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○この英会話集は名古屋大学附属図書館で平成 22 年度及び平成 23 年度に実施
した英会話研修のテキストをもとに作成しました。
○内容は名古屋大学中央図書館カウンターでの利用者との対応を念頭において
作成しています。閲覧業務、相互利用業務、参考調査業務、館内ツアーに区分し、
実際の会話を記載しました。記載している利用規則や施設は平成 23 年 12 月
時点のものです。
○テキストは見開きで左ページに英語、右ページにそれに対応する日本語があ
ります。ページの下欄には＜ Vocabulary ＞や＜ Useful Expressions ＞で語
彙や表現について注記しています。また、Tips で類似の単語や熟語の説明を
加えました。
○この英会話集で使用している英語表現は、必ずしも公的な表記ではありませ

大学図書館英会話集

－名古屋大学中央図書館カウンターでの対応－

んので、参考訳としてご活用ください。
○索引は日本語と英語の 2 種類を用意し、キーワードから該当箇所の参照がで
きます。
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閲覧業務

Part 1

入館ゲート

学生証は図書館利用証として利用できます。

You can use your student ID as a library card.

(Emma is looking around at the entrance gates and seems to be a little anxious.)
Librarian:

Hello. May I help you?

図書館員：

こんにちは。ご用件は何ですか？

Emma:

Yes, please. This is my first time being here.
I don’t even know what I need to enter the library.

エ

今日初めてこの図書館に来ました。
入館したいのですが。

Librarian:

Are you a student at Nagoya University?

図書館員：

名古屋大学の学生ですか？

Emma:

Yes, I’m a student of law.

エ

はい。法学部生です。

Librarian:

Can I see your student ID, please?

Emma:

Sure. Here you are.

Librarian:	(He checks her card and then gives it back to her.) Thank you very
much. You can use your student ID as a library card.
	Please pass through the gate simply by holding your ID over the
card reader.

マ：

マ：

図書館員：

学生証を見せていただけますか？

エ

はい、どうぞ。

マ：

図書館員：

（学生証を確認し、エマに返す。）ありがとうございます。
学生証は図書館利用証として利用できます。
学生証をリーダーにタッチさせて入館ゲートを通ってください。
まあ、簡単ですね。どうもありがとうございます。

Emma:

Oh, that’s easy! Thank you for your help.

エ

Librarian:

It’s my pleasure!

図書館員：

<Vocabulary>
• look around  見回す
• anxious  不安な、心配した
• student of law  法学部生
• pass through~  ～を通る、通過する

4

（エマは入館ゲートであたりを見回し、少し心配そうにしている。）

• entrance gate  入館ゲート
• even  ～さえ
• student / school ID (card)  学生証

マ：

どういたしまして。

<Useful Expressions>
• Do you need some help? / Is there anything I can do for you?  お手伝いしましょうか？
• Here you go. / Here it is.  はい、どうぞ。
• You’re welcome. / My pleasure. / Sure, no problem. / Anytime.  どういたしまして。
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閲覧業務

Part 2

入館票

申込用紙に記入してください。

Please fill out this application form.

John:

Excuse me. I forgot to bring my ID today. What should I do?

ジ ョ ン：

すみません。学生証を忘れてしまいました。どうしたらいいですか？

Librarian:

Do you belong to this university?

図書館員：

名古屋大学の方ですか？

John:

Yes, I’m a grad student.

ジ ョ ン：

はい、大学院生です。

Librarian:

In that case, you need to fill this out.
Please write down your name, student number and department.
Also, check the appropriate box regarding your position.

図書館員：

では、この用紙に記入してください。
お名前と学籍番号と所属を書いて、身分の該当する欄をチェックしてください。

John:

Here you go.

ジ ョ ン：

はい、どうぞ。

Librarian:

(She checks the form.) OK. Now, please go to the entrance gate.
I’ll open it.

図書館員：

 用紙を確認する。）はい。
（
では、入館ゲートを開けますので、ゲートへどうぞ。

John:

Thanks a lot! (Lee comes by as soon as John leaves.)

ジ ョ ン：

ありがとうございます。（ジョンが立ち去るとリーがやって来る。）

リ

こんにちは。私は南山大学の学生です。
研究のために中央図書館の本を読むことができますか？

Lee:
Hi! I’m a student at Nanzan University.
	Is it possible to get access to books at the Central Library for my
research?
Librarian:

Sure. Please fill out this application form for visitors.

<Vocabulary>
• belong to ~  ～に属する
• grad student (graduate student)  大学院生
• alumnus  卒業生（単数形男性）
• fill out  記入する
• application form  申込書
• position  身分
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• appropriate  適切な、妥当な、ふさわしい
• graduate  卒業生
• alumna  卒業生（単数形女性）
• department 学部
• get access to ~  ～にアクセスする、利用する

ー：

図書館員：

はい、できます。学外利用者閲覧申請書に記入してください。

<Useful Expressions>
• What can I do? /（かなり困っている場合）I don’t know what to do.  どうすればよいですか？
• Can I ~?  May I ~? /（丁寧に）Would you mind if I ~?  ～してもよいですか？
• Put a circle (in the appropriate box) regarding your position.  所属の欄に丸を付けて下さい。
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閲覧業務

Part 3

退館ゲート

退館ゲートを通ってください。

Please walk through the exit gate.

(Lee, a visitor to the library, is trying to walk out of the library from the entrance
gate.)
Librarian:

Excuse me, sir! Are you leaving?

Lee:

Yes, but I’m stuck!

Librarian:

That’s the entrance gate. Please walk through the exit gate!

Lee:
Oh, that way? Sorry, I didn’t know.
	(The alarm goes off as he tries to exit.) It’s beeping! What should I
do?
Librarian:	Please step away from the gate so the alarm will stop. (Lee steps
away.) Excuse me, but are you carrying any books from other
libraries?
Lee:

No. I didn’t bring any books with me today.

Librarian:	Then, it could’ve been your cell phone or umbrella that caused the
alarm to go off. Do you mind if I hold them while you pass through
the exit gate again?
Lee:	No, I don’t mind. (Handing over his cell phone and umbrella) Here
you go.
Librarian:

図書館員：

すみません。お帰りですか？

リ

はい。でも、出られません。

ー：

図書館員：

そちらは入館ゲートです。退館ゲートを通ってください。

リ

あっ、そちらからですか？ すみません。知りませんでした。
（ゲートを通るとアラームが鳴り始める。）鳴っています。どうしましょう？

ー：

図書館員：

ゲートから離れるとアラームが止まります。（リーはゲートから離れる。）
失礼ですが、他の図書館の本をお持ちではないですか？

リ

いいえ。今日は本を持ってきていません。

ー：

図書館員：

では、携帯電話か傘に反応してアラームが鳴ったのかも知れません。
ゲートを通る間、携帯電話と傘をお預かりしてもよろしいですか？

リ

はい、構いません。（携帯電話と傘を渡す。）どうぞ。

ー：

図書館員：

ご協力ありがとうございます。

Thank you for your cooperation.

<Vocabulary>
• stuck  （口語表現）行き詰った、動きが取れない
• beep  ビーッという音を出す
• step away from~ ～から一歩離れる
• exit gate  退館ゲート
• go off  （アラームや目覚ましなどが）鳴る
• carry  ～を携行する、持っている
• cooperation  協力
• sir  〔男性への丁寧な呼び掛け語の〕お客様 ※女性の場合は madam / ma’am
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（学外者のリーは、入館ゲートから退館しようとしている。）

<Useful Expressions>
• No problem at all.  いいですよ、気にしないですよ。
• I appreciate all your trouble. / Sorry for the trouble.  ご迷惑をおかけして申し訳ないです。
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閲覧業務

Part 4

検索方法

OPAC で所蔵を確認していますか？

Have you checked the holdings on the OPAC?

Emma:

I’m looking for some books. Would you help me find them?

エ

Librarian:

Sure! Have you checked the holdings on the OPAC?

図書館員：

もちろんです。OPAC で所蔵を確認していますか？

Emma:

No, I haven’t. Can you show me how to do that?

エ

いいえ、まだです。やり方を教えてください。

Librarian:

Yes, please come this way. (They walk up to the PC.)
First, go to the English top page and click on the OPAC.
On this page, you can find out the location of a book.

図書館員：

はい。こちらへどうぞ。（2人は PC へ歩いていく。）
まず、英語のトップページから OPAC にアクセスしてください。
このページで本の配置場所がわかります。

エ

簡単そうですね。（本の情報を入力する。）

Emma:	That looks easy enough. (She enters some information about a
book.)
Librarian:	Here, you need to take a note of both the location and the call
number to find where the book is located.
Emma:

OK. I’ll write them down.

Librarian:	If a book you want to borrow is out on loan, it’s possible to make a
reservation for that book through the OPAC.
Take this library guide for further information.
Emma:

Thank you so much for your help!

Librarian:

You’re welcome!

<Vocabulary>
• holdings  （館内全体の図書の）所蔵
• out on loan  貸し出し中で
• call number  請求記号
• for further information  詳細については
• take a note of~ / take notes of~  ～を書き留める
• make a reservation  予約する
• location  配置場所、位置
• borrow / check out 借りる
• circulate  貸し出す
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マ：

マ：

マ：

本を探しているのですが、手伝っていただけますか？

図書館員：

ここで、本の位置を知るために配置場所と請求記号の両方を書き留めてください。

エ

はい。書いておきます。

マ：

図書館員：

借りたい本が貸出中の場合、OPAC で予約をすることができます。
この利用案内に詳細が載っていますので、お持ちください。

エ

どうもありがとうございます。

マ：

図書館員：

どういたしまして。

<Useful Expressions>
• Could you help me~?  ～するのを手伝ってもらえますか？
•Take this printout and library guide for more details.  このプリントと利用案内に詳細が載っていますので、
お持ち下さい。

Tips furtherとfarther の違い
どちらも区別されずに使用されてきたが、近年は、further は程度を表し、farther は距離を表す傾向にある。
Do you have anything further to say?  /  We parked in the farther lot.
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閲覧業務

Part 5

道案内

この本は経済学図書室に2冊あります。

There are two copies of that book
in the Economics Library.
ジ ョ ン：

 んにちは。
こ
“Economic analysis of the law”という本を探しているのですが。（図
書館員にメモを渡す。）

Librarian:	OK. Let me check the holdings. Let’s see. There are two copies of
that book in the Economics Library. We also have one copy here on
the 3rd floor in the section called ‘Books for International Students’.
You can take a look at or borrow it at either library.

図書館員：

 い。所蔵を確認いたします。そうですね、この本は経済学図書室に2冊ありま
は
す。中央図書館3階の「留学生向け英語基本図書」というコーナーにも1冊ありま
す。
どちらでも閲覧と貸出ができます。

John:	That sounds good! Uh ... I might go to the Economics Library since
there are some other books I want to take a look at there.

ジ ョ ン：

良かった。ああ、経済学図書室には他にも閲覧したい本があるので、そちらに行
くかも知れません。

図書館員：

わかりました。本をみつけるためにこの請求記号を書き留めてください。

ジ ョ ン：

はい。書いておきます。

図書館員：

経済学図書室の場所をご存知ですか？

ジ ョ ン：

いいえ。ここから近いですか？

図書館員：

はい。数分です。
（キャンパスマップを見せる。）今ここにいます。中央図書館を出
たら右に曲がって、この角を左折して、歩いていくと右手に経済学部があります。
図書室は1階です。

ジ ョ ン：

とても近いですね。ありがとうございます。

John:

Hi! I’m looking for a book called Economic analysis of the law.
(He hands over a note to the librarian.)

Librarian:

Alright. Take a note of these call numbers in order to find the book.

John:

OK! Let me write them down.

Librarian:

Do you know where the Economics Library is?

John:

No, I don’t. Is it near here?

Librarian:	Yes, it probably takes only a few minutes. (She shows him a campus
map.) You are here now. So, turn right when you exit the Central
Library. Then, turn left at this corner and walk straight until you
find the School of Economics on your right. The Library is located
on the 1st floor.
John:

That’s really close. Thanks a lot!

<Vocabulary>
• economics  経済学
• economic  
［形］経済学の
• analysis  分析、解析
• copy (copies)  （本などの）冊、部数
• Let’s see.  （考えながら）そうですね。
• take a look at~  ～を見てみる、一覧する
• in order to~  ～するために
• probably  多分
• close  /klo'us/  
［形］近い ※ close  /klo'uz/  
［動］閉める
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<Useful Expressions>
• Turn right at the end of the street.  道の突当りを右に曲がって下さい。
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閲覧業務

Part 6

配置場所と請求記号

Can you see there are ‘Location’
and ‘Call Number’?

「配置場所」と「請求記号」があるのがわかりますか？

Jay:	Hi! I just checked the OPAC and found out the book I want is on the
4th floor. But, it seems to me that it will take ages to find it since the
floor is so large! Is there any way I can find it easily?

ジ ェ イ：

こんにちは。今 OPAC を調べて必要な本は4階にあるのがわかりましたが、4階は
とても広いので本を探すのにとても時間がかかりそうです。簡単に探す方法はあり
ませんか？

Librarian:	OK. I’ll give you a little tip. You probably only checked the location
on the OPAC. Which book have you been looking for?

図書館員：

 は、こつをお教えします。OPAC では本の配置場所だけをご覧になったのでは
で
ないでしょうか。どの本をお探しですか？

Jay:	(Looking at his note) It’s called The Amazing Theatre by James
Agate.

ジ ェ イ：

（メモを見ながら）ジェームズ・アガットの “The Amazing Theatre” です。

図書館員：

 PC を見ながら）所蔵情報に「配置場所」と「請求記号」があるのがわかりま
（
すか？

ジ ェ イ：

はい。先程は配置場所だけを確認したと思います。

図書館員：

 の大まかな場所は「配置場所」で、詳しい場所は「請求記号」で探します。
本
お探しの本は、770.4//Ag ですね。（ジェイはうなずく。）本は主題領域によって分
類されています。例えば、700番台の本は4階の芸術コーナーにあります。請求記
号は番号順及びアルファベット順に並んでいます。本の背にも同じ情報が書いてあ
ります。

ジ ェ イ：

わかりました。ご親切に教えていただいてありがとうございました。

Librarian:	(Checking the PC) Can you see there are ‘Location’ and ‘Call No.’ in
the holding information?
Jay:

Yes. I think I only checked the location earlier.

Librarian:	You can find a book’s general location by looking up its ‘Location’
and where it’s exactly located by looking up its ‘Call No.’ As for
the book you’re looking for, it’s 770.4//Ag. (Jay nods.) Books are
classified by subject areas. For example, books in the 700s are in the
section for the Arts on the 4th floor. The call numbers are arranged in
numerical and alphabetical orders.
	You will see the same information on the spine label of a book as
well.
Jay:

Oh, I see. It was really kind of you to help me out! Thank you!

Tips look up, look for, search の違い
<Vocabulary>
• spine  （書物の）背
• subject area  主題領域
• classified  分類された
• general  大まかな、一般的な
• find out  調べる、見いだす
• take ages  長い時間がかかる
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• 770.4//Ag seven-seven-oh point four Ag（/e'i ʤi'ː/）と読む
• by the way  ところで
• numerical order  番号順
• alphabetical order  アルファベット順
• holding information  （1冊の）所蔵情報
• tip  アドバイス

[「探す」の意では他動詞のみ］
大量の情報から必要な情報を探す look up a word in a dictionary
look for [他動詞のみ］
探す look for a CD in a shop
search for [自動詞、他動詞］
look up

紛失物を見つけようとして探す、調査する、捜索する
   We will also search for the missing book.
新しい発見をするために探す、調査する、捜索する
   search for a copy of a rare edition of a book published 100 years ago
※ look for より多くの労力を使って探す時に使う
15

閲覧業務

Part 7

請求記号から本を探す方法

この本は留学生コーナーにあります

The book is located in the International
Students’ Corner.
Librarian:

Hello. How can I help you today?

Emma:	Hi! (Showing a note to him) I just went to the 3rd floor to look for
this book but couldn’t find it there. It’s located in the 900s’ Literature
section, right?
Librarian:

Well, let’s see. (He checks the information on a PC.)

Emma:

I looked up both the location and the call number. What was wrong?

Librarian:	We have two copies of the book Mon in this library: one on the 3rd
floor in the section called the International Students’ Corner and the
other on the 4th floor. (Pointing at the screen) It shows “913.6//N// 留
学生 ” here, you see? These characters mean international students
and show that the book is located in the International Students’
Corner.

図書館員：

こんにちは。ご用件は何ですか？

エ

こんにちは（メモを見せながら）3階にこの本を探しに行ったのですが、見つかり
ませんでした。900番台の文学のコーナーにあるはずですよね？

マ：

図書館員：

そうですね、ちょっと確認します。（PC で情報を確認する。）

エ

配置場所と請求記号の両方を調べました。何がいけないのでしょう？

マ：

図書館員：

エ

マ：

Emma:

はい。2つの違いを見分けるには、「留学生」の文字が請求記号に入っているか
を確認してください。
この文字は、本の背にある請求記号の3段目にも入っています。

エ

ちょっと複雑ですね。でもどうもありがとうございました。

マ：

Oh, that’s a little complicated! Anyway, thank you for your help!

<Vocabulary>
• literature  文学
• look up  調べる、検索する
• separately from ~  ～とは別に
• symbol  記号、符号
• indicated  示された
• tell  見分ける
• row  段
• complicated  複雑な
• anyway  とにかく、でも
• character  文字 ※漢字＝Chinese character / kanji（単／複）
仮名＝Japanese syllabary character / hiragana, katakana
16

文学のコーナーとは別に配置されているのですか？

図書館員：

Emma:	So, you mean this copy is located separately from the section of
literature?
Librarian:	Yes. The easiest way to tell the difference is to see if this symbol ‘ 留
学生 ’ is indicated on the call number or not.
	You can also find the same symbol in the 3rd row of the call number
on the spine label.

 門』は2冊あります。1冊は3階の留学生コーナーに、もう1冊は4階にあります。
『
（画面を指しながら）ここに「913.6//N// 留学生」とありますよね。この文字は
「留学生」と言う意味で、留学生コーナーにあります。

<Useful Expressions>
•「留学生」

indicates that you can find the book in the section called the International Students’ Corner.
「留学生」は本が留学生コーナーにあることを示しています。

17

閲覧業務

Part 8

主題領域で探す方法、NDC（日本十進分類法）

探す本はお決まりですか？

Are you looking for any specific book?

Librarian:

Hi. Are you looking for any specific book?

Kate:	No. I’m trying to find some books, but I don’t have any titles or
authors.
Librarian:

In what subject area are you looking for books?

Kate:	I need some books of physics for my presentation. Could you tell me
the general location of physics books?
Librarian:

You need the books in English, right?

Kate:

Yes, I would like to read them in English.

Librarian:	OK. You can find the books of physics on the 1st and 3rd floors. The
books are classified by Nippon Decimal Classification, and the labels
for physics are in the four hundred twenties. (Showing the map) On
the 3rd floor, you can find them in two sections: (pointing at ‘Books
for International Students’ and ‘Natural Science’) here and here.
Kate:

Oh, I got it! Then I’ll go to the 3rd floor first.

Librarian:

Please use the stairs which you can see over there.

Kate:

Thank you for your kindness.

<Vocabulary>
• specific 特定の
• author  著者、作者 (=writer)
• physics  物理学
• Nippon Decimal Classification  日本十進分類法
• over there  向こうに
• four hundred twenties  420番台
• classification number  分類番号
• stairs  階段
• three-digit number beginning with zero  0番台
• three-digit number beginning with zero one zero  010番台
• one hundreds  100番台     • two hundreds  200番台
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図書館員：

こんにちは。探す本はお決まりですか？

ケ イ ト：

いいえ。探す本のタイトルも著者名もわかりません。

図書館員：

どの分野の本をお探しですか？

ケ イ ト：

 表をするための物理学の本が欲しいです。物理学の本のある場所を教えてい
発
ただけますか？

図書館員：

英語の本がいいですよね。

ケ イ ト：

はい。英語で読みたいです。

図書館員：

わかりました。物理学の本は1階と3階にあります。本は日本十進分類法で分類さ
れています。物理学の番号は420番台です。（フロアマップを見せながら）3階には
2か所にあります。（「留学生向け英語基本図書」と「自然科学」を指しながら）
こことここです。

ケ イ ト：

ああ、わかりました。では、まず3階に行ってみます。

図書館員：

あちらの階段を使ってください。

ケ イ ト：

ご親切にありがとうございます。

Tips 聞き取れない時の表現
声が小さい、または速すぎて聞き取れなかった場合
Excuse me, but could you repeat it?
I beg your pardon?  Pardon (me)?（目上の人に対して） ※語尾を上げる
内容が難しくて理解できないため、やさしい言葉で言いなおしてほしい場合
I’m sorry? ※語尾を上げる
何度聞き返してもわからなかった場合
I’m sorry. I don’t understand. Could you write that here?
注：What? はくだけた表現であるため、図書館利用者に対して使うと失礼になる。
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閲覧業務

Part 9

You can reserve it on the OPAC if you wish.

ご希望でしたら OPAC で予約ができます。

Daniel:	Hi. I’d like to read Norwegian Wood written by Haruki Murakami.
Could you please tell me if the book is available now?

ダニエル：

 んにちは。村上春樹作の『ノルウェイの森』が読みたいのですが、今この本が
こ
図書館にあるか教えていただけますか？

Librarian:	Wait a minute, please. (She checks on the PC.) There is one copy
in the Central Library, but it is checked out now. You can reserve it
on the OPAC if you wish. Another one is available in the Library of
Informatics and Languages. Would you like to go there?

図書館員：

 々お待ちください。（PC で確認する。）中央図書館に1冊ありますが、貸出中で
少
す。ご希望でしたら OPAC で予約ができます。もう1冊は情報・言語合同図書室
にあります。貸出できますが、そちらへ行かれますか？

ダニエル：

いいえ、こちらで予約します。

図書館員：

 は、ご自分で OPAC で検索をして、この画面の右側の「予約」をクリックして
で
ください。

ダニエル：

はい、調べてみます。（別の PC で画面を確認する。）
すみません。予約しようとしたら、IDとパスワードが必要だと言われました。この大
学の学生ではないので持っていません。

図書館員：

 し訳ありませんが、学外利用者は図書の予約ができません。近くの図書館の所
申
蔵をお調べしましょうか？

ダニエル：

はい、お願いします。

図書館員：

（PC を調べながら）鶴舞駅近くの名古屋市立図書館に1冊あります。

ダニエル：

そこに行ってみます。ありがとうございました。

Daniel:

No, I prefer to reserve it here.

Librarian:	Then, please search the OPAC by yourself, and when you get to this
screen, press the ‘reserve’ button which shows up on the right side.
Daniel:	Alright, I’ll look it up. (He checks the screen on another PC.)
Excuse me! I’ve just tried it, but it says that you need an ID and a
password. I don’t have them because I’m not a student here.
Librarian:	Oh, I’m afraid external users cannot reserve a library item. Would
you like me to check the holdings of other libraries in this area?
Daniel:

Yes, that would be great!

Librarian:	(Checking the PC) There is one copy in Nagoya City Library near
Tsurumai Station.
Daniel:

I’ll try that library, then. Thank you for your help.

<Vocabulary>
• available  利用できる
• checked out  貸出中で
• show up  現れる
• external user / walk-in user  学外利用者
• I’m afraid ~  あいにく、申し訳ありませんが
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予約

Tips by oneself, for oneself, oneself の違い
by oneself
自分で（他人ではなく本人が） search the OPAC by yourself
for oneself
自力で、自分の目で
Check out books for yourself. See for yourself. Think for yourself.
oneself
自分で（by oneselfと同じ）
、
（他ならぬ）自分で（強調）
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閲覧業務

Part 10

貸出条件

5冊まで2週間借りることができます。

You can borrow up to five books for two weeks.

Jane:	Excuse me, sir. I need several books for my thesis. How many books
can I borrow at one time? And for how long can I keep them?

ジェーン：

 みません。論文を書くのに本が何冊か必要なのですが、1度に何冊借りられま
す
すか？ そして、何日間借りられますか？

Librarian:	You can borrow up to five books for two weeks.

図書館員：

5冊まで2週間借りることができます。

Jane:

I have exactly five books here. I’d like to borrow them.

ジェーン：

ちょうど5冊ありますので、貸出してください。

Librarian:

OK. May I see your identification card, please?

図書館員：

はい。学生証をお願いします。

ジェーン：

 めんなさい。忘れてしまいました。でも、部屋にはあります。申込用紙に記入し
ご
て入館したので、別の用紙に記入すれば本を借りられますよね？

図書館員：

 念ですが、学生証がなければ本を借りられない規則です。学生証が別の場所
残
にあっても、ここになければ貸出できないのです。

ジェーン：

 かりました。取りに行きます。（退出し、しばらくして戻ってくる。）はい、これが
わ
私の学生証です。

図書館員：

ご協力ありがとうございます。貸出期限は1月17日です。この日までに返却してくだ
さい。

Jane:	I’m sorry, I forgot it today, but I surely have it in my room. I entered
here by writing in an application form, so I suppose it’s even possible
to borrow books by filling in another form, right?
Librarian:	Unfortunately, you can’t borrow any books without your ID
according to our rule. Even if you have it somewhere else, it has to
be right here.
Jane:	Alright, I understand. I’ll go and get it. (She goes off and comes back
after a while.) Here you are! This is my student card.
Librarian:	Thank you for your cooperation. The due date for these books is
January 17th. Please return them by this date.

<Vocabulary>
• several  いくつかの
• at one time  一度に
• suppose  推測する、思う
• according to  ～に準じて、従って
• somewhere else  他の場所に
• return / check in  返却する
• loan period  貸出期間
22

• thesis /θi'ːsis/（複 theses /θi'ːsiːz/）論文、卒業論文
• up to ~  （最大で）～まで
• unfortunately  残念ながら、不運にも
• even if ~  ～だとしても
• right here  ちょうどここに
• due date  返却期限

<Useful Expressions>
• What are the borrowing / loan privileges?  本は一度に何冊何日間借りられますか？
• The loan limit is five books, and the loan period is two weeks.  貸出冊数は5冊で、期限は2週間です。
• We can’t lend you any books without your ID card.  利用証がないと貸出できません。
• Please check them in by the due date.  期限までに返却してください。
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閲覧業務

Part 11

貸出延長

貸出の延長は1度だけできます。

You can renew a book only once.

Lucy:	Excuse me. It’s been two weeks since I checked out these books, but I
still need them for my report. Is it possible to extend the loan period?
(She hands her student card to the librarian.)
Librarian:	OK, let me check. (She checks her circulation record.) According
to our rule, you can renew a book only once. For the first book, you
have already renewed it once, so you cannot do it for the second time
in a row.
Lucy:

Oh, really? What should I do then?

Librarian:	First, please return this book. When it gets back on the shelf, you can
borrow it again.
Lucy:

No problem, then. I’ll return it for the moment.

Librarian:	As for the second book, you cannot renew it either since there is a
reservation made by another user.
Lucy:

図書館員：

はい、確認いたします。（貸出情報を確認する。）本の更新は1度だけしかできな
い規則になっています。1冊目はすでに1度更新しているので、2度続けて更新でき
ません。

ルーシー：

そうなのですか。どうしたらよいでしょう。

図書館員：

まず、この本を返却してください。棚に戻されたら再度借りることができます。

ルーシー：

それで構いません。取りあえず返却します。

図書館員：

2冊目に関しては、他の利用者の予約が入っているので、こちらも更新できません。

ルーシー：

まあ、残念ですね。本が返却されるのにどれぐらいかかりますか？

図書館員：

 の利用者も2週間借りられますが、それまで待てなければ他の図書館で探すこと
次
ができます。詳しくは相互利用カウンターへお問い合せください。

ルーシー：

それはいいですね。ありがとうございます。

That’s a good idea! Thank you so much.

<Vocabulary>
• extend  延長する
• renew  更新する
• for (more) details  詳しくは
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 みません。こちらの本を借りてから2週間経ちますが、レポートを書くのにまだ必
す
要です。貸出期間を延長できますか？ （学生証を出す。）

How unlucky I am! How long will it take until the book is returned?

Librarian:	The next person can also borrow it for two weeks. If you can’t wait
until then, you can try to find it in another library. For details, please
ask at the Interlibrary Loan Desk.
Lucy:

ルーシー：

• for the second time in a row  続けて2回
• for the moment / for the time being  さしあたり
• still  まだ～である、まだ～している

<Useful Expressions>
• If you renew a book, the loan period extends for two weeks counting from the next day.  貸出本の更新を
すると、翌日から数えて2週間貸出期限の延長がされます。
• You can renew a book up to twice in a row, but you cannot renew it if there is a reservation made by another
user.  貸出更新は2回出来ますが、予約が入っている場合は更新が出来ません。
• The reserved book will be placed on hold for ten days / for a while.  予約本は10日間／しばらくの間取り
置きされます。
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Part 12

付属資料・参考図書の貸出、コピー

付属資料も借りますか？

Do you want to borrow an attached material
as well?
Patrick:

Good morning. Could I borrow this book, please?

Librarian:	OK. There is an attached material to this book. It’s a CD-ROM. Do
you want to borrow it as well?
Patrick:

Oh, yes. Please arrange the CD-ROM with the book.

Librarian:	Here you are. Please return the attached material with the book to
the Circulation Desk.
Patrick:

Thanks. By the way, is it possible to borrow an encyclopedia?

Librarian:	No, in this library, you cannot borrow reference books, journals or
newspapers. Reference books include encyclopedias, dictionaries,
maps, yearbooks, white papers and so on. You are only allowed to
read and photocopy them in the library.
Patrick:

Oh, I see. Is there a photocopy machine we can use in the library?

Librarian:	Yes, there is one that is coin-operated just over there. There are some
card-operated machines if you turn right at that corner.
Patrick:
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パトリック：

おはようございます。この本を借りたいのですが。

図書館員：

はい。この本には付属資料があります。CD-ROM ですが、借りますか？

パトリック：

はい。CD-ROM もお願いします。

図書館員：

どうぞ。CD-ROM も本と一緒に返却カウンターに返却してください。

パトリック：

ありがとうございます。ところで、百科事典を借りることはできますか？

図書館員：

 いえ。この図書館では参考図書や雑誌、新聞は借りることができません。参考
い
図書とは百科事典、辞書、地図、年鑑、白書等です。館内で閲覧やコピーをし
てください。

パトリック：

わかりました。館内にコピー機はありますか？

図書館員：

 い。コイン式コピー機があちらにあります。あの角を曲がるとカード式コピー機が
は
何台かあります。

パトリック：

はい。ありがとうございます。

Alright. Thank you so much.

<Vocabulary>
• attached material / accompanying material / attachment / inclusion (in the back of the book)  付属資料
• encyclopedia  百科事典
• reference book  参考図書
• include  含む
• arrange  手配する、配列する
• yearbook  年鑑
• white paper  白書
• allow  許す
• photocopy machine  コピー機
• at university expense  校費で
• at private expense  私費で
• circulation desk / counter  貸出・返却カウンター   • photocopy card  コピーカード
• journal  雑誌

<Useful Expressions>
• Would you like to borrow an attached material as well?  付属資料も借りますか？（丁寧な表現）
• Does the encyclopedia circulate?  百科事典を借りることはできますか？
• You can make photocopies at university / private expense.  校費で／私費でコピーできます。
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Part 13

紛失図書

本が紛失しています。

The book is missing.

Joe Brown:	Excuse me. I’m looking for a book, but I can’t find it. I don’t think
it’s placed in the correct location.
Librarian:

Have you checked the status on the OPAC? Wasn’t it checked out?

Joe:	No, it wasn’t. I surely checked the status. And I’m sure I checked
the right shelf that was specified by the call number. (He shows the
librarian a memo.)
Librarian:	Oh, really? Hold on, please. (She checks his memo.) The book is not
in our temporary storage space either. I’ll check the shelf with you.
Joe:

Thanks. It’s over there. (They go off together to check the shelf.)

Librarian:	You are right. Maybe the book is missing. I’m sorry to trouble you,
but if you need the book, please fill in a form to search for missing
books. If the book is found, we’ll contact you.
Joe:

I need it urgently. Please find it as soon as you can.

We will do our best. We’ll call you as soon as the book is found.
(The next day, on the phone)
	Hello, is this Mr. Brown? This is Nagoya University Library. The
missing book has been found. Please come to the Circulation Desk at
your convenience.
Librarian:

Joe:

Thank you so much! I’ll be there immediately.

<Vocabulary>
• specify  特定する
• storage space  保管場所
• urgently  至急
• immediately  すぐに
• place  置く
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• temporary  一時的な、臨時の
• missing  行方不明の、紛失した
• as soon as ~ can  できるだけ早く
• at your convenience  （あなたの）都合の良い時に
• status  （利用）状態

ジョー・ブラウン：

 みません。本を探しているのですが、見つけられません。あるべき場所にないと
す
思うのですが。

図書館員：

OPAC で状態を確認しましたか？ 貸出中ではありませんでしたか？

ジ ョ ー：

いいえ。状態をたしかに確認しました。請求記号であるべき棚を探したはずです。
（図書館員にメモを見せる。）

図書館員：

そうですか。少々お待ちください。（メモを見る。）この本は一時保管場所にもあり
ません。ご一緒に棚を確認しましょう。

ジ ョ ー：

ありがとうございます。あちらです。（一緒に棚を確認しに行く。）

図書館員：

そうですね。この本は紛失になっているのかも知れません。申し訳ありませんが、
これが必要でしたら不明図書調査票に記入してください。本が見つかりましたらご
連絡いたします。

ジ ョ ー：

この本は至急必要なのです。できるだけ早く見つけてください。

図書館員：

最善を尽くします。見つかり次第お電話いたします。
（翌日、電話で）
もしもし。ブラウンさんでしょうか。名古屋大学附属図書館です。不明だった図書
が見つかりました。ご都合のよい時に貸出カウンターへお越しください。

ジ ョ ー：

ありがとうございます。すぐに伺います。

<Useful Expressions>
• I don’t think it’s ~.  ～ではないと思います。
※ “I think it’s not ~.”という言い方は英語ではあまり使わない。
• Hold on (a minute / a second), please.  ちょっとお待ちください。
• Maybe someone is reading it.  もしかしたら誰かが読んでいるかもしれません。
• Please look for it (a few hours) later.  （数時間後に）また探してみてください。
• Please come to the library by March 3rd.  3月3日までに図書館に来てください。
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Part 14

自動貸出機

2階と3階に自動貸出機があります。

There are self-checkout machines on the 2nd
and 3rd floors.
Emily:	Excuse me. I’m in a hurry, but there is a line in front of the
Circulation Desk. Is there another desk where I can borrow books?

エミリー：

 みません。急いでいるのですが、貸出カウンター前に行列ができています。本を
す
借りられるカウンターは他にありますか？

Librarian:	No, but there are self-checkout machines on the 2nd and 3rd floors.
However, if you want to renew books or borrow attached materials,
you have to go to the Circulation Desk.

図書館員：

 りませんが、2階と3階に自動貸出機があります。でも、本の更新や付属資料の
あ
貸出は、貸出カウンターへ行ってください。

エミリー：

 りがとうございます。この機械を使うのは初めてなので、使い方を教えていただ
あ
けますか？

図書館員：

 ちろんです。画面の指示に従うだけでいいです。まず、「貸出」ボタンにタッチ
も
して、リーダーに学生証をかざしてください。そして、ここに本をこのように置いて、
機械にバーコードを読み取らせます。終わるまで待っていてください。最後に「終
了」ボタンにタッチしてください。

エミリー：

それだけですか。簡単ですね。

図書館員：

ちょっとお待ちください。貸出ができませんでした。既に5冊借りていますね。借りて
いる本を返さなければ、他の本を借りることはできません。

エミリー：

ああ、思い出しました。しばらく前に何冊か借りました。ごめんなさい。すぐに返却
します。

図書館員：

はい。返却カウンターへ返してください。

Emily:	Thanks. This is my first time to use the machine, so could you show
me how to use it?
Librarian:	Sure. You can follow the directions on the screen. First, touch Lend,
and pass your student card over the reader. Then, set a book here
like this, and the machine will read its bar-code. Leave it until it’s
finished, then touch Close.
Emily:

Is that it? That’s easy!

Librarian:	Wait a minute, it didn’t work. You have already borrowed five
books. You can’t borrow anymore unless you return the books you
have.
Emily:	Oh, I remember now! I borrowed some books a while ago. Sorry, I’ll
return them soon.
Librarian:

Alright. Please bring the books to the Circulation Desk.

<Vocabulary>
• in a hurry  急いでいる
• a while ago  しばらく前に
• work  機能する、うまくいく
• self-checkout machine  自動貸出機
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• however  しかし
• unless ~  ～しない限り
• line［米］/ queue［英］
  行列

<Useful Expressions>
• You have reached your loan limit.  すでに貸出冊数の上限まで借りています。
• I have never used the machine before.  その機械を使ったことはありません。
• Is that all?  それだけ
（それで終わり）
ですか？
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Part 15

保存書庫の図書の閲覧、貸出停止

あなたの借りた本は延滞しています。

You have overdue books.

Jake:	Hi. I searched the OPAC for a book, and it said it’s in the archives.
Could you tell me how to get a book there?

 んにちは。OPAC で本を探したら、保存書庫にあると表示されました。保存書
こ
庫内の本を利用するにはどうしたらいいですか？

Librarian:

Please fill out an application form for books in the archives.

図書館員：

保存書庫の本の利用申請書にご記入ください。

Jake:

Sure. (He fills out a form.) Here you go.

ジ ェイク：

はい。（用紙に記入する。）お願いします。

図書館員：

火曜日にこの本が利用できますので、貸出カウンターへ来てください。

Librarian:	You will be able to read this book on Tuesday, so please come to the
Circulation Desk then.
(On Tuesday)
Jake:
Hello. Is the book from the archives available?
Librarian:	Yes. (Checking his circulation record) Umm, I’m afraid you can’t
borrow any books now because you still have overdue books. Please
read it in the library.
Jake:	Oh, are they overdue? I’m so sorry. I’ll return them now. (He goes
off and comes back with the overdue books.) I apologize for the late
return.
Librarian:	It’s OK. From now on, please make sure to return books before the
due date. We can’t lend you any books until February 1st because
these books are overdue by a week.

<Vocabulary>
• archive  保存書庫
• overdue  期限の切れた
• lend  貸し出す
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ジ ェイク：

• apologize  謝る
• later  後で

（火曜日に）
ジ ェイク： こんにちは。保存書庫の本は利用できますか？
図書館員：

 い。（貸出情報を確認しながら）そうですね、今は延滞している本があるので本
は
を借りることはできません。館内で閲覧してください。

ジ ェイク：

ああ、延滞していましたか？ ごめんなさい。今返します。（退出し、延滞本を持っ
て戻る。）遅れてすみません。

図書館員：

いいですよ。今後は期限内に返却してくださいね。1週間延滞したので、2月1日ま
で貸出ができません。

<Useful Expressions>
• From now on, please observe the due date. 今後は延滞しないよう（期限内に返すよう）注意して下さい。
• The book is overdue (by 5 days).  この本の返却期限を（5日）過ぎています。
• We can’t lend you any books until February 1st. You can borrow books from February 2nd.
2月1日まで貸出できません。2月2日から貸出できます。
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Part 16

学生証がない場合の入館

本を借りるには学生証が必要です。

You need your student card to borrow books.

Mike:

Hi. I’d like to apply for a library card. Could you help me?

マ イ ク：

こんにちは。図書館利用証の申込みをしたいのですが、教えていただけますか？

Librarian:

Alright. Are you from outside of the university?

図書館員：

はい。学外の方ですか？

マ イ ク：

いいえ。名古屋大学の農学部の1年生です。

図書館員：

学生証を見せていただけますか？

マ イ ク：

いいえ。まだ学生証は受け取っていません。受け取るのに数日かかります。

図書館員：

 生証を受け取るまでは、来館者リストに名前を記入して入館できます。学生証を
学
受け取ったら、図書館利用証として使えます。図書の貸出には学生証が必要で
す。

マ イ ク：

わかりました。（リストに名前を記入する。）
ところで、お手洗いをお借りできますか？

図書館員：

はい。あちらにあります。（お手洗いを指す。）

マ イ ク：

ありがとうございます。

Mike:	No. I’m a freshman in the School of Agricultural Sciences at this
university.
Librarian:

Could you show me your student card?

Mike:	No, I haven’t received my student card yet. It will take a few days to
get it.
Librarian:	Until you receive your student card, you can enter the library by
writing your name on our visitors list. After you receive your card,
you can use it as a library card. Please remember that you always
need it to borrow books.
Mike:	I understand. (He writes his name on the list.) By the way, may I use
the bathroom?
Librarian:

Sure. It’s just over there. (She points at the toilet.)

Mike:

Thank you very much.

<Vocabulary>
• apply for ~  ～を申請する、申し込む
• agricultural science  農業科学 ※ School of ~(s) = 農学部
• freshman  
• sophomore  2年
（4年制大学等の）1年生
• junior  3年
• senior  4年
• yet  まだ～でない、していない
• receive  受け取る
• bathroom  トイレ、浴室
• visitors list  来館者リスト、受付簿
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<Useful Expressions>
• You can enter the library by ~ ing.  ～することで入館できます。
• May I use the restroom?  トイレを借りていいですか？
※トイレはアメリカでは “bathroom” “restroom”と言う。イギリスは “toilet”。
“toilet” は「便器」の意味もあるためアメリカでは間接的な言い方に置き換えられる。
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Part 17

利用証申込

図書館利用証は3日後に発行されます。

Your library card will be issued after three days.

Ann:	Excuse me. I heard that a student card can be used to enter the
library, but I have no idea how to use my student card to enter the
gate.
Librarian:

Could you tell me your position?

Ann:

I’m an auditor at this university.

Librarian:

I’m sorry?

Ann:

I’m an auditor, an auditing student. I’m not a full-time student.

Librarian:	Oh, I see. May I see your student card? (Ann shows the librarian her
student card.) It’s paper-made, so you need to apply for a library
card with a magnetic strip. Please fill out this form. While you are
filling it out, please allow me to make a copy of your student card.
Ann:

Here you are.

Librarian:	Thank you. Your library card will be issued after three days.
Today is February 22nd, so please come to the Information Desk on
February 25th or later. Our service hours are from 8:30 a.m. to 5:15
p.m. on weekdays.

ア

ン：

 みません。学生証で入館できると聞いたのですが、どうやって学生証でゲートを
す
入るのかわかりません。

図書館員：

ご身分を教えていただけますか？

ア

私はこの大学の聴講生です。

ン：

図書館員：

何とおっしゃいましたか？

ア

私は聴講生です。正規学生ではありません。

ン：

図書館員：

 あ、そうですか。学生証を拝見します。紙製ですので、磁気ストライプの図書
あ
館利用証を申し込む必要があります。この用紙に記入してください。その間に学生
証のコピーを取らせてください。

ア

はい、どうぞ。

ン：

図書館員：

 りがとうございます。図書館利用証は3日後に発行されます。今日は2月22日です
あ
ので、2月25日以降に受付カウンターへお越しください。受付時間は平日の午前8時
半から午後5時15分までです。

ア

わかりました。25日は大学に来ませんので、28日に取りに来ます。

ン：

Ann:	OK. I will not be coming to school on the 25th, so I’ll come on the 28th.

<Vocabulary>
• auditor / auditing student  聴講生
• full-time student  正規学生
• issue  発行する
• weekday  平日
• I have no idea  全くわかりません
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• research student  研究生
• paper-made  紙製の
• while ~  ～している間に
• service hours  受付時間
• after three days  3日後に

<Useful Expressions>
• Could you tell me your affiliation?  ご身分を教えていただけますか？
• Pardon (me)? / Excuse me?  すみません、何とおっしゃいましたか？
• The card will be issued after three days / three days later / in three days.
利用証は3日後に発行されます。
（※「3日以内に」は “within three days”）
• on February 25th or later  2月25日以降に ★日付読み：~st, ~nd, ~rd, ~th
米：月日年：February 25th, 2011 (2/25/2011) 英：日月年：25th (of) February, 2011 (25/2/2011)
• from 8:30 a.m. to 5:15 p.m. on weekdays.（英語では24時間表記はせずに a.m. / p.m. を使う）
• I will be ~ing  ～しているでしょう。
（近い未来の予定や動作）
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Part 18

職員証受取、利用証申込

庶務掛で職員証を受け取ってください。

Please receive your staff ID at general affairs
division.
Erin:	Hi. I’ve just started working as an instructor at this university. Is
there anything I need to use this library?

こんにちは。こちらの大学で講師として働き始めたばかりなのですが、図書館を利
用するのに必要な物はありますか？

Librarian:

Are you a full-time worker?

図書館員：

正規職員でいらっしゃいますか？

Erin:

Yes, I am a full-time lecturer employed from this April.

エ リ ン：

はい。正規の講師でこの4月からの雇用です。

図書館員：

では所属学部の庶務掛で職員証を受け取ってください。職員証で入館と貸出がで
きます。このパンフレットをお持ちください。図書館の利用案内です。各学部の図
書室も利用できます。

Librarian:	Then please receive your staff ID at the General Affairs Division in
your department. You will be able to enter and borrow books using
your staff ID. Please take this brochure. This is a guidebook to this
library. You can also use libraries in each department.
*************************************************************************

*************************************************************************
ル ー ク：

 古屋大学の教授の助手として直接雇われた者ですが、図書館利用証を作るこ
名
とはできますか？

Librarian:	You will need a certificate of employment to register for a library
card. Please ask the professor to write a certificate of employment
and bring it with you next time.

図書館員：

 書館利用証の登録には雇用証明書が必要です。教授に雇用証明書を書いて
図
いただき、次回お持ちください。

<Vocabulary>
• lecturer / instructor  講師   • general affairs division  庶務掛
• full-time  正規の、常勤の ⇔ part-time 非常勤の   • full-time worker / regular employee  正規職員
• temporary staff  派遣社員
• part-timer / part-time worker  パート職員
• researcher / research worker  研究員
• brochure  パンフレット    • directly  直接
• employ  雇う
• certificate  証明書
• professor  教授
• assistant professor  助教授
• associate professor  准教授
• assistant  助手、秘書
• register for ~  ～に登録する
• in charge  担当の

<Useful Expressions>
• When is your employment period?  雇用期間はいつですか？
• Do you know the name of the professor in charge?  
担当教授の名前はわかりますか？

Luke:	I am directly employed by a professor at this university as an
assistant. Can I make a library card?
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エ リ ン：
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Part 19

ILL is used for students at other universities.

他大学の学生は ILL を利用してください。

Sandy:	I’m a student at Nanzan University, and I want to borrow a book
from this library. Can I apply for a library card?

サンディ：

私は南山大学の学生ですが、こちらの図書館の本を借りたいのです。図書館利
用証を申し込むことはできますか？

Librarian:	I’m afraid we can’t issue a library card for you because ILL is used
for students at other universities. You can read or photocopy books
inside the library, though.

図書館員：

 大学の学生には ILL を利用してもらいますので、残念ながら、図書館利用証を
他
発行することはできません。館内で図書を閲覧やコピーをすることはできます。

サンディ：

すみません、ILL とは何ですか？

図書館員：

ILL は図書館間相互貸借の略で、図書館同士がそれぞれ所蔵している資料の貸
し借りや文献複写のやり取りをするという意味です。この図書館の利用証を作る
必要はないのです。所属大学の図書館でILL サービスについてお問い合せくださ
い。必要な本を取り寄せてくれます。

サンディ：

ごめんなさい、よくわかりません。こちらの本を借りるには自分の大学へ戻らなけれ
ばならないということですか？

図書館員：

そういうことになります。

サンディ：

こちらで本が借りられるのだと思っていました。時間を無駄にした気分です。

図書館員：

 し訳ありませんが、そのようなシステムなのです。今後は ILL サービスを覚えて
申
おいてください。

サンディ：

まあ、仕方がないですね。ありがとうございます。

Sandy:

Sorry, what’s ILL?

Librarian:	ILL stands for 'interlibrary loan’, which means to share books with
other universities. So you don’t have to make a card for this library.
Please go to the library at your university and ask for the ILL
service. They will arrange the book you need.
Sandy:	I’m sorry, but I don’t understand. Does it mean that I have to go
back to my university to borrow the book?
Librarian:

I think that would be the case.

Sandy:	Oh, I thought I can borrow books here. I feel like I’ve wasted my
time.
Librarian:	We are sorry, but that’s our system. From now on, we would like you
to remember the ILL service.
Sandy:

Well, it seems I have no choice. Thanks anyway.

<Vocabulary>
• Though A, B. / B. A, though.   A ではあるが、B である。
• waste  無駄にする
• stand for  （略語が）～を表す
• interlibrary loan  図書館相互貸借
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ILL 説明（学外者へ）

<Useful Expressions>
• I don’t understand.  わかりません。理解できません。
※大抵の場合 can’t は使わない。I can’t understand だと、
「理解に苦しむ」という強い意味になってしま
うので注意。
• We would like you to ~ .  （私たちはあなたに）～してほしいです。して下さい。
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Part 20

Please pick up your library card by the due date.

Cathy:	I’m from outside of the university, and I want to apply for a library
card.

期限までに図書館利用証を取りに来てください。

キャシー：

学外の者なのですが、図書館利用証の申込みをお願いします。

Librarian:	OK. Please note that you need to have a topic of research to
make a library card. Also, it is necessary that you use the library
continuously, around once a week for 3 months or more.

図書館員：

 い。利用証を作るには研究テーマを持っていなければいけません。そして、図
は
書館を3か月以上1週間に約1回継続的に利用しなければなりません。

キャシー：

その条件を満たしています。利用証を作っていただけますか？

I can satisfy the conditions. Could you make my card?

図書館員：

 かりました。こちらの申込用紙に記入してください。（キャシーは記入する。）現
わ
住所を確認できる物はありますか？

キャシー：

外国人登録証があります。どうぞ。

図書館員：

 外国人登録書を確認する。）ありがとうございました。図書館利用証が発行され
（
たら葉書でお知らせしますので、新しい葉書をいただきます。今お持ちですか？

キャシー：

いいえ。どこか近くで買って来ます。（退出し、葉書を買って戻って来る。）コンビ
ニで買いました。

図書館員：

 りがとうございます。ご住所とお名前を書いてください。（キャシーは記入する。）
あ
葉書で図書館利用証の受取期限をお知らせします。期限までに図書館利用証を
取りに来てください。

Cathy:

Librarian:	Sure. Please fill out this application form. (Cathy fills it out.) Do you
have anything to confirm your present address?
Cathy:

I have my alien registration card. Here.

Librarian:	Great. When your library card is issued, we will let you know by
postcard. To do that, we would like to ask you for a new postcard.
Do you have one with you right now?
Cathy:	No, I don’t. I will get one somewhere around here. (She goes off and
comes back with a postcard.) I got this postcard at a convenience
store.
Librarian:	Thank you. Please write your address on the postcard. (Cathy writes
them.) We will inform you the due date of picking up the library
card by the postcard. Please pick it up at the Information Desk by
the due date.

<Vocabulary>
• topic of research  研究テーマ
• necessary  必要である
• continuously  継続的に
• satisfy  満たす、満足させる
• condition  条件、状態
• confirm  確認する、裏付ける、承認する
※ confirm  
（正しいということを）確認する / check  
（正しいかどうかを）確認する
• present  現在の   • ask（人）for ~  （人に）～を求める
• alien registration card  外国人登録証
• invoice / bill  請求書   • driving licence［英］/ driver’s license［米］  運転免許証
• postcard  （官製）はがき
• pick up  受け取る
• health insurance card  健康保険証
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利用証申込（学外者へ）

<Useful Expressions>
• Please pick up your library card by the due date.  ※ pick up a card → pick it up
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Part 21

利用証更新

図書館利用証は毎年度更新が必要です。

The library card must be renewed every
school year.
Alex:	I’m a research student. I made my library card last year. Can I still
use it? (He shows the librarian his library card.)

アレックス：

私は研究生です。図書館利用証を去年作りましたが、まだ使えますか？（図書館
員に利用証を見せる。）

Librarian:	Well, your library card is expired. It must be renewed every school
year. Could you also show me your student card?

図書館員：

利用証は期限が切れていますね。毎年度更新が必要です。学生証を見せていた
だけますか？

アレックス：

はい。こちらです。（学生証を見せる。）

図書館員：

（学生証の有効期限が切れていないか、そして学籍番号が昨年度と同じである
か確認する。）ありがとうございます。利用証交付申請書にご記入ください。2日後
に利用証が使えるようになります。それ以前は貸出ができませんのでご注意くださ
い。

Alex:

Yes, this is my student card. (He shows her his student card.)

Librarian:	(She checks if the student card is not expired and the number is not
changed from last school year.) Thank you. You need to fill out an
application form for a new card. You will be able to use your library
card in two days. Please note that you can’t check out books before
that.
*************************************************************************

*************************************************************************

Charles:	I’m repeating my senior year. Is it still possible to use my student
card as a library card?

チャールズ：

留年しているのですが、学生証を図書館利用証として使うことはできますか？

図書館員：

はい。データが更新されれば利用証として使えます。もう少々お待ちください。

Librarian:	Yes, you can still use it as a library card after the data is updated.
Please wait a little more.

*************************************************************************

テ ィ ム：

すみません。学生証でゲートを通過できません。

図書館員：

磁気データが壊れているのでこの学生証は使えません。所属学部の教務掛で直
してもらってください。

*************************************************************************

Tim:

Excuse me. I can’t enter the gate with my student card.

Librarian:	You can’t use this card because the magnetic data is broken. Please
get it fixed at the Registrar’s Office in your department.

<Vocabulary>
• expired  期限切れの
• repeat a year  留年する
• registrar’s office / registrar  教務課
• magnetic data  磁気データ
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• school year  学年度
• calendar year  暦年
• update  （最新の情報で）更新する
• fix / repair  直す、修理する
• get ~ fixed  （～を）修理してもらう、
（～を）修理する

<Useful Expressions>
• Please have it repaired at the Registrar’s Office.  教務掛で直してもらってくさい。
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閲覧業務

Part 22

学生証・利用証・図書の紛失

図書紛失届にご記入ください。

Please fill in a report of lost books.

Greg:

I’ve lost my student card. What should I do?

グ レッグ：

学生証を失くしました。どうしたらいいでしょう？

Librarian:

Please report to the Registrar’s Office in your department.

図書館員：

所属学部の教務掛に報告してください。

*************************************************************************

Fiona:

I’m sorry, but I have lost my library card.

Librarian:	Please fill in a report of lost library card. If it is not found, we will
reissue a new card. It will take two weeks to reissue it. You can’t
borrow books until then.
*************************************************************************

*************************************************************************
フィオ ナ：

ごめんなさい。図書館利用証を失くしました。

図書館員：

 書館利用証紛失届に記入してください。もし見つからなければ、新しい利用証
図
を再発行します。2週間かかります。再発行されるまで図書の貸出はできません。

*************************************************************************
ヘ ザ ー：

ごめんなさい。図書館で借りた本を失くしました。あらゆる所を探しましたが、見つ
かりません。

Librarian:	We will also search for it. Please fill in a report of lost books. Please
look for it again, and come back next week.

図書館員：

 達も探してみます。図書紛失届に記入してください。もう一度探して、来週また
私
来てください。

(A week later)
Librarian:	We have searched through the library, but it was not found. To
replace the lost book, please buy another copy of the same book, and
bring it here within a month. Here is the detailed information about
the book.

（1週間後）
図書館員：

Heather:	I’m so sorry, but I’ve lost a book I borrowed from this library. I
looked for it everywhere, but I can’t find it.

Heather:

May I pay for the lost book instead of bringing a new book?

 書館中を探しましたが、本は見つかりませんでした。代わりに1か月以内に紛失
図
図書と同じ本を買ってこちらへ持って来てください。これが本の詳細です。

ヘ ザ ー：

新しい本を持って来る代わりに紛失図書の代金を払うことはできますか？

図書館員：

いいえ。お金は受け取れません。代わりの本そのものが必要です。

Librarian:	No, we do not accept money. We need an actual book as a
replacement.

<Vocabulary>
• lost  失われた、無くなった
• report to ~  ～に報告する
• reissue  再発行する
• replacement  代替品
• within ~  ～のうちに、以内に
• accept  受け入れる
• instead of ~  ～の代わりに
• actual book  実際の本
• actual thing  現物
• report of lost or stolen property  遺失（盗難）届
• report of found items  拾得物届
• report of lost books  図書紛失届
• report of lost library card  図書館利用証紛失届
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<Useful Expressions>
• Please look for the book in used bookstores.  古本屋で探してみてください。
• Please get the latest edition.  最新版を購入してください。
• The book is out of print.  その本は絶版です。
• Please bring this book instead.  代わりにこの本を持ってきてください。
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閲覧業務

Part 23

セミナールーム利用法

学生証と引き換えに鍵をお渡しします。

We will keep your student cards in exchange
for the key.
Tom:	Hello. We are students at this university. We want to use a room in
this library to study together. Could you explain how we can use the
facilities of the library?
Librarian:	Regarding the Seminar Rooms A, B and the Satellite PC Lab., we
are asking you to reserve them from a month to three days before
using them. The Group Research Rooms can be reserved from a
week ahead, and can also be applied on the current day.
Tom:

Can we use the Group Research Room today?

Librarian:	Let me check the status. There are three periods of time available in
a day. Today, the Group Research Room is available from 1:00 p.m.
to 5:15 p.m., (checking her watch) which is right now.
Tom:

Oh, good! We would like to use the room.

Librarian:	OK. We will keep your student cards in exchange for the key. May
I have your student cards? (She receives their cards.) Thank you.
Now, this is the key to the Group Research Room. Please return it
when you leave. You must also turn in the key when you go out from
the library for a while.

<Vocabulary>
• explain  説明する
• facility  施設、設備
• regarding ~  ～について
• ahead  前もって
• current day  当日
• period of time  時間帯
• in exchange for ~  ～と引き換えに
• hand ~ to  
（人）（人）に～を手渡す
• Seminar Room  セミナールーム
• Group Research Room  グループ研究室
• Research Meeting Room  共同研究室
• Research Room  研究個室
• Satellite PC Lab. (Laboratory)  サテライトラボ
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ト

ム：

 んにちは。私達は名古屋大学の学生です。一緒に勉強するために図書館の部
こ
屋を借りたいのですが、館内設備についての説明をしていただけますか？

図書館員：

セミナールーム A、B とサテライトラボについては、使用1か月から3日前までに予約
をお願いしています。グループ研究室は1週間前から予約ができ、当日の申込みも
可能です。

ト

今日グループ研究室を使うことはできますか？

ム：

図書館員：

 用状況を確認してみます。1日に3コマあり、今日は午後1時から5時15分まで空
利
いています。（腕時計を見ながら）ちょうど今からです。

ト

よかった。部屋を使わせてください。

ム：

図書館員：

 い。学生証と引き換えに鍵をお渡ししますので、学生証を出してください。（学
は
生証を受け取る。）では、こちらがグループ研究室の鍵です。退室する時にお返
しください。図書館をしばらく離れる時も鍵をお返しください。

<Useful Expressions>
• The library facilities are available only to people belonging to this university.
図書館施設は学内者のみ利用できます。
• Undergraduate students can’t use the Research Meeting Rooms.
学部生は共同研究室を利用できません。
• How many people will use the room?  何名でご利用ですか？
• There must be three or more people in the group to use the Group Research Room.  
グループ研究室を使うには3人以上必要です。
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閲覧業務

Part 24

視聴覚資料・電子ジャーナル利用法

DVD を見るには借りる必要があります。

You have to check out the DVD to watch it.
マックス：

こんにちは。図書館で DVD を見るにはどうしたらいいですか？

Librarian:	If you want to watch a DVD, you have to check it out first, and then
write an application form to use an audio-visual booth.

図書館員：

DVD を見るには、まず借りてから、視聴覚ブース利用申込書に記入する必要が
あります。

Max:	In fact, I’m a lecturer at this university and I want to show this
movie to my students in my lecture. Is there any way I can do that?

マックス：

実は、私はこちらの大学の講師なのですが、この映画を講義で学生に見せたいの
です。それはできますか？

Librarian:	Yes. If you bring your laptop, you can connect it to the projector and
display the movie on the screen. Please apply for using the projector
at the Information Desk.

図書館員：

はい。ノートパソコンを持って来てプロジェクタに繋ぎ、スクリーンで映画を見ること
ができます。プロジェクタの利用は受付カウンターで申し込んでください。

Max:

Hi. How can I watch this DVD in the library?

*************************************************************************

Chris:	Hello. I want to have a look at this journal. The OPAC shows it’s in
the archives, so can I apply for reading it?
Librarian:	Could you wait for a moment? If you are looking for journals, you
might find it in e-journals. Let me search for it. (She searches an
e-journal database.) That journal is available in e-journal. I think it’s
better to see it in e-journal because it takes time to deliver the journal
from the archives.
Chris:

That’s great. Could you show me how to use it?

Librarian:	Sorry to trouble you, but please ask at the Reference Desk for
details.

<Vocabulary>
• audio-visual booth  視聴覚ブース
• laptop  ノートパソコン
• deliver  配達する
• bother  迷惑をかける
• database  データベース
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• in fact  実は
• display  表示する
• have a look at  ～を見る、一見する
• reference desk  参考カウンター

*************************************************************************
ク リ ス：

 んにちは。この雑誌を読みたいのですが、OPAC では保存書庫にあると表示さ
こ
れています。閲覧の申し込みはできますか？

図書館員：

 々お待ちください。雑誌をお探しでしたら、電子ジャーナルで見つかるかも知れ
少
ません。お探ししましょう。（電子ジャーナルデータベースで探す。）その雑誌は電
子ジャーナルになっています。保存書庫から取り寄せるのには時間がかかるので、
電子ジャーナルで読むことをおすすめします。

ク リ ス：

いいですね。使い方を教えてください。

図書館員：

申し訳ありませんが、詳細は参考カウンターでおたずねください。

<Useful Expressions>
• If you want to use audio-visual items, please go to the information desk.
視聴覚資料を利用する場合は、受付カウンターに行ってください。
• Could you write your name in Japanese character?
お名前を仮名で書いていただけますか？
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相互利用業務

Part 1

ILL 申込

他の図書館を調べましょうか？

Shall I check other libraries?

John:	Excuse me. It seems like this library doesn’t have the book I’m
looking for. (He shows the librarian a memo.)

ジ ョ ン：

すみません。探している本がこちらの図書館にはないようなのですが。
（図書館員
にメモを見せる。）

Librarian:	(She checks the OPAC.) That’s true. We don’t have this book in the
University. Shall I check other libraries? You can borrow books from
other libraries through interlibrary loan.

図書館員：

（OPAC で確認する。）そうですね。大学内にはありません。他の図書館を調べ
ましょうか？ 相互貸借のシステムを使って他の図書館から本を借りることができま
す。

Oh, that’s a good system! Please check other libraries.

ジ ョ ン：

それはいいシステムですね。他の図書館を調べてください。

Librarian:	(She checks Webcat.) That book is found in some university libraries
in Japan. When you borrow a book from another library, you have to
pay the postage. Would you like to apply for it?

図書館員：

 Webcat を調べる。）その本は国内のいくつかの大学図書館に所蔵されていま
（
す。他の図書館から本を借りる場合、郵送代を支払わなくてはなりませんが、申し
込みをされますか？

ジ ョ ン：

ええ、代金はいくらでしょうか？ そしてどれぐらい時間がかかりますか？

図書館員：

 送代は主に本の重さによります。一般的に1000円から1300円で、到着には通常
郵
4、5日ほどかかります。

ジ ョ ン：

それなら大丈夫です。どのようにして申し込むのですか？

Librarian:	Please apply for it by the web request service on NUL website. What
department do you belong to?

図書館員：

 古屋大学図書館ウェブサイトのウェブ OPAC からの申込サービスで申請してくだ
名
さい。ご所属の学部はどこですか？

I’m a researcher at the Center for the Studies of Higher Education.

ジ ョ ン：

高等教育研究センターの研究員です。

Librarian:	OK. When the book arrives, we’ll contact you, so please come to the
ILL Desk as soon as possible. May I contact you by e-mail?

図書館員：

 い。本が届きましたらご連絡しますので、なるべく早く相互利用カウンターへお越
は
しください。電子メールでご連絡しましょうか？

ジ ョ ン：

はい。電子メールでお願いします。

John:

John:

Um, how much do I have to pay? And how long does it take?

Librarian:	The postage mostly depends on the weight of the book. Generally, it
is from one thousand to thirteen hundred yen. It usually takes about
four or five days to arrive here.
John:

John:

John:

Oh, it looks alright. How do I apply for it?

Sure. I’ll be waiting for your e-mail.

<Vocabulary>
• mostly  主に
• weight  重さ
• National Diet Library  国立国会図書館
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• depend on ~  ～によって決まる
• postage (of receiving and returning)  （往復の）送料
• prefectural library  県立図書館

<Useful Expressions>
• If you borrow from the National Diet Library, you just need to pay the cost of returning the book.  
国立国会図書館から本を取り寄せる場合、送料は片道分の負担です。
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相互利用業務

Part 2

文献複写取寄せ

他の図書館に複写の依頼をしましょうか？

Would you like to order a copy
from another library?
Joanna:

Hello. Is it possible to borrow a journal from Kyoto University?

ジョア ナ：

こんにちは。京都大学から雑誌を借りることはできますか？

Librarian:

No, you can’t borrow journals. Do you need an article in a journal?

図書館員：

いいえ、雑誌は借りることができません。雑誌の論文が必要なのですか？

Joanna:	Yes, this is the article I need. I can’t even find it in e-journal. (She
hands the librarian a memo.)

ジョア ナ：

Librarian:	You can order a copy of the article from another library, but it will be
charged. Would you like to order a copy?

 い。これがその論文です。電子ジャーナルでも見つけることができませんでした。
は
（図書館員にメモを渡す。）

図書館員：

他の図書館に複写の依頼をすることはできますが、お金がかかります。依頼しま
しょうか？

ジョア ナ：

おいくらですか？ いつ届きますか？

図書館員：

代金は1枚35円から40円で、郵送代もかかります。届くのに4、5日かかります。

ジョア ナ：

はい。では校費で複写依頼をしてください。私は工学研究科の研究員です。

図書館員：

 局図書室が依頼を取り扱います。まず校費利用申請を出して、確認されたら、
部
OPAC で工学部の図書室に複写依頼を申し込んでください。その時、
「工学部中
央図書室」を選んでください（ジョアナに画面を見せる。）。複写物が届いたらご
連絡いたします。

Joanna:

How much does it cost? When can I receive it?

Librarian:	The cost is about thirty-five to forty yen per sheet, and you also need
to pay the postage. It takes about four or five days to receive it.
Joanna:	Alright. Then I would like to order a copy at university expense. I’m
a researcher at the Graduate School of Engineering.
Librarian:	Your departmental library will manage your order. First, you need to
apply for using university expense, and when you get confirmation,
please order a copy to the library at the School of Engineering by
the OPAC. When you do that, please choose ‘Central Library of
Graduate School of Engineering’ (She shows Joanna the screen.).
You’ll be informed when the copy arrives.
(Two days later, in the Central Library of Graduate School of Engineering)
Joanna:	I’m Joanna. I ordered a copy of this article two days ago. I’m sorry,
but could I cancel my order?
Librarian:	(She checks the order.) No, it’s already sent out, so you can’t cancel
it now.
Joanna:

Oh, I see… Thank you anyway.

<Vocabulary>
• charged  有料の
• manage  管理する、取り扱う
• send out  発送する
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• per sheet  一枚あたり
• confirmation  確認、承認
• article  （雑誌の）論文

（2日後、工学部中央図書室で）
ジョア ナ： ジョアナです。2日前にこの記事の複写をお願いしました。申し訳ありませんが、依
頼を中止することはできますか？
図書館員：

 依頼を確認する。）いいえ、すでに発送されていますので、もう中止はできませ
（
ん。

ジョア ナ：

まあ、そうでしたか。ありがとうございました。

<Useful Expressions>
• Do you know the author and the title of the article?  論文の著者と題名はお分かりですか？
• What is the volume number / the year?  何巻（何年）ですか？
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相互利用業務

Part 3

ILL 到着のお知らせ、海外からの図書の取寄せ

依頼された本が届きました。

The book you requested has arrived.

Librarian:	(She leaves a message on John’s answerphone.) Hello. This is
Nagoya University Central Library. The book you requested has
arrived. Please come to the Interlibrary Loan Desk as soon as
possible.
(The next day, in the Central Library)
John:	Hi. I’m John Smith. I received a message on my answerphone that
the book I requested has arrived.
Librarian:	Thank you for coming. This is the book you requested. The due date
is June 30th. When you return the book, please prepare 590 yen in
stamps and 590 yen in coins, and bring them here with the book.
John:

OK. I’ll prepare them by the due date.

*************************************************************************

 ジョンの留守番電話にメッセージを残す。）もしもし。名古屋大学中央図書館で
（
す。依頼された本が届きました。なるべく早く相互利用カウンターへお越しくださ
い。

（翌日、中央図書館で）
ジ ョ ン： こんにちは。ジョン・スミスです。依頼した本が届いたと留守番電話にメッセージを
いただきました。
図書館員：

お越しいただきありがとうございます。こちらが依頼された本です。返却期限は6
月30日です。返却される時に590円分の切手と590円の現金を用意して本と一緒に
持って来てください。

ジ ョ ン：

はい。期限までに用意します。

*************************************************************************

Joanna:	Excuse me. It seems that this material is not available in Japan.
Could you help me? (Joanna shows the librarian a memo.)

ジョア ナ：

 みません。この資料は日本にはないようですが、どうしたらいいでしょう？（ジョア
す
ナは図書館員にメモを見せる。）

Librarian:	You can borrow the material from abroad. Delivery dates and costs
depend on countries and libraries. Usually it costs about 5,000 to
6,000 yen per book loan, including delivery cost. Sometimes it takes
several months to receive the material. Would you like to borrow it
from abroad?

図書館員：

 の資料は海外から借りることができます。配達日数と費用は国や図書館によって
こ
異なります。通常1冊の貸出は、配達費用を入れて5千円から6千円です。図書を
受け取るまでに数か月かかることもあります。海外からの取寄せをされますか？

ジョア ナ：

はい、お願いします。この本が本当に必要なのです。

Joanna:

Yes, please. I really need the material.

<Vocabulary>
• answerphone［英］/ answering machine［米］
  留守番電話
• stamp  切手
• cash  現金
• abroad  海外で、外国で
• per book loan  図書貸借一件につき
• per copy request:  複写依頼一件につき
• in coins  小銭で
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図書館員：

<Useful Expressions>
• Please prepare exactly 1,200 yen in cash.  現金で1,200円をお釣りのないように用意して下さい。
• Please do not return the book to the other desks or the book drop.  
本を他のカウンターや返却ポストに返さないで下さい。
• You need to bring the book directly to the ILL Desk.
本は相互利用カウンターに直接返しに来て下さい。
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相互利用業務

Part 4

他大学図書館訪問

紹介状が必要です。

You need a letter of introduction.

John:	Hi. I’d like to read this book, but it’s not in this library. (He hands the
librarian a memo.) I need it urgently to write a report. Can I find this
book somewhere else?

ジ ョ ン：

 んにちは。この本を読みたいのですが、こちらの図書館にはありません。（図書
こ
館員にメモを見せる。）レポートを書くのに至急必要なのですが、他の場所で探す
ことはできますか？

Librarian:	Let me check. (She checks Webcat.) The book is at the Nagoya
Institute of Technology Library. It’s not so far from here. You can
visit it and read the book. Do you know where it is?

図書館員：

 認します。（Webcat で調べる。）この本は名古屋工業大学図書館にあります。
確
ここから遠くはありません。あちらの図書館へ行って読むことができます。場所をご
存じですか？

ジ ョ ン：

はい、知っています。では、行ってみます。

図書館員：

図書館へ行かれる時は学生証をお持ちください。

John:

Yes, I do. I’ll go there then.

Librarian:

Please take your student card with you when you visit the library.

*************************************************************************

ジョア ナ：

こんにちは。南山大学図書館にある貴重書を利用したいのですが、何かすべきこ
とはありますか？

Librarian:	It’s necessary to make an appointment to use rare books. We’ll ask
the library and wait for their reply. When do you want to go there?

図書館員：

貴重書の利用照会が必要ですので、こちらで申請して先方の回答を待ちます。い
つ訪問されますか？

ジョア ナ：

来週の水曜日か木曜日です。

図書館員：

先方の回答が来ましたらご連絡いたします。

Joanna:

On Wednesday or Thursday next week.

Librarian:

We will contact you when we get their reply.

(On the next day)
Joanna:	We received a reply from Nanzan University Library that you can
visit it on either date. Now, you need a letter of introduction to visit
the library. Please decide on which date you will visit, and fill in this
application form.
Joanna:

Thank you very much for your help.

<Vocabulary>
• collection  文庫
• reply  返事
• letter of introduction  紹介状
• decide  決める
• make an appointment (with ~)  （～の）訪問予約を取る、
（～と）会う約束をする
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*************************************************************************

Joanna:	Hello. I want to use rare books at Nanzan University Library. Do I
need to do anything to visit it?

（翌日）
図書館員：

ジョア ナ：

 山大学図書館から、
南
どちらの日に来訪してもいいとの回答が来ました。図書館を
利用するのに紹介状が必要ですので、どちらの日に行くか決めて、申込書に記入
してください。
どうもありがとうございました。

<Useful Expressions>
• Please apply at least one week before the date of visit.
訪問日の一週間前までに申し込んで下さい。
• We will ask the library what we need to do to use the rare books in XX Collection.
○○文庫の貴重書の利用にどのような手続が必要か確認します。
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相互利用業務

Part 5

Please use a self-service photocopy machine.

セルフサービスの複写機を利用してください。

John:

Excuse me. I would like to make a photocopy of this article.

ジ ョ ン：

すみません。この論文をコピーしたいのですが。

Librarian:

Are you going to pay at private expense or university expense?

図書館員：

私費と校費のどちらで支払いをされますか？

John:

I will pay at private expense.

ジ ョ ン：

私費で支払います。

図書館員：

 ルフサービスの複写機を利用してください。コイン式コピー機はこの階にありま
セ
す。カード式もありますが、生協コピーカードが必要です。エレベータの後ろの販
売機か生協の店舗で買えます。

ジ ョ ン：

コイン式を使います。

図書館員：

 献複写申込書はコピー機の隣にあります。申込用紙に記入し、近くの箱に入れ
文
てください。

ジ ョ ン：

他の階にコピー機はありますか？

図書館員：

はい。カード式コピー機は、3階に1台、地下に2台あります。

Librarian:	Please use a self-service photocopy machine. A coin-operated
machine is on this floor. There are also card-operated machines. You
will need a co-op copy card for these machines. You can buy one
from a vending machine behind the elevator or at co-op stores.
John:

I will use the coin-operated machine.

Librarian:	OK. Application forms for copy services are located next to the
machines. Please fill in a form and put it in the box placed nearby.
John:

Are there any machines on other floors?

Librarian:	Yes, there are card-operated machines on other floors: one on the 3rd
floor, and two in the basement.
*************************************************************************

Librarian:	(The librarian finds Mike copying a notebook.) Excuse me. You can’t
copy notebooks here.
Mike:	I’m sorry. (He finds an error message on the copy machine.) Excuse
me. The copy machine is not working.
Librarian:	Let me see. (She checks the machine.) It looks like the machine is
jammed. I will call for service.

<Vocabulary>
• vending machine  自動販売機
• nearby  近くの、すぐ隣の
st
st
• in the (1 ) basement / on the (1 ) basement floor  地下（一階）に
• jammed  （コピー機が）紙詰まりで
• error message  エラーメッセージ
• monochrome copy  白黒コピー
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私費コピー、コピー機紙詰り

*************************************************************************
図書館員：

 マイクがノートをコピーするのを見つける。）すみません。ここではノートはコピー
（
できません。

マ イ ク：

 めんなさい。（コピー機にエラーメッセージが表示されているのを見つける。）コ
ご
ピー機が壊れていますよ。

図書館員：

 うですか。（コピー機を確認する。）紙が詰まっているようです。サービスマンに
そ
連絡を取りましょう。

<Useful Expressions>
• We don’t write a receipt for copies.  コピーの領収書の発行はできません。
• Please apply at the ILL Desk for the use of a microform reader / book scanner.  
マイクロ／上向きコピーを使う場合は相互利用カウンターにお申し込み下さい。
• If you belong to this university, it costs 20 yen for a monochrome copy / 60 yen for a color copy.  
学内の方は白黒一枚20円 / カラー一枚60円です。
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相互利用業務

Part 6

校費コピー

校費コピー機専用のカードが必要です。

You need a special copy card paid
at university expense.
Paul:

Hello. I want to make photocopies at university expense.

Librarian:	OK. You need a special copy card paid at university expense. Do you
have one?
Paul:

No, I don’t. How do I make the card?

Librarian:	You need a staff card or a name stamp of the person responsible for
using university expense.
Paul:

I am responsible, but I don’t have either of them today.

Librarian:	Oh, really? Please bring either of them next time then. The ILL Desk
is open from 8:30 a.m. to 5:15 p.m. on weekdays.
(On the next day)
Paul:	Hi. I brought my staff card. I would like to make a copy card paid at
university expense.
Librarian:	Thank you. Please fill in this application form. You can choose from
four types of cards according to the number of copies available.
Which one would you like?
Paul:

I’ll take a 650 yen card. (He fills in the form.)

Librarian:	(She checks his form and hands him a copy card.) Here you are. You
can use machines for university expense on this floor, 1st floor and in
the basement.

<Vocabulary>
• name stamp / personal seal  印鑑
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• responsible for ~  ～に対して責任がある

ポ ー ル：

こんにちは。校費でコピーを取りたいのですが。

図書館員：

はい。校費コピー機専用のカードが必要ですが、お持ちですか？

ポ ー ル：

いいえ、持っていません。どうやってそのカードを作るのですか？

図書館員：

校費使用責任者の職員証か印鑑が必要です。

ポ ー ル：

私が責任者ですが、両方とも持って来るのを忘れました。

図書館員：

 うですか。では次回どちらかを持って来てください。ILL カウンターは平日の8時
そ
半から5時15分まで開いています。

（翌日）
ポ ー ル：

 んにちは。職員証を持ってきました。校費コピー機専用のカードを作ってくださ
こ
い。

図書館員：

 りがとうございます。こちらの申込書に記入してください。コピー枚数によって4種
あ
類のカードがありますが、どれにしますか？

ポ ー ル：

650円のコピーカードにします。（用紙に記入する。）

図書館員：

 用紙を確認し、コピーカードを渡す。）どうぞ。この階と1階、地下のコピー機で
（
校費コピーができます。

<Useful Expressions>
• Photocopying is limited by the Copyright Law.  複写には著作権法による制限があります。
• You can copy less than half of the total pages of the material. To copy more than half of the total pages,
you need permission from the author.
全体のページ数の半分以下しか複写できません。それ以上は著者の許諾が必要です。
• Copying from the latest issue is not permitted.  最新号からは複写できません。

63

参考調査業務

Part 1

情報セキュリティ研修、プリンター

パスワードの変更は済んでいますか？

Have you changed your password yet?

John:

Excuse me. It’s the first time to use a PC here, but I can’t log in.

ジ ョ ン：

すみません。初めてこちらで PC を使うのですが、ログインできません。

Librarian:

Have you changed your password yet?

図書館員：

パスワードの変更は済んでいますか？

ジ ョ ン：

はい。昨日変えました。日本語でエラーメッセージが出るのですが。

図書館員：

情報セキュリティ研修を受講されましたか？

ジ ョ ン：

いいえ、まだ受けてないと思います。今受講した方がいいですか？

図書館員：

 学後1か月以内に受けなければいけませんが、もうその期間は終了しています。
入
全学教育棟本館のサテラボで研修を受けることができます。又、ご自宅でも研究
室でも、インターネットに繋がる PC なら受講できます。修了翌日からログインできる
ようになります。

John:	Yes, I’ve just changed it yesterday. I’ve got an error message in
Japanese.
Librarian:

Have you taken the Information Security Training?

John:

No, I don’t think I have. Should I take that course now?

Librarian:	You should have taken it within a month after enrollment, but the
period is over. Now, you can take the training in Satellite PC Lab.
in the Main Building for Inter-Departmental Education. You can
also take it on any PC that’s connected to the Internet: at home or in
your laboratory. You can log in from the next day after finishing the
course.
*************************************************************************

Joanna:

Hi. I’d like to print out a Word document.

Librarian:	Your print job will be sent to an on-demand printer nearby. If you
input your password and Nagoya University ID to the monitor next
to the printer, your job appears. You need a co-op copy card to print
it out.
Joanna:	Can I connect this USB flash drive directly to the printer and print
out a document? I have my document inside.

*************************************************************************
ジョア ナ：

こんにちは。Word 文書を印刷したいのですが。

図書館員：

 くのオンデマンドプリンタにジョブが送られます。パスワードと名古屋大学 ID をプ
近
リンタの横の画面で入力すると、ジョブが表示されます。印刷するには生協コピー
カードが必要です。

ジョア ナ：

この USB メモリを直接プリンタに繋いで文書を印刷することはできませんか？ 中
に文書が入っているのですが。

図書館員：

申し訳ありませんが、USB メモリから直接プリンタに送れるのは PDF や JPEG、そ
して TIFF ファイルのみです。

Librarian:	Sorry, you can only send PDF, JPEG or TIFF files directly to the
printer.

<Vocabulary>
• log in to ~  ～にログインする
• document  文書
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• enrollment  入学、登録

<Useful Expressions>
• Have you got your account yet?  アカウント発行処理は済んでいますか？
Have you ~（過去分詞形）yet?  もう～しましたか？
（already は「こんなに早く～したの？」と驚き・不審を表すので注意。）
• Please apply for Nagoya University ID at the Information Technology Center.
情報基盤センターで名古屋大学 ID を申請してください。
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参考調査業務

Part 2

OPAC 使用法、図書の探し方

Please input a keyword here and click
the ‘search’ button.
Joanna:

I’m looking for a book about Japanese literature written in English.

ジョア ナ：

日本文学について英語で書かれた本を探しているのですが。

Librarian:

Have you searched the OPAC?

図書館員：

OPAC で検索されましたか？

Joanna:	I am trying to, but I don’t understand how to find a book I want.
Could you come and help me? (She takes the librarian to a PC.)

ジョア ナ：

 索しようとしているのですが、欲しい本をどうやって探すのかわかりません。来て
検
教えていただけますか？（図書館員を PC へ連れて行く。）

Librarian:	OK. (Pointing at the PC) Is this the one you are using? (Looking
at the screen) You can see the website in English if you click here.
Please input a keyword here and click the ‘search’ button.

図書館員：

はい。（PC を指しながら）この PC をご使用ですか？（画面を見ながら）ここをク
リックすると英語版画面が見られます。こちらにキーワードを入力して、検索ボタン
をクリックしてください。

ジョア ナ：

（画面を見ながら）この本を見てみます。

図書館員：

タイトルをクリックしてください。状態に「研究室配架」と表示されているのは教授
の研究室にあるという意味です。配置場所欄に表示されている図書館の所蔵な
ので、この本を借りられるか文学部図書室に聞いてください。所蔵図書室に関す
る情報は、図書室名をクリックすると見られます。（地図を指して）図書室はここ
で、開館時間は午前9時から午後5時までです。

ジョア ナ：

はい。でも、できれば中央図書館の本を探したいのです。この本はどうでしょうか？

図書館員：

これは中央図書館の3階にあります。請求記号は本のテーマを表しているので、近
い番号の本は似たテーマについて扱っています。まわりにある本も手に取ってみて
はいかがでしょうか。

ジョア ナ：

ああ、わかりました。この近くの本を見てみます。ありがとうございました。

Joanna:

(Looking at the screen) I will try this one.

Librarian:	Please click the title. You can see that the status is ‘in laboratory’,
which means this book is in a professor’s office. It is held by the
library stated in ‘Location’, so you have to ask the School of Letters
Library if you can borrow it. You can see the information of the
library if you click ‘Location’. (Pointing at the map) The library is
here, and the opening hours are from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
Joanna:	Alright, but I want to find a book in the Central Library if possible.
What about this book?
Librarian:	This book is on the 3rd floor of this library. The call number indicates
the subject of the book, so a book with a similar number should have
a similar subject. How about trying books around this number?
Joanna:

Oh, I see. Yes, I’ll try some books around there. Thank you.

<Vocabulary>
• professor’s office  教授の研究室
• hold  所蔵する
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ここにキーワードを入力して、検索ボタンを
クリックしてください。

• similar  似ている、近い

<Useful Expressions>
• The issue you are looking for is missing / in bound.
お探しの号は欠号です / 製本中です。
• We will ask the library which holds the journal to search for the article.
その雑誌に論文が載っているかどうか、所蔵している図書館に調査を依頼します。
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参考調査業務

Part 3

Web of Science、EndNote Web

出版年で範囲を絞ることができます。

You can limit the result by the year
of publication.
Ann:	I searched the OPAC for an article about architecture in Kyoto, but
I can’t find any.
Librarian:	You can’t search for articles by their titles on the OPAC. Please use
databases. If you use this database called ‘Web of Science’, you can
search for articles in main journals in a wide range of fields. Input a
keyword here and click the search button. You can limit the result by
the year of publication. You can also search from other categories,
such as the affiliation of the author.
Ann:

OK. How do I read this article?

Librarian:	Click this ‘NULink’ icon to find out if it’s available in journal or
e-journal. This article is available in e-journal.
Ann:	Can I look at this information in a lab? I belong to Professor
Yamada’s lab in the Graduate School of Engineering.
Librarian:	You can use this database from any PC connected to the LAN of this
university, including the ones in your lab, of course.
Ann:

Then I’ll try it when I get back to the lab.

Librarian:	Please refer to this guide sheet. We will also hold a seminar, so please
attend it for details.
*************************************************************************

Nicky:	Excuse me. I heard that I can use an online tool to manage
documents.
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ア

ン：

OPAC で京都の建築に関する論文を探したのですが、見つかりません。

図書館員：

OPAC は論文のタイトルでは検索できませんので、データベースを利用してくださ
い。「Web of Science」
と言うデータベースを使うと、様々な分野の主要な雑誌に
載った論文を検索できます。ここにキーワードを入力して検索ボタンをクリックしてく
ださい。出版年で検索結果を範囲を絞り込むことができます。著者の所属等、他
の項目で検索することもできます。

ア

わかりました。では、どうやってこの論文を読めばよいのですか？

ン：

図書館員：

 ULink アイコンをクリックすると、論文の載った雑誌や電子ジャーナルがあるか調
N
べることができます。この論文は電子ジャーナルで読めますね。

ア

ン：

 究室でこの情報を見ることができますか？ 工学研究科の山田先生の研究室に
研
所属しています。

図書館員：

 内 LAN に接続されている PC ならこのデータベースを利用できます。もちろん
学
所属研究室からでも使えます。

ア

では戻ったら使ってみます。

ン：

図書館員：

ガイドシートがありますので、参考にしてください。講習会も開催しますので、詳し
く知りたければ参加してください。

*************************************************************************
ニッキ ー：

すみません。文献管理のオンラインツールがあると聞いたのですが。

Librarian:	Yes, there is an online tool called ‘EndNote Web’. You can use it for
free on the Internet if you register on the Web page. You can find a
tutorial in English on this page.

図書館員：

はい。EndNote Web と言うオンラインツールがあります。ウェブ登録をするとイン
ターネット上で無料で使えます。英語のチュートリアルがウェブページにあります。

<Vocabulary>
• limit  限定する
• affiliation  所属

<Useful Expressions>
• To search with a declinable word, please add an asterisk after the stem of the word.
語形変化のある単語で検索するには語幹の後にアスタリスクをつけてください。

• year of publication  出版年
• attend  出席する
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Column 聞き取りやすい英語の話し方

発音

アクセント

• 単語と単語を繋げて発音する（連結）
。

• アクセントの位置（単語レベル、節レベル、文レベル）に注意する。

語末子音が直後の語頭母音と連結する。

単語レベル：appropriate

I don’t even know what I need to enter the library.

節レベル：check the appropriate box

You can use your student ID as a library card.

文レベル：Check the appropriate box regarding your position.

Take it out after the clacking sound.

節・文レベルでは、強勢語と非強勢語を見分け、強勢語の中でも重要な単語を強く発音する。

• 母音の前の発音に注意する。

強勢語（内容語）
：

the /ðə/ book → the /ði/ article

do 動詞、名詞、形容詞、副詞、数詞、指示代名詞、疑問詞など

a copy card → an instructor

非強勢語（機能語）
：

• 英語の早口言葉や諺を使って母音と子音の練習をする。
th の練習
Three things to think through.（早口言葉）

接続詞、助動詞、be 動詞、代名詞、冠詞、前置詞、関係詞など
ただし、非強勢語が強くなる場合もあるので注意する。
非強勢語の you（代名詞）や can’t（助動詞）を強く発音して、肯定・否定を区別する。

fとb の練習

You can find the book on the third floor.

Birds of a feather flock together.（諺）

You can’t find the book on the third floor.
• アクセント位置の法則を知る

区切り
• 文章が長い場合、意味上のかたまりごとに区切って発音する。
Please pass through the gate（区切る）simply by holding your ID over the scanner.

接尾辞の直前の音節にアクセントが付く
-ion: location、indication、complication  ※例外 television（米）television（英）
接尾辞にアクセントが付く
-ever: whatever, whenever, wherever, whoever, however

イントネーション

ee: absentee, employee, degree, guarantee など（例外：coffee など）

• イントネーションの法則：断定は下降調、保留（疑問）は上昇調
平叙文
I’m a student of law. ↘（断定）
疑問文
Can I see your student ID? ↗（保留）

その他
• 重要な語句を明確に発音する。
You can borrow up to five books for two weeks.

What should I do? ↘（疑問詞で始まる場合は、基本的には下がり調子（↘）に話すが、
親しみを込める場合や聞き返す場合は、上がり調子（↗）に話す。）
選択疑問文
Is this yours ↗ or mine? ↘
文の途中
From left, the Information Desk, ↗ the Circulation Desk, ↗ the Interlibrary Loan Desk ↗
and the Reference Desk. ↘
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Library Tour

館内ツアー
ID カードを忘れた場合は、受付まで申し出てください。

2nd floor

紙製の学生証をお持ちの方は、受付カウンターで図書館利用証をお申込みください。

Introduction

Information Desk, Circulation Desk

Hello! Welcome to the Nagoya University Central Library Tour!

Has everyone entered smoothly? I’d like to explain each section of the library.

My name is                  . I’m a librarian here.

Here are our service desks!

I’m your guide to the library today.

From left, the Information Desk, the Circulation Desk, the Interlibrary Loan Desk and the Reference Desk.  

Please feel free to ask me any questions.

At the Information Desk, you can apply for the use of library facilities. You can also borrow audio-visual
items.

I hope you enjoy the tour!

As I said earlier, this is the place to visit when you forget your ID.

イントロダクション
こんにちは！ 名古屋大学中央図書館ツアーへようこそ！
私は当図書館職員の

です。

本日の皆さまの図書館ツアーをご案内します。
わからないことがありましたら、何でも聞いてください。
それでは、ツアーを楽しんでください！

At the Circulation Desk, you can borrow and return books.
Please use the book drop in front of the library when we are closed.
受付カウンター、貸出・返却カウンター
皆さん入館しましたか？ では、館内の各セクションについてご説明します。
こちらがサービスカウンターです。
左から、受付カウンター・貸出 / 返却カウンター・相互利用カウンター・参考カウンターです。

At the entrance

受付カウンターでは、主に、館内施設の利用申込みや視聴覚資料を借りることができます。

Let’s start the tour from the entrance!

先ほども言いましたが、ID カードを忘れた場合はこちらに申し出てください。

The library entrance is on the 2nd floor, not the 1st floor.

貸出 / 返却カウンターでは、本の貸出・返却ができます。

There are security gates in front of you to enter the library.

図書館が閉まっている時は、ブックポストをご利用ください。

You can see the Starbucks on your left / right.
Please remember that you CANNOT eat, drink or use cell phones anywhere within the security gates.
And please DO NOT smoke inside or around the library.
入口にて
では、入口からツアーを始めましょう
！
図書館の入口は2階です。1階ではありません。
皆さんの前には図書館の入館ゲートがあります。
左／右側にスターバックスがあります。
ゲートの内側では飲食や携帯電話での通話はできませんのでご注意ください。

Using self-checkout machines
Now, please pay attention to these self-checkout machines.
With your student ID, you can check out books for yourself.
Follow the directions on the screen.
Let the scanner read the IC chip.
Or hold the magnetic strip side upward, and insert your ID making the strip on the right side of the card.
Then, set a book on the corner and take it out after the clacking sound.
Don’t forget to take a receipt and your ID!

また、図書館内・図書館周辺は禁煙です。

These machines are located on the 2nd and 3rd floors.

Entering the library

では、こちらの図書自動貸出機に注目してください。

To enter the library, you need your Nagoya University ID card.

ID カードがあれば、自分で本を借りることができます。

I’d like to demonstrate how to use the ID card at the entrance.

画面の指示に従ってください。

If you have an ID with a magnetic strip, swipe the card like this.

IC チップを機械に読み取らせてください。

Those who have an ID with an IC chip can pass their card over the card reader.

または、磁気ストライプ面を上にし、ストライプを右側にして入れてください。

In case you forget your ID, please visit the Information Desk.

次に、本を角に合わせて置き、「コトン」という音がしたら取り出してください。

If you have a paper student ID, please apply for a library card at the Information Desk.

レシートとID カードをお忘れなく
！

入館

自動貸出機は2階と3階にあります。

＊ ID カード：学生証・教職員証（文中では「ID カード」を使用）

入館するには、名古屋大学発行の ID カードが必要です。
それではここで、ID カードの使用法を説明します。
磁気ストライプの ID カードをお持ちの方は、カードをリーダーに通してください。
IC チップの ID カードをお持ちの方は、リーダーにカードをタッチさせてください。

図書自動貸出機を使う

Interlibrary Loan Desk
At the Interlibrary Loan Desk, or the ILL Desk, you can ask about photocopying library items and the
interlibrary loan service.
You can order through the NUL website if you need to borrow books or get articles from other libraries.
If you cannot use the website, please order through your departmental library.
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相互利用カウンター

The Learning Commons (south area)

相互利用カウンターでは、図書館資料のコピーや図書館相互利用サービスについて質問ができます。

Group Learning Area

図書や文献の取寄せは NUL ウェブサイトをご利用ください。

Here is a space for group studying. You can bring your laptop here.

ウェブサイトが利用できない場合は、所属学部の図書室でお申込みください。

There is also a projector available for practicing presentations. Please go to the Information Desk when
applying for the use of a projector.

Letter of introduction

グループラーニングエリア

The ILL Desk issues a letter of introduction when you need one to visit other university libraries. You might
be asked to bring one especially when you are visiting private schools.

こちらはグループ学習のための空間です。自分のノートパソコンを持ち込めます。

紹介状
他大学の図書館を訪問する時に紹介状が必要な場合は、相互利用カウンターで発行します。特に私立
大学を訪問する時は、紹介状が必要な場合があります。

また、プロジェクターを使って発表の練習ができます。プロジェクターの利用は受付カウンターで申込んでく
ださい。

Seminar Room B
This is the Seminar Room B. Lectures, training courses and guidance sessions are held in this room.

Reference Desk

You can use PCs without a reservation when lectures are not held in this room.

At the Reference Desk, you can ask about or get advice on how to search for books and articles.

The CALL system is available for language learning.

You can also ask how to use online tools such as databases, E-Journals and E-Books.

セミナールーム B

参考カウンター

ここはセミナールーム B です。ここでは、講義・研修・ガイダンスが開かれます。

参考カウンターでは、本や資料の調べ方について質問・相談できます。

講義などが行われていない場合は、予約なしでパソコンが使えます。

また、データベース・電子ジャーナル・電子ブック等の電子資料の利用についても聞くことができます。

語学学習のための CALL システムが利用できます。

Using computers

Reference books

You can use PCs in the Learning Commons on the 2nd floor and in the Satellite PC Lab. on the 4th floor.
You can also get access to our wireless LAN network called “NUWNET” anywhere in the library. You need
your Nagoya University ID and password to log on to PCs and wireless LAN in the library.
There are printers available in the Learning Commons on the 2 floor and in the Satellite PC Lab on the 4
floor.
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To use printers, you must buy a prepaid co-op copy card from a vending machine.  
You can also buy prepaid cards at co-op stores near the library.

Reference books, such as dictionaries, handbooks and maps, are assembled around this area.
These books can be used for researching but do not circulate.
参考図書
こちらには、辞書・便覧・地図などの参考図書が並んでいます。
調べものに使うことはできますが、借りることはできません。

パソコンを使う

Newly arrived journals and newspapers

2階のラーニング・コモンズと4階のサテライトラボでは図書館備え付けのパソコンが使えます。

Here, we place the latest issues of journals and back issues from the past year. You can also find domestic
and foreign newspapers of the month.

また、全館で無線 LAN（NUWNET）が利用できます。パソコン・無線 LAN を利用するには、名古
屋大学 IDとパスワードが必要です。

Journals and newspapers cannot be checked out.

2階のラーニング・コモンズと4階のサテライトラボには、プリンターもあります。

新着学術雑誌・新聞コーナー

館内のプリンターを利用の際は、生協のプリペイドコピーカードを自動販売機で購入してください。

こちらには、新着のものと過去1年分の学術雑誌が置いてあります。当月分の国内・外国新聞もこちらで
す。

プリペイドカードは図書館近くの生協ストアでも買えます。

The Learning Commons
We call this entire floor “The Learning Commons,” where people can discuss for academic purposes. You
can work as a group, discuss in study meetings and watch satellite broadcasts, for instance.

雑誌・新聞は借りることができません。

Overseas satellite broadcasts
You can watch CNN and other foreign satellite broadcasts in this corner.

If you prefer a quieter area, please use floors other than the 2nd floor.

The volume control button is here. You can hear well right under the speaker.

ラーニング・コモンズ

衛星放送

このフロア全体は「ラーニング・コモンズ」と呼ばれ、議論や相談をしながら学習できます。例えば、グ
ループでの共同作業や勉強会をしたり、衛星放送を見たりすることもできます。

ここでは、CNN など、世界各国の衛星放送を見ることができます。

静かな空間をご希望の方は、2階以外のフロアをご利用ください。

音量調節ボタンはここです。スピーカーの真下に来ると、よく聴こえます。

Audio-visual booths
Audio-visual booths are available if you want to watch videos or DVDs or listen to CDs. Movies and
language learning items are available as well.
Please apply at the Information Desk and receive a controller and a headphone set.
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You need to check out DVDs before watching them at the booth.

ノートなどの私物はコピーできません。

視聴覚ブース

コピーをする際は、著作権法に従ってください。

視聴覚ブースでは、DVD、CD、ビデオテープなどを見ることができます。映画や語学学習教材もありま
す。

コピーをした後は、資料を元の場所に戻しましょう。

受付カウンターで申込み、ヘッドフォンとリモコンを受け取ってください。

Newly arrived books

DVD を視聴する時は、一度貸出手続きをしてください。

Newly arrived books are placed here. You can borrow them except for reference books.

The Learning Commons (north area)

新着図書コーナー
新着図書はこちらです。参考図書以外は借りることができます。

Multipurpose Learning Area
You can bring your laptop and study in this area.

Works by the faculty

多目的ラーニングエリア

These are works by the faculty. You can find these books on other floors as well, and they can be checked
out.

このエリアでは、持ってきたパソコンで学習できます。

Writing Support Area

名大教員著作
ここには名大教員の著作があります。こちらの本は他の階にもあり、借りることができます。

There are wide desks especially placed for two people to work together on reports.
ライティング・サポートエリア
二人用の机があり、協力してレポートを作成できます。

3rd Floor

Seminar Room A
Magazines

セミナールーム A

In this lounge, you can enjoy literary and hobby-oriented magazines.

こちらはセミナールーム A です。ガイダンスや研修、講義が行われます。講義がない時は、予約なしで
パソコンの利用ができます。

You can’t borrow magazines, so please read them here.

Support Desk
At the Support Desk, student support staff will help you search for library items and help you with IT
problems. They are here on weekdays from 3:00 p.m. to 7:00 p.m.

Travel guides can be checked out.
雑誌コーナー
こちらでは、文学や趣味についての雑誌を楽しむことができます。
雑誌を借りることはできませんので、ここでお読みください。

総合サポートカウンター

旅行ガイドは借りることができます。

調べ物やパソコンのトラブルなどでお困りの時は、総合サポートカウンターの学生サポートスタッフがお手伝
いします。対応は、平日15時から19時までです。

Books for International Students

Photocopy machines
There are two different types of photocopy machines: card-operated and coin-operated.
Card-operated machines are located on every floor.
A coin-operated machine and a co-op card vending machine are only located on the 2nd floor.
Please note that you can only make photocopies of library items.

Here, we place books for international students.
They are mainly textbooks in English. You can borrow them as well.
留学生向け英語基本図書
こちらには、留学生向けの本が置いてあります。
主に英語で書かれた教科書で、借りることができます。

Photocopying personal items such as notebooks is not permitted.

Books for job hunting

You must follow the Copyright Law when you make photocopies.

These books could be useful when you job-hunt or want to acquire certificates.

After making photocopies, please bring items back to where they were.

就職関係の本

コピー機

こちらの本は、就職活動をするときや資格を取りたいときに役立ちます。

コピー機には、カード式とコイン式があります。
カード式コピー機は各階にあります。
コイン式コピー機と生協のカード販売機は2階にしかありません。
コピーができるのは、図書館の資料に限ります。
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Browsing Room

This is the Seminar Room A. Guidance sessions, training courses and lectures are held in this room. You
can use PCs without a reservation when lectures are not held in this room.

International Students’ Corner
There are books about Japan written in English.
Anyone can borrow these books.
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留学生コーナー

サテライトラボ

ここには日本について英語で書かれた本があります。

こちらには情報メディア教育センターに接続された30台のパソコンがあります。

誰でも借りることができます。

パソコンを使うには、名大 IDとパスワードが必要です。
インターネットを使ったり、レポートを書いたりすることができます。

Books for undergraduates
The bookshelves on the rest of the floor have books which undergraduates often use. You can borrow up
to five books at a time. The loan period is two weeks. After you use books in the library, please bring them
back to where they were.

ガイダンスや講義も行われます。
大学の中には、図書館以外の場所にもサテライトラボが約10室あります。

You can find the location of a book by the call number on its spine label.

Exhibition Room

The books with red labels are non-Japanese books.

We hold exhibitions of rare books and special collections here in spring and autumn.

学習用図書

Please come and see them!

こちら側のフロアの本は主に学部生向けです。本は一度に5冊借りることができます。貸出期間は2週間
です。図書館内で本を利用した後は、元の場所に戻してください。

ここでは春と秋に貴重書やコレクションの展示会を開催しています。

本の場所は、本の背ラベルにある請求記号で探すことができます。
赤いラベルの付いた本は洋書です。

展示室
ぜひ見にいらしてください。

Books for researchers

Books for English reading

Books for researchers are organized by category.

These books are often used by undergraduates to learn English.
Novels in English can also be enjoyed by international students.

For example, books about Arts and Humanities are here on the 4th floor, and books about Social and Natural
Sciences are on the 1st floor. Japanese books are separated from non-Japanese books.

英語多読図書

Aside from books for undergraduates, you can borrow up to five books for researchers for two weeks.
研究用図書

これらの本は、学部生が英語を学ぶのによく使われます。
英語の小説は留学生も楽しむことができます。

研究用図書は分野別に整理されています。

Shinsho and Bunko-style paperbacks

研究用図書は、学習用図書とは別に5冊まで2週間借りることができます。

人文系の図書はここ4階、社会・自然系の図書は1階です。和図書と洋図書に分かれています。

Shinsho and Bunko-style books are placed separately from other books.
新書・文庫本

Books without barcode labels

新書と文庫本は他の本とは別の場所に置いてあります。

Books without barcode labels cannot be checked out with self-checkout machines. If you want to borrow
such books, please go to the Circulation Desk.
バーコードのない図書

Dictionaries for studying
I said earlier that you cannot borrow dictionaries on the 2 floor. However, you can borrow these
dictionaries on the 3rd floor.
nd

バーコードのない図書は、自動貸出機で借りることができません。借りるときは、貸出カウンターへお越しく
ださい。

学習用辞書
2階の辞書は借りられないと言いましたが、3階の辞書は借りることができます。

4th Floor

1st floor
Books for researchers
Books for researchers about Social and Natural Sciences are on this floor.

Satellite PC Lab., etc.

Satellite PC Lab.

研究用図書
社会・自然系の研究用図書はこの階にあります。

There are 30 PCs connected to the Center for Information Media Studies.
You need your Nagoya University ID and password to use the PCs.
You can get access to the Internet and write reports here.

1st Basement

Guidance and lectures are held in the lab.
Aside from the library, there are about 10 Satellite PC labs located in the University.

Back number journals
There are back numbers of scholarly journals in the basement.
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館内ツアー 基本表現

They are arranged by titles.
You cannot borrow bound journals. However, you can make photocopies of their articles in the library.
学術雑誌バックナンバー
地下には学術雑誌のバックナンバーがあります。
雑誌名順に並んでいます。
製本した雑誌は借りることができませんが、館内でコピーすることはできます。

Electric movable bookshelves
Please take a look at these electric movable bookshelves.
1) First, check no one is between bookshelves in the same block. You can only use one aisle in the block.
2) Push the button, then you will see a green light. That means the shelf will open.
3) After you find an item you want, please walk out of the aisle as soon as possible.
4) Push the button to turn off the light for the next user.
I’d like to tell you some important reminders.
Do not leave a stool between the shelves!
Do not read between the shelves!
電動書架

ツアー集合場所で
• Are you going to join the Library Tour? 館内ツアーに参加されますか？
• What time does the tour start? ツアーは何時からですか？
• T
 he Library Tour will start at 11 a. m. Please wait here until then. 館内ツアーは 11 時にはじまりますので、
それまでここでお待ちください。
• I ’d like you to remember that eating, drinking or using cell phones are not permitted anywhere inside the
security gates. ゲートの内側では飲食や携帯電話での通話はできないのでご注意ください。
［丁寧な表現］
• When is the next tour? 次回の図書館ツアーはいつですか？
• T
 he next tour is scheduled for October 19th. You’ll be able to check the details of upcoming tours on the
library notice board and our website. 次回は 10 月 19 日に予定されています。詳細については、館内掲
示板またはウェブサイトでご確認ください。
入館ゲートで
• Swipe the card like this. こうやってカードを通してください。
• Please try it again. もう一度やってみてください。

こちらの電動書架をご覧ください。

• Please hold the card over the reader again. 再度カードを読み取り機にかざしてください。

1）まず、同じブロックの中に誰もいないことを確認してください。1ブロックで1つの通路しか使うことができ
ません。

• Please try swiping the card this time. 今度はカードを機械に通してみてください。

2）ボタンを押すと、緑色に光ります。そして棚が開きます。

• Please touch the reader with your card. カードで読み取り機に触れてください。
• P
 lease go to the Information Desk and show your card to the staff. 受付カウンターに行ってカードを見せてく
ださい。

3）目的の資料を見つけたら、すぐに通路から出てください。
4）ボタンを押してライトを消し、次の人が使えるようにしてください。
いくつか重要な注意点があります。
書架の間に踏み台を置いたままにしないでください。
書架の間で本を読まないでください。

Back number newspapers
Newspapers before this month are organized in that area.
Reduced-size and reprinted editions are placed in the movable bookshelves nearby.
新聞のバックナンバー
先月以前の新聞はあちらに整理されています。
縮刷版の新聞は近くの電動書架にあります。

• H
 ow about if I have an ID with both magnetic strip and IC chip? 磁気ストライプとIC チップのどちらも付い
ていたらどうしましょう？
• I recommend you to use the IC chip because the magnetic strip will get worn out. 磁気ストライプは摩耗す
るので、IC チップの利用をお勧めします。
• You can use either. / Either is fine. どちらを使ってもいいですよ。
移動する時
• Please follow me. / Please come this way. 付いて来てください。
• Please stay with the group. はぐれないように気を付けてください。
• Please don’t spread out. / Please stay close together. 散らばらないでください。
• Is everyone here? 全員いらっしゃいますか？
• Let’s go to the          floor.

Closing
That’s all for the library tour.

• Let’s go up / down the stairs to the 3rd floor. 階段で 3 階へ上がりましょう／降りましょう。

Thank you for your participation!

• Let’s go up / down in the elevator to the 2nd floor. エレベータで 2 階へ上がりましょう／降りましょう。

Now, we are going back to the 2nd floor.
ツアー終了
これで、図書館見学ツアーは終わりです。
ご参加ありがとうございました。
では、2階に戻りましょう。
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階へ行きましょう。

地下 1 階：basement / first basement (level / floor) / first floor in the basement

• The next stop / Next up is the Group Learning Area.

次はグループラーニングエリアです。

• Let’s go look at journals and newspapers. 雑誌と新聞コーナーへ行きましょう。
• Let me talk about the Learning Commons. ラーニング・コモンズについてお話します。
• Here is / This is the International Students’ Corner. こちらが留学生コーナーです。
• Behind you is the Support Desk. / The Support Desk is behind you. 後ろにあるのがサポートデスクです。
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話し方・歩き方について

• Let me check and answer it after the tour. ツアー終了後に調べてお答えします。

• Can you hear me well? ちゃんと聞こえていますか？
• Am I talking too quickly / slowly?

話すのが速すぎますか／遅すぎますか？

• Am I walking too quickly / slowly?

歩くのが速すぎますか／遅すぎますか？

その他
• Let me have your attention, please. 注目してください。
• Please move this way / toward the wall. こちらへ／壁側へ寄ってください。

コピー機について

• Please make way for them. 人が通るので道をあけてください。

• T
 hese four photocopy machines are card-operated, and that machine is coin-operated. この 4 台のコピー機
はカード式で、あちらの 1 台はコイン式です。

•	We are having a Library Tour. Please excuse the disturbance. 館内ツアーを行っています。お騒がせしてす
みません。

• You need a co-op copy card to use these three machines. この 3 台を使うには生協のカードが必要です。

• Restrooms / Toilets are here. トイレはこちらです。

• This is the vending machine to buy a co-op copy card. これが生協コピーカード販売機です。

• OPAC stands for Online Public Access Catalog. OPAC は Online Public Access Catalog の略です。

• Y
 ou need a copy card paid at university expense to use this machine. このコピー機を使うには校費コピーカー
ドが必要です。

• K
 orean and Chinese books are included in the Japanese Books. ハングルと中国語の本は和書に含まれてい
ます。

• Y
 ou can buy a copy card paid at university expense at the ILL Desk.
ターで買えます。

校費コピーカードは相互利用カウン

• T
 o make photocopies paid at university expense, please fill in this application form.
るには、この申込書に記入してください。
• Please fill in the Application Form for Copy Services.

校費コピーカードを作

• Shinsho and Bunko-style books are paperbacks. 新書と文庫本は、ペーパーバックの本です。
• Shinsho books are slightly larger than Bunko-style books. 新書は文庫本より少し大きいです。

文献複写申込書に記入してください。

• T
 he photocopy machines are available basically to graduate students and over.
的に院生以上の人が使えます。

• I f you are unsure of the proper location of the book you have used, please bring it to the Circulation Desk.
Don’t put it anywhere other than the original location. 本を使った後、元の場所がわからなくなったときは、
貸出／返却カウンターへ持って行ってください。元あった場所以外に本を置かないでください。

図書室内のコピー機は基本

• Please insert the ID following the direction of the arrow. ID カードを矢印の方向に入れてください。

• P
 hotocopies should be paid by putting student IDs on the card reader. / Photocopies should be paid with
student IDs. コピー機は、学生証で認証して課金します。
• For first-time users, student IDs must be registered. Visit the Library counter to find out if the ID is registered.
	初回利用時は、学生証の登録が必要です。登録されているか確認をしますので、カウンターにお越しくだ
さい。
• It takes approximately ten minutes for registration.

利用登録には 10 分程かかります。

遅れて参加する人への対応
• Sorry, I’m late for the Library Tour! すみません。館内ツアーに遅れてしまいました！
• No problem! Join in!

大丈夫ですよ。参加してください。

• I t started not too long ago. Can you see them over there? まだ始まったばかりです。
あちらにいるのが見えま
すか？
• I think the tour is on the 3rd floor now. I’ll take you there. ツアーは今 3 階にいると思いますので、ご案内し
ます。
可動書架 movable bookshelf : electric（電動式）
、mechanical（ハンドル式）
• E
 xcuse me. I need to move the shelves. Could you clear the aisle? すみません。書架を動かしたいので、
通路を空けていただけますか？
• L
 ock to fix the shelves before you enter the aisle, and unlock after you exit. 通路に入る前に書架をロックし
て書架を固定し、出た後はロックを解除してください。
• Turn the handle to slide the shelves. ハンドルを回して書架を動かしてください。
参加者からの質問への対応
• I ’ll provide enough time to answer your questions after the tour. ツアー後、質問にお答えする時間を十分
にとります。
•	I think what you’re asking could be better answered by the registrar’s office, so please ask them.
は教務課に関連することなので、そちらで聞いてください。
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その質問

83

英語索引
a while ago
abroad
accept
accompanying material
according to ~
actual book
actual thing
affiliation
after three days
agricultural science
ahead
alien registration card
allow
alphabetical order
alumna（複 alumni）
alumnus（複 alumni）
analysis（複 analyses）
answering machine［米］
answerphone［英］
anxious
anyway
apologize
application form
apply for ~
appreciate
appropriate
archive
arrange
article
as soon as ~ can
ask（人）for ~
assistant
assistant professor
associate professor
at one time
at private expense
at university expense
at your convenience
attached material
attachment
attend
audio-visual booth
auditing student
auditor
author
available
back number
basement
bathroom［米］
beep
belong to
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しばらく（少し）前に
海外で、外国で
受け入れる
付属資料
～に準じて、従って
実際の本
現物
所属
3日後に
農業科学
前もって
外国人登録証
許す
アルファベット順
卒業生（単数形女性）
卒業生（単数形男性）
分析、解析
留守番電話
留守番電話
不安な、心配した
とにかく、でも
謝る
申込書
～を申請する、申し込む
感謝する
適切な、妥当な、相応しい
保存書庫
手配する、配列する
論文
できるだけ早く
（人に）～を求める
助手、秘書
助教授
准教授
一度に
私費で
校費で
（あなたの）都合の良い時に
付属資料
付属資料
出席する
視聴覚ブース
聴講生
聴講生
著者、作者
利用できる
バックナンバー
地下（一階）
トイレ、浴室
ビーッと言う音を出す
～に属する

page
30
56
46
26
22
46
46
68
36
34
48
42
26
14
6
6
12
56
56
4
16
32
6
34
9
6
32
26
54
28
42
38
38
38
22
26
26
28
26
26
68
50
36
36
18
20
79
60
34
8
6

bill
book drop
borrow
bother
brochure
by the way
calendar year
call number
carry
cash
certificate
charged
check
check in
check out
checked out
Chinese character
circulate
circulation desk / counter
classification number
classified
collection
complicated
condition
confirm
confirmation
continuously
cooperation
copy
Copyright Law
current day
database
date of visit
days later
decide
declinable word
deliver
department
depend on ~
directly
display
document
driver’s license［米］
driving licence［英］
due date
economics
employ
employment period
encyclopedia
enrollment
entrance gate

請求書
ブックポスト
借りる
迷惑をかける
パンフレット
ところで
暦年
請求記号
～を遂行する、持っている
現金
証明書
有料の
（正しいかどうかを）確認する
返却する
借りる
貸出中で
漢字
貸し出す
貸出・返却カウンター
分類番号
分類された
文庫
複雑な
条件、状態
（正しいということを）確認する、裏付ける、承認する
確認、承認
継続的に
協力
（本等の）冊、部数
著作権法
当日
データベース
訪問日
3日後に
決める
語形変化のある単語
配達する
学部
～によって決まる
直接
表示する
文書
運転免許証
運転免許証
返却期限
経済学
雇う
雇用期間
百科事典
入学、登録
入館ゲート

page
42
73
10
50
38
14
44
10
8
56
38
54
42
22
10
20
16
10
26
18
14
58
16
42
42
54
42
8
12
63
48
50
59
37
58
69
50
6
52
38
50
64
42
42
22
12
38
39
26
64
4
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error message
even
even if ~
exit gate
expired
explain
extend
external user
facility
faculty
fill out
find out
fix
for（more）details
for further information
for the moment
for the second time in a row
for the time being
four hundred twenties
freshman
full-time student
full-time worker
general
general affairs division
get ~ fixed
get access to
go off
grad（graduate）student
graduate
Group Research Room
hand ~ to（人）
have a look at
health insurance card
hold
holdings
however
I have no idea
I’m afraid ~
immediately
in a hurry
in bound
in charge
in coins
in exchange for ~
in fact
in order to
in three days
include
inclusion
indicated
Information Technology Center
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エラーメッセージ
～さえ
～だとしても
退館ゲート
（利用証が）期限切れの
説明する
延長する
学外利用者
施設、設備
教職員
記入する
調べる、見いだす
直す、修理する
詳細については
詳細については
さしあたり
続けて二回
さしあたり
420番台
（4年制大学等の）1年生
正規学生
正規職員
大まかな、一般的な
庶務課
～を修理してもらう、～を修理する
～にアクセスする、利用する
（アラームや目覚まし等が）鳴る
大学院生
卒業生
グループ研究室
（人）に～を手渡す
～を見る、一見する
健康保険証
所蔵する
所蔵
しかし、一方
全くわかりません
あいにく、申し訳ありませんが
すぐに
急いでいる
製本中
担当の
小銭で
～と引き換えに
実は
～する為に
3日後に
含む
付属資料
示された
情報基盤センター

page
60
4
22
8
44
48
24
20
48
77
6
14
44
24
10
24
24
24
18
34
36
38
14
38
44
6
8
6
6
48
48
50
42
66
10
30
36
20
28
30
67
38
56
48
50
12
37
26
26
16
65

instead of ~
instructor
interlibrary loan
invoice
issue
jammed
Japanese (syllabary) character
journal
junior
laptop
later
latest edition
latest issue
lecturer
lend
Let’s see.
letter of introduction
limit
line［米］
literature
loan period
location
log in to ~
look up
lost
magnetic data
make a reservation
make an appointment（with ~）
manage
missing
monochrome copy
mostly
name stamp
National Diet Library
nearby
necessary
Nippon Decimal Classification
numerical order
out of print
out on loan
over there
overdue
paper-made
part-time worker
part-timer
pass through
per book loan
per copy request
per sheet
period of time
personal seal

～の代わりに
講師
図書館相互貸借
請求書
発行する
（コピー機が）紙詰まりで
仮名
雑誌
（4年制大学等の）3年生
ノートパソコン
後で
最新版
最新号
講師
貸し出す
（考えながら）そうですね。
紹介状
限定する
行列
文学
貸出期間
配置場所、位置
～にログインする
調べる、検索する
失われた、無くなった
磁気データ
予約する
（～の）訪問予約を取る
管理する、取り扱う
行方不明の、紛失した
白黒コピー
主に
印鑑
国立国会図書館
近くの、すぐ隣の
必要である
日本十進分類法
番号順
絶版
貸出中
あそこに、向こうに
（返却）期限の切れた
紙製の
パート職員
パート職員
通る、通過する
図書貸借一件につき
複写依頼一件につき
一枚あたり
時間帯
印鑑

page
46
38
40
42
36
60
16
26
34
50
32
47
63
38
32
12
58
68
30
16
22
10
64
16
46
44
10
58
54
28
60
52
62
52
60
42
18
14
47
10
18
32
36
38
38
4
56
56
54
48
62
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photocopy card
photocopy machine
physics
pick up
place
position
postage（of receiving and returning）
postcard
prefectural library
present
printout
probably
professor
professor’s office
put a circle
queue［英］
rare book
receive
reference book
reference desk
regarding ~
register for ~
registrar
registrar’s office
regular employee
reissue
renew
repair
repeat a year
replacement
reply
report of found items
report of lost books
report of lost library card
report of lost（stolen）property
report to ~
Research Meeting Room
Research Room
research student
research worker
researcher
reservation
responsible for ~
restroom
return
right here
row
Satellite PC Laboratory（Lab.）
satisfy
school of agricultural sciences
school year
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コピーカード
コピー機
物理学
受け取る
置く
身分
（往復の）送料
（官製）はがき
県立図書館
現在の
プリント
多分
教授
教授の研究室
丸を付ける
行列
貴重書
受け取る
参考図書
参考カウンター
～について
～に登録する
教務課
教務課
正規職員
再発行する
更新する
修理する、直す
留年する
代替品
返事
拾得物届
図書紛失届
図書館利用証紛失届
遺失（盗難）届
～に報告する
共同研究室
研究個室
研究生
研究員
研究員
予約
～に対して責任がある
トイレ、浴室
返却する
ちょうどここに
段
サテライトラボ
満たす、満足させる
農学部
学年度

page
26
26
18
42
28
6
52
42
52
42
11
12
38
66
7
30
59
34
26
50
48
38
44
44
38
46
24
44
44
46
58
46
46
46
46
46
48
48
36
38
38
10
62
35
22
22
16
48
42
34
44

self-checkout machine
自動貸出機
Seminar Room
セミナールーム
send out
発送する
senior
（4年制大学等の）4年生
separately from ~
～とは別に
service hours
受付時間
several
いくつかの
show up
現れる
similar
似ている、近い
somewhere else
他の場所に
sophomore
（4年制大学等の）2年生
specific
特定の
specify
特定する
spine
（書物の）背
stairs
階段
stamp
切手
stand for
（略語が）～を表す
status
（利用）状態
stem of the word
語幹
step away from
～から一歩離れる
still
まだ～である、まだ～している
storage space
保管場所
stuck
行き詰った、動きが取れない
student ID（card）
学生証
student of law
法学部生
subject area
主題領域
suppose
推測する、思う
symbol
記号、符号
take a look at
～を見てみる、一覧する
take a note of / take notes of
～を書き留める
take ages
長い時間が掛かる
temporary
一時的な、臨時の
temporary staff
派遣社員
thesis（複 theses）
論文、卒業論文
Though A, B（B. A, though）
A ではあるが、B である
three-digit number beginning with zero
0番台
three-digit number beginning with zero one zero 010番台
tip
アドバイス
toilet［英］
トイレ、浴室
topic
主題、テーマ
topic of research
研究テーマ
two hundreds
200番台
unfortunately
残念ながら、申し訳ありませんが
unless ~
～しない限り
up to ~
（最大で）～まで
update
（最新の情報で）更新する
urgently
至急
used bookstore
古本屋
user
利用者
vending machine
自動販売機
visitors list
来館者リスト、受付簿

page
30
48
54
34
16
36
22
20
66
22
34
18
28
14
18
56
40
28
69
8
24
28
8
4
4
14
22
16
12
10
14
28
38
22
40
18
18
14
35
42
42
18
22
30
22
44
28
47
20
60
34
89

日本語索引
walk-in user
waste
weekday
weight
while ~
white paper
within ~
work
writer
year of publication
yearbook
yet
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学外利用者
無駄にする
平日
重さ
～している間に
白書
～のうちに、以内に
機能する、うまくいく
著者、作者
出版年
年鑑
まだ～でない、していない

page
20
40
36
52
36
26
46
30
18
68
26
34

010番台
0番台
（4年制大学等の）1年生
200番台
（4年制大学等の）2年生
（4年制大学等の）3年生
（4年制大学等の）4年生
A ではあるが、B である
あいにく、申し訳ありませんが
（～に）アクセスする、利用する
あそこに、向こうに
後で
アドバイス
謝る
（略語が～を）表す
現れる
アルファベット順
行き詰った、動きが取れない
いくつかの
遺失（盗難）届
急いでいる
一時的な、臨時の
一度に
一枚あたり
（～から）一歩離れる
印鑑
受け入れる
受付時間

three-digit number beginning with zero one zero
three-digit number beginning with zero
freshman
two hundreds
sophomore
junior
senior
Though A, B（B. A, though）
I’m afraid ~
get access to
over there
later
tip
apologize
stand for
show up
alphabetical order
stuck
several
report of lost（stolen）property
in a hurry
temporary
at one time
per sheet
step away from
name stamp / personal seal
accept
service hours
pick up
受け取る
receive
lost
失われた、無くなった
within ~
（～の）うちに、以内に
driver’s license［米］/ driving licence［英］
運転免許証
error message
エラーメッセージ
extend
延長する
general
大まかな、一般的な
place
置く
weight
重さ
abroad
海外で、外国で
alien registration card
外国人登録証
stairs
階段
take a note of / take notes of
（～を）書き留める
external user / walk-in user
学外利用者
student ID（card）
学生証
confirmation
確認、承認
check
（正しいかどうかを）確認する
（正しいということを）確認する、裏付ける、承認する confirm
school year
学年度
department
学部
circulation desk / counter
貸出・返却カウンター
loan period
貸出期間

頁
18
18
34
18
34
34
34
40
20
6
18
32
14
32
40
20
14
8
22
46
30
28
22
54
8
62
46
36
42
34
46
46
42
60
24
14
28
52
56
42
18
10
20
4
54
42
42
44
6
26
22
91

貸出中で
貸し出す
紙製の
（コピー機が）紙詰まりで
仮名
借りる
（～の）代わりに
漢字
感謝する
官製はがき
管理する、取り扱う
（利用証が）期限切れの
（返却）期限の切れた
記号、符号
貴重書
切手
記入する
機能する、うまくいく
決める
教授
教授の研究室
教職員
共同研究室
教務課
協力
行列
グループ研究室
経済学
継続的に
研究員
研究個室
研究生
研究テーマ
現金
健康保険証
現在の
限定する
現物
県立図書館
講師
（契約や免許を）更新する
（最新の情報で）更新する
校費で
語幹
国立国会図書館
語形変化のある単語
小銭で
コピーカード
コピー機
92

out on loan
checked out
circulate
lend
paper-made
jammed
Japanese character
borrow / check out
instead of ~
Chinese character
appreciate
postcard
manage
expired
overdue
symbol
rare book
stamp
fill out
work
decide
professor
professor’s office
faculty
Research Meeting Room
registrar / registrar’s office
cooperation
line［米］/ queue［英］
Group Research Room
economics
continuously
research worker / researcher
Research Room
research student
topic of research
cash
health insurance card
present
limit
actual thing
prefectural library
instructor / lecturer
renew
update
at university expense
stem of the word
National Diet Library
declinable word
in coins
photocopy card
photocopy machine

頁
10
20
10
32
36
60
16
10
46
16
9
42
54
44
32
16
59
56
6
30
58
38
66
77
48
44
8
30
48
12
42
38
48
36
42
56
42
42
68
46
52
38
24
44
26
69
52
69
56
26
26

雇用期間
最新号
最新版
再発行する
（～）さえ
さしあたり
（本などの）冊、部数
雑誌
サテライトラボ
参考カウンター
参考図書
残念ながら、申し訳ありませんが
しかし、一方
時間帯
磁気データ
至急
施設、設備
視聴覚ブース
実際の本
実は
（～）している間に
自動貸出機
自動販売機
（～）しない限り
しばらく（少し）前に
私費で
示された
拾得物届
（～を）修理してもらう、（～を）修理する
修理する、直す
主題、テーマ
主題領域
出席する
出版年
主に
准教授
（～に）準じて、従って
紹介状
条件、状態
（利用）状態
詳細については
情報基盤センター
証明書
助教授
助手、秘書
所蔵
所蔵する
所属
庶務課
調べる、検索する

employment period
latest issue
latest edition
reissue
even
for the moment / for the time being
copy
journal
Satellite PC Laboratory（Lab.）
reference desk
reference book
unfortunately
however
period of time
magnetic data
urgently
facility
audio-visual booth
actual book
in fact
while ~
self-checkout machine
vending machine
unless ~
a while ago
at private expense
indicated
report of found items
get ~ fixed
fix / repair
topic
subject area
attend
year of publication
mostly
associate professor
according to ~
letter of introduction
condition
status
for further information
for（more）details
Information Technology Center
certificate
assistant professor
assistant
holdings
hold
affiliation
general affairs division
look up

頁
39
63
47
46
4
24
12
26
48
50
26
22
30
48
44
28
48
50
46
50
36
30
60
30
30
26
16
46
44
44
42
14
68
68
52
38
22
58
42
28
10
24
65
38
38
38
10
66
68
38
16
93

調べる、見いだす
白黒コピー
（～を）申請する、申し込む
（～を）遂行する、持っている
推測する、思う
すぐに
（～）する為に
（書物の）背
正規学生
正規職員
請求記号
請求書
製本中
絶版
説明する
セミナールーム
（考えながら）そうですね。
（往復の）送料（往復）
（～に）属する
卒業生
卒業生（単数形女性）
卒業生（単数形男性）
大学院生
退館ゲート
（～に）対して責任がある
代替品
（～）だとしても
多分
段
担当の
地下（一階）
近くの、すぐ隣の
聴講生
ちょうどここに
直接
著作権法
著者、作者
（～に）ついて
（あなたの）都合の良い時に
続けて2回
データベース
適切な、妥当な、相応しい
できるだけ早く
手配する、配列する
（人に～を）手渡す
トイレ、浴室
当日
（～に）登録する
通る、通過する
特定する
特定の
94

find out
monochrome copy
apply for ~
carry
suppose
immediately
in order to
spine
full-time student
full-time worker / regular employee
call number
invoice / bill
in bound
out of print
explain
Seminar Room
Let's see.
postage（of receiving and returning）
belong to
graduate
alumna（複 alumnae）
alumnus（複 alumni）
grad（graduate）student
exit gate
responsible for ~
replacement
even if ~
probably
row
in charge
basement
nearby
auditor / auditing student
right here
directly
Copyright Law
author / writer
regarding ~
at your convenience
for the second time in a row
database
appropriate
as soon as ~ can
arrange
hand ~ to（人）
bathroom / restroom［米］/ toilet［英］
current day
register for ~
pass through
specify
specific

頁
14
60
34
8
22
28
12
14
36
38
10
42
67
47
48
48
12
52
6
6
6
6
6
8
62
46
22
12
16
38
60
60
36
22
38
63
18
48
28
24
50
6
28
26
48
35
48
38
4
28
18

ところで
図書館相互貸借
図書館利用証紛失届
図書貸借一件につき
図書紛失届
とにかく、でも
長い時間が掛かる
（アラームが）鳴る
（3）日後に
似ている、近い
日本十進分類法
入学、登録
入館ゲート
年鑑
農学部
農業科学
ノートパソコン
パート職員
配達する
配置場所、位置
白書
派遣社員
バックナンバー
発行する
発送する
番号順
（420）番台
パンフレット
ビーッと言う音を出す
（～と）引き換えに
必要である
百科事典
表示する
不安な、心配した
複雑な
複写依頼一件につき
含む
付属資料
ブックポスト
物理学
プリント
古本屋
文学
文庫
文書
分析、解析
分類された
分類番号
平日
（～とは）別に

by the way
interlibrary loan
report of lost library card
per book loan
report of lost books
anyway
take ages
go off
after three days / three days later / in three days
similar
Nippon Decimal Classification
enrollment
entrance gate
yearbook
school of agricultural sciences
agricultural science
laptop
part-timer / part-time worker
deliver
location
white paper
temporary staff
back number
issue
send out
numerical order
four hundred twenties
brochure
beep
in exchange for ~
necessary
encyclopedia
display
anxious
complicated
per copy request
include
accompanying material / attached material
attachment / inclusion
book drop
physics
printout
used bookstore
literature
collection
document
analysis（複 analyses）
classified
classification number
weekday
separately from ~

頁
14
40
46
56
46
16
14
8
37
66
18
64
4
26
34
34
50
38
50
10
26
38
79
36
54
14
18
38
8
48
42
26
50
4
16
56
26
26
73
18
11
47
16
58
64
12
14
18
36
16
95

返却する
返却期限
返事
法学部生
（～に）報告する
訪問日
（～の）訪問予約を取る
他の場所に
保管場所
保存書庫
前もって
まだ～である、まだ～している
まだ～でない、していない
全くわかりません
（最大で～）まで
丸を付ける
満たす、満足させる
（～を）見てみる、一覧する
身分
（～を）見る、一見する
無駄にする
迷惑をかける
申込書
（人に～を）求める
雇う
有料の
行方不明の、紛失した
許す
（～に）よって決まる
予約
予約する
来館者リスト、受付簿
留年する
利用者
利用できる
留守番電話
暦年
（～に）ログインする
（雑誌の）論文
論文、卒業論文

96

check in / return
due date
reply
student of law
report to ~
date of visit
make an appointment（with ~）
somewhere else
storage space
archive
ahead
still
yet
I have no idea
up to ~
put a circle
satisfy
take a look at
position
have a look at
waste
bother
application form
ask（人）for ~
employ
charged
missing
allow
depend on ~
reservation
make a reservation
visitors list
repeat a year
user
available
answering machine［米］/ answerphone［英］
calendar year
log in to ~
article
thesis（複 theses）

頁
22
22
58
4
46
59
58
22
28
32
48
24
34
36
22
7
42
12
6
50
40
50
6
42
38
54
28
26
52
10
10
34
44
20
20
56
44
64
54
22
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