
　　

　

 「資料検索・予約」にはタイトルと著者

名で探す標準検索と、多くの検索項目

が選べる詳細検索（図※）があります。

検索項目は、「内容目次」「雑誌記事」

「曲目」「紹介文」「全項目」などの選択

ができ、図書や視聴覚資料、所蔵館な

ど絞込みの条件も細かく指定できるの

で、検索しやすく、詳細もわかりやすい

です。探している資料の検索ができた

ら、予約をしてみましょう。予約にはパ

スワードと利用券番号が必要です。 
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 予約したい資料の詳細画面内の「予約かごに入れる」をクリックし、利用券番号とパス

ワードの認証をして予約かごに登録します。そのまま「予約手続きを開始する」に進めま

すが、予約かごには10件まで登録できますので、ほかにも予約したい資料があれば複

数選んでまとめて予約手続きができます。著者やテーマで検索した際には、資料の左に

ある□にㇾ点を入れて複数選択もできます。予約時に画面に表示される、受取館と連絡

方法を必ずご確認ください。最初の設定時、利用者情報変更で予約連絡方法（メール・

電話連絡）と、受取館の指定もできますので、メールアドレスお持ちの方、よく利用する

館がお決まりの方はあらかじめ設定しておくことをお勧めいたします。 

 今回は市川市立図書館のWeb-OPACについてご紹介します。ご自宅のパソコンやス

マートフォンから、市川市立図書館のホームページ（携帯電話は専用サイト）にアクセスし、

検索や予約が出来る機能をWeb-OPACと呼びます。前回の館内OPAC（検索用PC）と基

本は同じですが検索や予約の方法に特徴があります。 

☆全項目で検索すると便利！ ☆予約カゴを上手に利用してまとめて予約！  

☆受け取り館設定の確認！（館内OPACでも同じく重要！） 

※パスワードは事前に窓口での申請が必要です。 

拡大図 

Web-OPACサービス 

メニュートップ画面 

（https://opac.city.ichikawa. 

chiba.jp/winj/opac/top.do） 

サービス創造

大賞ポスター
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  千葉商科大学の歴史は、1928（昭和3）年に巣鴨高等商業学校（昭和19

年に校名を巣鴨経済専門学校に改称）を開校した巣鴨学園が、1950（昭

和25）年に、新たに千葉商科大学として商学部商学科を、市川国府台の

地に開校したことに始まります。1951（昭和26）年、その名称を千葉学園と

改称しました。 現在は、人間社会学部・サービス創造学部・政策情報学

部・商経学部の4学部と2015年4月からは国際教養学部が新設され、大学

院は政策研究科・商学研究科・経済学研究科・政策情報学研究科・会計

ファイナンス研究科を擁しています。 

  注目すべきは、高校生を対象とした『地元再発見コンテスト』と、

どなたでも応募可能の『サービス創造大賞』の２つのコンテストを

実施している事です。『地元再発見コンテスト』は高校生の新鮮な

感性で地元の自慢をビジネスにつなげ、地元を元気にすることを

目的とする活動です。 

千葉商科大学～市川の学校②～

シリーズ『市川の学校』 第2回は、千葉商科大学です。 

 松戸街道から進み、正門をくぐると、美しい楠並木の先に、レンガ作

りの荘厳な建物が見えてきます。千葉商科大学付属図書館です。約62

万冊の書籍と約2700種の雑誌の他、新聞やマイクロフィルムを所蔵し

ています。市川市民の方は、登録（詳細は駅南図書館へお尋ねくださ
い）をすれば、予約資料の受け取りや、館内の資料を利用できます。
入口には、図書館への質問や要望の回答が掲示されており、質問と

回答を読んでいると、この図書館が千葉商大の学生さんの勉学になく

てはならない存在であることがわかります。 

  

 約23,000坪の広大なキャンパスに、1号館から7号館までの教室、研
究館、体育館、学生会館や図書館などが点在し、テニスコート、ピッチ
ングレーン練習場、ゴルフアプローチ練習場などの施設が備わってい
ます。緑とゆとりのある「グリーンキャンパス」は自然光や雨水の有効
利用、空調の省エネルギー化など、様々な工夫がされていて、学生さ
んに、エコロジーの理念を身につける教材でもあるように感じました。
今年4月から野田市に、日本の大学が単独で行う初の大規模太陽光
発電所を建設し、東京電力への売電事業を開始したそうです。 

  様々な新しい取り組みをしている千葉商科大学、これからも目が離せません。 

  本稿取材にあたり、戦略広報センターと付属図書館の皆様にご協力を頂きました。 

  厚く御礼を申し上げます。 

 

 地元再発見

コンテスト  
二次元バーコード 

千葉商科大学 

メガソーラー発電所 

（航空写真） 

楠並木と図書館 

 『サービス創造大賞２０１４』は、今回で7回目、昨年は2752件の

応募があったそうです。一般部門「あったらいいな、こんなサービ

ス」、企業課題部門「あったらいいな、コンビニのこんなサービス」

の2つの課題があります。いずれも大賞には奨学金もでますので、

チャレンジされてはいかかがでしょうか。 

サービス創造 

大賞ポスター 



9月の朝食 ～お好み焼き風トースト ・ きのこのマリネ ・ 抹茶牛乳 ・ 梨～ 

地域連携企画 和洋女子大学大学院のご協力による健康レシピの連載、第2回目です。 

≪主な栄養素≫     ≪9月の朝食≫ 

 お好み焼き風トースト 

 きのこのマリネ       

 抹茶牛乳          

 梨         
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和洋女子大学連携企画 

19

）年、その名称を千葉学園と

月からは国際教養学部が新設され、大学

まだまだ暑いこの季節。朝ごはんをしっかり食べて１日を元気に過ごしましょう。洋風になりがちなトースト 

ですが、今回はお好み焼きソースを使ってお好み焼き風にしてみました。ぜひお試しください。 

○お好み焼き風トースト 
朝からガッツリ食べよう！ 

のせて焼くだけ、簡単ボリュームトースト 

≪材料 (1人分)≫ 
食パン(6枚切り)   

ごま油         

お好み焼きソース   

卵             

お好み焼きソース      

マヨネーズ 

かつお節・青のり    
≪作り方≫ 
①食パンの中央をへこませる。 

   食パンにごま油を薄くひき、その上からお好み焼きソースを全体に塗る。 

②食パンのへこんだ部分に卵を割る。 

③トースターで卵がお好みの固さになるまで焼く。(800ｗ5分で黄味が半熟程度) 

④お好み焼きソース・マヨネーズ･かつお節・青のり等をかけて完成。 

※取り出すとき･食べるときのヤケドに注意。 

  お好みで桜えびや、しらす等をのせても美味しいです。 

 

 

 
○きのこのマリネ 
秋の味覚きのこを使った簡単常備菜。 

食物繊維たっぷりのさっぱりマリネ 

≪作り方≫ 

①しめじは石づきをとり、小房にわける。エリンギは半分の長さに切り、 

    縦6等分に裂く。パプリカは長さを半分にしてくし切りにする。 

②オリーブオイル小さじ1をフライパンにしき、きのこ類･パプリカ入れ炒める。 

③食材に火が通ったら熱いうちにきのこ類とパプリカをマリネ液につけ、 

   味が馴染めば完成。冷蔵庫で３日ほど日持ちします。 

   その他、えのきやマッシュルームでも代用可能です。 

≪材料 (約3人分)≫ ≪マリネ液（合わせておく）≫ 

・オリーブオイル     

・レモン汁       

・塩            

・こしょう・刻みパセリ        

≪作り方≫ 

①少量の牛乳で抹茶をとく。 

②牛乳とあわせて、できあがり。 

≪材料1人分≫ 

牛乳 150ｍｌ   抹茶  3ｇ 

○抹茶牛乳 いつもの牛乳に抹茶をプラス！ 

≪今月の担当≫ 

 和洋女子大学大学院  総合生活研究科  

  博士前期課程2年     田中 由佳里（管理栄養士） 

 

しめじ     

エリンギ    

パプリカ   

エネルギー  

  たんぱく質 

 カルシウム  

 食物繊維 

 
:534kcal  

:19.6g 

:221mg 

:5.1g 

      
1枚 

75ｇ 

1杯 

100g 

1枚 

小さじ1/2 

小さじ1 

 

1個 

10ｇ 

  8g 

適量 

1パック 

1パック 

1/2個 

 

 

大さじ2 

大さじ1  

小さじ1/3 

適量 
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市川市市川駅南口図書館 （指定管理者 ㈱ヴィアックス）  

〒272-0033  市川市市川南1丁目10番1号  

I-Link タウンいちかわザ・タワーズウエスト3階 

TEL 047-325-6241 ホームページhttp://www.ekinan-lib.jp 

9月 10月 

→祝日 9時30分～18時 →9時30分～21時（土日～18時） 

開館時間 
 →休館日     

市川駅南口図書館カレンダー 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

夏のイベント報

告 

夏のイベント報告 
7/17 エコ･クッキングをはじめよう！ 
京葉ガス(株)の方を講師に迎え、 

簡単に実践できるエコ術を 

わかりやすくご紹介いただき 

ました。 （15名参加） 

 

カウンターでのお仕事や、本を棚に戻す

作業などを体験。 （18名参加） 

ご参加ありがとうごうざいました。 

 

クロマキー合成技術を使って、本の世界

を体験。家族やお友達同士で楽しく撮影

しました。 （14組48名参加） 

      月替わり展示 
 9月 「市川健康都市宣言」 

     「ビジネスマンのためのIT必需品」 

10月 「千葉出身の芸術家」 

     「業界研究」 

10/15～30 『私のおすすめの一冊 募集』 

   皆様のおすすめの本を募集します。 

   11月に館内に掲示予定です。 

   たくさんのご応募お待ちしております。 

 
 
9/20  『エンディングノートの書き方』 

   14：00～15：30(開場13：45) 

   定員20名。定員に達し次第、 

   お申込み終了とさせていただきます。 

 
※エコ･クッキングは東京ガス(株)の登録商標です。 

 

由佳里（管理栄養士） 


