的に叙述されている社史は、学
術的歴史書としても高い評価を受け、経営史、経済史の
研究史料や教育テキストとして利用されており、また発
行企業の社員教育や社外PRの手段としても有効性が認
められている。さらに、読みやすさをねらったハンディ
な社史、写真や図表を多用した見せる社史、工場史や
マーケティング史など会社の特定の分野に重点を置いた
もの、経営者伝記としての性格の濃い社史など企画をく
ふうした社史もある。

“社史”, 日本大百科全書（ニッポニカ）, JapanKnowledge, 
https://japanknowledge.com, （参照 2018-07-31）

インターネットがなかった頃、社史は会社を知るため
の大切なツールでした。でも今は会社のホームページも
あるし、わざわざ社史なんか読まなくても・・・と思う
のは大間違い。社史にはホームページにはない情報が満
載です。

●詳細な資料・・・社史には会社の様々な資料が掲載さ
れています。さらには独立した資料編まで作っている
会社もあります。「ヤクルト」資料編（2014）には、ヤ
クルトレディ数の変遷や各国で販売されているヤク
ルトのパッケージが載っています。「大正製薬」資料編
（2014）には、商品の成分・効能一覧やラジオ・テレ

ビ番組提供一覧などが載っています。「東武鉄道」資料
編（1998）には、踏切事故件数の推移や路線の成り立
ちなどが載っています。

●当時の様子・・・「日本航空」（1964）には、今は無き
超音速ジェットへの期待が語られています。「資生堂」
（1972）には、当時販売していた商品すべてのカラー
写真が載っており、パッケージや価格を知ることがで
きます。「テレビ朝日」（1984）には、25周年記念番組
にドラえもんが入っている事が書かれており、既にテ
レ朝のエースだったことがわかります。

●装丁・素材・・・「日清食品」（2008）はチキンラーメ
ンの袋に入っていました。「凸版印刷」（1985）は表紙
にホログラムなど、当時の凸版印刷の一押し技術があ
ちこちに使われています。「川島織物」（1989）は川島
織物の技術で作られた布地で装丁されています。まさ
に会社の技術を体感することができます。

その会社のレポートを書く時、その会社の採用試験を
受ける時、せっかくのお宝情報に目を通さずに立ち向か
うなんてもったいないと思いませんか？
調べたい会社、受けようと考えている会社がある人は、

図書館にその会社の社史がないか、Takushoku Search 
で検索してみてください。会社名が浮かばないという人
は、一度文京図書館B2社史コーナーに足を運んでみてく
ださい。素敵な出会いが待っているかもしれません。
　

参考文献
村橋勝子（2002）『社史の研究』ダイヤモンド社
村橋勝子（2008）『カイシャ意外史』日本経済新聞出版社

「北海道拓殖銀行創業十年誌」（1910）
館内の社史の中で最も発行年が古い資料です。
戦前の社史は銀行発行のものがほとんどです。

「大日本麥酒株式會社三十年史」
（1936）
当時はサッポロもアサヒもエビスも1
つのビール会社で作られていました。

夏休み期間に、八王子図書館の照明がすべてLEDに変更
され、図書館内が明るい印象になりました。
明るくなった八王子図書館をぜひご利用ください。

八王子図書館の照明がLEDに!!

新 サービス 『図書館ワンポイント・レッスン』

みなさんは、図書館で勉強していて分か
らないことや困ったことはありませんか？
図書館では、みなさんからの疑問・質問・
相談を随時受け付けています。
その名も「図書館ワンポイント・レッスン」！
図書館スタッフがみな
さんの疑問解消のお手伝
いをします。
たとえば、
「探している本が見つから
ない…。」
「 拓殖大学にない本が読
みたい！どうすればいい
の？」
「 図書館のホームページに
ある“データベース”って
なに？どうやって使うの？」

といった質問から、
「英語の勉強がしたい！」
「 判例ってどうやって調べればいいの？」
「 企業のホームページを見る以外に、企業
研究する方法ってあるの？」

「 講義の課題で本を選ぶ
ように言われたんだけ
ど、どうやって本を探せ
ばいいかよくわからない
…。」
といった質問まで、
少しでもわからないこ
とや疑問に思ったことが
あれば、いつでも、サー
ビスカウンターまたは図
書館スタッフにお気軽に
お声がけください。

図書館は社史をコレクションしています

1面の答
『七つの海で一世紀』→日本郵船株式会社、『女性美追求』→株式会社ワコール、
『IBMを追撃するFACOMの頭脳集団』→富士通株式会社、『味をたがやす』→味の素株式会社、
『やってみなはれ』→サントリー株式会社
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学生アドバイザーは、図書館のコレをオススメします

私がオススメするものは、ジャパンナ
レッジ（JapanKnowledge）です。まずジャ
パンナレッジとは何かというと、これは辞書・
事典を中心にした知識源から「知りたいこと」
にいち早く到達することができるデータベー
スです。次に、どんなときに役立つのかという
と、私はレポートを作成するとき、分からない
言葉を調べるために使っています。ジャパン

ナレッジには殆どの言葉が載っていて、情報
源は、例えば日本百科全書、デジタル大辞泉、
プログレッシブ英和辞典、現代用語の基礎
知識などであるため、信憑性があります。そ
して私がこれをオススメする最大の理由は、
パソコンでジャパンナレッジの本文をコピー
すると引用情報が自動的に追加※され、Word
などにペーストしたときに何を引用したかとい

う情報が一緒にペーストされるため、とても
便利であることです。レポートはWikipediaの
ように誰が書いたのかが分からない信憑性
のない情報源を使ってはいけないので、是非
ジャパンナレッジを使ってみてください。
※ 『IE』または『Chrome』を使用した場合、引用情報が自動的に
追加されます。

1タイトル
2オススメするもの

1 図書館主催ガイダンスで知識を広げよう！　 2 図書館主催ガイダンス

1 私のおすすめ本　 2 小説『トロッコ』／芥川龍之介

1 使ってみよう。グループ学習教室　 2 グループ学習室

1 個の空間　 2 個人ブース（文京図書館）1 就職資料コーナーのすすめ　 2 就職資料

1 アクティブラーニングエリアBについて　 2 アクティブラーニングエリアB（文京図書館）

1 就活で必須の「eol」　 2 データベース『eol』

1 分からない言葉を調べるときにオススメ　 2 データベース『JapanKnowledge Lib』1 私のオススメデータベース　 2 データベース『日経テレコン21』

1 楽しく語学を勉強する方法　 2 データベース『PressReader』

1 図書館のおすすめ機能　 2 新聞データベース

1 心に響く一冊　 2 小説『火花』／又吉直樹

図書館のホームページの中に、「eol」と
いうデータベースが掲載されています。
このデータベースは、就職活動に向けて
企業情報を収集するのに大変役立ちま
す。登載されている情報として有価証券
報告書があり、過去15年分も閲覧可能
です。

就活の際、有価証券報告書の中で一
番重要なものが「事業の状況」のチェック
です。例えば、味の素（株）の「事業の状況」
を見ると、2015年は国内食品、海外食品、

バイオファイン、医薬が主力ですが、
2017年は日本食品、海外食品、ライフ
サポート、ヘルスケアが主力です。年度
ごとに事業内容が異なるため、面接で志
望動機を伝える際に、現状の事業に合っ
た説明ができるよう準備をする必要があ
ります。また、事業取り組み、事業リス
クも年度ごとに違いが見られるため、面
接の前に確認しておくとよいでしょう。

また、ライバル企業とデータを比較す
ることは資料を集めればできますが、各

社の情報をそれぞれ調べるのは大変で
す。「eol」ならパソコン1つで比較できるた
め、便利です。

詳しい使い方は、図書館サービスカウ
ンターでいつでも教えてもらうことがで
きます。見るべき企業情報が沢山詰まっ
ている図書館データベース「eol」を是非皆
さん利用してください。

商学部3年　佐藤　可奈子

私がおすすめするのは、グループ学習室
です。グループ学習室は、図書館の中にあ
る小さな部屋で、図書館資料やデータベー
スを利用して、クラスやゼミ等で利用するこ
とが出来ます。部活やサークルの打ち合わ
せ等では利用は出来ません。グループ学習
室には1と2があり、中には、ホワイトボード、
スクリーン、プロジェクターがそれぞれ一台
ずつ設置されています。

文京図書館のグループ学習室は外から見
える位置にあるのですが、出入り口は図書
館内にあります。また、文京図書館のグルー
プ学習室の定員は一部屋20名までで、それ
を超える場合は二つの部屋の間にある仕切
りをはずし、最大40名で利用することが出
来ます。八王子図書館は構造が違うため、
八王子図書館でグループ学習室を利用する
場合はサービスカウンターで確認してみてく

ださい。
私は、図書館ガイダンスでグループ学習

室を利用したのですが、部屋として周囲と
分かれているので、集中して話が聞けてと
てもよかったです。

予約や利用方法など詳しい話は、図書館
のサービスカウンターで聞くことが出来る
ので、ぜひ利用してみてください。

政経学部2年　加藤　真季

1 大学生に推奨されている“日経”がPCから簡単に読める！　 2 データベース『日経BP記事検索サービス』
PCにて利用が可能なデータベース「日経

BP記事検索サービス」についてご紹介しま
す。皆様、大学生には日本経済新聞を読む
ことが重要であると一度は耳にされたこと
があるのではないでしょうか。私たち大学
生や、ビジネスマンに度々推奨されている
この日本経済新聞。私自身、図書館を利用
する際は入口ゲート前で一度立ち止まり、
日本経済新聞だけは欠かさず読もうと意識

しています。
また、日経グループは他にも様々な雑誌

を出版しており、日経BP社もその一つです。
データベース「日経BP記事検索サービス」を
使うと、日経BP社の数多くの雑誌やジャン
ルに分かれた記事を簡単に目的のキーワー
ドにて絞り込み、過去の記事から最新の記
事まで一瞬で探し出すことが可能です。そ
のため、何か調べ事がある際、非常に身近

な存在となった日経BP社のデータベース、
「日経BP記事検索サービス」は私にとって欠
かせない存在であります。学内では図書館
ホームページから、自宅やスマートフォン
からは図書館のマイライブラリサービスか
らアクセスできるので、是非とも利用して
みて下さい。

商学部3年　青木　優和

1 ワンポイントレッスンについて　 2 ワンポイントレッスン

私がアクティブラーニングBをおすすめ
するのは、集団で利用するにはうってつけ
の場所だからです。

まず、アクティブラーニングBの特徴は、
テーブルとソファーです。非常に快適で過
ごしやすい環境なので、長時間利用してい
ても苦になりません。むしろ、動けなくなっ

てしまうくらい、とても居心地が良いです。
そして、人目が気にならない空間も魅力

の一つです。グループワークには話すこと
が必要です。しかし、学習の話とはいえ、
図書館内で話し合うことを前提に利用する
ことは気が引けてしまうので、ソファーの
高い背もたれで囲まれ、周りの迷惑になり

にくいこの空間は、他者への気配りを兼ね
た素晴らしい場所であると思います。

私もよく利用する場所なので、みなさん
にもより有効活用してほしいと思います。

商学部2年　堀切　悠貴

私が読んだこの本は、笑いとは何か、
人間とは何かを描ききった又吉直樹のデ
ビュー小説です。奇想の天才である一方で
人間味溢れる神谷、彼を師と慕う後輩徳永。
笑いの真髄について議論しながら、それぞ
れの道を歩んでいるお笑い芸人の二人。神
谷は徳永に「俺の伝記を書け」と命令しま

す。彼らの人生はどう変転していくのか。
というのが物語のあらすじです。

人間存在の根本を見つめた真摯な筆致が
感動を呼び、既に映画や文庫化もされてい
ます。私の印象に残ったエピソードは、物
語終盤の神谷と徳永が吉祥寺にある居酒屋
でご飯を食べるシーンです。芸人を辞めた

徳永に対して神谷が言った「この世の中に
は勝ち負けがちゃんとあって、淘汰された
りする。でも、淘汰された側の人間は無駄
ではない。」という言葉が心に響きました。
読み応えのある一冊です。

商学部3年　白石　晃子

みなさんには将来の夢はありますか? 明
確に決まっている人もいれば、とりあえず
大学に入ればなんとかなるだろうと思って
いる人もいるかもしれません。そこでみな
さんに是非オススメしたいのが図書館にあ
る就職資料コーナーです。こちらには職業
案内の本やSPIの対策本、資格の取り方、

選び方ガイド、『なるにはシリーズ』といっ
た就職の参考になる本が揃っています。

私のオススメは、「日本の給料＆職業図
鑑Plus」という本です。職業別に平均月収、
生涯賃金や仕事内容がまとめられているの
で、仕事を選ぶ際の一つの目安になるで
しょう。

他にもTOEICや語学検定、簿記の過去
問はもちろん、公認会計士試験、教員採用
試験の本など取りたい資格の問題集がたく
さんあります。近い将来のためにも是非、
利用してみてください！

商学部1年　臼田　華緒

文京図書館の中で、一番作業に集中でき
る場所はどこだろう。そう考え図書館内を
見て回ってみれば、B2フロアの奥に木目
模様の群生している箇所があるのを見つけ
られることでしょう。そう、高い壁に囲ま
れ、背もたれは頭まである椅子が置いてあ
るほぼ個室と言えるこの空間が、個人ブー

スです。
一見近寄り難さを感じるかもしれませ

ん。しかし一回入ってしまえば、この快適
さを瞬時に理解し、今まで使ってこなかっ
た人は己を悔いることでしょう。それ程に
居心地の良い場所です。視界には一切の邪
魔も入らず、広々とした空間で悠々とレ

ポートや課題、勉強に没頭することができ
ます。「一人で集中してやりたい」と思った
レポート等があれば、気軽に文京図書館
B2レファレンスカウンターへ足を運んで
みてはいかがでしょうか。

商学部1年　田口　明日香

図書館にあるPCは、本を検索する以外
にも役立つ機能があります。その中であっ
てよかったなと思うのが新聞データベース
です。

新聞データベースとは、自分が探してい
る新聞の記事をキーワードや日付など条件
を指定して検索できる機能です。日本経済
新聞、朝日新聞、読売新聞など、日本の新
聞のデータベースだけでも12種類あり、

中には英語に翻訳してくれるものもありま
す。

例えば、授業で出された課題などに新聞
記事が必要となった場合、 1 つ 1 つ紙の新
聞や縮刷版で探していくのは大変ですが、
データベースを使えばすぐに見つけること
ができます。紙面のイメージで読むことも
印刷も可能です。図書館ホームページの「新
聞記事を読む・探す」から使用できます。

インターネットで調べるよりも早くて正確
な記事が探せます。ぜひ活用してみてくだ
さい。

商学部2年　浅海　奈緒

PressReaderは、気軽に簡単に世界中
の新聞や雑誌を読むことができるデータ
ベースで、世界中の雑誌約3,700タイト
ル、新聞約2,500タイトル※ が 収録され
ています。例えば、アメリカの新聞『The 
New York Times』、イギリスの新聞『The 
Independent』などの有名な新聞、有名な
ファッション雑誌『VOGUE』などは、世界各
国版を読むことができます。

また、PressReaderはただ読むだけでな
く、読み上げ機能、直訳などもしてくれま
す。印刷することも、引用することもでき
ます。語学の勉強だけでなく、レポートや
論文を書くときにも役立ちます。一番注目
されているニュースはホーム画面のトップ
に表示され、今何が問題になっているのか
がすぐ分かります。

自分が好きな国や言語の海外ニュースや

ファッション雑誌を見ることができ、語学
の勉強にもなり一石二鳥です。

詳しい使い方を知りたい方は、図書館
サービスカウンターに気軽にお聞きくださ
い。
※タイトル数は、2018年8月時点のものです。

商学部2年　浅野　友佳

『小田原熱海間に、軽便鉄道敷設の工事
が始まった。土を運搬するトロッコに興味
を持った八歳の良平は、土工と一緒にト
ロッコを押すことになる。最初は有頂天で、
トロッコを押したり、乗ったりしていたが、
だんだん遠くまで来たことで、急に心細く
なった良平は「早く帰りたい」と思い始める。

やがて日が暮れると突然、土工に「われは
もう帰んな」と言われ、唖然とする。たっ
た一人で、歩いて来た道を戻らなければな
らないと理解したのだ。土工と別れ、涙を
堪えて良平は、暗く長い線路を走っていく。
そして、ようやく家にたどり着くと、両親
の前でいつまでも泣き続けた。…』

「トロッコ」は単純な話に思えますが実は
とても奥が深く、浅く簡単に読むことも、
じっくりと読むこともできます。とても短
いので、小説を読むのは苦手という人にも
おすすめです。ぜひ一度読んでみてください。

政経学部2年　柏野　太志

ワンポイントレッスンとは今年度から始
まった新しいサービスで、図書館での資料
探しなどで困った時に助けてくれるちょっ
としたガイダンスです。様々ある資料の探
し方を教えてもらえるため、必要な資料が
見つかりとても便利です。

私は先日課題を作成するために必要な資

料を探す際、ワンポイントレッスンを受け
ましたが、今まで知らなかった機能につい
て教えてもらえるため、一つの方法に頼ら
ずに様々な角度から調べることができまし
た。

課題の他にも、「企業について調べたい」
「データベースの使い方を身につけたい」

など、どんなことでもきっと助けになって
くれますよ。利用する際は、図書館のサー
ビスカウンターにいるスタッフの方にお声
がけください。

商学部3年　小川　祐佳

商学部2年　遠田　紗枝

日経テレコン21は日本経済新聞各紙、
各種ビジネス雑誌の記事検索、ニュースや
統計データ、また企業検索やその人事につ
いて調べ、閲覧することのできるデータ
ベースです。様々な記事の媒体、条件を絞
り込むことができ、PDFで記事を表示、印
刷も可能なので単にニュースや経済情勢に
ついて知りたいときだけでなく、レポート

などの課題にも役立ちます。
私は主に、ゼミのグループ活動でヒット

商品について調べる際に日経MJ（日経流通
新聞）をよく利用しています。記事を過去
までさかのぼって検索できるだけでなく、
本文も表示できるため、大変便利に感じて
います。

使いこなせるとレポートや課題、就活に

も有利に活かせます。また、詳しい使い方
はサービスカウンターでいつでも教えても
らうことができるので、皆さんぜひ一歩
リードした賢い学生生活を送ってみてはい
かがでしょうか？

商学部2年　古川　雄一朗

図書館主催ガイダンスでは、 6 つの
テーマ※に沿った図書館活用法を案内し
ています。また、八王子図書館では地下
書庫利用説明会も実施しています。

4 月開催の「図書館ツアー」では、さ
まざまな視点から拓大図書館の利用方
法を知ることができます。特に、本の予
約や取り寄せ方法がわかる点がおすすめ
です。授業の課題図書や検定試験の過去
問、就職資料は多くの学生が利用するた
め、貸出中の時や書架に置いていない時

がよくあるのですが、そんな時、私は八
王子図書館から取り寄せて借りています。

また、 6 月開催の「レポートのための
資料探し」では、レポートの書き方や情
報収集に役立つデータベースの使い方を
知ることができました。データベースを
利用して漢字や意味を調べる方法もわか
るため、効率よくレポートを仕上げられ
るようになります。

そして、10月開催の「四季報を使いこ
なそう！」では、四季報や業界地図の読

み方を知ることができます。最新の企業
動向と社会情勢の読み解き方を、東洋経
済新報社から招いた専門の講師から直
接解説してもらえるため、私は就職活動
に役立てたいと考えています。

どのガイダンスも事前予約は不要です。
テーマや内容に少しでも興味を持った方
は、ぜひ参加してみてください。
※ 今年度実施のガイダンスについて、詳しくは利用案内2018を
ご確認ください。

商学部2年　出口　怜音
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▶▶▶ 図書館からの お知らせ ◀◀◀

『七つの海で一世紀』『女性美追求』『IBMを追撃する
FACOMの頭脳集団』『味をたがやす』『やってみなはれ』
この5つはすべてあるジャンルの本のタイトルです。
皆さんはこの本がどんな本かわかりますか？
これらはすべて「社史」のタイトルです（※どの会社

の社史か、答は最終ページ）。そして拓殖大学図書館は
社史をコレクションしています。2018年7月末現在、
文京図書館B2の奥地に2,649冊の社史が並んでいます。
では社史とは何でしょう。

　

会社が自らの責任において発行しているその会社の歴
史書。会社創立何十周年や100周年などを記念して発行
されることが多い。本格的なものはB5判数百ページ、
ときには1000ページを超す大冊のものもあり、一般経
済・業界動向とともにその会社の歴史を叙述した本文の
ほかに、カラーの口絵写真、統計・資料、年表、役員任
期表なども付されている。社内に保存されていた内部資
料を用いて客観的、体系的に叙述されている社史は、学
術的歴史書としても高い評価を受け、経営史、経済史の
研究史料や教育テキストとして利用されており、また発
行企業の社員教育や社外PRの手段としても有効性が認
められている。さらに、読みやすさをねらったハンディ
な社史、写真や図表を多用した見せる社史、工場史や
マーケティング史など会社の特定の分野に重点を置いた
もの、経営者伝記としての性格の濃い社史など企画をく
ふうした社史もある。

“社史”, 日本大百科全書（ニッポニカ）, JapanKnowledge, 
https://japanknowledge.com, （参照 2018-07-31）

インターネットがなかった頃、社史は会社を知るため
の大切なツールでした。でも今は会社のホームページも
あるし、わざわざ社史なんか読まなくても・・・と思う
のは大間違い。社史にはホームページにはない情報が満
載です。

●詳細な資料・・・社史には会社の様々な資料が掲載さ
れています。さらには独立した資料編まで作っている
会社もあります。「ヤクルト」資料編（2014）には、ヤ
クルトレディ数の変遷や各国で販売されているヤク
ルトのパッケージが載っています。「大正製薬」資料編
（2014）には、商品の成分・効能一覧やラジオ・テレ

ビ番組提供一覧などが載っています。「東武鉄道」資料
編（1998）には、踏切事故件数の推移や路線の成り立
ちなどが載っています。

●当時の様子・・・「日本航空」（1964）には、今は無き
超音速ジェットへの期待が語られています。「資生堂」
（1972）には、当時販売していた商品すべてのカラー
写真が載っており、パッケージや価格を知ることがで
きます。「テレビ朝日」（1984）には、25周年記念番組
にドラえもんが入っている事が書かれており、既にテ
レ朝のエースだったことがわかります。

●装丁・素材・・・「日清食品」（2008）はチキンラーメ
ンの袋に入っていました。「凸版印刷」（1985）は表紙
にホログラムなど、当時の凸版印刷の一押し技術があ
ちこちに使われています。「川島織物」（1989）は川島
織物の技術で作られた布地で装丁されています。まさ
に会社の技術を体感することができます。

その会社のレポートを書く時、その会社の採用試験を
受ける時、せっかくのお宝情報に目を通さずに立ち向か
うなんてもったいないと思いませんか？
調べたい会社、受けようと考えている会社がある人は、

図書館にその会社の社史がないか、Takushoku Search 
で検索してみてください。会社名が浮かばないという人
は、一度文京図書館B2社史コーナーに足を運んでみてく
ださい。素敵な出会いが待っているかもしれません。
　

参考文献
村橋勝子（2002）『社史の研究』ダイヤモンド社
村橋勝子（2008）『カイシャ意外史』日本経済新聞出版社

「北海道拓殖銀行創業十年誌」（1910）
館内の社史の中で最も発行年が古い資料です。
戦前の社史は銀行発行のものがほとんどです。

「大日本麥酒株式會社三十年史」
（1936）
当時はサッポロもアサヒもエビスも1
つのビール会社で作られていました。

夏休み期間に、八王子図書館の照明がすべてLEDに変更
され、図書館内が明るい印象になりました。
明るくなった八王子図書館をぜひご利用ください。

八王子図書館の照明がLEDに!!

新 サービス 『図書館ワンポイント・レッスン』

みなさんは、図書館で勉強していて分か
らないことや困ったことはありませんか？
図書館では、みなさんからの疑問・質問・
相談を随時受け付けています。
その名も「図書館ワンポイント・レッスン」！
図書館スタッフがみな
さんの疑問解消のお手伝
いをします。
たとえば、
「探している本が見つから
ない…。」
「 拓殖大学にない本が読
みたい！どうすればいい
の？」
「 図書館のホームページに
ある“データベース”って
なに？どうやって使うの？」

といった質問から、
「英語の勉強がしたい！」
「 判例ってどうやって調べればいいの？」
「 企業のホームページを見る以外に、企業
研究する方法ってあるの？」

「 講義の課題で本を選ぶ
ように言われたんだけ
ど、どうやって本を探せ
ばいいかよくわからない
…。」
といった質問まで、
少しでもわからないこ
とや疑問に思ったことが
あれば、いつでも、サー
ビスカウンターまたは図
書館スタッフにお気軽に
お声がけください。

図書館は社史をコレクションしています

1面の答
『七つの海で一世紀』→日本郵船株式会社、『女性美追求』→株式会社ワコール、
『IBMを追撃するFACOMの頭脳集団』→富士通株式会社、『味をたがやす』→味の素株式会社、
『やってみなはれ』→サントリー株式会社




