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和華蘭（わからん）とは日本・中国（東洋）・オランダ（西洋）がミックスした長崎独特の文化様式を表現する言葉です。
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 前期試験・夏休み期間中の
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ユカタハタ 萩原魚仙画（グラバー図譜より）
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和花蘭の窓
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  過去最大規模の展示会に入場者2万４千人超

　附属図書館は，
長崎歴史文化博
物館との共催に
より，「幕末長崎
古写真展『龍馬
と彦馬　維新の
まなざし』」を開
催しました。
　博物館3階企画
展示室をすべて
使用し，約400点
の写真や関連資
料を展示した今

回の催しは，附属図書館主催としては過去最
大の展示会となりました。
　会期は，4月10日（土）〜 5月31日（月）の
予定でしたが，好評のため6月 30日（水）ま
で延長しました。6月11日（金）には入場者が
2万人を突破し，大分県から来場してくださ
った女性のグループに花束と記念品を贈りま
した。一度来たけれど，もう1度じっくり見
たいというリピーターも多く，最終入場者数
は24, 048人に達しました。

 「写真の祖・上野彦馬」

　さて，展示会のタイトルに出てくる「龍馬」
は，もちろん坂本龍馬（1835-1867）のこと
ですが，「彦馬」についてはご存知でしょうか。
　坂本龍馬より3歳年下の上野彦馬（1838-1904）
は，当時世界への窓口であった長崎に生ま
れました。日本人の職業写真家の先駆けの
一人であり，日本の「写真の祖」とも呼ばれ
ています。1861年には長崎で写真スタジオ（上
野彦馬撮影局）を開局しました。あの有名な
坂本龍馬の写真も，このスタジオで撮影され
たものです。
　今回の展示会は，経済学部分館の武藤文庫
に含まれる，上野彦馬撮影局のアルバム「幕
末明治期長崎来訪人物写真集」と，江崎べっ
甲店所蔵の「上野彦馬撮影局開業初期アルバ
ム」を中心として構成しました。

 龍馬が見たはずの長崎をそのまま

　坂本龍馬が長崎に訪れたのは，1864（元治
元）年から1867（慶応3）年の間です。この
2冊のアルバムの写真は1864年から1868年
ごろに撮影されたもので，龍馬が見たはずの
長崎の風景，出会ったかも知れない人々を，
そのまま現代の私たちに見せてくれます。
　会場には，等身大に引き伸ばした人物写真や
壁いっぱいの風景写真を展示し，龍馬が歩いた
長崎を自分も歩いているような気持ちで展示を
見ることができるように，工夫を凝らしました。
　また，上野彦馬の子孫である上野一郎氏，
および産業能率大学からも重要な写真を出展
していただき，さらに彦馬が使用した写真機
や坂本龍馬の肖像写真も展示しました。

 講演会も毎回満席に

　展示会に関連して，3回の講演会を開催し
ました。
4月10日（土）
姫野順一教授（古写真資料室室員，環境科学部）
古写真から見える幕末の長崎 龍馬と彦馬の『であい』

5月16日（日）
ブライアン・バークガフニ教授（長崎総合科学大学）
幕末の長崎における日本と西洋の出会い

5月22日（土）
柴多一雄教授（附属図書館長，経済学部）
古写真に見る坂本龍馬と幕末の長崎

　いずれも，展示資料と時代背景を関連づけて
わかりやすく解説したもので，会場の博物館
1階のホール（定員140名）は毎回満席となりまし
た。講演の後には講師によるギャラリートーク
も行い，参加者は熱心に聞き入っていました。

学芸員の説明に聞き入る来場者

「龍馬と彦馬　維新のまなざし」
幕末長崎古写真展 長崎歴史文化博物館にて

好評につき期間延長，6月30日閉幕
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海の総合展
場所：長崎県美術館　県民ギャラリー　

期間：7月17日（土）〜8月1日（日）

　長崎大学ブースは，水産学部，環東シナ海海洋環境
資源研究センター，附属図書館の共同出展です。練習
船の模型やイルカの骨格標本などと共に，グラバー図
譜806図のうち，特に秀作とされるニシキエビ，ルリハ
タなど10枚の複製を展示します。（入場無料）

長崎の海と船展
場所：長崎歴史民俗資料館（長崎市平和会館内）　

期間：7月17日（土）〜8月31日（火）

　グラバー図譜（オリジナル）30枚を出展します。学内でも
めったに見ることができない本物のグラバー図譜を生で見る
ことができる機会をお見逃しなく。また，経済学部分館の武
藤文庫からも，軍艦建造書などの資料を出展します。海と船
に関わる資料を幅広く集めた充実の展示会です。（入場無料）

　毎年全国の主要港湾都市で開催されている「海フェスタ」が，今年は長崎市を中心に五島市，新上
五島町の広域連携で開催されることとなりました。2010年7月17日（土）から8月1日（日）までの２週
間，帆船まつりやみなとまつりを含む多くのイベントが予定されています。
　附属図書館では，長崎県美術館で開催される「海の総合展」に，水産学部および環東シナ海海洋環
境資源研究センターと共同でブースを出展します。また，他の資料館等の催しにも，資料を提供して
協力しています。

龍馬と海と出島
場所：旧出島神学校1階企画展示室（出島内）　　

期間：7月17日（土）〜2011年1月10日（月）

　海と船をテーマに出島と坂本龍馬を結び，オランダ
帆船と海軍伝習，幕末の出島商人と龍馬の関わり，出
土資料から見えてきた新しい幕末の出島像等を紹介。
附属図書館が所蔵する当時の長崎港の写真が映像資料
などに使用されています。

「居留地外国人達の海洋事業」＆「帆船模型展」
場所：旧スチイル記念学校（グラバー園内），期間：7月17日（土）〜8月1日（日）

　グラバー図譜を作った倉場富三郎は貿易商人トーマス・グラバーの息子です。彼が暮らした
グラバー園での展示会です。パネル展示にグラバー図譜も登場します。

詳しくは，「海フェスタながさき」または各展示会のチラシ等（図書館内にあります）をご覧ください。
「広報ながさき」7月号に出島の市民無料券（8月31日まで）が付いています。

グラバー図譜・古写真が市内へ飛び出す！　

開催海フェスタながさき



　経済学部分館では，入館ゲート正面の別置図書コーナーと1階
閲覧室奥の辞書・事典コーナーの資料配置を以下のとおり変更し，
利用しやすくしました。

 １階閲覧室奥部分

① 「辞書・事典コーナー」の内容を精選し，利用頻度の高い資料

　 を重点的に配置しました。

② 「郷土資料コーナー」を，別置図書コーナーから辞書・事典コー

　 ナーの隣に移動しました。

 別置図書コーナー（入館ゲート正面）

③ 「シラバス掲載図書コーナー」を拡張しました。

④ 「ベストセラーコーナー」と「新着図書コーナー」を入れ替え，

　 精選・拡張しました。図書館職員おススメの本も展示しています。

⑤ 「就職・進学支援コーナー」に，別置していた貸出可能就職関係

　 DVDを移動させて探しやすくしました。

ぜひ，ご利用ください。　　　　　　　　　　　 （経済情報担当）
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経済学部分館資料配置が変わりました

１階閲覧室奥の「辞書・事典コー
ナー」と「郷土資料コーナー」

拡張した「新着図書コーナー」の一部

　このたび，平成元年医学部卒業生有志
72名から附属図書館へ，学生用図書の充
実を目的とした寄附金が贈られました。
医学部医学科の卒業生は，卒後20周年を
機に母校と後輩たちのために寄附を行う
伝統が続いています。
　附属図書館はこれに感謝の意を表すた
め，4月19日（月）に中央図書館で，感謝状
の贈呈式を行いました。はじめに柴多一
雄館長から挨拶と感謝状の贈呈がありま
した。続いて卒業生を代表して，福島卓也
氏から学生時代の思い出と後輩たちへの
期待をこめた挨拶がありました。

　最後に，片峰茂学長から卒業生に対して感謝の辞が述べられるとともに，在学生に対しては，「情
報が溢れる現代だからこそ創造的な読書が重要であり，今回の寄附に応えて，優れた図書に接し図
書館を活用して，“想像から創造へ”と，学びの技法を自ら高めて欲しい」との，熱いメッセージが送
られました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（医学情報担当）

贈呈式にて 医学部卒業生代表

（左から草野洋介氏，松本武浩氏，福島卓也氏）

医学部卒業生から図書館に寄付をいただきました
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　長崎大学病院再開発にともなう改修工事のため，病院本館10階にある共同図書室を一時閉
室しております。

共同図書室で提供していた以下のサービスは，
6月14日以降は医学分館で行なっております。

　● 新着雑誌の閲覧

　● 文献複写の申込受け付けおよび受け渡し

　● 各講座購入雑誌の受け渡し

　● 図書館利用者証作成の受け付け

病院共同図書室一時閉室のお知らせ

一時閉室期間：平成22年6月14日（月）〜平成23年12月末（予定）

共同図書室のサービス

医学分館で提供いたします

共同図書室の雑誌は，医学分館および移設仮書庫に移設しております。
資料の場所について，詳しくは医学分館カウンターまでお尋ねください。

＊何かとご不便をおかけしますが，ご理解とご協力をお願い申し上げます。
（医学情報担当）

共同図書室の雑誌

医学分館でご利用いただけます

OPAC表示（旧） OPAC表示（新）

医学共同図書室

医学分館

共同図移設コーナー

医学共同図書室

移設仮書庫

医学分館1階閲覧室に移設しております。

直接ご来館の上，ご利用ください。

医学分館の外に所蔵しています。

ご利用の際は，医学分館カウンターまで

お尋ねください。

入手方法
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2010年度上半期3大ニュース！！
●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ウです。

● Googleなどの検索エンジンに検索されやすい仕組みのため，

　文献の可視性や，引用率などが高まります。　

　本文全文までを，誰でも，無料で，読むことができます。

長崎大学学術研究成果リポジトリ：NAOSITEとは

アクセスは から！NAOSITE 検 索

ドン
ドン

利用

されて
いま

す!!

累計ダウンロード300万回を突破！！
ニュース

1

画面デザインをリニューアル！！
ニュース

3

下村脩先生の関連資料が増えました！！
ニュース

2

NAOSITEは研究者の皆様のご協力により成長しています!
雑誌に論文掲載が決まったり，学術会議で発表を行った際には，是非NAOSITEでの公開をご検討ください。

研究成果の提供は，電子メールで以下のメールアドレスにお送りいただくだけで結構です。
お預かりした資料は，図書館で著作権上の確認を行ったうえで，NAOSITEに登録いたします。

附属図書館学術コンテンツ担当
メール宛先：iss@lb.nagasaki-u.ac.jp　電話番号：819-2195

平成22年5月11日に，NAOSITEに登録された論文や資料
の累計ダウンロード回数が300万回を突破しました。
200万ダウンロードを突破したのは平成21年9月で，8ヶ
月ほどで100万ダウンロード，1月あたりにすると12万ダ
ウンロード前後利用されていることになり，現在もそのペ
ースは上がっています。

NAOSITEの画面デザインを大幅にリニューアルしました。
平成22年の4月から，春・桜をイメージしたデザインになっ
ていましたが，この6月からはアジサイをイメージした，
初夏らしいデザインになっています。今年は2ヶ月ごとに
デザイン変更を予定していますので，次回8月以降もどう
ぞお楽しみください。

長崎大学出身で，ノーベル賞を受賞した下村脩名誉教授から，長崎大学
にまた一つ貴重な資料をご寄贈いただきました。ノーベル財団が発行
するイヤーブック "Les Prix Nobel 2008" の抜き刷りです。これはノー
ベル賞の受賞者に25部しか配られないという，とても貴重なもので，下
村先生とノーベル財団から許諾を頂き，リポジトリで公開させていた
だきました。受賞講演や，先生自身による回想録などが含まれており，
表紙には下村先生の自筆サインも入っています。 "Les Prix Nobel 2008"
の抜き刷りはこちらのURLです。http://hdl.handle.net/10069/23170
この他にも長崎大学で講演された際の動画など，下村脩先生関連資料
はこちらのURLからどうぞ。
http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/handle/10069/20866



7

長崎大学附属図書館報　No. 111

2010年4月1日より，これまでの電子ジャーナルリンク集に代わり，「電子ジャーナルナビゲー

ション」のサービスを開始しました。より便利で多機能になっています。是非お試しください。

　＊電子ジャーナルナビゲーション： http://nagasaki.lm.worldcat.org/

雑誌タイトルを検索すると検索結果画面が開きます。電子ジャーナルが利用可能な場合は，サー

ビスサイト名の横に表示される　 　　　　　　　をクリックすると、ジャーナルサイトが開き

ますので，そこから閲覧したい論文をご利用ください。

雑誌タイトルまたは ISSN を入
力して，利用可能なタイトル
を検索することができます。

詳細検索画面では，論題・著
者名などの情報を入力するこ
とで，論文を特定して検索す
ることができます。

アルファベットまたは仮名を
選択して，タイトルの頭文字
から検索することができます。

ジャーナルの分野や出版社な
どから，タイトルを検索する
ことができます。

詳しい利用マニュアルや図書
館からのお知らせ。

新
Renewal

電子ジャーナルリンク集

長崎大学電子ジャーナル
ナビゲーション

電子ジャーナルナビゲーショントップ画面

タイトル検索結果画面

【1】

【1】 【2】【2】

【3】【3】

【4】
【4】

【5】【5】

ココがポイント
リンクリゾルバ機能を搭載しているため，よりスムーズに文献の入手ができるようになりました。
文献検索データベースの検索結果に表示される　　　　　　のアイコンをクリックすると，最
適な文献の入手方法をナビゲートしてくれます。

・電子ジャーナルが利用可能な場合は，　　　　　　　 のアイコンが表示されますので，クリッ
　クして開いたページから論文のフルテキストをご利用ください。
・電子ジャーナルが利用できない場合は，　　　　　のアイコンをクリックして，学内の冊子の所
　蔵を確認したり，　　　　　のアイコンをクリックして，文献複写申込をすることができます。

※自動的に雑誌タイトルや論題等のデータがセットされるので，ご自分で入力する手間が省けます。
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「資料収集ガイダンス」講義風景

「医と社会」講義風景（医学分館2階）

中央図書館 全学部新入生対象　教養セミナー「資料収集ガイダンス」

医学分館 坂本地区の学部及び大学院の新入生・研究生対象ガイダンス

　中央図書館では，4月19日〜5月27日にわたり，全学部の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。このガイダンスは，1年生の必須科目である教養セミナーの1コ
マを使うもので，情報検索の説明および実習と館内ツアーの二部構成で行っています。今年も，118
クラス・1,172名の新入生に参加していただきました。

　情報検索の説明および実習では，OPACの使い方やレポー
トの作成の際に必要な資料の探し方について，実際にパソ
コンを触っていただきながら，図書館の職員が詳しい解説
を行いました。
　今年は，例年の内容に加え，レポートを書く上で重要な
参考文献の書き方や著作権に関する基本的な説明も取り
入れました。館内ツアーでは，一緒に館内を歩いてもらい
ながら，図書館の設備や資料の配置を説明しました。
　ガイダンス後のアンケートでは，「図書館をうまく有効
活用すると大変便利なので，早く使い慣れるようにしたい」，
「これから必要になることなので，ガイダンスがあってよ
かった」，「今日学んだことを活かしていきたい」といった
ご感想や「説明が早すぎたので，もう少しゆっくり説明し

てほしい」「難しくてついていけなかった」などのご意見をいただきました。　　　
　お寄せいただいた声を今後のガイダンスに活かして，よりよい支援をしていけるよう努めてい
きたいと思います。
　なお，個別のガイダンスも随時受付けております。学年・人数は問いませんので，ご希望の方は
お気軽に参考調査カウンターにお問い合わせください。　　　　　　　　　　　　（参考調査担当）

　医学分館では，今年も4月から5月にかけて，学部および大学院の新入生や研究生を対象に，
図書館の利用法や館内の案内などを行いました。
　医学科の新入生については，4月12日（月）に必修科
目「医と社会」の1コマを使って，先端医育支援センター
の宇賀先生による「図書館での学習がなぜ必要か？」
という講義に続いて，医学分館の利用案内やOPACの
使い方，図書館で提供しているサービスの紹介などの
説明を行いました。
　歯学科の新入生についても，5月13日（木）に「情報処
理入門」の1コマを使って，医学系の文献検索ガイダン
スを行いました。
　上級生や大学院生に対しては，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の説
明も行っています。ここでは文献の調査から入手まで
の一連の流れを解説し，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）

2010年度図書館ガイダンス
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経済学部分館 経済学部新入生＆上級生対象 経済学部分館ガイダンス

　経済学部分館では，4月から5月にかけて「経済学部分館ガイダンス」を実施しました。ガイダ
ンスでは図書館の職員が説明を担当しています。今年は，大学院生に実習のサポートをしても
らいました。
　新入生向けの「教養セミナー経済学部分館ガイダン
ス」では，館内の資料配置を詳しく説明し，書庫や武藤
文庫展示室も案内しました。さらに，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。
　また，上級生向けの「情報検索ガイダンス」も実施し，
資料・データの集め方，ウェブ上で論文を読む方法，
参考（引用）文献や著作権についての解説など，論文や
レポート作成に役立つ説明を行いました。
　「教養セミナー経済学部分館ガイダンス」は，34クラ
ス363名，「情報検索ガイダンス」は，14クラス182名の
参加がありました。
　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 ガ イ ダ ン ス 受 付 中 ！

データベースの利用講習会に参加しませんか？

あなただけの，オーダーメイドのガイダンスを受けてみませんか？

　OPACの使い方，電子ジャーナル及びデータベースの利用方法などの一般的な内容はもち
ろん，レポートや論文作成に役立つ内容やお得な情報まで，図書館の職員が詳しく説明いたし
ます。おひとりでも，お友達とご一緒でも，ゼミ単位でも構いませんので，お申込ください。
　お申込みは各図書館で随時受付けています。ご希望の日時・内容はご相談に応じますので，
最寄りの図書館へお問い合わせください。

中央図書館（参考調査担当）　095-819-2200   sanko@lb.nagasaki-u.ac.jp
医学分館（医学情報担当）　095-819-7014   medinfo@lb.nagasaki-u.ac.jp
経済学部分館（経済情報担当）　095-820-6309   ecoinfo@lb.nagasaki-u.ac.jp

ガイダンスで使用したテキストは，ホームページ（ガイダンス案内）からご覧いただけます。
http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/guidance/

　みなさんは，データベースを使ったことがありますか？よく利用していますか？
　大学で契約しているデーターベースは信頼性の高い，とても質の良い情報をみなさんに提
供してくれます。日頃の学習において，またレポート作成の際に，みなさんをサポートして
くれる大変便利なツールです。使ってみたいけど，使い方がわからない・・・。そんな方たちの
ために，図書館では年に数回，データベースの利用講習会を開催しています。効果的な活用
方法をプロの講師に学ぶ貴重な機会です。興味のある方は是非，ご参加ください。
　講習会の情報は，図書館のホームページや館内の掲示等でチェック出来ますよ♪
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データベース利用講習会開催報告！

平成22年 6月のSciFinder Web版への完全移行に向けて，利用講習会を開催しました。化学情
報協会より講師を招いて，講義形式と実習形式を計4回行いました。物質名称からの物質検索
や文献検索，得られた反応から類似の反応を検索する方法などが詳しく説明され，参加者の皆
さんは熱心に聞き入っていました。Web版では，反応結果がサーバーに保存できる等の新機能
が追加されています。是非お試しください！

【講義形式】日時：平成22年5月24日（月） 16：10〜17：40
　　　　　　会場：薬学部2F 多目的ホール （参加者70名）

【実習形式】日時：平成22年5月25日（火）
　　　　　　　　　①10：30〜12：00　②12：50〜14：20
　　　　　　　　　③14：30〜16：00
　　　　　　会場：中央図書館2F メディアルーム（参加者各14名）

エルゼビア・ジャパンより講師を招いて，文教地区・坂本地区で「Scopus利用講習会～情報収集
から投稿まで～」を開催しました。質の高い関連論文の収集から，論文の執筆方法，投稿する
ジャーナルの選定まで幅広い説明がありました。論文執筆時のScopusの活用方法だけでなく，
高度な検索式作成のヒントやアラート機能などの多彩な機能についても紹介され，大変有意義な
講習会となりました。秋にも講習会を計画中です。皆さんのご参加をお待ちしています！

【文教地区】日時：①平成22年6月2日（水） 14：30〜16：00
　　　　　　　　　②平成22年6月3日（木） 12：50〜14：20
　　　　　　会場：中央図書館2F メディアルーム（参加者各49名）

【坂本地区】日時：平成22年6月2日（水） 17：00〜18：30　
　　　　　　会場：医学分館グループ学習室（参加者31名）

辞書・事典データベース「JapanKnowledge+」の提供
元であるネットアドバンス社から講師を招いて，
「JapanKnowledge+」を用いたレポート作成法の講習会を
開催しました。レポートや論文を書くための枠組みの作り方やテーマに関する情報収集の方法
など，レポート作成のコツについて詳しく説明されました。また参考文献リスト作成の際に便
利なJapanKnowledge+の引用元挿入機能などお役立ち情報も満載の90分でした。
講習会の資料を希望される方は，参考調査カウンターにお尋ねください。

日時：平成22年6月25（金）16：10〜17：40

会場：中央図書館2F メディアルーム（参加者22名）

サイファインダー

スコーパス

ジャパンナレッジプラス

Scopus

SciFinder

JapanKnowledge+



片峰　茂 長崎大学長
●　片峰茂教授退官記念業績集　/ 長崎大学

大学院医歯薬学総合研究科・感染免疫
学講座・感染分子解析学分野編 －長崎
大学大学院医歯薬学総合研究科・感染
免疫学講座・感染分子解析学分野，
2009.12 
[中央図書館 490.4¦ ¦Ka82 1540650]

伊藤　秀三 長崎大学名誉教授 【環境科学部】
●　ガラパゴスのふしぎ :　ゾウガメが１千

キロの海を越えた方法は？なぜガラパ
ゴスウミイグアナは海に潜るのか？　/ 
日本ガラパゴスの会著－ソフトバンク
クリエイティブ，2010.3 
 [中央図書館 462.615¦ ¦N77 1540649]

井手　弘人 准教授 【教育学部】
●　理系学部に合格（うか）ったら読む本　: 

大学生活応援ガイド　/ 　井手弘人，
内藤克浩，根本泰雄著－化学同人，
2007.5

[中央図書館 377.9¦ ¦ I 19 1539703]

戸田　清 教授 【環境科学部】
●　アメリカの暗殺者学校　/　ジャック・ネ

ルソン‐ポールミヤー著　;　安倍陽子訳 ;
戸田清監訳－緑風出版，2010.5
[中央図書館 391.655¦ ¦N63 1541713]

連　清吉 教授 【環境科学部】
●　日本京都中國學與東亞文化　/　連清吉

著－臺灣學生書局，2010.4
[中央図書館 222¦ ¦R27 1541970]

嶋津　拓 教授 【留学生センター】
●　言語政策として「日本語の普及」はどう

あったか : 国際文化交流の周縁　/　嶋
津拓著－ひつじ書房，2010.4
 [中央図書館 830.7¦ ¦Sh46 1541712]

長崎大学工学部
●　安全安心工学入門　:　安全安心は長崎

から　/　長崎大学工学部安全安心工学
入門編集委員会編－古今書院，2010.3

[中央図書館 519.9¦ ¦N21 1541067]

長崎大学国際部国際留学課
●　現代『出島』発の国際人育成と長崎蘭学

事始 : 事業報告書　/　編集委員会編－現
代『出島』創出プロジェクト運営委員会 
: 長崎大学留学生センター，[20--]

 [医学分館 377.6¦ ¦G34 2139939]

菅家　正瑞 長崎大学名誉教授 【経済学部】
●　企業メセナの理論と実践　:　なぜ企業

はアートを支援するのか　/　菅家正瑞
監修・編　; 　佐藤正治編－水曜社，
2010.3
[中央図書館 335.13¦ ¦Ka56 1540944]

[経済学部分館 335.13¦ ¦Ka56 3168274]

松岡　數充 教授 【水産学部】
●　ガラパゴスのふしぎ　:　ゾウガメが１千

キロの海を越えた方法は？なぜガラパ
ゴスウミイグアナは海に潜るのか？ /　
日本ガラパゴスの会著－ソフトバンク
クリエイティブ，2010.3
 [中央図書館 462.615¦ ¦N77 1541022]

石松　惇 教授 【水産学部】
●　Coastal environmental and ecosystem 

issues of the East China Sea : Nagasaki 
University major research project : 
restoration of marine environment and 
resources in East Asia / edited by Atsushi 
Ishimatsu, Heung-Jae Lie−Nagasaki 
University ： TERRAPUB , c2010 
 [中央図書館 663.6¦ ¦ I 77 1540495]
[経済学部分館 663.6¦ ¦ I 77 3168273]

万田　敦昌 准教授 【水産学部】
●　データ同化　:　観測・実験とモデルを融

合するイノベーション　/　淡路敏之　[ほ
か]　編著－京都大学学術出版会，2009.8

 [中央図書館 417¦ ¦A97 1540543]

小笠原 真司 教授【大学教育機能開発センター】
●　ことばの響き　:　英語フィロロジーと

言語学　/　今井光規，西村秀夫編－開文
社出版，2008.9
 [中央図書館 830.4¦ ¦ I 43 1540523]

●　言語研究の接点　:　理論と記述　/　石黒
昭博，山内信幸共編－英宝社，2004.6

[中央図書館 801¦ ¦ I 73 1540524]

戸田　一雄 教授 【医歯薬学総合研究科】
●　基礎解剖生理学　=　Basic Anatomy and 

Physiology　/　戸田一雄，木本万里著－
おうふう，2010.3

[医学分館 491.31¦ ¦ To17 2139987]

長崎大学病院
●　へき地病院再生支援教育機構の歩み　

平成21年度版－[ 長崎大学病院] ，
[2010?]

 [中央図書館 498.04¦ ¦N21¦ ¦2009 1541019]
[医学分館 498.04¦ ¦N21¦ ¦2009 2139986]

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22年2月1日 ～ 平成22年5月31日分）
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たくさんのご著書のご恵贈，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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開館時間変更・休館日・特別貸出のお知らせ

編 集 責 任 者

館報編集担当

発 行

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/

和華蘭の窓 長崎大学附属図書館報 No.111  2010年（平成22年）7月16日発行

中央図書館
　貸出期間　07月30日(金)～9月24日（金）
　　貸出期間中は開架図書を10冊まで借りられます（書庫内図書は通常通り）

　返却期限　10月08日(金)
　＊9月25日以降は，その時点で借りている本を含め6冊以上の貸出，更新ができません。ご注意ください。
　＊学外の方の貸出上限冊数は通常通りとなります。期間については上記の通り適用されます。

経済学部分館
　貸出期間　07月30日(金)～9月24日（金）
　返却期限　10月08日(金)
　＊冊数の変更はありません

　　　　　　　を実施します（中央図書館・経済学部分館）

試験期間中の土・日・祝日の開館時間を夜8時まで延長します

休館日・開館時間は右の携帯サイトでも確認できます
URLを登録しておくと便利です

中央図書館
医 学 分 館
経済学部分館

適 用 期 間
7月17日（土）～8月08日（日）
7月10日（土）～7月25日（日）
7月17日（土）～8月01日（日）

平日開館時間
8：30～22：00
8：30～22：00
8：30～22：15

土日祝日開館時間
10：00～20：00
10：00～20：00
10：00～20：00

夏休み期間中の開館時間は以下のとおりです

中央図書館
医 学 分 館
経済学部分館

適 用 期 間
8月18日（水）～9月30日（木）
夏季休業中も通常通り

8月18日（水）～9月30日（木）

平日開館時間
8：30～17：00
8：30～22：00
8：30～20：00

土日祝日開館時間
10：00～17：00
10：00～18：30
10：00～17：00

休館日（全館） ： 8月13日（金）～8月17日（火）

（平日は変更ありません。適用期間は、各学部の試験期間に対応しています）


