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平成 22 年度経済学部分館

学生懇談会 ＆ 選書ツアー
経済学部分館では，11 月 30 日（火）に，
学生懇談会と選書ツアーを実施しました。院
生 1名，学部学生 5名の計 6名が参加してく
ださいました。
学生懇談会は，矢島分館長の司会の下，自
己紹介から始まりました。経済学部分館の設
備・資料・サービスについて，参加者の皆さ
んから多くの意見や要望が出されました。

選書ツアー（生協経済学部店）

学生懇談会に引き続き，長崎大学生協経済
学部店で選書ツアーを実施しました。飛び入
りで参加してくださった方を含め，7名の参
加がありました。
前回の選書ツアーでは経済学関係の専門書
が多く選書されていたのですが，今回は自己
啓発本・就職活動関連本など，一般図書や読

学生懇談会

みやすそうな本が多く選ばれていました。

意見・要望（抜粋）

これらの本のうち，すでに経済学部分館に

1）個別学習スペースが欲しい

所蔵していた本を除いた 79 冊の本を購入し

2）パソコンの台数を増やして欲しい

ました。

3） 図書館内で閲覧した資料を返却できる置
き場をつくって欲しい

ＰＯＰ（参加者の推薦文）をつけて，経済
学部分館の入口正面の特設コーナーに置いて

4） 図書を配架するとき，表紙を見せて置い

います。ぜひご覧下さい。

て欲しい

参加していただいた学生の皆さん，ありが

5）パソコンの位置を資料の近くにして欲しい

とうございました。

6）研究室にある本を購入して欲しい
7）新しい DVD を購入して欲しい

学生懇談会と

8） 3 年以上向けの図書館利用ガイダンスを

選書ツアーは，

して欲しい

皆さんの意思で
図書館を変えて

その他，経済学部分館の本を中央図書館で

いくことができ

返却できるのかといった，図書館で実施して

るイベントです。

いるサービスについても質問があり，学生の方々

皆さまのご参加

に周知が足りない部分があると感じました。

をお待ちしてい

他にも多くの意見をいただき，これらにつ

ます。

いても今後の経済学部分館運営に反映させて
いきたいと思います。

選書ツアー特設コーナー
ー 2 ー

（経済情報担当）
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平成22年度 医学分館学生懇談会
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18日から12月6日にかけて，各学科の先生方を司会として開催しました。参加
者の皆さんからはさまざまなご意見・ご要望をいただき，すぐに対応できるものについては
対応いたしました。

医学分館学生懇談会開催一覧（日程順）
学部学科

日

程

参加者

担当教員

歯

学

部

11月18日（木）

10名

医

学

科

11月25日（木）

8名

森

科

12月 6日（月）

7名

折口智樹

保

健

学

澤瀬

隆
望

開催場所

教授

医
学
分
館
グ ル ー プ 学 習 室

分館長

医
学
分
館
グ ル ー プ 学 習 室

教授

保
健
学
科
チュートリアル室203

意見・要望（抜粋）
資 料について
1）図書が番号順に並んでいないことがある
2）がん取扱い規約の新しい版を入れて欲しい
対応しました
3）国家試験関連図書をもっと充実させて欲しい
対応しました
4）歯学部の生協に置いてある図書を図書館でもそろえ
て欲しい

医学部保健学科学生懇談会

対応しました

※ご要望により購入した図書の一部を4ページで紹介しています
施設・設備について
5）留学生のために，
書架の側面にある請求記号の表示を和英併記にして欲しい

対応しました

6）館内のコピー機を増設して欲しい

そ

の

他

7）荷物を置いたまま長時間離席する学生に対して，
対応を行って欲しい
8）土日祝日の開館時間を延長して欲しい

H22年度から実施しています

H22年度から試験期間の開館延長を実施しています

9）歯学部地区で図書が返却できるようにして欲しい

また，保健学科の懇談会では保健学科図書室へのご意見もたくさんいただきました。ご意
見・ご要望は今後の医学分館の運営にできる限り反映させていただきたいと思います。
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，ありがとうございました。
（医学情報担当）
※文教地区の学生懇談会関連記事は次号（4月1日号）に掲載します。ご協力いただいた皆さま，
ありがとうございました。
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中央図書館2階企画コーナー

資格・試験・就職関係図書 が充実！
中央図書館では２階企画コーナー「資格・試験・就職関係図書」の充実のため，学生の皆さんのご
要望を調査しました。それを参考に，新刊書を中心とした約280冊の図書を購入・配架しました。木
製書架からあふれた図書は，通路を挟んで向かい側のブックトラックに載せてあります。人気の図
書は貸し出されていることが多いので，早めにチェックして予約してください。
★ 職業・業界関係図書（「なるにはBOOKS」,「最新
《業界の常識》シリーズ」etc. ）
★ 就職活動関係図書（エントリーシート，Webテス
ト，面接，ビジネスマナー etc. ）
★ 公務員試験関係図書（「上･中級公務員試験20日
間で学ぶシリーズ」，市役所，技術系 etc. ）
★ 教員採用試験関係図書（福岡県・福岡市・北九州
市教員試験「過去問」シリーズ，中学・高校数学，
幼稚園 etc. ）
★ 各種資格試験関係図書（情報技術者，MCAS，
ソーシャルワーカー，保育士，電験，栄養士，潜
中央図書館2階企画コーナー
水士，
気象予報士，
技術士，
公害防止管理者 etc. )

医学分館 新着図書・ＤＶＤ
医学分館では今年度も学習に役立つDVDや国家試験関係図書を購入しています。学生懇談会で
要望のあった，がん取扱い規約の改訂版や歯科医師国試関係図書も購入しました。

学習用ＤＶＤ
目で見る解剖と生理

がん取扱い規約
第2版

造血器腫瘍取扱い規約 (第1版)

完全病理学 各論

甲状腺腫瘍診療ガイドライン 2010年版

動画でマスター リハビリテーション口腔ケア

臨床・病理脳腫瘍取扱い規約(第3版)

口腔病変立体構造アトラス

皮膚悪性腫瘍取扱い規約 (第2版)

立体動画で組織構造と病変をみる

臨床・病理 肺癌取扱い規約 (第7版)

シリーズ DVDで学ぶ新しいSST

胃癌取扱い規約（第14版）

歯科医師国試関係図書

保健学科国試関係図書

歯科医師国家試験参考書

看護師国家試験対策ブック

NEW TEXTシリーズ

必修問題まんてんGET2011

第103回歯科医師国家試験問題解説書

新出題基準別助産師国家試験問題（2011年)

歯科国試KEY WORDSシリーズ

新出題基準別保健師国家試験問題（2011年）

KEY WORDS CBT（歯科CBT対策シリーズ）

理学療法士・作業療法士国家試験問題（2011年）

医師国家試験，歯科医師国家試験，看護師国家試験など国試関係図書は
医学分館2階の国試コーナーに配架しています。どうぞご利用ください。
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経済学部分館に新しい本が入りました
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」と「就職支援図書」を購
入しました。
取得したい資格として大人気のTOEICに関する本，就職活動に役立つ参考書や各業界案
内本，公務員を目指す人の学習の参考になる過去問集，その他にも簿記検定，ファイナンシャル
プランナー，ビジネス法務などの最新版テキストを用意しました。
これらは，経済学部分館入り口すぐ前にある「資格・検定関連コーナー」と「就職・進学
支援コーナー」に配架しています。皆さま，ぜひご利用下さい。

新規購入図書のタイトル（一部）
国内でTOEICテスト990点

1日1分レッスン！TOEIC Test パワーアップ編
聞いて覚える英単語キクタンTOEFL Test

TOEICテスト新公式問題集
公務員試験

ウォーク問

頻出編

過去問Quick Master

公務員試験受かる勉強法落ちる勉強法

就活必携

面接の１０分前，１日前，１週間前にやるべきこと

就活のしきたり

就活のバカタレ！

内定率１００％！先輩たちの「就活ノート」

NHKあしたをつかめ平成若者仕事図鑑

よくわかる銀行業界

よくわかるコンサルティング業界

よくわかる広告業界

よくわかる旅行業界

簿記検定日商３級に面白いほど受かる本

はじめての人の電卓操作入門塾

ビジネス実務法務検定試験２級最短合格

うかる！FP技能士2級・AFP完全テキスト

中央図書館の館内企画展示は，2008年７月か
ら２ヶ月に1回のペースで行っており，
現在
（2011
年1月）の展示で第16回を迎えました。
その館内展示をご紹介するWebページを作
成し，11月１日より公開を開始しました。
各回に展示された図書のご紹介から，展示に
使用したPOPの画像，展示風景写真，展示期間
中に掲示していたポスターまで，館内展示の歴
史をまとめたページです。OPACやブクログへ
のリンクもあります。
展示期間中に借りられなかった方，あるいは
見逃したという方，是非一度ご覧下さい。

附属図書館TOP ＞ 図書館をつかう ＞ 図書展示企画

★URLはこちら →

第16回の展示紹介ページ。
OPACリンクで所在を確認でき，
備考欄の
「POP」
をクリックするとPOP画像を参照できます。

http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/tenji/
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2010年の国民読書年に合わせて，もっと大学図書館を身
近に感じてもらいたい！という思いから，九州地区の大学図
書館が合同で企画・開催したキャンペーンです。
読書週間
（10/27〜11/9）
をLibrary Lovers'Weekと位置づけ，
それに向けてキャンペーン事業を展開しました。

参加大学に所属する学生の皆さんに，オススメの図書を紹
介するコメント（POP）を作成していただきました。集まっ
たコメントは各大学図書館やWeb上で人気投票を実施。
上位入賞作品は，コメントと図書を各大学図書館で展示しま
した。募集テーマ（５つ）は以下の通り。

ほしい本

勉強の合間に
読みたい本

就活に役立つ本

ほっと癒される本

無人島に１冊だけ
持っていく本

総合部門（全体）および長崎大学での投票結果（上位3名）は下記の通りです。
長崎大学の上位3名の方々には，図書館職員から感謝の気持ちを込めて，表彰状をお贈りしました。また，
全体での集計の結果，
「ほっと癒される本」部門で長大生が１位・２位を獲得しました！
コメントを投稿してくださった方，
人気投票に参加してくださった方，
本当にありがとうございました！

長
崎
大
学

１位「空の名前」
皇帝ペンギンさん
テーマ：ほっと癒される本

２位「かいじゅうたちのいるところ」
くまのこさん
テーマ：ほっと癒される本

３位「カラフル」
S.N.さん
テーマ：新入生に読んでほしい本

総
合
部
門
︵
全
体
︶

１位「1Q84」
Walking Libraryさん（九州工業大学）
テーマ：勉強の合間に読みたい本

１位「フリーター、家を買う」
あんころもちさん（鹿児島大学）
テーマ：就活に役立つ本

２位「流星の絆」
ヤミングさん（九州工業大学）
テーマ：新入生に読んでほしい本

３位「食あれば楽あり」
ペンネームなし（鹿児島大学）
テーマ：勉強の合間に読みたい本

投票結果の展示コーナーを設置
（10/27〜11/9）

全体での集計結果による投票結果（総合部門およびテーマ別部門），および入賞作品は，
公式HPでご覧いただけます。

キャンペーン公式HP： http://llw.lib.kumamoto-u.ac.jp/
ー

ー
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キャンペーン期間中は，合同企画「学生コンテスト」の他にも，各参加大学で「独自企画」を

3階）
にて，選書ツアーを開催しました。
今回はキャンペーン連動企画ということで，選
書した図書の中から，学生コンテストのテーマに
沿った「オススメコメント」のPOPを書いていた
だき，図書・POPともに中央図書館にて展示しま
した。

ツアーで選書された図書
（企画コーナー）

中央図書館では，２ヶ月に１回のペースで
テーマ展示を行っていますが，
Library Lovers'
キャンペーン期間中はキャンペーンと連動する
企画展示を行いました。
『図書館職員
「オススメの1冊」
』
と題して，
各職員がオスス
メしたい1冊と，
「オススメコメント」
(POP)を展示しました。
図書館職員は，
さすがに学生コンテストには参加できませ
んでしたが，職員力作のPOPは図書館
ホームページにてご覧いただけます。

独自
企画

館内展示の看板。LLWのロゴ入り。→

展示風景

図書展示企画のページ
http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/tenji/

通常の学生リクエストとは別枠で，
「 １人
10冊まで」という条件でリクエストを受け
付けました。結果，中央図書館で63件，経済
学部分館で22件の応募をいただきました。
リクエストを下さった方，ありがとうござ
いました。

Library Lovers'キャンペーンは終了しましたが，今後も，皆さんに親しんでいただける
大学図書館を目指して，図書館職員一同，頑張ります！

ー

ー
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SciVerse Scopus
【文教地区】 会場：中央図書館2Fメディアルーム
・平成22年10月6日（水） 12：50〜14：20（参加者18名）
・平成22年10月7日（木） 12：50〜14：20（参加者19名）
【坂本地区】 会場：医学部CBT室
・・平成22年10月6日（水） 17：00〜18：30（参加者17名）
10月6〜7日に，エルゼビア社の書誌・引用文献デ
ーターベース「SciVerse Scopus」の利用講習会を文教
地区・坂本地区で開催しました。今回は，
「 Scopus講
習会・実習マラソン！〜 習うより慣れろ！あなた
は時間内に何問解けるでしょうか？〜」と題して，
40問の検索問題に挑戦する実習中心の講習会とし
ました。Scopusの効果的な利用方法や論文・ジャー
ナルを正確に検索するためのコツなどの説明に，
参加者の皆さんは熱心に聞き入っていました。

CINAHL
【坂本地区】 会場：医学部CBT室
・平成22年10月21日（木） 17：00〜18：30（参加者24名）
10月21日に，看護学の基本データベースである
CINAHL Plus（シナールプラス）の講習会を長崎大学
では初めて開催しました。医学部保健学科の教員・
学生を中心に参加していただき，実習を交えて基本
から応用までの検索を行いました。今回はCINAHLだ
けではなく，同じインターフェースで検索できる
MEDLINEについても紹介があり，ご好評をいただき
ました。医学分館では，今年も生命科学系のデータ
ベースの講習会を実施していく予定です。

1982年以降に出版された2,800誌以上の看護学や
健康全般に関する雑誌論文，看護系学位論文・会議
録などの情報を収録したデータベース。 一部の
雑誌は，電子ジャーナルで本文まで閲覧可能です。
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日経テレコン21
【片淵地区】 会場：経済学部4階 メディアステーション
・平成22年10月27日（水） 13：00〜14：30（参加者10名）
10月27日に「日経テレコン21」の利用講習会を開催しました。インターフェース変更後
初めての利用講習会であり，ニュース・新聞記事検索・企業情報検索・人事検索などそれぞ
れのメニューについての解説や検索のコツ，シソーラス展開などの機能について詳しい
説明がありました。
日本経済新聞デジタルメディア社が提供するデータベース。日経
新聞などの新聞記事，マーケット情報などビジネスに関わる情報
を幅広く収録。※アクセスは片淵地区限定（同時アクセス3）

eol

＜有価証券報告書の読み方セミナー＞
【片淵地区】会場：経済学部4階 メディアステーション
・平成22年11月10日（水） 14：30〜16：00（参加者10名）
11月10日に「eol」の利用講習会を開催しました。
収録されている有価証券報告書によって，企業のプ
ラス面だけでなく，不利な面も含めて知ることがで
きることや，同業他社との比較ができる，といった
説明がありました。実習では，検索方法やデータの
見方について，詳しい解説がありました。
「 eol」は企
業の調査・研究に限らず，就職活動にも大いに役立
つことでしょう。

企業情報データベース。様々な企業関連情報をはじめ，有価証券報
告書も収録。※アクセスは片淵地区限定（同時アクセス1）

データベースを上手に活用して
効率的に学術情報を収集しましょう♪
データベースは，学術研究に必要な情報や資料をWEB上で検索・参照・入手することのでき
るシステムです。長崎大学で契約しているデータベースは，信頼性が高く，責任の所在も明
らかな質の高いものばかりですので，日々の研究および学習に，ぜひご活用ください。

データベースリンク集：http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/nagasaki-u/database/
9

長崎大学附属図書館報 No. 112

中央館・分館間で本を交換

巡回図書

皆さんが，通常利用される図書館はどこですか？長崎大
学には，キャンパスごとに計３つの図書館がありますが，他
のキャンパスの図書館を使ったことが無い方も多いでしょう。
そんな方に他館の資料を紹介するため，2010年10月から
2011年1月まで，各館の図書を別の館に移設・展示して貸し
出しを行う，巡回図書を実施しました。第1期は，中央図書館
医学
経済学 から経済学部分館へ200冊，経済学部分館から医学分館へ
分館
部分館 70冊を移設しました。また，12月
からの第２期では，中央図書館
から医学分館と経済学部分館へ，経済学部分館から中央図書館へそれ
ぞれ100
冊を移設しました。
医学分館，経済学部分館は，専門書中心の図書館なので，中央図書館
からは，
比較的ポピュラーな読み物や実用書を中心に選びました。また，
経済学部分館からは，いろいろな分野で利用できる実用的な経済書等
を中心に選んで移設しました。
各館では，特設コーナーを作って，展示・貸出を行いました。通常は置
いていない分野の図書が目新しく，どの館でも大変好評でした。
これを機会に，普段使わない館の資料にも関心をもってご利用いた
移設資料コーナー
だきたいと思います。

中央
図書館

※他館の本を取り寄せて借りることができる資料配送サービスをご利用ください。

（経済学部分館）

実施報告

女性教育関連図書コーナーを設置
（中央図書館）
中央図書館に，国立女性教育会館（NWEC）女性教育情
報センターの図書がやってきました。女性教育情報セ
ンターは，男女共同参画及び女性・家庭・家族に関する
専門図書館です。平成22年度から，全国各地の図書館等
に，その蔵書の一部をまとめて貸し出すパッケージサー
ビスを行っています。
当館に貸し出されたのは，
｢メディア｣
「ライフスタイル」
「自己実現」
「 異性関係」
「 男女共同参画」のキーワードに
沿って選ばれた200冊です。
中央図書館2階に「女性教育関連図書コーナー」を特
設してご利用いただきました。目に留まりやすい場所
だったこともあってか，多くの方にご覧いただき，全体
女性教育関連図書コーナー
展示期間：10月1日(金)〜 11月30日(火)
では2ヶ月間で144回も貸出されました。
設置場所：階段入口(参考調査カウンター前)
短い間でしたが，ご利用ありがとうございました。
( 利用者サービス担当)
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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22年6月1日 〜 平成22年12月31日分）

上薗 恒太郎 教授【教育学部】
● 授業設計理論と授業評価法としての連
想調査 / 糸山景大 [ ほか] 著 - 長崎
大学教育学部技術教育教室・家政教育
教室・教育学教室, 2003. 4
[ 中央図書館 375. 1¦ ¦ I 91 1542729]
● 民話による道徳授業論 / 上薗恒太郎
著 - 北大路書房, 1992.2
[ 中央図書館 375. 352¦ ¦ Ka39 1542730]
相樂 隆正 教授【工学部】
● ベーシック分析化学 / 高木誠編著 化学同人, 2006.10
[ 中央図書館 433¦ ¦ Ta29 1544680]

冨塚 明 准教授【環境科学部】
● 環境問題の数理科学入門 / J. ハート
著 ; 粟屋かよ子 [ほか] 訳 - シュプ
リンガー・ジャパン, 2010.9
[ 中央図書館 519¦ ¦ H33 1545010]
片岡 千賀之 教授【水産学部】
● 近代における地域漁業の形成と展開 /
片岡千賀之著 - 九州大学出版会, 2010.10
[ 中央図書館 662. 19¦ ¦ Ka83 1545147]
島田 章 准教授【経済学部】
● 外国人労働者の効率賃金仮説分析 /
島田章著 - 五絃舎, 2009. 3
[ 経済学部分館 366. 89¦ ¦ Sh36 3169056]

高橋 和雄 教授【工学部】
● 雲仙普賢岳の火山災害における各機関
の対応の記録 続報 : 199
7( 平成9) 年
- 2009
( 平成21) 年 / 高橋和雄 [ 編] 高橋和雄, 2010
[ 中央図書館 369. 31¦ ¦ Ta33¦ ¦ 2 1545148]
姫野 順一 教授【環境科学部】
● J. A. ホブスン人間福祉の経済学 : ニ
ュー・リベラリズムの展開 / 姫野順一
著 - 昭和堂, 2010.6
[ 中央図書館 331. 7¦ ¦ H59 1542215]

速報!!
今回国内ランキング順位
１位( 6位)
２位( 9位)
３位(26位)
４位(30位)
５位(32位)

京都大学
北海道大学
長崎大学
東京大学
東北大学

（ ）
内は世界ランク
このランキングは，
スペインの研
究機関
「Censejo Superior de
Investigaciones Cientificas 」
（CSIC）に所属する研究グループ
が世界1184のリポジトリを対象
に実施しているものです。

薛 軍 准教授【経済学部】
● 在中国の経営現地化問題 : 多国籍企業
現地化論の再検討 / 薛軍著 - 創成社,
2010.11
[ 経済学部分館 335. 5¦ ¦ Se93 3169569]

たくさんの著作のご恵贈、
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。

国内第 3 位 初のトップ3 入り！
世界ランク26位に躍進 〜 世界リポジトリランキング 2011年1月期 〜
■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ィン
ドウです。誰にでも，無料で長崎大学の研究成果を公開することを目的と
しています。
■教員の皆様や関係部署の協力のもと，登録された資料数は18,000件を超
え，開設以来のダウンロード総数は450万回を超えました。今回の順位は
NAOSITEの社会へ向けた発信力と，長崎大学の研究成果への注目度，質の
高さを物語るものと考えられます。

NAOSITEは先生方の研究成果を募集しています！
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
を行い，リポジトリで公開します。
附属図書館学術コンテンツ担当

メール：iss@lb.nagasaki-u.ac.jp
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電話番号819-2195
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●情報スクランブル●

土・日・祝日の 後期試験対応
開館時間延長のお知らせ
後期試験に伴い，下記期間の土日祝日の開館時間を 午後 8 時 まで
延長いたします。館ごとに実施期間が異なりますので，ご注意ください。

中 央図 書 館 ( 文 教 キ ャ ンパス)

1月15日〜2月13日 まで

平日：8時30分〜22時00分 / 土・日・祝日：10時00分〜20時00分
http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/cal/10/cent.htm

1月22日〜2月13日 まで

医 学分 館 ( 坂 本 キ ャ ン パス)

平日：8時30分〜22時00分 / 土・日・祝日：10時00分〜20時00分
http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/cal/10/med.htm

経済学部分館( 片 淵 キ ャンパス)

1月29日〜2月13日 まで

平日：8時30分〜22時15分 / 土・日・祝日：10時00分〜20時00分
http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/cal/10/eco.htm
詳しくは図書館ホームページの各館開館カレンダーをご覧ください。

トイレ改修工事のお知らせ（医学分館）
現在，医学分館のトイレの改修工事を行っています。

工事完了予定 ： 3月末
期間中は，館内のトイレが一部使用できません。

工事中は騒音などのご不便をおかけしますが，ご協力お願いいたします。
和華蘭の窓
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