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TheNobelPrizeinChemistry2008

? 中央図書館 2階の玄関からまっすぐ入ったところに,ノーベル賞関係コーナーを設置しています｡

ノーベル化学賞を受賞された下村僑博士の著書のほか,論文や講演要旨のコピーを展示しています｡

下村情博士の著書 "Bioluminescence :

chemicalprmciplesandmethods"は,

ノーベル賞の発表以来ほとんどいつも貸出中で

したが,このたび 2冊追加購入 しました｡ノーベ

ル賞関係コーナーに2冊(貸出可)のほか,郷土資

料コーナーに1冊(館内閲覧)置いてありますの

でいつでもご覧いただけるようになりました｡

ノーベル賞関係コーナー

鞄 hift;･3

amuShimomula
NA尊SITE

苛甜倦麹 塾鯵鞄雲醜馳
? 下村先生の書かれた論文や,講演会で使用 したスライ ドなどを,長崎大学機関リポジ トリ

NAOSlTEに収録 し,インターネット上で公開しています｡NAOSITEは,誰でも,どこからで

も無料で簡単にご覧いただけます｡

*快く掲載の許諾をくださった下村先生と関係諸団体に心からお礼を申し上げます｡

NAOSlTE:050下村情先生関係資料

http:〟hdl.handle.net/10069/20866

主な公開資料

舘海ホタルルシフェリンの構造(第1報)英文 1957

分梅ホタルルシフェリンの構造(第2-3報)1960
*学位取得論文(名古屋大学提出)でもあります

*イクオリンとGFPの発見 1998

9長崎大学薬学部地域薬剤師卒後教育研修セン

ター公開講演会講演スライ ド 2007 など
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ヾ

長崎大学学術研究成果リポジトリ:NAO$lTE

N A ･@ S IT E

㊨ ｢リポジ トリ repository ｣とは,｢貯蔵庫 ･書庫 ･宝庫｣という意味です｡

@･NAOSlTEは長大所属の方々が書かれた論文などを集めて公開する ｢電子書庫｣です｡

㊥ 論文などの情報だけでなく,本文まで,無料で公開しています｡

㊨ Googleなどの検索エンジンに,検索されやすいシステムを利用しています｡

@･同じようなリポジトリは,世界に約1,200,国内に90あり,さらに増加しています｡

長崎大学は,機関リポジトリ･世界ランキング122位,国内7位と評価されました｡

㊥ 電子ジャーナルや学術雑誌などを購読していない,さまざまな方に対して,長崎大学の研

究成果-のアクセス を可能 にしています｡

㊥ 長崎大学で行われている研究･教育を公開することで,地域および

長崎大学の存在価値 をアピール します｡

長崎大学の 知 を発信する NAO$lTE

アクセスは NAOSITE

研究成果を集めています!

果を還元 し,

学術雑誌および紀要掲載論文などの論文数,約7,700件

学位翰文全文,約 150件 (非常に多くアクセスされています !)

その他,会議発表あるいは教材などのパワーポイント資料や図書なども収録しています｡

世界中から利用されています!
ダウンロード件数累積100淵牛達成!
1ケ月平均80,000ダウンロー ド!

※ 論文など研究成果を提供いただいた方には,論文ごとの利用統計を提供しています｡

数字はすべて2009年1月現在のものです

雑誌 (=論文掲載が決 まった リ,学術会議 で発表 を行 った際(=は,論文などを

NAO$lTEで公開させてください !園書館までご連絡をお待ち しています｡
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rJlr9アーl?
中央図書館では,図書館に置く本を,学生の皆さんに直

接書店の棚から選んでいただくという ｢選書ツアー｣を実

施しています｡平成19年度の第1回の選書ツアーで,参加

者の皆さんから好評をいただいたことから,今年度は全3
回の実施となりました｡第2回はアミュプラザ内のメトロ

書店,第3[司は長崎大学生協書籍部,第4回は浜町の好文

堂書店にご協力いただき,楽しく有意義な選書ツアーが実

現しました｡

r i由 tBiの?ど^な九をJAtの?

7月 :メトE)書店での真書AJt
選書ツアーには,長崎大学の学生であれば誰でも参加で

きます.今年度は合せて24人の学生 ･院生の皆さんが参

加してくださいました｡学部 ･学年を問わず,自分が今必

要としている本.興味がある本.後輩に読ませたい本など

を選んでいただきました｡

選ばれた本の中にはベストセラー,就職関係,一人暮ら

しのための料理本から学習用の専門書まで,幅広いジャン
ルのものが含まれていますQ絵本なども選べますB

それぞれが選書した本のうち.特にお勧めの本 3冊程度

ll月 :大学生協での玉暮jLJt
に自筆の短い推薦文を書いていただきました｡それをPOP (ポップ)にして本と一緒に展示し

ています｡同じ学生の視点で書かれた文章を読んでいると,だんだんわくわくしてきませんかo

lも っとおもLaとうだけど-7
参加した皆さんからは, ｢楽しかった｣｢最近読書して

いなかったが,また読もうと思った｣｢次回も参加したい｣

というような感想をいただいています｡

選書ツアーの募集は,館内や学部のポスターでお知らせ

するほか,図書館HPや ｢お知らせメールサービス｣でもご

案内します｡まだ参加したことのない皆さんもぜひ参加し

て,思う存分,読みたい本を選んでくださいQ

また,これまでの選書ツアーで選ばれた本は非常に好評

で.展示棚ががら空きになるほどです｡まずは一度.中央

企胃コーナー(中央国書館2借) 図書館の玄関から入ってすぐの,企画コーナー-お立ち寄

りください｡最新 (第4回)分が展示中です｡

これまでの遭暮ツアー

★施月日 廿 所 事h]人救 fA入冊敢

2007年度 第1回 2∝)8年 2月27日(水) 長大生協書籍部 5人 66冊

2008年度 集2E] 2008年 7月 2日(水) 9人 108冊

〝 第3回 2∞8年11月 5日(水) 長大生協舌浩部 7人 84冊
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･-_-,=-{=-if真 ≡ -_-:普l
ll
l 立ち読みしながら笑っ与やいました｡ l

: パラ/くラベ-ジまめ<れ冨のはプログ :

: /it慧冨工芸吉宗 三言裏芸義霊芝呈蓋 :

: 票 諸 芸書芸ヂんかばかばかしくな :(7学部7年) l
LHHHHHHHHHHH.∫

文事 ･小説ではこんな本も･･･

▼グラスホッパー/伊坂幸太郎 (文庫版)

▼予知夢/東野圭吾著 (文庫版)

▼ひかりの剣 /海堂等菅

▼おそろし:三島屋変調百物語事始/宮

部みゆき著

▼天埠院篤姫 /宮尾登美子著 上 ･下

▼天地人/火坂雅志曹 上 ･下

II=;-:p-;0-;a -/蒜 暫
新書だって就活対策本であ3② l

孟芸悪rg吉'SLB't,需 Lm言霊芸芸 :

l=毛なります.文章玄書(l=あたって :
おすえ3ベ声/ポイントが箇条書声でま l

とめてあ言ので分かりやすいです｡ :
(経済学部3年) ≡

_ヽ______________________.
就職･ビジネス･控訴BEI係ではこんな本も-

●これが本当のSP12だ 12010年版

+この業界 ･企業でこの ｢採用テス ト｣

が使われている12010年度版

●バクる技術 /斎藤広遠著
+スタ八ではグランデを買えr･価格と生

活の経済学 /吉本佳生著
+3年で富裕層になるl:4000人の新世代

リッチと会ってわかった方法/臼井宥文書

+仕事に役立つインテリジェンス :閲見解

決のための情報分析入門/北岡元手 他

訟 濫 ヲ諾 豊沼 監 Y遭 '
学研究科■

薬学部の学生にぜひ読んで毛ちいたい

1冊です｡r剖薬｣について様々な視点
で書かれています｡

(医歯薬学研究科D3)

理系ではこんな本も･･･

●へんな数式美術館 世界を表すミョー

な数式の数々/竹内薫著

●やさしく学ぶ免疫システム :インフル

エンザ､アレルギー､エイズと闘うメ

カニズム/松尾和浩著

書二足歩行ロボット自作入門 :60日でで

きるl/吉野耕司書

そのほか.料理.亜味.実用書など多数･･･

◆ながさきのカフェとベツバラ本｡

/仙叫;朋 よか本制作委員会編集･制作

◆炊坂巻でおいしいレシピ:決定版 :何度

も試して見つけましたl/宮川拍子[考]

◆電子レンジでおいしい料理 電子レン

ジ×ムラカミマジック=すっごくおいしい!

/村上祥子著

◆デジタルカメラ ｢プロ｣が数える写真

術 /長谷川裕行書

｢時代の言葉｣とな7た7-キング7
ア｡問題は山積みのまま､貧困は多(
の人々官苦しめ続けています｡

海外での:取L)組み玄取材してい(なか
で見えてぎた ｢この国に足りない毛の｣
について書かれた本です｡

(薬学部4年)

2008年鮭の丑暮ツア-で*入した回暮の全リストはEB暮fl-Pで見ることガできます

長持大学附Jt国書告TOP>EB書官をつかう>新書国書案内>学生選書ツアーFM入団書
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医学分館では,図書館の運営やサービスを

よりよいものにするために,毎年,学生の皆

さんから図書館や図書館のサービスに対して

の率直な意見 .要望をお聞きする学生赦戟会

を開催しています｡これまでは坂本地区の全

学部 (学科)をまとめて行っていましたが,

今年度からは学生の皆さんの声をより幅広く

お聞きしたいということから,医学部医学科,

保健学科,歯学部に分かれて行いました｡各

学部(料)の先生方の司会のもと,参加者の皆

さんからは様々な意見 ･要望が寄せられ,大

変有意義な租献会となりました｡

資料について

1)安価なPl書ではなく.学生が自分で属人

できない高市な国書を圭に購入して欲しい

2)一般情報誌 (難読)を揃えて欲しい

3)専門書が古く.また少ない｡新しいもの

を購入して欲しい

4)国書の紛失に対して,もっとチェック体

制を厳しくしてはどうか?

5)金原出版発行のがん取扱い規約をセット

で購入して欲しい - 購入しました

開館時間について

6)試故期間中の土･日･祝日のBFlせ時間延長

(夜間まで)

7)24時rEqBFl館は秩序が乱れると思うので反対

園書館の施設 ･設備E:ついて

8)エ式鹿中の席取りについて対策を講じて欲しい

9)国書返却ボックスを大学の至る所に置い

て欲しい

10)各机に庶明スタンドを設置して欲しい

広報について

ll)DVDが充実してきているが.その存在を

知らない学生も多いのではないかつ

ご意見 ･ご要望は真筆に受け止め,対応が

可能なものについては速やかに対応 していき

たいと思いますB参加していただいた学生の

皆さん,大変ありがとうございました｡

【医学情報担当】

平成20年11月12日(水)の14:30-16:00に,

松本分館長の司会のもと,経済学部分館長室

において,上記租散会を開催しました｡参加

していただきましたのは,学部3年生2乳

4年生4名,夜間主コース1名,院生3名 (ラ

ち2名は留学生)の計10名でした｡

卒業敏文 ･レポー トや修士論文を書くため

に分館を利用する機会が多い方々でしたので.

1)JA所的にも近い県立図暮鋸 ･長崎市立図

書センターの賛料を分館カウンターで貸

出 ･返却できたら便利ですが可能でしょ

うか

2)時々刻々と変化する拝済的情報を,館内

でタイムリーにシャワーのように接した

いのですが,そのようなことは設備的に

可能でしょうか

3)図書館サービスは以前と比べると進展し

ているが.それを知らない利用者もたく

さんいるので,国+世は広報にもっと力

を入れるべきではないでしょうか

など多数の有意義なご要望 .ご提案をお寄

せいただきました｡

いただきましたご要望等は可能なものから

速やかに実現し,今後の経済学部分好のサー

ビスに生かしていく所存です｡今後とも分館

のご利用をお待ちしております｡

E経済情報担当】

脚 事辞分頼学生B放会
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開館日･開館時間の拡大 【全】
◆全館の土･日･祝日の開館時間を延長しました

17時 ⇒18時30分 【H20年10月より試行】
◆中央図書館の平日の開館時間を延長しました

21時45分 ⇒22時 【H20年7月より試行】

◆医学分館の平日の開館時間を延長しました

21時⇒22時 【H20年10月より試行】
◆経済学部分館の祝日および休業期の日曜日も

開館することになりました

時間 10時～18時30分 (休業期は17時閉館)

打Ⅰ20年10月より試行】

*右ページをごらんください

国書貸出の改善 【全】
◆返却期限日が土･日･祝日にあたるときは,

次の平日に繰り延べられるようになりました

Di20年10月より実施】
◆中央図書館と経済学部分館で,図書の更新 (期

限延長)が担 までできるようになりました

打Ⅰ20年10月より試行】
◆学部学生も中央図書館の書庫貸出ができるよ

うになりました

開架図書とは別に10冊まで (2週間)

打Ⅰ20年10月より試行】

◆中央図書館･経済学部分館で,夏休み,冬休み

などの長期休業期に,特別貸出を実施しました

開架図書を10冊まで (通常5冊)

【H20年8月より試行】

学生用図書の充実 【全】

◆中央図書館で選書ツアーを実施しました

【H19年2月試行,H20年度本格実施】

*詳しくは4-5Pをごらんください

◆医学分館に『がん取扱い規約』を購入しました

【H21年2月購入】

AV資料 ･機器の充実 【全】
◆全館に,専門･教養･映画等のDVDソフトを多

数購入しました 【H21年1月～3月購入】
◆医学分館のAV機器を更新 ･増設しました

1階 :液晶テ レビ,DVDビデオプ レー

ヤーの更新,2階 :DVDプレーヤーの増設

【H20年12月実施】
◆経済学部分館で,DVD閲覧可能なパソコン

に更新,増設しました 【H20年4月実施】
◆中央図書館にメディアサロンのパソコンで

使えるDVDドライブを用意しました

【H20年5月実施】

グループ学習室の整備 【中】
◆中央図書館 3階情報コンセントルームに,グ

ループ学習室を設置しました 【H21年2月設置】

空調の改善 【中】【経】

◆経済学部分館のエアコンを取り替え,冷暖房効

率が良くなりました 【H20年10月実施】

◆中央図書館の空調設備を取り替え,順調に運

転できるようになりました

【H20年12月実施】

パソコン環境の充実 【経】
◆経済学部分館1階にパソコンを増設しました

【H20年4月実施】

書庫電灯の改善 【医】【経】

◆医学分館書庫の階段部分の照明をセンサーに

よる自動点灯にしました 【H21年1月実施】

◆経済学部分館書庫の電灯のスイッチを入口

付近に付け替えました 【H20年7月実施】

階段の改善 【中】
◆中央図書館の外階段に手すりと防護板を取

り付けました 【H21年1月実施】

その他 【医】

◆保健学科に保健学科図書室の返却ポス トが

設置されました 【H20年4月実施】

-8-
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｢蛸 掩 鞄 醜 蝿 開 Jl

邑麟 轟 』感 謝 .｣

◎ 全館の土･日･祝日の開館時問を

17時一18時半まで延長J

◎ 中央館･医学分館の平日の閉館時間を
22時までlこ延長J

6.:9
.(..:.,l一

◎ 経済分館も平常期･休業期lこ関わらず
日･祝日も閉館J(閉館時間は異なります)

<各庸の開庸時間>

rw A図書館 (文教キャンパス)

月～金曜日:8時40分～22時00分 (但し,休業期は17時まで)

し三 空 ■祝日=10時00分～18時30分 (但し,休業期は17時まで)200型 ｢

経済学部分館 (片淵キャンパス)

月～金曜日:8時40分～22時15分 (但し,休業期は閉館時間が異なります)

±･日･祝日:10時00分～18時30分 (但し,休業期は17時まで)

※例外･変更もあります｡附属図書館ホームページの開館時間･開館カレンダーでご確認ください

http://www.lb.nagasaki-U.ac.jp/

※ ｢お知らせメールサービス｣に登録すると,臨時休館や開館時間の変更がメールで届きます
長崎大学附属図書館TOP>図書館をつかう>督促･お知らせメールサービス

http://www.lb.nagasaki-U.ac.jp/use/webserv/mails.html

elうそこ利用下さい7

-9-
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W e b か ら 憶 え る 便 利 な 機 能

｢読みたい本か貸出中(=なっている !図書館に返却されたらすくに借りたい !｣

そんな場合には,予約をしてあくと便利です○貸出中の本が返却されしだい,登録していただい

たこ連絡先にあ知らせいたします○llTnt)11S=:芝慧T,JdL,lf作 力-ド番号とパスワ-ドは学生証 (利用書証)の

fy慧≡㌫ .也 /ト コ-ドの下､両端のAを除いた数字ですo

.-W= ① 初期′てスワードは必ず変更してご利用`鰍 ○

㌫ 謁 岬｣ 管 鵬 回 @ 毒 慧 讐 eT'D'碧 ,i l≡ 寺 ≡ ≡ 三 三壬 妻 十 三 ≠子

l -.- ;諾 l-≡,,還or,] 芸 ] 携帯電話から予約する場合は､ 墓 声ィ . :.)

-10-
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館トップへ-:J.画面右下,またはOPAC画面左下からログインしてください○

ド番号とパスワードは学生証 (利用書証)のバーコードの下,両端のAを除いた数字ですo

lLL(文献のあ申込初期パスは必ず変ご利用<複写.図書借用依み､確認(要登録)頼) 忠幽噸 脚 旺転

氏~宅 長l一花千

E3ヴ7ウト 加 速だ

メッセージ 緋 との軸 力.5胤 予断 ことが出禁札 ができます

賓在の貸出.予繊 兄は.以下のようになつTいます.

拝送/T纏 示 貸出横転 図書D l潮野
拝的臣)

-の英治パズル 鼎 ナる7′叫 止zJ'bnJEが辞 井出中 L829612l【二至璽寧コ√11 %ld▲7J2004 中央指3
鞍点克方正:ヤ幸三の糾 Q分IilJ1.事1 一般賃tB l■r

(0) 4133/王29 正則.

出も/山口美由兄箸 -耶tt;1521糾l2009m2朋l lレにてス2に

ワ-更しださしド (0) 219.3FY24 4央花3F:rTl業 lてI

院貰l■一兵■ltlTか細い■一一 ◆督促メールサービス.本の返却予定日が過ぎたら､メ-

臣 p= '-I.呑醍 お知らせします○(毎週月曜日)【登録方法】利用者情報変更 - E-MAILアド

lL_｣｣｣苛iiI.一面~l l メ-ルアドL,スを入力してくださいセスはこちらから

臼と望空｣

◆お知らせメールサービス :登録していただいたメールアドレスに,臨時休鋸や選書ツアー

参力口者の募集,職員募集などの情報をお届けします○

http://www.lb.nagasakトU.ac.jp′cgi-bin/info/koudokuにアクセス

- (》E-mailアドレスを入力 - ② 購読開始にチェック - (勤登録.tEjJu除 (送信)をクリック

長崎 大学 附属図書館 からのお知らせ ㌔

-_ @ .誕 琴 tは 書 始..m竿 はこ触 ら @.. - - -

詳細は､図書館TOP>図書館をつかう >督促.あ知らせメールサ-ビス

http://www.lb.nagasaki-U.ac.jp′use/webserV/mails.htmlhttp://www.lb.nagasaki-U.ac.jp′use/webserV/mails.html

-ll-
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A .

新聞記事検索データベース｢聞蔵Ⅱビジュアル †orLibrary｣や｢ヨミタス文書館｣を｢オワン

クラゲ｣｢水族館｣などのキーワードで検索すれば,簡単に探せます｡また,図書館では,一定

期間新聞のバックナンバーを保管しているので,実際の新聞を見ることもできます｡

ヨミタス文書館
読売新聞記事検索データベース

同時アクセス =1

学内LANに接続されたパソコンから利用可能

1986年9月からの読売新聞と1989年9月からのTHEDAILYYOMIURl(英字新聞)が収録された

新聞記事データベースです.独自の類義 ･同義語lこ関する辞書機能を備えているので,直接記事lこ出

現しない語lこついても類義 ･同義語かキーワードにあれば記事かヒットします.

園書館に来館しなくても,学内LANに接続されたパソコンから利用できます｡ ｢どこかで見たあの

記事｣を探すときには,ます新聞記事検索データベースで検索をしてみてください｡

ヨミタス文書館で,｢水族館で展示されているオワックラゲ｣に関する記事を探してみます｡

簡孟諾5.%.薫5..浄ロブアウ帽 鶴 .rfJPfa. "

払託Ⅰ詔

･- 二一 帆 .川 はこちら = コ

匹 璽 堅 塁 ;由omiuri- 佃 戸
"--+...--.--

声還 漂 砂 浩孟 宗 ; ㌫ ■｢ .̀■̀
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利用終了後は,必ず右上

のログアウトをクリック

して,終了してください｡

読売新聞の記事検索は,

こちらを,クリックして

ください｡
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甘圭甜TOP)Et美事JDi!事tL来

電 aE.T表 彊 亀."

㊥ E)クアウト.:?羅袈浮T-T計 上斡 tい方◎

[::匡 両 面 ■lコ 正 正 巳 ■ ⊂ 一 面

根粟語

積帝方式

iAND : oR 1NOT.(= ノ 横束封 稚 愈

◎全文捜索 仇 77した4締 nモ持つ監事せせモLiすJ

Oキーワード7支索 順馬7n r･1日s′T･8I!li妃事三九tげせん)

L境野}[ 年 月 18-r- 年｢ 月r-日
模索期間 ⊂二】し聖二出 以内 一糊 で入7]L,TT帥 '

ロ納 棺毒 毎年EJl)yT頁~可

it浩
旺｣茅

il合
スポーツ

li,; -_I詳細:
一ページに亙 :丁件前 回 □ 鵬 封稚 く垣 か

l文士… ITh仙 Ii lA丑

｢オワンクラゲ｣と｢水族館｣で,検

喜索してみましょうo :l l

･検索語を空白で区切ると,AND検索になり

ます｡検索条件を使えば,より複雑な条件

式を指定できます｡

･検索方式は,全文検索と同意 ･類義語の独

自辞書を使ったキーワード検索の2種類が

あります｡

･いつ頃の記事なのか分かっている場合には,

検索期間の指定が便利です｡

･地方版選択で,検索する地方版を選ぶこと

かできます｡

･分野選択で,記事の分野を限定することか
できます｡

--.li-i--,::見たい記事の見出しをクリックす

ると,全文を読djことができます｡表

示されるのは,テキストのみです｡

※著作権の関係で記事の全文か表示され
ないものもあります｡

山形県の鶴岡而立加茂水族館は,

生きたオワンクラゲの展示で,一躍

有名になりました｡展示しているオ

ワンクラゲは,この水族館生まれな

のだそうです｡皆さんも,オワンクラ

ゲや下村傭先生の新聞記事を検索し

てみてくださいね｡

鷲 放 讃嘆｣
⊂けタウト'㌫ごて炉,I.T,I.

4i塊 =序ワン乃サ舶妄nE [:軍夏コ
くさ全文棚 O･+-ワードtW

101年中 1件～10拝読示▼ホしいIllA五LLJJ
岬 l岬 l一枝… l-… l
Lた■ペ-ジJL((PQ)10ページH(VのJl-リJ1L次のへ-リ〉JLl'*の1Dぺ-リ〉〉JLJや.'t-リJ

1200aHJ:古 -..-5-琵諾 -. こ.A:..□ 中部和利 毛市内 371O2

2200aHLX3 弄.-i, !. !:.B 州 □文京朗刊 山形南 A42703ll軒以茄蛮E琵宅凹臨

:tl200aHLO2 ⊂】⊂] 兼:京蛸刊 li会山形 63503

-1 訂 6q- lT.

420Bln80 九泉は刊東京tB刊 351cc

ヨ む喜三出藍 雨

:20081028 □ 山形 4ーLICE)
･ー 州,-. J二 濡 ｣ 北

E20Qa1017 ーコンパス1クラゲと歩む水kh ∩ 東京夕刊 テクA毛{ 616二04
】2OOa10_12T白い発光Ll女jL ノーノヾル生 亡法主貞 □ 中部tB刊 l45e Ce

--i-ミI - ,l 内

e 20R10.10クラゲ';妻白.加圧で骨F誕2B当は泣塩 口 東京uTlJ山 805 04
≡ 頭 頭巨塾此 商

e 2OOalO.Ce な た′ III 品詞貰- 詞■琵売買耶 Ir □ 兼:京夕刊 ター土<ゝ=E= ]きTa COl

102004_〔616 □ 東京朗刊 tu2 399 cc
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新聞に掲載された記事そのま

まを見たい場合には,長崎大学蔵

書検索(OPAC)で,｢読売新聞｣を検

索してみましょう｡所蔵情報から,

中央園書館で,過去3年分を保存

していることかわかります｡

過去の新聞をご覧になりたい

万は,貸出･返却カウンターで,請

求してください｡
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古写尭 盛-野好細 tbb参勤3J診

｢ボードイン･コレクション｣とは.本学医学部の起源である

養生所の第 2代教頭アントニクス ･ボー ドインが,弟で長崎オ

ランダ領事であったアルベル ト･ボードインと協力して,撮影.

収集した4冊のアルバムを中心とする古写真コレクションです｡

1980年代後半に,El本の新聞社によって広く紹介され,その

後の古写真ブームの火付け役となったコレクションです｡以前

はオランダのライデン大学に寄託されていたものですが,平成

19年にボードインの子孫であるフープェン夫人から長崎大学附

属図書館に譲渡されました.

平成20年10月,附属図書館は,約140年ぶりに長崎に帰って

来たこれらの*重な歴史資料を長崎市民に公開するため,長崎

歴史文化博物館で展示会とシンポジウムを開催しましたB

侍準のJlt-ドイン兄弟

長崎歴史文化博物東で古写真展示会

オランダ人の見た幕末の長崎

長崎大学所意ボードインコレクションJR

附属図書館は,10月3日から10月20日ま

での18日間,｢オランダ人の見た幕末の長崎｣

と題し,幕末期の古写真アルバム ｢ボー ドイ

ン･コレクション｣の展示会を,長崎歴史文

化博物館において開催しました｡

展示室には,幕末の長崎の風景や風俗写真

のほか,ボードイン兄弟や,兄弟と親交のあ

ったグラバーら幕末の人物の写真など56点を

パネル化し展示しました｡また,更紗で装丁

されたアルバム (実物),ボードインの誇義

魚 ｢El講叔 閉｣等も展示しました｡

今回は,附属図書館としては初めての有料

の展示会でしたが,市民の中には当館の古写

真展を待っている人も多く,期間中4300人

を超える入場がありました｡

来場した人は,長崎の昔の姿を懐かしんだ

り,それが写真として残っていることに禁い

たりしながら, 1点1点に熟 むに見入ってい

ました｡

EE立大学協会 ･大学改革;Jンボ51ウム

ボードインコレクション

一幕末長崎へのまなざし-

ボードイン･コレクション展2日日の10月

4日,長崎歴史文化博物館 1階ホールにおい

て,附属図書館札 大学改革シンポジウム｢ボ

し-｣を開催しましたQこのシンポジウムは,也

方,地域連携等をテーマとして,国立大学協会

及び樹 ヒ博物館との共催により行われ

研究者や熱心な市民125名が参加しました｡

シンポジウムでは,斉藤学長の挨拶に続い

て,オランダから招いた日本写真史 ･外交史

研究家や,オランダにあったボードイン･コ

レクションを発見し日本に紹介した元新聞記

者ら5人のパネリストが,ボードインと当時

の長崎が日本の外交史や写真史.近代医学教

育に果たした重要な役割を細介しましたO

また,今後における青写真コレクション

の活用についてパネルディスカッションも

行わ九,満席のホールには活気があふれて

いましたQ
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[宝 玉 甜 棚
か 附 ;弼 諾ヨ慧髄至近)8,日私腹

附属図書館では､2008年10月に新しく2つのデータベース ｢日本古写真アルバム ボードイン･

コレクション｣および ｢ボードイン講義蒋｣をWeb公開しました｡

新しく加わったデータベースは,ボードインが収集した古写真コレクションと,ボードインに関

係する斉料を電子化 .収録しています.

日本舌写真77LJiム ボードイン.コレクション

hup://oldphoto.lb.nagasaki-U.ac.jp/bauduins/

上 1863年の長崎のパノラマ
[Pam ramicv肥WOfNAGASj止コ]

(El蘇番号6678-10)
下 現在の様子

ボードインの収集した古写真コレクション全528点を

電子化して公開しました｡

全ての画像は拡大して見ることができます｡アルバ

ムごとの表示 .撮影者別の表示が可能ですQ

長崎の風景写真の一部は.現在の風景と比較して表

示しており,景観の変化をご覧いただけます.

ボードイン講義録

http:〟…W.lb.nagasaki-u.ac.jplsearch/eco"elbkogi/

長崎大学が所蔵する,ボードインに関係する生理学 ･眼科 ･

内科の講義痕など13点の資料を全文電子化しました.

各ページは拡大して文字や図を大きく見ることができます｡

収書★料-■科薪■､原生事.棚 .日rtEMlなど

**古写真や寅重資料のデータベースへは.

図書館トップページの｢長崎大学電子化コレクション｣からアクセス!**
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皆さん,附属図書館のフログをご存知でしょうか?

その名も 『ぶらりらいぶらり :長崎大学図書館ブログ』｡
2008年10月から､不定期で更新しています｡

記事の内容は､

鼻 図書館からのお知らせ

(臨時閉館など)

鼻 各種 催しについて

(館内展示 ･選書ツアーなど)

鼻 図書館サービスのご案内

鼻 職員による雑記

等々､多岐にわたっています｡

これからも随時､更新していきま

すのでぜひ覗いてみてくださいね｡

URLはこちら-◆ 担!p:/lnulib

中央園書館では,館内でテーマ展示を行って

います｡

書架に並んでいても,普段は目に留まりにく
い図書を広く知ってもらいたい｡そんな気持ち

で始めた取り組みです｡

毎回,様々なテーマで展示していますので,

中央園書舘へお立ち寄りの際は,是非ご覧くだ

さい｡

過去のテーマ (一部抜粋)

第1回展示の様子

秋 といえば･･･読書の秋/食欲の秋 ･源氏物語千年紀

自分を磨け !～一年の計は元旦にあり～ ･芥川賞･直木賞受賞作を読む!!

-16-
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塁朋指導辱塁農垂臓 瓢
FjZTLTII._I I:Bl_lJp-imJ≡｣壬IJ

中央図書館で味.4月16日から5月30日までのEl程で,故美セ
ミナーの受終生を対象とした ｢資料収集ガイダンス｣を開催しま

した｡6年目となる2008年度Iも 123クラス.1,259名の新入生に

参加していただきました｡1時間半という短い時間ではありまし

たが,中央図書館の設備や資料配置を実際に見ていただく館内ツ

アーの後,OPAC (蔵書検索)の検索実習,図書館で利用できる

各種データベースや電子ジャーナル,Webサービスなどの紳介を｣

行いました｡今後の学習やレポート作成の参考にしていただければ幸いです｡ (参考調査担当)

医学分館では,毎年4月に医学科 ･保健学科の新入生を対象に,図
書館の利用法や館内配置等を案内する20分程度の館内ツアーを行って

います｡医学科の新入生に対しては,2008年度はさらに詳しいガイダ

ンスを行いました｡まず,4月15日 (火)に ｢医と社会｣という授業

において,大学教育機髄開発センターの長滞多代先生による ｢図書館

の利用法｣という講義の後,医学分館の利用表内やOPAC･電子ジャー
ナルの使い方の利用ガイダンスを行いました.

次に,5月16日 (金)に ｢情報処理入門｣という全学教育の授業において,医学中央雑誌や

pubMedといった医学系データベースについて,演習を交えながら文献検索ガイダンスを行いま

した｡医学分館では,個別のガイダンスもお受けしています｡お気軽にお問い合わせください｡

(医学情報担当)

Fi:H 瑚 コ..;罫≡t-3当ii7J;_｣-JJTATn _

経済学部分館では,2008年度も ｢教養セミナー経済学部分館ガイダ

ンス｣を4月10日から5月19日にかけて実施し,31クラス.356名の

方にご参加いただきました｡(夜間主コースの4クラス63名は19:40-
21:10に実施)

経済学部の新入生に,経済学部分館を有効に活用していただくため,

坪内の資料配tiを群しく現明し,書庫や武藤文庫も案内しました｡ま

た,グループ学習室の利用方法や学生希望図書のリクエスト方法,パソコンを使った蔵書検索や

データベース検索等について説明を行いました｡経済学部分館では個別の図書館ガイダンスや情

報検索ガイダンスもお受けしております｡皆さまのお申し込みをお待ちしています｡

(経済情報担当)

ガイダンス 時受付中 お申し込みは各館カウンターへ

図[申込方[申込.間※200 ま/学力ウ館館館｢資氏名/希望日時を添えて,各館合せ先]中央図書医 学 分経済学部9年度教養セミナー
≡sTacenod:Eon.:03bib7:a::Bags:a:k諾k_li::C;lgP?j.ip S'芝
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小西 祐馬 准教授 【教育学部】

● 貧困と学力 /岩川直樹,伊田広行編
著一明石書店 ,2007.8

[中央図書館 371.3日1931524684]
● 子どもの貧困 :子ども時代のしあわ

せ平等のために /浅井春夫,松本伊智
朗,湯揮直美編一明石書店 ,2008.4

[中央図書館 369.4llA831524685]

岡田 裕正 教授,須斉 正幸 教授 【経済学部】

● EmpiricalstudyonAsianfinancial
markets / edited by Masayuki
Susai,Hiromasa Okada-Kyushu
UniversityPress,C2008

[中央図書館 338.22llsu771523510]
[経済学部分館 338.22llsu773163537]

萩原 篤志 教授 【生産料学研究科】

● 環境ホルモン : 水産生物に対する影

響実態と作用機構 / ｢環境ホルモンー
水産生物に対する影響実態と作用機構｣
編集委員会編一恒星社厚生閣,2006.6

[中央図書館 519.4llKa561523643]
● 養殖の餌と水 :陰の主役たち /杉田

治男編一恒星社厚生閣 ,2008.3
[中央図書館 666.13llsu461523644]

嶋津 拓 教授 【留学生センター】

● 海外の ｢日本語学習熱｣と日本 / 嶋

津拓著一三元社 ,2008.4
[中央図書館 810.7llsh461523877]

● オース トラリアにおける日本語教育の

位置 :その100年の変遷 /嶋津拓著
一凡人社 ,2008.5

[中央図書館 810.7llsh461524686]

戸田 一雄 教授 【医歯薬学総合研究科】

● やさしい痛み学 /植田弘師, 戸田一
雄著-ブレーン出版 ,2007.3

[中央図書館 491.37日0321522702]
● 新解剖生理学=Newanabmyphysiology/

戸田一雄,木本万里著-ブレーン出版 ,
2007.5

[中央図書館 491.31llTo171522704]

r'iT1---=-;jj-L=., _-.I

後藤 恵之輔 名誉教授 【工学部】

● バリアフリーと地下空間 /後藤憲之

輔,森正著一電気書院 ,2007.8
[中央図書館 518.83日G721523733]

伊藤 秀三 名誉教授 【環境科学部】

● 島の生命 / ジョン ･スパークス著 ;

伊藤秀三翻訳一講談社 ,1977.9
[中央図書館 460.8llA79日111524222]

長崎大苧環東シナ海海洋環境資源研究センター●Proceedingsofthe6thInternational
WorkshoponmeOceanographyand
FisheriesScienceoftheEastChina

Sea:2007ECSworkshop/Organized
by Institute for EastChina Sea
Reseach,NagasakiUniversity,Facalty
ofFisheries,NagasakiUniversity-
NagasakiUniversity,2007

[中央図書館 660.4llN211523739]

医歯薬学総合研究科生命医科学講座

● Theanatomyofthemuscularsystem
in仇eformosanmonkey/editorial
supervisionSeijiNagashima,Ryosuke
Miyauchi-[NagasakiUniversity],
[2006]

[中央図書館 489.9llN221523617]

長崎大学ラーニング ･ティップス

● 初年次学生のためのポケット長大君 /
甲田泰之 [ほか]著- ラーニング ･

ティップス製作メンバー ,2008.3
[中央図書館 377.9llKo161524467]

森 真理子 様

【長崎大学附属中学校第14回卒業生】

● ムーン･ライ ト:かぐや姫異聞 シナリ
オ集 /森真理子著一熊日情報文化セン

ター(製作),2007.10
[中央図書館 912.7llMo451523784]

溝口 美博 様 【医学部卒業生】

● 悠々閑々 : 遊び心と絵のあるエッセ

イ / 浜口美博著一中国新聞社 ,
1994.8

[医学分館 720.28llH232136739]
● 一期一会 /演口美博著-[演口美博],

2005.1

[医学分館 065llH232136740]
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中西 弘樹 教授 【教育学部】

● 海から来た植物 : 黒潮が運んだ花た

ち /中西弘樹著一八坂書房 ,2008.6
[中央図書館 479.374llN381525859]

長岡 信治 教授 【教育学部】

● 吉野ヶ里町誌一吉野ヶ里町誌編纂委員

会,2008.6
[中央図書館 219.2lly921525997]

辞 軍 准教授 【経済学部】

● 跨国公司全球一体化条件下的当地化成

略研究 :在学日資企北的投資威略分
析 /辞軍著一人民出版社 ,2008.3
[経済学部分館 335.5llse933164759]

戸田 清 教授 【環境科学部】

● 平和をつむぐ思想 /唯物論研究会編

一青木書店 ,2008.9
[中央図書館 111.6lly9711131526436]

菓柳 和則 准教授 【環境科学部】

● 経験はいかにして表現-ともたらされ
るのか :M･フリッシュの｢順列の美学｣

/ 菓柳和則著一鳥影社 ･ロゴス企画 ,
2008.3

[中央図書館 940.278llF471525644]

深見 聡 准教授 【環境科学部】

● 地域コミュニティ再生とエコミュージ

アム /深見聡著一南方新社 ,2004.12
[中央図書館 601.1llF721527508]

● 鹿児島の史と景を歩く :街めぐり14
コース / 深見聡著 一凡人社 ,
2008.5

[中央図書館 291.97llKa191121527507]

鶴田 伊三男 講師 【工学部 ･水産学部】

● 慎思抄 /五清会著一正文社印刷,
2008.ll

[中央図書館 914.68llG691527509]

近

∴

小笠原 真司 教授,ウイリアム･コリンズ 講師

【大学教育機能開発センター】

● 幕末 ･近代化の先覚者たち : 幕末の

長崎を英語で読みとく /小笠原真司,

WilliamCollins編著一英光社 ,2009.2
[中央図書館 219.3

[医学分館 219.3
[経済学部分館 219.3

0221528081-3]
0222138067-8]
0223165176-7]

高橋 真司 元教授 【教育学部】

● 九鬼隆一の研究 :隆一 ･波津子 ･周

造 /高橋異司著 一未来社 ,2008.8
[中央図書館 289.1llKu281526362]

● 緑色のまなざし:詩集 /高橋真司著一聖

母の騎士社,2008.10
[中央図書館 911.56llTa3315269667]

永野 清司 歯科技工士長

【附属病院医療技術部】

● 新素材による接着ブリッジの臨床 :

テクニックのすべてと保険適用-の効

果的対応 /田中卓夫 [ほか]著-ヒョ

-ロン･パブリッシャーズ ,2008.ll
[医学分館 497,引ITa842138005]

長崎大学環境科学部

● 長崎大学環境科学部外部評価報告書-

[長崎大学環境科学部],2008.3
[中央図書館 377.1llN211120081836431]

長崎大学企業都市経済研究グループ

● 円高 ･国際化と ｢企業城下町｣ :90
年代における企業都市の変容と再生に

関する研究 一長崎大学企業都市経済

研究グループ ,1995.3
[中央図書館332.1llN211836429]

熊野 宗治 様 【教育学部卒業生】

● アインシュタインの嘘とマイケルソン

の謎 :物理学の失われた100年 /熊

野宗治著 一新思索社 ,2008.8
[中央図書館421lly991526603]

上野 智子 様 【教育学部卒業生】

● 小さな地名の調べかた :メディモリで

調べ ,アカレンで踊り ,ダテマエで待

つ /上野智子著 一和泉書院 ,2008.10
[中央図書館291.0189日0451527589]

<さんの著書のご恵贈を,ありがとうございました｡
今後ともよろしくお願い申し上げます｡
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｢Tr･6 ,%図書掛 ら の お 知 らせ
春休みの特別貸出を実施 します

I R架国書10fBまで借tJられます I(学外の方を除く)

ELL日 2月17日(火)～ 4月1日(水)⇒ 湛却日 4月16日(木)

経済学部分館から の お矢口らせ

･白樫 テ レコンの利用 開始-.,IÌ,i,= 2009年l月末よLJ目抜テレコンの利用ができるように

rBE EiJ志.L'崇 ,L.;讐 琵 崇 tAA.空 悪 習=R*qt73<'kt:AgTt?)

r国書庸H⊃(仙中ソ′www.lb.rugasaki-uacj))J>『データベースJ]>『日経テレコン』

･グルー プ学習 スペー ス利用 の再 開

国書の整理作業のため閉鎖しておLJましたグループ苧7スペースが利用できるよ
うになりました.長期間ご不便をおかけして申し訳ありませんでした.皆さまのご




