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長崎大学附属図書館報　No. 110

　長崎大学附属図書館は，中央図書館と医学分館，経済

学部分館の３つの図書館から成ります。長崎大学の学生・

教職員は，学生証（利用者証）で３館とも利用できます。

図書館の資料を使いこなすには･･･
1．まずはホームページのOPACで資料を検索。

　 （使い方は８ページをご覧ください）

2．困った時はとにかく図書館のカウンターへ。

3. 別の館にあるときは「配送サービス」，研究室や他の

　 大学にある場合も，図書館職員が取り寄せる手配をし

　 ます。館内に見当たらなくてもあきらめないで！

最寄の館で資料を借りられる「配送サービス」が便利です
・３つの図書館の資料は，自分が一番行きやすい館に取り寄せて借りることができます（禁帯出の資

　料の場合はコピーサービスなどを利用できます）。

・返却や更新（期限の延長）手続きも，どの館でも可能です。

・貸出冊数や貸出期間は，資料が所属する図書館によって決まっています。学生であれば，中央図書

　館，医学分館，経済学部分館の開架図書をそれぞれ 5 冊ずつ借りることもできます。

・返却期限が遅れると，遅れた日数だけ借りられなくなるペナルティがあります。ペナルティは３館

　共通です。（1 つの館で遅れると，他の館でも借りることができなくなります）

図書館のホームページは情報の宝庫
　百科事典や過去の新聞，外国の学術雑誌（Nature や Science を含む約 1 万誌）などは，図書館のホ

ームページから利用できます。普通に使うインターネットの情報とはレベルの違う，学術情報の宝庫

への入り口が，図書館のホームページです。

　詳しい使い方を知りたい方は，ガイダンスを受けてみましょう。（10 ページをご覧ください）

附属図書館ホームページ　http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/　（ lb = エルビー ）

中央図書館（文教キャンパス）

　中央図書館は，文教キャンパスの図書館であるとともに，3つの図書館全体のバックアップなどを

する機能も持っています。全学教育の授業の多くがこのキャンパスで行われることもあって，もっと

も多くの皆さんが利用する図書館です。所蔵資料は全分野にわたっています。

所在地　〒852-8521　長崎市文教町1-14

連絡先　☎ 095-819-2198　E-mail ssabisu@lb.nagasaki-u.ac.jp（利用者サービス担当）

交通アクセス（長崎駅から）
　　 長崎バス：1番系統（「溝川」「上床」「上横尾」行きなど）に乗車，「長崎大学前」で下車

　　 路面電車：「赤迫」行きに乗車，「長崎大学前」で下車

ようこそ 『長崎大学附属図書館』 へ

＊各館の開館時間・休館日等は，綴じ込みの開館カレンダーのほか，ホームページなどでご確認ください。

＊お知らせメールサービスに登録すると，臨時休館などのお知らせを自動的に受け取ることができます。

図書館ホームページ＞図書館を使う＞督促・お知らせメールサービス
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　外階段を上った２階に玄関があります。学習に使用する参考書や小説など，貸し出しができる図書
の大部分は３階にあります。１階には事務室や会議室，当館の貴重資料である古写真などをお気軽に
ご覧いただける公開展示室などがあります。
　このページでは，最近，変更・改善した部分を重点的にご紹介しますので，新入生だけでなく，在
学生や教職員の皆さまもじっくりとご覧ください。

開架図書閲覧室
①ベストセラーコーナー

②留学生用図書コーナー

③文庫本コーナー

④英語学習用図書

⑤NHKブックス

⑥開架図書　

⑦大型図書コーナー

⑧雑誌コーナー

⑨グループ学習室

⑩情報コンセントルーム

[1]雑誌書庫（全5層）

[2]図書書庫（全5層）

在学生,
教職員も
必見!!

③文庫本コーナー

　拡充しました！

⑨グループ学習室

机を入れ替えました

[2] 図書書庫　階段付近の

照明を自動点灯にしました

⑬ライブラリーラウンジ
　増席しました！

Media Salon
④AVコーナー

⑤新聞コーナー

⑥軽雑誌コーナー

⑦パソコン（留学生用8台を含む16台）

参考図書閲覧室
⑧企画コーナー

　資格・試験・就職関係図書

　選書ツアーで選ばれた図書

⑨長崎大学関係図書コーナー

⑩参考図書コーナー

　辞書・事典・図鑑・統計書など

⑪全学教育支援コーナー

　郷土資料・平和関係資料ほか

⑫ミニギャラリー

⑬Library Lounge

　（グループ学習可）

⑭Media Room

　パソコン 52台

　情報コンセント

　スクリーン 2面

  可動壁により間仕切り可能に

①利用者サービスカウンター（入館受付，貸出返却など）

②参考調査カウンター（文献調査，I LL，各種相談など）

③ABC（図書自動貸出装置，2010年2月更新 ）

⑧企画コーナー

③ABC

新設
携帯電話BOX

[2]

[1]

中央図書館 館内案内図
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医学分館（坂本キャンパス）医学分館（坂本キャンパス）

　医学部の正門を入って，右手の赤いレンガの建物が医学分館です。医学・歯学及びその関連分野の　医学部の正門を入って，右手の赤いレンガの建物が医学分館です。医学・歯学及びその関連分野の

学習，教育，研究のために，医学関係の専門書，専門誌を中心に視聴覚資料なども多数取り揃えてい学習，教育，研究のために，医学関係の専門書，専門誌を中心に視聴覚資料なども多数取り揃えてい

ます。２階にはグループディスカッションが出来るグループ学習室や医学部の長い歴史を感じさせるます。２階にはグループディスカッションが出来るグループ学習室や医学部の長い歴史を感じさせる

貴重資料展示室もあります。貴重資料展示室もあります。

　坂本キャンパスには医学分館の他に，病院内共同図書室と保健学科図書室があります。　坂本キャンパスには医学分館の他に，病院内共同図書室と保健学科図書室があります。

医学分館ホームページ　医学分館ホームページ　http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/med/http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/med/

所在地所在地　〒852-8523852-8523　長崎市坂本　長崎市坂本1-12-41-12-4

連絡先連絡先　☎ 095-819-7014 095-819-7014　E-mail medinfo@lb.nagasaki-u.ac.jpE-mail medinfo@lb.nagasaki-u.ac.jp   (   (医学情報担当医学情報担当)

交通アクセス交通アクセス（長崎駅から）（長崎駅から）
　　　　 長崎バス：長崎バス：8番系統「下大橋」行き（医学部経由）に乗車，番系統「下大橋」行き（医学部経由）に乗車，「医学部前」で下車徒歩医学部前」で下車徒歩1分

　　　　 路面電車：路面電車：「赤迫」行きに乗車，「浜口町」で下車徒歩赤迫」行きに乗車，「浜口町」で下車徒歩1010分

①カウンター①カウンター

②自動貸出装置②自動貸出装置

③新着雑誌コーナー③新着雑誌コーナー

④雑誌バックナンバー④雑誌バックナンバー

⑤センターパソコン（⑤センターパソコン（1111台）台）

⑥生協コピー機⑥生協コピー機

⑦新聞コーナー⑦新聞コーナー

①閲覧室①閲覧室

②開架図書②開架図書

③AVAV資料資料

④国試問題集④国試問題集

⑤情報コンセントコーナー⑤情報コンセントコーナー

⑥貴重資料展示室⑥貴重資料展示室

⑦グループ学習室（大・小）⑦グループ学習室（大・小）

1F

蔵書検索専用パソコン蔵書検索専用パソコン 携帯電話ボックス携帯電話ボックス
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ソファでソファで

ゆっくりゆっくり

できますできます

専門の専門のDVDDVDの

ほか医療ドラマほか医療ドラマ

も充実も充実

グループでのグループでの

学習にどうぞ学習にどうぞ

医学分館医学分館 館内案内図館内案内図
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経済学部分館（片淵キャンパス）経済学部分館（片淵キャンパス）

経済学部分館ホームページ　経済学部分館ホームページ　http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/eco/http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/eco/
　経済学部の正門から入り，橋を渡って左手に見える建物が経済学部分館です。入口は経済学部本館　経済学部の正門から入り，橋を渡って左手に見える建物が経済学部分館です。入口は経済学部本館

側にあります。経済学部は，その前身である長崎高等商業学校時代から続く側にあります。経済学部は，その前身である長崎高等商業学校時代から続く100100年を越える歴史があ年を越える歴史があ

ります。経済学部分館は高商時代からのコレクションを引き継いで，経済関係の資料を多く所蔵してります。経済学部分館は高商時代からのコレクションを引き継いで，経済関係の資料を多く所蔵して

います。います。

所在地　所在地　経済学部分館　〒経済学部分館　〒850-8506850-8506　長崎市片淵　長崎市片淵4-2-14-2-1

連絡先　連絡先　☎ 095-820-6309 095-820-6309　E-mai l ecoinfo@lb.nagasaki-u.ac.jpE-mai l ecoinfo@lb.nagasaki-u.ac.jp   (   (経済情報担当経済情報担当)

【交通アクセス（長崎駅から）】【交通アクセス（長崎駅から）】
　　　　 県営バス県営バス：「長崎駅前東口「長崎駅前東口」から，から，「循環」循環」「立山」立山」「東高下」東高下」「浜平」浜平」「西山木場西山木場」行きに乗車，行きに乗車，

　　　　　　　　　　　　　　 『経済学部前『経済学部前』で下車で下車

　　　　 路面電車路面電車：「蛍茶屋「蛍茶屋」行きに乗車，行きに乗車，「諏訪神社前諏訪神社前」またはまたは「新大工町」「新大工町」で下車，徒歩で下車，徒歩1010分

①カウンター（貸出返却等）①カウンター（貸出返却等）

②新聞コーナー②新聞コーナー

③視聴覚コーナー③視聴覚コーナー

④学生用パソコン（④学生用パソコン（1414台）台）

⑤学生用雑誌⑤学生用雑誌

⑥別置図書コーナー⑥別置図書コーナー

　（新着・シラバス・教員著作物等）　（新着・シラバス・教員著作物等）

⑦開架図書（経済関係）　　⑦開架図書（経済関係）　　

⑧辞書・事典⑧辞書・事典

⑨閲覧席⑨閲覧席

⑩書庫（⑩書庫（3層構造）層構造）

⑪統計・白書・雑誌⑪統計・白書・雑誌

⑫グループ学習スペース⑫グループ学習スペース

⑬閲覧室⑬閲覧室

⑭開架図書⑭開架図書(経済関係以外）経済関係以外）

⑮第⑮第2書庫書庫

⑯貴重資料室（武藤文庫）⑯貴重資料室（武藤文庫）

2F2F

1F1F
１層　新聞，和図書，１層　新聞，和図書，

　　　和雑誌バックナンバー　　　和雑誌バックナンバー

２層　高商和図書，２層　高商和図書，

　　　洋雑誌バックナンバー　　　洋雑誌バックナンバー

３層　洋図書，和図書（文学）３層　洋図書，和図書（文学）

　　　高商洋図書　　　高商洋図書

事務室事務室

書庫エリア（要手続）書庫エリア（要手続） 貴重資料室（要手続）貴重資料室（要手続） 蔵書検索専用パソコン蔵書検索専用パソコン

1
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1313 1010
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経済学部分館経済学部分館 館内案内図館内案内図
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理科教育：理論と実践/飯利雄一[ほか]著 東京書籍，1991

新TOEICテスト620点攻略本/[パク・ドゥグ著]　[旺文社，2006] (新TOEIC

テストスコア別攻略本シリーズ； 2)  S
単位が取れる有機化学ノート/小川裕司著 講談社，2005

流れの科学/有田正光著 東京電機大学出版局，1998  S　

基礎から学ぶ韓国語講座.初級/木内明著 国書刊行会，2004 S
古事記/山口佳紀，神野志隆光校注・訳 小学館,1997 (新編日本古典文学

全集；1)  S
理科教育学概論：理科教師をめざす人のために/野上智行編著 大学教育

出版，2005  S
告白/湊かなえ著 双葉社，2008　♪

悼む人/天童荒太著 文藝春秋，2008　

体温生理学テキスト:わかりやすい体温のおはなし/入來正躬著 文

光堂，2003 S
スタバではグランデを買え！：価格と生活の経済学/吉本佳生著 ダイヤ

モンド社，　2007 ♪

聖女の救済/東野圭吾著 文藝春秋，2008 ♪

375.42||  27

830.79||P16

　
437||2005

423.8||A77

829.1||Ki81

918||Sh69||1

375.42||N93

★913.6||Mi39

★913.6||Te35

491.361||2003

★337.8||Y91

★913.6||H55

32

29

29

27

26

24

23

21

21

21

20

20

Best  1

Best  2

Best  4

Best  5

Best  6

Best  7

Best  8

Best 11

書名 / 著者名　出版社，出版年 (シリーズ名) 請求記号 回数順  位

ロビンス基礎病理学/Kumar, Cotran, Robbins[著]  第7版 廣川書店，2004

標準臨床検査医学/猪狩淳，中原一彦編 第3版 医学書院，2006　

(Standard textbook) 

標準泌尿器科学/折笠精一監修；香川征，赤座英之編集 第7版 医学書

院，2005 (Standard textbook)

標準外科学/北島政樹 [ほか] 編集 第11版 医学書院，2007 (Standard 

textbook) 

縦隔・胸膜他/芦澤和人著 ベクトル・コア，2008 (コンパクトX線シリ

ーズBasic.胸部単純X線アトラス；Vol.2)

胸部単純X線診断 : 画像の成り立ちと読影の進め方/林邦昭，中田肇編

著 新版 秀潤社, 2000

肺/芦澤和人著  ベクトル・コア，2006 (コンパクトX線シリーズBasic.

胸部単純X線アトラス; Vo .1)

標準整形外科学/鳥巣岳彦，国分正一総編集 ; 中村利孝，松野丈夫，内

田淳正編集 第9版 医学書院，2005 (Standard textbook)

病理組織の見方と鑑別診断/松原修，鍋俊明，吉野正編 第5版 医歯薬

出版，2007  (カラーアトラス)

標準小児科学 / 内山聖，原寿郎，高橋孝雄編集　第7版 医学書院，

2009 (Standard textbook)

内科診断学/福井次矢，奈良信雄編集 医学書院，2000

標準眼科学/大野重昭，木下茂編集 ; 水流忠彦編集協力 ; 澤口昭一 [ほ

か] 執筆  第10版 医学書院，2007 (Standard textbook)

491.6||2004

492.1||H99

494.9||H99

494||H99

492.433||A92

492.43||2000

492.433||A92

494.7||To68

491.6||Ma73

493.9||H99

492.1||2000

496||H99

58

55

43

37

36

35

34

33

31

29

28

28

Best  1

Best  2

Best  3

Best  4

Best  5

Best  6

Best  7

Best  8

Best  9

Best 10

Best 11

書名 / 著者名　出版社，出版年 (シリーズ名) 請求記号 回数順  位

S シラバス掲載図書　　♪ 学生選書（リクエスト，選書ツアー）　　★ BS（ベストセラー）コーナー
学生選書については9ページをご覧ください

医学分館図書貸出

中央図書館図書貸出 Best 11
BEST READER 2009

Best 11



経済学部分館図書貸出  Best
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入門マクロ経済学/中谷巌著 日本評論社，2007 S
ミクロ経済学/是枝正啓,村田省三共著 九州大学出版会，2008 S
財務会計入門 = Financial accounting /田中建二著 第2版 中央経済社，

2008 S
会社法/神田秀樹著 第10版 弘文堂，2008 (法律学講座双書) S
経営学/小松章著 第2版 新世社，サイエンス社(発売)，2006 (基礎コー

ス. 経営学； 1) S
企業論入門/汪志平著 中央経済社，2007 S
入門・日本経済/浅子和美，篠原総一編　第3版 有斐閣，2006 S
エッセンシャル管理会計 = Essential management accounting /谷武幸

著  中央経済社，2007 S
ケースブック会計学入門/永野則雄著 第3版　新世社，サイエンス社

(発売)，2007 (ライブラリケースブック会計学； 1) S
知的財産法入門/土肥一史著 第10版　中央経済社，2007 S
入門公共経済学/土居丈朗著 日本評論社，2002 S

331||N43

331||Ko79

336.9||N16||1

325.2||Ka51

336.91||T

335||O11

332.107||A84

336.84||Ta87

336.9||N16

507.2||D82

341||D83

Best  1

Best  2

Best  3

Best  6

Best  8

書名 / 著者名　出版社，出版年 (シリーズ名) 請求記号 回数順  位

タ イ ト ル順  位 回 数

タ イ ト ル順  位 回 数

Best  1

Best  2

Best  3

Best  4

Best  5

Hairspray/アダム・シャンクマン監督

Pirates of the Caribbean : at world's 

end/ゴア・バービンスキー監督

ザ・マジックアワー/三谷幸喜監督

Prison break/ポール・シェアリング

製作総指揮　1

I am legend/フランシス・ローレンス

監督

57

53

48

40

36

18

17

17

17

16

15

15

13

13

13

13

Best  1

Best  4

Eagle eye = イーグル・アイ/ D・J・カ

ルーソ監督

おいしいコーヒーの真実/マーク・フ

ランシス, ニック・フランシス監督

終わりの始まり / 堤幸彦監督

ダ・ヴィンチ・コード / ロン・ハワー

ド監督

7

7

7

5

＊図書は2009年1月〜12月の貸出統計，DVDは2009年1月〜12月の利用統計です

＊中央図書館，経済学部分館のＡＶ資料は館外貸し出しはできません

中央図書館 DVD視聴 Best5

経済学部分館 DVD視聴 Best4

タ イ ト ル順  位 回 数

Best  1

Best  3

Best  4

Best  5

シカゴ・ヒート ; 寂しい祝杯 ; 成熟へ

の苦しみ；心の病/マイケル・クライト

ン製作総指揮　（ER : 緊急救命室1-3)

誤診；マダムX；ヒット エンド ラン；

心臓提供者を探せ/マイケル・クライ

トン製作総指揮 （ER : 緊急救命室1-2) 

甘い誘い/マイケル・クライトン製

作総指揮(ER : 緊急救命室1-1)

Dr.林の笑劇的救急問答/講師:林寛

之  2上巻

マッシー池田の神経内科快刀乱麻！ 

/講師：池田正行　上巻

Dr.林の笑劇的救急問答/講師: 林寛之,

企画・制作ケアネット  1上巻

Dr.林の笑劇的救急問答/講師：林寛

之 1下巻

もう迷わない!好きになる心電図/講

師：山下武志

初期診療アプローチ：step by step/

講師:田中和豊

13

13

12

10

9

9

9

9 

9

医学分館 DVD視聴 Best5

11
館別図書貸出（&DVD利用）ランキング

S シラバス掲載図書
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※OPAC（おーぱっく・おぱっく）とは，Online Public Access Catalog（オンライン蔵書目録）の略です。

　探している本が長崎大学にあるかな？ 長崎大学にはどんな本があるんだろう？

そんな時は，図書館の蔵書検索（OPAC）サービスを利用して，図書を探しましょう！

まず，図書館のホームページを開きます。

 資料をさがす の長崎大学図書館OPACをクリッ

クして，OPAC 画面を開きます。

検索項目にキーワードを入

力して，検索開始ボタンを

クリックします。

図書を探す場合は，資料区

分で図書を選択。

中央図書館で所蔵している

図書を探す時は，検索対象

館室で，中央館を指定すると，

絞込み検索ができます！

キーワードは平仮名，カタカナ，漢字のどれを使っても OK。

単語と単語の間，著者の姓と名の間はスペースを入れましょう。

検索結果画面を開いたら，画面下部の所蔵情報に

注目！探している資料がどこにあるのかがわかります。検索結果画面

図書館内にあります。配架場所を確認し，

ご自分で探してご利用下さい。他キャン

パスの図書は取り寄せができます。

所在が図書館の場合

各学部等の研究室で所蔵しています。ご

利用を希望される場合は，各図書館のカ

ウンターにご相談下さい。

他大学の図書館から図書の借用・文献の取り寄せ（ILLサービス）ができます!!

購入リクエストをすれば，図書館に購入することも可能です。

※現在の貸出状況も確認できます。
　貸出中の場合は , 返却期限が表示されます。

所在が研究室の場合

検索してもヒットしなかった（＝長崎大学に所蔵がない）場合

OPACを使って図書を探そう!

諦めないで
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学生の手で図書館の本を選べる !!

学生の声で図書館が変えられる !?

リクエスト制度，選書ツアーを活用しよう！

学生懇談会に参加しよう

　大学の図書館には自分の読みたい本が無い！と思っている学生の皆さん。長崎大学附属図書館
には，学生自身が図書館の本を選ぶシステムがあります。「学生希望図書リクエスト制度」と「選
書ツアー」です。
　リクエスト制度とは，図書館に置いて欲しい本を，専用の用紙に書いてカウンターに出すだけ
で，すぐに購入されるというシステムです。中央図書館ではDVDもOK。ホームページにはWeb

のリクエストフォームもあります。長崎大学の学生であれば，いつでも利用できます。
　選書ツアーとは，市内や生協の書店に集まって，棚から直接，購入する本を選ぶイベントです。
前回の中央図書館の選書ツアーで購入した図書が，2階入り口からまっすぐ入った「企画コーナー」
の一角に展示してあるのでご覧ください。1年に3回程度実施されますのでお見逃し無く！

　「図書館のここが困る！」「こんな図書館だったらいいのに！」というご意見をお持ちの学生
の皆さん，「附属図書館学生懇談会」に参加してください。平成15年から始まった懇談会には，
のべ300人以上の皆さんが参加し，そこで出された多くの要望や意見が実現しています。開館時
間は中央図書館で年間800時間も延びました。貸出冊数や更新などのルールも改善され，施設・
設備も少しずつ良くなってきています。今はまだ実現していない要望についても，発言は決して
無駄にはなりません。各学部や図書館単位で毎年開催されます。長崎大学の学生であればどなた
でも参加できます。

　図書館ブログ『ぶらりらいぶらり』
では，図書館に関するニュースから，
ちょっとした豆知識まで，様々な情
報をお届けしております。
　
　図書館の各種サービスについても，
随時お知らせしておりますので，ぜひ
一度ご覧ください！

　右のQRコードで，携帯
からもアクセスできますよ♪

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

時期によって変わるデザイン。2010年2〜3月は，梅でした。

　　このバナーをクリック！
または，こちらからアクセス！



本の探し方がわからない…　

レポートを書く時，どの資料を参考にしたらよいかわからない…

新聞記事はどうやって調べたらいいんだろう？

電子ジャーナルはどうやったら見れるのかなあ？　などなど
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　2010年3月5日（金）に，長崎大学大学教育機能開発セ
ンターと長崎大学附属図書館の共催で，長崎大学全学教
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」を教育学部31番教室にて開催しました。
　長崎大学の教職員を始め，九州各地の大学図書館から
32名の方にご参加いただき，学生の「書く力（ライティング）」
の十分な技能習得のために，全学教育と日常の学習支援
の双方からどのように指導・支援を行っていけばよいのか，
先導的な実践者であるお二人の講師にご講演いただきなが
ら，参加者間で積極的な意見交換を行いました。

　各講演後のワークでは，「教員と職員が
協働してライティング指導に取り組むには
どうしたらよいと思うか」，「自分自身にはど
のような支援が出来ると思うか」，「組織と
してどのような体制づくりをしたらよいと思
うか」等についてグループごとに話し合い，
発表を行いました。
　このワークショップを通して得られた意見
や成果を，今後のライティング指導・支援
の取り組みに活かしていきたいと考えてい
ます。ご参加いただきました皆様，ありが
とうございました。　　　 （参考調査担当）

＜ライティングワークショップ講演風景＞

ライティングワークショップを開催

図書館ガイダンス随時受付中

ライティングの指導と支援をどう強化するか

＜セッション1＞

学術コンテンツの効果

的な利用指導

−図書館におけるライ

ティング学習支援−

講師：米澤誠氏

国立情報学研究所

学術コンテンツ課長

＜セッション2＞

ライティング指導の授

業づくり・体制づくり

−金沢工業大学におけ

る日本語表現教育−

講師：藤本元啓氏

金沢工業大学教授

ライティングセンター長

　そんな疑問をお持ちの方のために，中央図書館では随時ガイダンスを受け付

けています。図書館内を案内する館内ツアーも行っていますので，特に新大学

院生や編入生の方は，是非館内ツアーと併せてお申込み下さい。

　おひとりでも，グループでも構いません。日時と内容は相談に応じます。

【お申込・お問い合わせ】
附属図書館参考調査担当（中央図書館 2 階）

電話：095-819-2200（内線：3166）　/　E-Mail：sanko@lb.nagasaki-u.ac.jp

詳しくは図書館ホームページ「図書館ガイダンス案内」をご覧下さい。 

こちら→ http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/guidance/



17,000

*2010年1月時点

（学術コンテンツ担当）
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NAOSITEはこれからも，長崎大学の研究成果をより広く発信していきます。

論文の登録は，Ｅメール（iss@lb.nagasaki-u.ac.jp）または，電話819-2195までご連絡ください。

多くの先生方のご協力のおかげで，文献数が17,000件を超えました。

リポジトリ
登録数

件
突破！！

 長崎大学学術研究成果リポジトリ：NAOSITEとは
長崎大学構成員の研究成果を集めた電子的「貯蔵庫」であり，

インターネット上のショーウインドーです。

Googleなどの検索エンジンに検索されやすい仕組みのため，

文献の可視性などが高まります。　

本文全文までを，誰でも，無料で，読むことができます。

 NAOSITEは，評価され，利用されています

■機関リポジトリ世界ランキングトップ400

■累計ダウンロード回数 17,000件目の論文の著者，医歯薬学総合研究科

の澤瀬 隆先生から，記念のコメントを頂きました！

http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/17000.html

アクセスは　　　　　　　　　　から！

64位（国内7位）!!
 250万ダウンロード!! NAOSITE 検索

幕末長崎古写真展 龍馬と彦馬 維新のまなざし

開催期間／2010年4月10日（土）〜5月31日（月）

会場／長崎歴史文化博物館 3階企画展示室

主催／長崎大学附属図書館・長崎歴史文化博物館

講演会 （14：00〜15：30／長崎歴史文化博物館1階ホール）

■ 姫野順一教授（附属図書館古写真資料室室員, 環境科学部）

　 4 月 10 日（土）「古写真から見える幕末の長崎　彦馬と龍馬の『であい』」

■ ブライアン・バークガフニ教授（長崎総合科学大学）

　 5 月 16 日（日）「幕末の長崎における日本と西洋の出会い」  

■ 柴多一雄教授（附属図書館長，経済学部）

　 5 月 22 日（土）「古写真に見る坂本龍馬と幕末の長崎」 

長大生無
料

学生証の提
示で観覧

できます （本
人のみ）

松田雅典と済美館の学生
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● 情 報 ス ク ラ ン ブ ル ●

編 集 責 任 者

館報編集担当

発 行

長崎大学附属図書館広報WG総合責任者　学術情報部学術情報サービス課長　高木 貞治

志波原 智美・浦 さやか・松田 綾・松村 悠子・後藤 史彦

長崎大学附属図書館　〒852-8521 長崎市文教町1-14 Tel (095)819-2199(サービス企画担当)

附属図書館ホームページアドレス　http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/

図書館報アドレス　http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/about/kanpo/

長崎大学附属図書館報 No.110  2010年（平成22年）4月1日発行

図書館では，図書や雑誌の閲覧だけではなく，

パソコンを利用することもできます。

（中央図書館70台，医学分館22台，　経済学部

分館14台）

＊学外の方・短期留学生など，ID/パスワードを取得できない方にも利用していただける

　パソコンをご用意しています。詳しくは各館カウンターにてお尋ねください。

自分のノートパソコンを使う時には，館内の情報コンセントを利用してインターネット

にアクセスすることができます。その場合も，I D/パスワードが必要です。

※ 情報メディア基盤センターなどで印刷される場合は無料です（枚数制限有り）

　図書館内のパソコンから印刷するには…
パソコンから，館内に設置されている生協有料プリンタにデータが送られます。

はじめて印刷されるときは，館内のマニュアルをご覧ください。

　パソコンを利用するには…
情報メディア基盤センターが発行したI Dとパスワードが必要です

パソコンから印刷命令

「生協有料プリンタ」を選択

1

プリンターのパネルを操作して印刷

（有料）白黒 1枚10円  カラー 1枚50円

3

プリンターのところまで移動

2

I D/パスワード発行場所（即時発行）

学生証をお持ちください

受付時間　月〜金（祝日除く）　9時〜17時

文教キャンパス：情報メディア基盤センター

中央図書館メディアルーム

図書館でパソコンを利用しよう




