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医学分館長になって
医学部教授

森

望

間みる貴重な空間
になっています。
医学分館にはこ
のような歴史的な
使命もありますが，
第一には現在在籍
する医学生，保健
学科生，歯学部生
の勉学の助けとな
る空間でなければ
なりません。図書
と視聴覚関係に限
るとはいえ，学生
諸君が必要として
いるものを必要な
部数取り揃える努力を進めるべきと考えています。
専門性の高いものは医局等でも取り揃えられてい
ると思われるので，今後数年は基礎医学系の図書
を中心に改善していきたいと考えています。

本年４月１日付けで医学分館長に着任した森で
す。現医学部長の松山俊文教授からこの任務を引
き継ぎました。私は５年ほど前から医学部基礎で
神経形態学（旧第一解剖）を担当しており，研究
上の専門は神経生物学，分子老年学です。特に，
脳の老化と進化に興味があります。教育上は医学
科２年次後期の神経感覚器系（神経解剖学）を主
としますが，全学教育の人間科学全般をとりまと
める委員を兼任している関係上，長崎大学の全学
部の学生の初期教育にも関心があります。
「知」の宝庫としての図書館
大学に限らず「教育」の観点は「教え」
「育てる」
ことであり，これは教員の視点ですが，学生諸君
にとってここは「勉学」の場であり，まさに「勉
めて」「学 ぶ」ことにあります。特に，大 学にあっ
ては，自らの問題意識をもって学ぶことが大切
で，図書館はそのための知的資材を提供し，また
勉学の場を提供する使命があります。昨今，各人
のラップトップコンピュータからインターネット
アクセスによって瞬時に世界の最新情報を自由に
閲覧し取得できる時代になってはいますが，それ
でも人類の「知」の資産としての書物を中心とし
た図書館の果たすべき役割は，広がりはすれ減ず
ることはありません。
医学分館は医学部基礎棟の斜め向かいに位置し
ており，医学科の学生には比較的利用しやすい位
置にあります。しかし，医学分館は保健学科，歯
学部関係の図書の充実にも努めてきており，広く
医療全般に関する書籍ならびにビデオ，DVDの
拡充にも力を入れています。図書館はこれらの資
材を保存し維持する義務がありますが，これは学
生諸君によって「活用」されてこそその意義が生
まれます。購入しても利用されなければその知の
資産は遺産になってしまうでしょう。成長期の学
生の知的活動を支える図書館としては，知の倉庫
ではなく，知の宝庫として，まさにバイタルな流
動性の高い図書館となるよう努めなければならな
いと思っております。

医学分館の現状と今後の改善
現在，医学分館の開館時間は平日の朝８時40分
から夜10時まで。土日祝日は朝10時から夕方
６時半までとなっています。お盆と年末年始，そ
して五月の連休の一部と長崎大学の開学記念日は
閉館としていますが，それ以外は夏休み，春休み
の期間もほぼ全体を通じて，学生諸君の利用の便
を図り開館しています。図書の借り出し返却だけ
でなく，勉学の場としても大いに活用して下さい。
言うまでもないことですが，大学の共通資産と
しての図書の利用に関してはルールとマナーがあ
ります。借りたものは期日迄に返す。自分と同じ
ように，他の学生や後輩の活用にも資する。勝手
にページを破りとらない。まして，本の無断持ち
出しはしない。図書館の自由な利用は長崎大学の
学生としての権利ですが，それは諸君の良識があっ
てこそ継続できるものです。後輩のためにも貴重
な知的資産を大切に利用して下さい。
医学部，歯学部の上級学年では附属病院での研
修や勉学の機会も増えます。また，病院は24時
間態勢ですから，附属病院10階に設置されてい
る共同図書室も24時間利用可能としています。
現在も病院の改修が進んでいますが，今後も熱心
な医学生，医学研究者，医員の利用の便を図って
いきます。
医学分館にせよ共同図書室にせよ，もし今後の
改善への希望，要望などあれば，遠慮せずに分館
に備え付けの「投書箱」あるいは担当窓口へ寄せ
て下さい。
（H21.6.30）

医学分館の役割と使命
長崎大学医学部は一昨年，創立150周年の節目
を迎えました。一方で，爆心地から800メートル
という距離にあって，一旦はほぼすべてが灰に帰
したとはいえ，この大学の医学部は日本における
西洋医学の導入の先陣をきった確固たる歴史を背
負っています。そのため，相川忠臣名誉教授の分
館長時代から近代医学史関連の貴重な資料を収集
保存しており，現在もまた今後もその拡充へ努め
ていく必要があると考えています。医学分館２階
の資料室は日本における医学の創設期の一端を垣
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経済学部分館長になって
経済学部教授

矢島 邦昭

思っております。
このように図書
館は「支援」の
役割であり，大
学および部局の
教育研究に対す
る考え方や計画
に依存したもの
になるため，各
方面と問題意識
を共有して対応
していくことが
重要と考えています。

今年の４月から経済学部分館長に就任しま
した矢島です。
「その任にあるときは真剣に
考え，普段は基本信頼しておまかせ」を決め
込んでおり，これまで図書館のあり様を考え
たこともありませんでした。それ故，今，思
いをめぐらせ対応方向を考えているところで
す。今回は，皆様から，ご意見を戴く視点か
ら現在考えていることを述べたいと思います。
大学および図書館を巡る厳しい環境
運営費交付金の減額，人件費の削減，効率
化の要請など経済的制約がますます強まると
予想されます。さらに長崎県は全国でも有数
の人口減少県，その帰結としての地域経済の
衰退化と大学存続基盤の脆弱化。経済的国際
競争の勝者となる質の高い労働力確保におけ
る教育の役割の重要性の高まり。その中で特
色ある大学づくりが求められていることなど
今後の厳しい環境が考えられます。
一方，図書館は，上記環境の他に，狭隘化
している現状にあっても増設はほとんど考え
られないこと，情報化により図書館の在り方
が大きく変化しつつあり，ICT（情報通信技
術）の変化に対応した効率的な運用を考える
ことなどが重要になると思われます。
こうした環境で図書館は，大学がその理念
や使命を実現する過程での目標達成に効率的
に支援していくとともに情報発信していく必
要があると考えられます。しかし，様々な制
約のもとでは，選択的に，戦略的に対応して
いく必要もあると考えております。

情報発信としての創造的対応
上記「支援機能」を中核として，さらに図
書館は所有する資源を主体的に活用すること
も求められると考えています。それは，近世
以降の時代形成に長崎が大きな役割を果たし
たという歴史をもっているからであり，保有
する貴重資料の内容や価値を把握し，それら
を情報発信の視点から考えていく必要がある
と思っております。
建設的戦略的要望を期待
わが大学は「学生顧客主義」をモットーに
しておりますが「わがままな要請にも応える」
というものではなく，逆にこうした行為は真
摯な努力を傾けることを躊躇させることにも
なりかねません。あまりに個人的に片寄らず，
大学発展のインフラの視点から建設的戦略的
な要望をどしどしお願いします。

第一義的な教育研究支援

在任中にできることは極めて少なく実力も
心得ているつもりですが，就任早々で，少々
大げさになりました。良い図書館づくりは皆
様の協力なしには不可能と思っております。
すなわち，図書館の発展は利用者と大学の発
展と共にあります。ご協力のほどよろしくお
願いします。
(H21.6.19)

対応の一義的なことは教育研究支援と考え
ています。教育的領域では経済学部分館の利
用が定期試験の２週間に極端に集中した形態
となっていますが，「学士力」を高める教務
活動を支援していく過程で改善していくべき
ものと考えております。研究領域では研究資
料の確保を中心にそのニーズを体系的にとら
え，経済的制約のもとでインフラを確立する
方向での支援のあり方を考える必要があると
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2003~2008

数字で見る図書館のサービスと利用
2003年から2008年までの6年間の，各館別の年間の開館日数，総開館時間，総入館者数，総貸出し
冊数の変化を数字とグラフで表しました。
年度

館

2003年度

中央図書館

医学分館

経済学部
分館

3館平均

3館合計

2004年度

2005年度

2006年度

2007年度

2008年度

309日

332日

324日

332日

354日

348日

2,980時間

3,131時間

3,359時間

3,686時間

3,736時間

3,784時間

284,837人

297,309人

319,619人

289,398人

367,657人

382,632人

36,963冊

35,205冊

35,580冊

34,463冊

37,021冊

38,151冊

290日

345日

348日

347日

350日

345日

3,229時間

3,597時間

3,616時間

3,626時間

3,695時間

3,890時間

104,207人

112,570人

117,747人

123,402人

118,560人

120,599人

12,889冊

13,995冊

14,688冊

15,248冊

15,593冊

16,394冊

300日

317日

315日

319日

315日

325日

3,094時間

3,223時間

3,247時間

3,337時間

3,464時間

3,647時間

49,238人

55,942人

48,142人

50,899人

61,043人

64,273人

8,191冊

8,355冊

6,673冊

6,917冊

6,677冊

6,832冊

300日

331日

329日

333日

340日

339日

3,101時間

3,317時間

3,407時間

3,550時間

3,632時間

3,774時間

438,282人

465,821人

485,508人

463,699人

547,260人

567,504人

58,043冊

57,555冊

56,941冊

56,628冊

59,291冊

61,377冊

中央図書館

医学分館

年間開館日数

日

経済学部分館

年間総開館時間

時間

400
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2008

年間総入館者数

人
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年間総貸出冊数

冊
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図書館で本を借りているのはどの学部？
〜2008年度貸出し統計から〜

附属図書館のコンピュータに記録された貸出し記録から，学部ごとの貸出し冊数をカウントしました。
中央図書館，医学分館，経済学部分館の，2008年4月から2009年3月までの貸出し記録の合計です。

*共同図書室，保健学科図書室の貸出し等は含まれません。
*教育学研究科，経済学研究科はそれぞれ教育学部，経済学部に含みます。
*「その他」には学部に未所属の留学生などが含まれます。

所属学部

学生所属学部別年間貸出し冊数

貸出し冊数 学生数

教育学部

8,930 1,045

医学部

8,227 1,083

経済学部

7,349 1,731

生産科学研究科

工学部

7,196 1,620

水産学部

環境科学部

5,361

580

水産学部

3,675

440

生産科学研究科

3,234

783

歯学部

2,822

320

薬学部

1,195

320

医歯薬学総合研究科

633

645

国際健康開発研究科

256

11

その他

510

−

合

計

教育学部
医学部
経済学部
工学部
環境科学部
水産学部
生産科学研究科
歯学部
薬学部
医歯薬学総合研究科
国際健康開発研究科
その他

薬学部
歯学部
教育学部

医学部
環境科学部
工学部

経済学部

国際健康開発研究科は2008年度に新設され
た大学院ね。みんな勉強家だニャー。
医学部生の中には，保健学科図書室でもた
くさん本を借りている人がいると思うけど，
それは入っていないの。
ごめんなさい。

49,388 8,578

1 人あたり貸 出し冊 数 学 部 別ランキング
23.3

1. 国際健康開発研究科
9.2

2. 環 境 科 学 部
3. 歯

学
育

学

部

5. 水

産

学

部

平

均

6. 医
全

学
体

7. 工

8.8

部

4. 教

8.5
8.4
7.6

部

学

5.8
4.4

部
部

4.2

9. 生 産 科 学 研 究 科

4.1

8. 経
10. 薬

済

学
学

3.7

部
1.0

11. 医歯薬学総合研究科
0

5

10

5

15

20

25 冊
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データベース
論文作成に役立つ のご紹介 ⑥
就職活動にも!

今回は片淵キャンパスでご利用いただける「 日経テレコン21 」のご紹介です。
日経新聞などの新聞記事，国内外の主要企業情報，人事情報，
マーケット
情報など，ビジネスに関する情報が幅広く収集できます。

<検索・利用方法> メニュータブをクリックすると各メニューへジャンプします。

キーワードを入力し，検索ボ
タンをクリックすると，検索
結果が表示されます。

一覧表示ボタンをクリッ
クすると，見出し一覧が表
示されます。

キーワードの追
加ができます。

プレビュー
→印刷
記事に図や写真があるときは「有」が表示されます。

片淵キャンパス限定・同時アクセス数 3
※ID・パスワードはホームページでご確認ください。
『図書館HP（http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp）』＞『データベース』 ＞ 『日経テレコン』
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紙焼き写真では全国初！

日本古写真アルバム

「ボードインコレクション」が登録有形文化財に
「ボードインコレクション」は当館が所蔵するアル
バム４冊（写真528点）からなる古写真コレクションで
す。2009年7月，
「ボードイン収集紙焼付（かみやきつけ）
写真」として国の登録有形文化財に登録されました。
美術工芸品としては全国で10件目，紙焼き写真では全
国初の登録となりました。
このコレクションは，オランダ人医師で本学医学部
の起源である小島養生所の第２代教頭，アントニウス・
ボードインが，弟のアルベルト・ボードインと協力して，
幕末から明治初頭にかけて撮影・収集したもので，
2007年秋にご子孫から譲り受けました。トーマス・グ
ラバー等の外国人や坂本龍馬をはじめとする志士た
ちが活躍した幕末の長崎の写真を多く含み，長崎の異
文化交流の歴史を物語る重要な史料と言えます。

グラバー庭園のパーティー
（ボードインコレクションより）

新収古写真752点を古写真データベースに追加
当館が作成・公開する「幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」は，世界でも最大級の
日本古写真のデータベースとして国内外から広く利用されています。2009年6月，このデータベース
に，新たに752点の画像を追加収録し，計6,778点の古写真画像が検索・閲覧できるようになりました。
新規収録の主な古写真は以下のとおり。
■アントニウス・ボードインほか撮影「ボードインコレクション」
■上野彦馬，
富重利平ほか撮影
「明治7年の古写真集」
（長崎文献社，
2007年発行）
収載写真
■「明治の彩色写真帖」２冊（長く米国に保管されていたもの。平成20年6月受贈）

ダーウィン生誕200年『種の起源』出版150周年
ガラパゴス調査
を
フィールドノート

電子出版 しました

附属図書館では，ガラパゴス研究の第一人者である伊藤秀三名誉教授の「ガラパゴス調査フィー
ルドノート（野帳記録）」を学術研究成果リポジトリNAOSITEにおいて電子出版いたしました。

Itow, S. 2009. Field notes of Galapagos vegetation studies in 1970 and 1978.
NAOSITE . (URI: http://hdl.handle.net/10069/21987 )
1970年と1978年のガラパゴス諸島植生調査において記録したフィールドノートから，論文として
公表していない部分について英語でまとめたもので，リポジトリにおいて初公開しました。
過去の植生を知りうる貴重な資料であり，主に研究目的のための，出典情報を明記した引用や図
等の転載など自由に利用可能です。ガラパゴス研究にご活用ください。

図書館HP
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２００９年度 図書館ガイダンス
教養セミナー「資料収集ガイダンス」

図書館内メディアルームで初開催！

中央図書館

中央図書館では，4月17日から5月28日の期間中，新入生を対象とした教養セミナー「資料
収集ガイダンス」を開催しました。
このガイダンスでは，教養セミナーの1コマを使い，発表やレポートの作成に必要となる情報
の検索方法や資料の入手方法についての説明を
行います。今年度も，図書館内の資料配置や設
備を実際に見ていただく館内ツアーとパソコン
を使った情報検索実習の2部構成で行い，117ク
ラス1,195名の新入生に参加していただきました。
参加者からは，「図書館のHPがこんなに便利
だとは知らなかった」，
「パソコンから新聞記事
や論文を読めるので驚きました」というご感想や，
「講義が長すぎるのでもっと省略して欲しい」，
「内
容が多すぎて逆に分かりにくかった」などのご
意見をいただきました。お寄せいただいた声を参考に，今後のガイダンスの内容を高めていきた
いと考えています。

（参考調査担当）

新入生向けガイダンス

上級生向けには文献検索演習

医学分館

医学分館では毎年新入生を迎えるにあたって，図書館の利用法や館内配置の案内などの施設紹
介を積極的に行っています。今年も学部および大学院の新入生や研究生を対象に実施し，226名
の皆さんに参加していただきました。また，医学科の新入生99名の皆さんには，4月20日（月）
に「医と社会」という授業の1コマを使って，図書館学に精通されている教育学部の畑先生に「図
書館の利用法」という講義をしていただいたあと，
医学分館の利用案内やOPAC（蔵書検索）の使い方，
図書館で提供しているサービスの紹介などの詳しい
利用ガイダンスを行いました。その中では，早く図
書館に親しんでいただけるように，大学図書館でよ
く使われる用語の説明なども行いました。
上級生向けには，卒業論文や研究発表論文等を見
据えて，医学中央雑誌やPubMedなどの医学文献情
報データベースを用いた文献検索演習（リサーチセ
ミナー）も行っています。文献の調査かから入手ま

「図書館の利用法」講義風景

での一連の流れを解説するとともに，電子ジャーナルやその他のデータベースの利用方法につい
ても詳しく説明しています。その他，ご要望に応じて個別のガイダンスもお受けしていますので，
お気軽にお問い合わせください。

（医学情報担当）
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「経済学部分館ガイダンス」
を実施
3・4年生向け「情報検索ガイダンス」も好評 経済学部分館
経済学部分館では，毎年４月から５月にかけて「経済学部分館ガイダンス」を実施しています。
今年度は４月８日から５月20日までの日程で「教養セミナー経済学部分館ガイダンス」を実施
し，31クラス335名の経済学部新入生に参加していただきました。館内の資料配置を詳しく説明
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の説明も行いました。
経済学部３・４年生を対象に「情報検索ガイ
ダンス」も実施し，多数参加していただきました。
経済学部分館では個別の利用案内や情報検索ガ
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）

図書館の利用方法を詳しく知りたくない？

図書館ガイダンス 各館で随時受付中！
OPAC（蔵書検索）の使い方や，長崎大学で利用できるデータベー
スの紹介，パソコンや携帯電話から使える便利なWebサービスの利
用方法など，レポートや論文作成に役立つ内容や，知っていると得
する情報を図書館員が詳しく説明いたします。
お一人でも，お友達と一緒でも，ゼミ単位でも大丈夫です。大学
院入学や編入学の方は，是非受講してください。お申込みは，各図
書館で随時受け付けています。
ご希望の日程，内容などを最寄りの図書館へお知らせください。

中 央 図 書 館（参考調査担当）sanko@lb.nagasaki-u.ac.jp
医 学 図 書 館（医学情報担当）medinfo@lb.nagasaki-u.ac.jp
経済学部分館（経済情報担当）ecoinfo@lb.nagasaki-u.ac.jp
ガイダンスで使用したテキストは，webからご覧いただけます。

図書館HP ＞ 図書館をつかう ＞ 図書館ガイダンス案内

http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/guidance/
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データベース「日経テレコン21」

利用講習会を開催
日時：平成21年６月17日（水） 10：30〜12：00, 12：50〜14：20
場所：経済学部４階 メディアステーション

経済学部分館では，平成21年2月から導入した「日経テレコン21」の利用講習会を，
日経メディアマーケティングより講師を招き，上記日程で開催しました。
まず，データベースの概要説明があり，ニュース，記事検索，企業検索，人事検索の
それぞれのメニューについて検索のコツやシソーラス展開についての詳しい説明があり
ました。その後，受講者各自が興味のある事につい
て検索したり，講師に質問したりして，有意義な講
習会となりました。
参加できなかった皆さまへ
資料をご用意しておりますので，経済学部分館へ
お越しください。また，質問がありましたら，遠慮
なくお尋ねください。
日経テレコン21の使い方については本誌6ペー
ジのデータベース紹介もご覧ください。

スコーパス利用講習会を開催
〜これから論文を書く人のために〜
■ 2009年６月25日（木）17：00〜18：00
■ 2009年６月26日（金）13：00〜14：00

医学分館グループ学習室にて
工学部５番講義室にて

参加者25名
参加者40名

「Scopus利用講習会〜これから論文を書く人の
ために〜」を，ゼファー・ビヨンド株式会社の瀧
本まゆみ氏を講師に招き，文教地区，坂本地区で
開催しました。それぞれ多くの教職員や大学院生，
学部生の方々にご参加いただきました。
講義は，
「なぜ論文を書くのか？」という研究者
の観点や良い論文の基本条件などの説明に始まり，
Scopusを用いた論文執筆方法や関連論文の収集方
法に関する説明，質疑応答と続きましたが，受講
者の皆さんは，熱心にメモを取りながら講師の話
に聞き入っていました。
Scopus（スコーパス）とは，世界規模の学術出版社であるエルゼビア社が提供するデー
タベースで，引用情報を含めた文献を検索できる学術情報ナビゲーションシステムで
す。1966年以降の科学・技術・医学・社会科学・人文科学分野などの学術雑誌約
18,000誌から約3,700万件の抄録と10年分の参考文献を閲覧することができ，電子
ジャーナルにリンクする機能もついています。
接続は図書館ホームページのLinkから

をクリック！
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本学 関係
寄贈 図書

長崎大学の先生方が書かれた本をいただきました
（平 成21年2月1日 〜 6月10日分）
田島 義証 准教授 【医歯薬学総合研究科】
● Hepatobiliary and pancreatic carcinogenesis
in the hamster / Yoshitsugu Tajima,
Tamotsu Kuroki [and] Takashi Kanematsu
editors—Springer , c2009
[医学分館 493.47||Ta26 2138250]

下村 脩 長崎大学名誉博士
● Bioluminescence : chemical principles and methods
/ Osamu Shimomura—World Scientific, c2006
[中央図書館 431.54||Sh53 1531040]

劉 卿美 准教授【大学教育機能開発センター】
● これなら覚えられる!ハングル単語帳 /
劉卿美著—日本放送出版協会 , 2009.4
[中央図書館 829.14||Y96 1530936]
長崎大学工学部
● 健全な社会を支える技術者の育成 : 安全・
安心教育とものづくり教育を融合した地
域に学ぶ総合教育キャリア教育の実践—
長崎大学工学部 , 2009.3
[中央図書館 507.7||N21 1837255]

長崎大学
● ノーベル賞受賞の原点--長崎大学 : 2008
年ノーベル化学賞受賞記念講演会
:
長崎大学名誉博士称号授与式 / 下村脩
[講演DVD] —[長崎大学] , 2009.3
[中央図書館 404||Sh53 1837270]
[医学分館 404||Sh53 2805594]
[経済学部分館 404||Sh53 3509158]

長崎大学医学部創立150周年記念会
● 長崎大学医学部創立150周年記念誌 : 近
代西洋医学教育発祥から現在まで / 長崎
大学医学部創立150周年記念会編—長崎大
学医学部創立150周年記念会 , 2009.3
[中 央 図 書 館377.28||N21 1531049,1531051]
[医学分館377.28||N21 2138448，2138449]
[経済学部分館377.28||N21 3166195，3166196]
● 写真で見る医学部150年の変遷 : 長崎
大学医学部創立150周年記念誌第6章抜
刷 / 長崎大学医学部創立150周年記念
会編—長崎大学医学部創立150周年記念
会 , 2009.4
[中央図書館377.28||N21 1531747，1531748]
[医学分館377.28||N21 2805610，2805611]
[経済学部分館377.28||N21 3166244，3166245]

舟越 耿一 教授【教育学部】
● ナガサキから平和学する! / 高橋眞
司, 舟越耿一編 ; 朝長万左男 [ほか]
— 法律文化社 , 2009.1
[中央図書館 319.8||Ta33 1530282]
加納 暁子 准教授【教育学部】
● 演奏表現を中心とした音楽の指導内容
とその学習に関する教育実践学的研究
/ 加納暁子著—風間書房 , 2009.1
[中央図書館 375.76||Ka58 1531319]
戸田 清 教授【環境科学部】
● 環境正義と平和 : 「アメリカ問題」を
考える / 戸田清著—法律文化社 ,
2009.3
[中央図書館 319.8||To17 1530268]

長崎大学メンタルヘルス懇談会
● 大学生における発達障害とその周辺 :
社会人になるまでにできること—[長崎
大学メンタルヘルス懇談会] , [2008]
[中央図書館 378||N21 1836792]
● 大学におけるハラスメントとは—[長崎
大学メンタルヘルス懇談会] , [2007]
[中央図書館 377.1||N21 1836793]
● 精神疾患のさまざま〜学生時代および
大学卒後のメンタルヘルス〜—[長崎大
学] , [2008]
[中央図書館 498.39||N21 1836794]

河野 茂 病院長
● 西洋医学教育発祥150年記念国際医学
史科学史会議 : プログラム・抄録集—
[国際医学史科学史会議] , 2007
[中央図書館 490.21||N21 1837246]
● 平成19年度日本医史学会秋季大会 平
成19年度日本薬史学会年会 2007年度
洋学史学会秋季大会 合同大会 : プロ
グラム—[日本医史学会] , [2007.11]
[中央図書館 490.21||N21 1837247]

たくさん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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● 情 報 ス クラン ブ ル ●

夏休みの休館・開館時間変更と
特別貸出しのお知らせ

中央図書館・経済学部分館では、
開架図書が10冊まで借りられます
貸出し期間も延長! 返却期限10月7日（水）
（ 本学学生・教職員のみ）

夏季休業期の下記期間は、開館時間が変更になります。
各館で日程および時間が異なりますので、ご注意ください。
詳しくは図書館ホームページの開館カレンダーをご覧ください。

中央図書館（文教キャンパス）

8月11日〜9月27日まで

平日：8時40分〜17時00分／土・日・祝日：10時00分〜17時00分
http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/cal/09/cent.htm

夏期休業中も通常どおり

医学分館（坂本キャンパス）

平日：8時40分〜22時00分／土・日・祝日：10時00分〜18時30分
http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/cal/09/med.htm

経済学部分館（片淵キャンパス）

8月17日〜9月30日まで

平日：8時40分〜20時00分／土・日・祝日：10時00分〜17時00分
http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/cal/09/eco.htm

8月12日〜14日は全館休館します

（医学分館・経済学部分館は15日と16日も休館）
和華蘭の窓
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