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　平成21年７月８日（水），経済学部分館では初

となる選書ツアーを，長崎大学生協経済学部店

で実施しました。8名の参加者により，70冊の

本が選書されました。すでに経済学部分館に所

蔵があった図書を除き，すべて購入し，経済学

部分館の学生用図書として配架しました。

　夏休み中は経済学部分館入口近くに特設コー

ナーを設置し，参加者が書いたおススメの本の

推薦文と共に展示しました。

　この選書ツアーについて，参加者からは，「卒

業論文の参考文献の購入を考えていたので良い

機会だった」「機会があればまた参加したい」

などの感想をいただき，好評でした。

　みなさんも，次回の選書ツアーにはぜひご参

加ください。

実 施 館

経済学部分館 第1回

中 央 図 書 館 第5回

中 央 図 書 館 第6回

中 央 図 書 館 第7回

計

実施月日

H21年07月08日（水）

H21年09月29日（火）

H21年12月16日（水)

H22年02月22日（月)

協力書店

長大生協経済学部店

メトロ書店

長大生協書籍部

メトロ書店

参加人数

08名

09名

08名

09名

34名

購入冊数

066冊

108冊

073冊

143冊

390冊

書店で思う存分本を選ぶ

中央図書館・経済学部分館で計4回開催
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選書ツアー2009

　附属図書館では平成20年から選書ツアーを実施しています。これは，学生の皆さんに直接書店

に集まっていただき，図書館に置く本を選んでいただく，というものです。平成21年度は，経済

学部分館１回，中央図書館３回の計４回を開催しました。

　実際に本を開いて見ながら選書でき，すぐに納品されるので，数日後には選んだ本を借りるこ

とができます。ツアーの参加者は，後日，自分が選書した図書の中から特に「おススメの本」に

ついてPOPを作成します。中央図書館では２階入り口正面の企画コーナーに展示しますが，学生

の目線で購入した本は貸し出し率も高く非常に好評です。

統計処理に使うEXCEL2007活用法

 007.63||A26　3509191

大学時代に学ぶべきこと，学ばなくてよいこと

 159.7||W42　3166591

図説坂本龍馬　　　 289.1||Sa32　3166645

経済論文の書き方　　　330.7||T  3158922

図解雑学ミクロ経済学　331||Sh39 3166583

現代企業の組織デザイン　336.3||R52  3158153

新時代の中小企業金融　338.63||O67  3164372

医療の裏側でいま何がおきているのか

 498.13||O73  3166675

なぜあのMRは顧客に好かれているのか?

 499.09||I33  3166617

MRのための営業心理学　499.09||Sa85  3166616

村が地域ブランドになる時代 

601.1||Se24  3166575

天使と悪魔　上　 933.7||B77||1  3166592

経済学部分館 初めての開催

経済学部分館選書ツアーで購入した本（一部）

経済学部分館選書ツアー風景
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アクセスはこちらから→

図書館ホームページのブログへの
リンクが可愛い猫のバナーになりました。
バナーの上にマウスを合わせると、猫が歩きますよ。

授業への支援に関する教員への
　　　アンケートを実施しました！！

祝 ブログ開設1周年♪

　附属図書館では，先生方のご協力を得ながら，これ

まで以上に，教育支援や授業連携を行っていくために，

図書館の授業への支援に関してお尋ねするアンケート

を下記のとおり，実施しました。お忙しい中，ご協力

いただき，ありがとうございました。

　

　期　間：2009年７月 15日〜８月 11日

　対　象：本学全教員837名（病院所属教員を除く）

　回答数：452件（回答率54％）

　調査結果報告は，図書館のホームページに掲載して

います。下記URLからご覧ください。※学内限定

　長崎大学図書館ブログ「ぶらりらいぶらり」が，

10月30日に，めでたく 1周年を迎えました♪

　1周年記念特別記事は，日頃記事を書いてい

る職員の自己紹介やブログ記事が出来るまでの

裏話を掲載！どんな人たちが記事を書いているの？

の謎が解けます。

　通常は，臨時休館等のお知らせの他，選書ツ

アーなどの図書館企画の紹介，サービスの案内

を中心に記事を書いています。企画展示の次回

予告も，いち早くブログでお知らせしています。

　2年目も，長崎大学図書館ブログ

「ぶらりらいぶらり」をよろしくお

願いします！携帯からもどうぞ〜♪
2009年10月のスキンは、期間限定でハローウ
ィンでした。現在のデザインは，ブログにアク
セスしてチェックしてくださいね。

http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/nagasaki-u/enq/

http://nulib.blog7.fc2.com/



　附属図書館を，学生の皆さんの声を生かした図書館とするため，毎年，各館で学生懇談会を開

催しています。また，各学部等においても，図書館委員の先生方のご協力で図書館の利用に関す

る学生懇談会を開催していただいています。今年は，インフルエンザ等の影響もあってか，参加

人数が少ない会もありましたが，出席者からは熱心な意見が聞かれました。ご協力いただいた先

生，学生の皆さん，ありがとうございました。
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平成21年度 附属図書館学生懇談会
～学生の皆さんの声を生かした使いやすい図書館づくり～

参加者所属

経 済 学 部

工 学 部

医 学 部 医 学 科

教 育 学 部

歯 学 部

環 境 科 学 部

医学部保健学科

文 教 地 区 全 体

薬 学 部

開催場所

経済学部分館

工 学 部

医 学 分 館

教 育 学 部

医 学 分 館

環 境 学 学 部

保 健 学 科

中 央 図 書 館

日　程

07月08日（水）

10月13日（火）

11月25日（水）

11月25日（水）

11月26日（木）

12月02日（水）

12月03日（木）

12月10日（木)

アンケート実施

参加学生数

9名

5名

7名

10名

 5名

4名

4名

3名

回答149名

担当教員

矢島 邦昭　分館長

林 秀千人　教授

森　　 望 分館長

勝俣 　隆　教授

澤瀬　 隆 　教授

小野 隆弘 　教授

中島 久良　 教授

柴多 一雄　館長

小林 信之 　教授

懇談会開催一覧（日程順）

参加学生には関連する研究科の大学院生を含みます。

　文教地区の学生懇談会は，10月13日の工学
部学生懇談会を皮切りに，12月2日まで各学
部で開催されました。また，薬学部では図書
館の利用や図書館への要望についてのアン
ケートが実施されました。それらを受けて，
12月10日には文教地区全体の懇談会が開催
されました。今年度は特に，将来の図書館改
修を考えて，施設・設備面での意見・要望を出
していただきました。

意見・要望（抜粋）

  施設・設備について
 1) 階段が急で滑りやすい，怖い

 2) ドアが重い

 3) 入館システムの感度が悪い，いちいち学生

　  証を財布から出さなければ入館できない

 4) 試験期などに座席が足りないときがある

 5) パソコンが足りない

 6) 飲食スペースを作ってほしい

 7) 携帯電話の利用場所を設置してほしい

08) スキャナーを置いてほしい

09) プリンターが足りない，無料にしてほしい

  資料について
10) 資料は新しいことが重要

11) 現代小説，ベストセラーを増やしてほしい

12) 自己啓発本をおいてほしい

  開館時間について
13) 朝の開館時間を8時にしてほしい

14) 試験期の土日祝日の閉館時間を遅くして欲しい

15) 休業期の閉館時間を遅くして欲しい

16) 通常の閉館時間を午前1時ぐらいにしてほしい

  その他
17) うるさい利用者に注意してほしい

18) エアコンが効きすぎているときがある

　資料については，専門書を含め市立図書館

の方が新しくて充実しているという意見が聞

かれました。また施設・設備としては入りにく

い，暗い，寒いといったイメージがあり，入り

やすく，明るい図書館が望まれているようです。

【サービス企画担当】

中央図書館学生懇談会



5

長崎大学附属図書館報　No.109

　医学分館では，医学部医学科，保健学科，歯

学部の計3回，学生懇談会を行っています。今

年度も11月25日から12月3日にかけて，各学科

の先生方の司会により開催されました。参加

者の皆さんからは様々な意見・要望が寄せられ，

大変有意義な懇談会となりました。

意見・要望（抜粋）

 1）試験期間中の土日祝日の開館時間を延長

　　してほしい

 2）トイレを綺麗にしてほしい

 3）コピー機を増設してほしい

 4）不明図書について，対策を講じてほしい

 5）医学分館で借りた図書を保健学科図書室で

　　も返却できるようにしてほしい

　このうち，不明図書が多くなっている問題

については，学生自身の問題と受け止めた積

極的な意見が出されました。

　また，保健学科の懇談会では，保健学科図書

室への要望もたくさん出されました。

　ご意見・ご要望は真摯に受け止め，できるも

のについては速やかに対応していきたいと思

います。ご協力いただいた先生方，参加してく

ださった学生の皆さん，大変ありがとうござ

いました。

【医学情報担当】

医学分館学生懇談会

　経済学部分館では，平成21年7月8日（水）に，

経済学部分館学生懇談会を実施しました。学

部4年生6名，夜間主コース1名，大学院生2名

の計9名が参加してくださいました。

　まず，司会の矢島分館長から懇談会開催の

主旨の説明があり，参加者による自己紹介の後，

懇談へと進みました。懇談では経済学部分館

に関する意見や要望が数多く上がりました。

意見・要望（抜粋）

 1) 貸し出し期間が短い

 2) ペナルティを緩和してほしい

 3) 図書が探しづらい。順番にならんでいない

　　ことがある

 4) もっと経済関係の本を揃えてほしい

 5) Full textが利用できる電子ジャーナルが

　　少ない

 6) 開館時間を延長してほしい

 7) 冷房が効いていないことがある

　そのほか，経済学部分館をどのように利用

しているか，図書館を利用していない学生に

図書館を利用してもらうためにはどうすれ

ばよいかなどについても話題となりました。

　皆さまのご意見・ご要望を今後の経済学部

分館の運営に反映させていきたいと思います。

【経済情報担当】

経済学部分館学生懇談会

医学部医学科学生懇談会

経済学部分館学生懇談会
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意見・要望・アイデアに応えます
平成21年3月以降の主な改善事項

 開館日・開館時間の拡大

◆中央図書館の試験期の土日・祝日の開館時間

を試験的に延長しました

　18時30分⇒20時　　【H22年1月より試行】

◆全館の平日の朝の開館時間を10分繰り上げて

　8時30分からとしました

　【H21年11月より試行，H22年4月実施予定】

 資料の充実

◆中央図書館に加え，経済学部分館でも選書ツ

アーを実施しました（p.2をご覧ください）

【H21年7月実施】

◆全館に試験・資格等の関係資料を重点的に購

入しました （p.8〜9をご覧ください）

　【H21年度後半実施】

◆医学分館にDVD資料を重点的に購入しました

（p.9をご覧ください）  【H21年度後半実施】

◆医学分館に「月刊医師国試対策」を購入する

ようにしました　　（p.12をご覧ください）

【H21年7月実施】

 資料の配置変更，サインの改善

◆中央図書館2階の企画コーナーに，資格・試

験関係図書コーナーを新設しました

　（p.8をご覧ください）　 【H21年10月実施】

◆医学分館２階閲覧室の配置換えを行いDVD

の場所などをわかりやすくしました

【H21年3月実施】

◆経済学部分館の入り口付近にサインポスト

（案内柱）を設置し，資料の配架場所などを

わかりやすくしました　　【H22年2月実施】

◆経済学部分館の雑誌の配架をアルファベット順

から50音順に変更しました【H2１年3月実施】

◆経済学部分館に書架を増設して，過去の新聞を

利用しやすく整理しました【H22年１月実施】

 施設・設備の改善，安全対策

◆医学分館の玄関付近の照明を明るいものに替

えました　　　　　　　 　【H21年7月実施】

◆中央図書館の外階段の側面に，風防のため

の側板と転倒防止のための手すりを取り付

けました　　　　　　　　【H21年3月実施】

◆中央図書館の外階段の中央部に，転倒防止

のための手すりを取り付けました

【H22年1月実施】

◆中央図書館では，メディアサロンのテーブ

ルの増設や，試験期の閲覧席の臨時増設用

などに50席分の机と椅子を購入しました

   【H22年1月実施】

◆中央図書館書庫内の，階数や避難経路の表

示を改善しました　　　　【H22年2月実施】

◆中央図書館の書庫の照明を改善します　

【H22年2月実施】

◆中央図書館の各フロアに携帯電話ボックス

を設置します　　　　　　【H22年2月実施】

◆医学分館のトイレを改修します

【H22年度3月実施予定】

 その他

◆医学分館では，行方不明図書の増加に対

して，館内に掲示を行い注意喚起を呼び

かけています　　　　　　【H2１年7月実施】

学生の皆さんの

↑階段手すり

（中央図書館）

サインポスト→

（経済学部分館）

学生懇談会の成果
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今回は無料で利用できる医学文献データベース

「PubMed」のご紹介です。 

世界最大の医学文献データベースMEDLINEにアクセスして
医学系の学術論文を検索できます。
10月28日にリニューアルし、新しい機能も追加されました。

■ タイトル をクリックすると

　論文詳細画面が開きます。

■論文のデータをさまざまな

　形式に変換して表示します。

　（③Display Settings）

■論文の掲載誌情報や抄録が

　表示されます。

■画面右上の アイコン から、

　本文ファイルが閲覧できる

　ジャーナルもあります。　

①

②

③

検索画面

検索結果一覧

論文詳細画面

ご利用は図書館HP  データベースリンク集
医学分館利用案内から

■ 検索ボックス にキーワードを入力し

　て検索します。

■ 検索ボックス に入力した単語を補完

　して、検索候補を表示します。

　（①Auto Suggest）

■雑誌のタイトル、巻号、ページ数等から

　論文を検索できます。

　（②Single Citation Matcher）

研究・論文執筆に役立つ
データベースのご紹介7
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　学生懇談会等でのご要望を受けて，平成21年

10月，中央図書館に「資格・試験・就職コーナー」

を新設しました。2階玄関からまっすぐ入った，

企画コーナーの一画です。

　学生の皆さんの卒業後の進路決定や，それ

に役立つ資格・能力の取得の参考になる図書

をやや幅広く集めました。

◆ 資格関係…選び方・取り方・情報技術者・秘書

　 検定・FP技能士・薬剤師・簿記　　　　   etc

◆ 試験関係…薬学CBT・美術検定・色彩検定・教

　 員試験・公務員試験・各種就職試験　　　 etc

◆ 就職関係…職種・企業・就活・マナー　  　 etc

◆ 語学関係…TOEIC・TOEFL・漢字検定・中国語検

　 定・ハングル検定・仏語検定・アラビア語　　 etc

◆ パソコン関係…Access・PowerPoint・Excel  etc

◆ 大学院関係…選択・研究計画・留学　　　 etc

　OPACでの表示は「中央館２F：企画コーナー」

です。興味がある資格や試験の本が無い場合は，

ぜひリクエストしてください。すぐに購入します。

　今年度，経済学部分館では重点整備資料と

して「資格関係図書」を購入しました。

　最近の雑誌記事を参考に，役に立ちそうな

資格を選び，その資格を受験するための本の

最新版を購入しています。

　TOEIC，簿記検定，資格ガイド，公認会計士，

さらには長崎検定の本まで様々な種類の資格

試験用テキストを用意しました。「資格・試験

コーナー」に配架しています。

　皆さまのご利用をお待ちしています

「資格・試験・就職コーナー」中央図書館

経済学部分館

中央図書館「資格・試験・就職コーナー」

新規購入図書のタイトル（一部）

「資格・試験コーナー」に
新しい本が入りました

2010年版 出る順社労士 必修基本書

税理士・会計士試験対応実戦テキスト

中小企業診断士スピードテキスト

3時間でわかる！LEC式はじめての弁理士教室

不動産鑑定士  鑑定理論過去問題集

パーフェクトFP技能３級対策問題集

秘書検定試験２級実問題集

2009年度版 ビジネス実務法務検定試験３級

2009年度 ニュース検定公式問題集1・2級

FASSスピード問題集—経理・財務スキル検定

DCプランナー入門

速習FP技能士２級・AFP合格テキスト

よくわかる簿記シリーズ

2011年版 資格取り方選び方全ガイド

これだけマスターeco検定

販売士検定３級問題集

色彩検定３級徹底攻略問題集

英語力が飛躍するレッスン

新TOEICテスト 特訓! 文法・読解300問

１駅１題 新TOEIC TEST単語特急
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　医学分館では今年度，医学関係のDVDのほか，疾病を主題にした映画のDVDを購入しまし

た。また，ご要望の多かった国試対策図書を充実させるため，医師国家試験および保健学科関係

の国家試験対策のための図書を購入しました。

●共用試験対策シリーズ : コア・カリキュラム対応————リブロ・サイエンス

●CBTこあかり————医学評論社 　●KEY WORDS CBT————医学評論社

●OSCEパーフェクトガイド——ツボをおさえてオスキー対策————金芳堂

●USMLEから学ぶOSCE・臨床実習セルフチェック————メジカルビュー社

■新出題基準別保健師国家試験予想問題集 2010年————メディカ出版

■新出題基準別助産師国家試験問題 2010年————メディカ出版

★『Kokutai』月刊医師国試対策 = The Japanese journal for national board  

　2009年 ５月号から購入しています（雑誌は貸出できません）

◆ 摂食・嚥下のメカニズム 解剖・生理編

◆ 病気の原因・メカニズム・症状シリーズ

◆ 初期診療アプローチ : step by step!（6・7巻）

◆ T&A動きながら考える救急初療

◆ 阿弥陀堂だより

◆ 博士の愛した数式

◆ ユキエ

◆ ロレンツォのオイル : 命の詩

◆ 私の頭の中の消しゴム

◆ 明日の記憶　　　　　　　　など

◆ Dr.岡田の膠原病大原則（2・3巻）

◆ Dr.林の笑劇的救急問答 5 上巻

◆ 内科医のための精神科的対応自由自在 下巻

◆ Dr.岡田のみんなの関節リウマチ診療

◆ Dr.岩田のFUO不明熱大捜査線 

       　　　　　 : プライマリ･ケア編（上下巻）

国試関係図書 DVDと医学分館

国試関係新着図書（一部）

共用試験（CBT・OSCE）

他にも国試関係図書を多数購入しました。どうぞご利用ください。

保健学科関係国家試験

その他，医学学習に役立つ視聴覚資料を多数取り揃えています。

新着DVD（一部）
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長崎大学の先生方が書かれた本をいただきました

勝俣 隆 教授 【教育学部】

● 異郷訪問讃 ･来訪講の研究 上代 日本

文学編 /勝俣隆著

[中央図書館 913.2llKa881538557]

● 天空の神話 :風と鳥と星 /君島久子ほ

か著 ;篠田知和基編

[中央図書館164.04日Ki331538558]●神話･象徴･言語 2/君島久子,クロー

ド･ゲニュべほか [著];篠田知和基,

比較神話学研究組織編

[中央図書館164.041恒 331121538559]

鈴木 慶子 教授 【教育学部】●これからの書写指導に向けて :日常に

生かす授業の実践 :小学書写DVD /

KURI-Lab制作

[中央図書館375.73llKu621837918]

森保 洋 准教授 【経済学部】

● 日本株式市場の投資行動分析 :行動

ファイナンスからのアプローチ / 城

下賢吾,森保洋著

[中央図書館338.155llsh891837246]

[経済学部分館338.155日sh893166775,3166776]

長崎大学医学部創立150周年記念会●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

[中央図書館 377.28llN211532580]

[医学分館377.28llN212805610,2805611]

たくさんのご恵贈をありがとうございました｡

高橋 和雄 教授 【工学部】●島原市の自主防災組織の現状と課題に

関するアンケー ト調査報告書 / 高橋

和雄,藤井真,伊藤雅尚

[中央図書館 518.871圧a331837336]

戸田 清 教授 【環境科学部】

● ェコ社会主義とは何か / ジョェル ･コ

ヴェル著 ;戸田清訳

[中央図書館 519日Ko951532785]

● 共生と共同,連帯の未来 :21世紀に託され

た思想 /藤谷秀,尾関周二,大屋定晴編

[中央図書館104llTe86日31533176]

天野 雅男 教授【水産学部】

● ThewildmammalsofJapan/edited

bySatoshiD.Ohdachi…〔etal.]

[中央図書館489日0171537629]

戸田 一雄 教授【医歯薬総合研究科教授】●わかる痛み学 /植田弘師,戸田一雄著

[医学分館 491.37日0322139052]●解剖生理学実験テキス ト=Textbook

forlaboratoricalphysiology(生理

学編)/木本万里,戸田一雄著

[医学分館 491.31llTo172139054]

● 基礎解剖生理学 = Basic anatomy

physiology/戸田一雄,木本万里著

[医学分館491.31llTo172139055]

大倉 真人 准教授 t経済学部】

●coopetitionstrategy:theo汀,experiments

andcases/editedby GiovanniBattista

DagninoandElenaRocco

[中央図書館 336.1日D131538125]

[経済学部分館 336.1lID133167413]

平成21年10月,中央図書館の新館部分の1階に電動集密書

架が完成 しました｡これにより,中央図書館の収容可能冊数

は約15万冊増加 しました｡

現在は,新聞の縮刷版,研究室からの返却図書などが配架

されています｡整理中の資料等が多いため,当分の間,利用

者の方に直接立ち入っていただくことはできません｡OPAC

による検索で ｢中央館 :電動書庫｣と表示 された図書をご覧

になりたい場合は,カウンターで申し込んでください｡貸 し

出し可能です｡

-10-

新設書庫の内部
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幕末長崎古写真展

長崎歴史文化博物館で附属図書館所蔵の古写真展示会　開催決定！

龍馬と彦馬 維新のまなざし

どうぞご期待ください 上野彦馬と家族

2010年4月10日（土）～5月31日（月）
長崎歴史文化博物館3階企画展示室

よろしくお願いします（図書館新任職員より）

澤村 俊祐 （さわむら　しゅんすけ） 平成21年9月　学術情報管理課配属

橋田 香織 （はしだ　かおり） 平成21年8月採用　学術情報管理課配属

　私が図書館に異動して２ヶ月が経ちました。

以前は事務局内のシステムを管理する部署で働いていて，長崎大学に

着任してから数えると３年目になります。その経験を活かせるように

との配慮からか，図書館でも学術コンテンツ担当として色々なデータ

ベースの管理・運営に関わらせて頂いています。

　現在私が主に携わっているのは，長崎大学の機関リポジトリ：

NAOSITE に関する業務です。機関リポジトリとは，その機関で生産

された学術研究成果を収集し，電子的に蓄積・保存・公開するデータ

ベースです。その中でも長崎大学のNAOSITEは，今年国内のリポジ

トリの中で６位という評価を得て，長崎大学が誇るべきコンテンツの

一つと言えるのではないでしょうか。

　まだまだ行き届かない所が多く，利用者の皆様にもご迷惑をお掛けすることがあるかもしれま

せんが，少しでも図書館を裏側から支える力となれるように，精一杯努力していきたいと思いま

す。（2009.11.6）

　この8月に採用になり，３ヶ月が経ちました。

　毎日諫早から，バス → JR → 電車 という片道1時間超の道のり

を，片手のみを使った読書や立ったままの睡眠など，新たな特技を身

につけつつ通勤しています。

　さて，私は中央図書館1階の事務室で，目録業務を担当しています。

図書の分類や装備，また，利用者のみなさんがご利用になるOPACへ

反映される書誌データ作成等が，主な業務です。

　目録の醍醐味は，とにかく図書に触れることです。分類の為に，新

着図書の内容をいち早くチェックすることができますし，遡及入力の

為に，書庫の古い資料を扱うこともありますので，本好きにはたまら

ない仕事と言えます。

　1日にせめて１つずつでも，新しいことを確実に自分のものにして，少しでも早く利用者のみ

なさんのお役に立てる図書館職員となれるよう，研鑽を積んで参りますので，どうぞよろしくお

願いいたします。（2009.11.6）
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中央図書館からのお知らせ

医学分館からのお知らせ

経済学部分館からのお知らせ

月刊『Kokuta i』（医師国試対策）の購入を開始しました。

医師国家試験＆マッチングについての学習・情報誌です。

貸出はできませんが，カウンター前に配架しておりますので，

ぜひご利用ください。

そのほかにも医師国試対策の図書を重点的に購入しました。

 （詳しくはp.9をご覧ください。）

日時：平成22年3月5日（金）13:00～17:30　会場：教育学部31番教室
　　　詳細は http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/ad/event/をご覧下さい
　　　　（参加申込は、申込フォームから受け付けます。※3月3日締切）

4月から「日経テレコン21」のインターフェイスが変わります

経済分野の新聞・雑誌の記事情報，企業情報・人事情報などが

検索できる「日経テレコン21」のインターフェイスが変わり，

データの検索・出力の機能がアップします。是非ご利用ください。

※ 日経テレコン21は片淵キャンパス限定のデータベースです。

春休みの特別貸出を実施します
開架図書10冊まで借りられます！（学外の方を除く）
貸出日　2月10日（水）〜4月1日（木）⇒ 返却日　4月15日（木）

全学教育FD・SDワークショップ「ライティングの指導と支援をどう強化するか」




