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自分を磨く ┿┿┿
東洋英和 学 大学が、平成 22

ース時事能 検定「団体賞」を受賞したことをご存じですか？

広く時事問題学習に取り組み、優秀な成績を収めたことが高く評価され、日本

会より団体賞を受賞しました。
（4 号館スタディカフェ内に表彰状があります。
）

ース時事能 検定

いつもより自由な時間が増える夏休みに、資格・検定で自分を磨いてみてはいかがでしょう。
語学 をアップさ たい、将来のために資格を取りたい、人と

を深く学びたい等など、 になるものがあ たら、ま は

た 歴書にしたい、 味のある分

を こしてみましょう

大学図書館にも各種検定試験のための本があります。一部を紹介しますので、ぜひご活用ください。
（

ここに書かれている分

号は大まかな

です。

な は図書館スタッフまでお尋ね下さい。
）

語学
・日本語 育能 検定

・漢字検定

大学 B2F 810.79||Ｎ77

大学 B2F 811.2||Sh33

・中国語検定(中検)

大学 B2F 820.79

・ ングル能 検定

大学 B2F 829.1078||H29

・実用英語技能検定(英検)

・TOEIC

大学 B2F 830.79

大学 B2F 830.79

・TOEFL

大学 B2F 830.79

・スペイン語技能検定

大学 B2F 860.79||N77

*語学は CD/テープを所蔵しているものもあります。テキストと

社会
・簿記検定

・介護福祉士

・社会福祉士

大学 B1F 336.91

大学 B1F 369.17079||Ka21

大学 B1F 369.17079||Sh12

・精神保健福祉士

・保育士

大学 B1F 369.28079||Se19

大学 B1F 369.42079||H81.5
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てご 用ください。

その他
・

ース時事能 検定

・日本漢字能 検定
・色彩検定

大学 B1F 304||N77

大学 B2F 811.2||N77

大学 2F 757.3 OR 757.3079

・基本情報技術者試験

大学Ｂ2F 壁面

007.6||Ki17

*就職試験に関連するものは、大学 B1F の 307.8 のところにあります。

番外編
・

ょい大人 検定 : 子ども以上大人未満の人間関係講座』

こ な 面に直面したとき、どういう

全 61 問 3

を取れ

トナなのか、シ

問題です。自分の「大人 」を試してみるのも いかも れま

・映画検定

映画検定とは、2006

ーシ ンごとに 題。
。

からキネマ旬報社および同社映画総合研究所が主催している検定で、映

画の歴史・作品・俳優・スタッフ・業界等に関する
一

大学 B1F 361.4||I74

をはかるものです。

に われた第 6 回「映画検定」については、2010

7 月下旬号の「キネマ旬報」に

全問題と解答・解説が掲載されています。第 7 回は 9 月 10 日（土）開催予定。
今後取得してみたい資格ランキングは次の通りです。
仕事と直結し、就職やキャリアアップの に

になるような資格から、趣味の世界を広げた資格まで

幅が広いですね。このアンケートの回答者は、子供のいる専業主婦ですので、資格の取りやすさや、就

職 の つかりやすさ、

の 能 等の要因も大きく影響していると思われます。
*株式会社ユーキャン 2009
用

1位

事務

2位

ファイナンシャルプランナー

4位

簿記

3位
5位
6位
7位
9位

10 位

アロマテラピスト
調剤薬局事務

色彩検定・カラーコーディネーター
TOEIC

/ ネイリスト

リフレクソロジスト
書士 /

取 主 者
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6 月調査 20 代 40 代 子供のいる専業主婦 300 名対象
の らしと 活

データ 2011』三冬社, 2010.11

ご存知ですか？ 本の帯
書店で並んでいる本にはあって、図書館の本にはないもの…それは本の帯です。
「書籍やその外箱に帯状に巻いた、内容紹介などの紙。
辞書1によると、この帯のことは、帯紙とも言い、
腰巻き。帯。
」とのこと。本の帯は、パッと目に入ってくるものなので、大きな宣伝効果になります。
たとえば、累計 300 万部以上を売り上げた『世界の中心で、愛をさけぶ』
。映像化もされ、読んだ方も
多いと思いますが、2001 年の刊行当初は初版 8,000 部だったそうです。ヒットのきっかけは柴咲コウ
さんが 2002 年に雑誌「ダ・ヴィンチ」のインタビューで語った「泣きながら一気に読みました。
」と
いう言葉を帯につけたことでした。このことにより、刊行後 2 年経った 2003 年頃から急激に売上を伸
ばし、社会現象となる大ヒット作品になりました。
ちなみに、2009 年 8 月に、国内総発行部数が上下巻合計 1000 万部を突破した『ノルウェイの森』の
「ちょっと
帯は刊行当初「100 パーセントの恋愛小説」でした。編集者の方のインタビュー2によると、
（売上の）伸びがとまった時、ちょうどクリスマスを控えてましたんで、帯を金色に変えちゃったんで
す。そしたら赤と緑の表紙に金ですから、プレゼントにぴったりで、また売れ始めて、以来止まらない」
とのこと。
言葉だけではなく、装丁という面からも帯の効果は絶大なようです。
図書館では、こういった帯紙は装備の前に外してしまうことが多いのですが、帯紙にしかない情報（
「○
○賞受賞！！」等）は、本に貼付していますので、ぜひチェックしてみて下さい。
ここで、実際に使われた帯を一部紹介します。こんな帯がついていたら、つい手に取ってみたくなりま
せんか？ どのような本に使われたのか、予想してみるのも楽しいかも知れませんね♪
*これらの帯が、どの本についていたのかは、4 ページ目に載っています。

A : 「それでも、人生は素晴らしい」
B : 「申し訳ありませんが、家の中の物を全部、家の前に出して写真を撮らせてください。」
C : 「女友達みんなに読んでもらいたい

ジュリア・ロバーツ」

D : 「今年の 1 位に推します」
E : 「ようするに、牛乳を飲め！っていう本。ホ乳類必読！！！」

1

”おび‐がみ【帯紙】
”, デジタル大辞泉, ジャパンナレッジ (オンラインデータベース), 入手先＜http://www.jkn21.com＞, (参照 2011-06-27)

2

「木下陽子さん なぜ 350 万部なのか（メディアの顔）
」1988 年 12 月 25 日 「朝日新聞」朝刊
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AV ブースをご活用ください

AV ブースに１台ずつですがブルーレイ対応と地デジ対応の DVD プレイヤーを入れました。
ＡＶブースでは館内所蔵、またはご持参の、CD や DVD、BD、VHS などを使用することができます。
Ｂ２Ｆのメディアルームにありますが、まずは１Ｆカウンターでお手続きください。
１回の使用は２時間までです。（他の利用者がいない場合は延長もできます。）
DVD・VHS ブースは２人用３人用もありますが、利用希望者が多いので
使用する日時が決まっていれば、予約することもできます。

のご 内「就活に

つ本 」

現在、図書館 1F レファレンスカウンター前にて、就活に役立つ本や雑誌を約 70 点を展示しています。
また、企業情報を調べるのに便利なデータベースもご紹介しています。
１～３年生は今後に備えて、４年生は実りある就活をすすめるために是非ご活用ください。
本は貸出可能です。ぜひ 1 冊手に取ってみてください。
7 月末まで展示予定です。
（担当：青山）

3 ページ目で紹介した帯のついていた本はこちら。
A『ベンジャミン・バトン : 数奇な人生』 大学 B2F アメリカ文学 933||F29 ┰2008 年映画化されました。
B『世界 30 か国のふつうの暮らし』 大学 B1F 361.63||Ma71||v.1 ┰世界の平均的家族の持ち物がわかる 1 冊です。

予想は当たったかな？

C『食べて、祈って、恋をして : 女が直面するあらゆること探究の書』 大学 B2F A935||G44 ┰2010 年映画化されました。
D『神様のカルテ』 大学 B2F 913.6||N58N||v.1 ┰映画は 2011 年 8 月公開予定。
E『ミルク世紀 : ミルクによるミルクのためのミルクの本』 大学 2F 648.1||Y84 ┰担当者イチオシの本です。

本の帯の特集はいかがだったでしょうか。とりあえず帯をつけたままにするという方も多いと思いますが、愛好家の中
では高値で取引をされる帯もあるとか。皆さんのお家にも、もしかしたらお宝が眠っているかもしれませんね。
本の中身はもちろん大切ですが、装丁も含めて本を楽しんでもらえたらと思います。
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編集担当：池上

