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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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新入生・転入生の皆さん，新任の先生方，長崎大学へよう
こそ。大学生活の中では，学術情報の宝庫である図書館の活
用が重要です。附属図書館を使いこなして，効率的な学習・
研究に役立ててください。もちろん，楽しみや息抜きの場所
としてもご利用ください。在学生の皆さんも，改めて進化す
る図書館を見直してみませんか？

図書館の施設を使う！ 3 〜 5 ページの各館の館内案内図
をご覧ください。中央図書館，医学分館，経済学部分館は，
所属の学部にかかわらず誰でも共通して利用できます。

図書館の資料を使う！ 何があるか，どこにあるかは
OPAC で検索。使い方は 7 ページです。どの棚にどの分野の
資料があるかを示した資料配架図は各館カウンターなどに置いてあります。また，お気軽に職員にお
尋ねください。
図書館のホームページを使う！ 図書館のホームページは，あなたの頼れるナビ！そして情
報の宝庫！図書館の開館時間の確認など，図書館に関する情報はもちろん，データベース，E- ブック，
電子ジャーナルなど，便利なツールや学術資料そのものを利用する窓口でもあります。この春，機能
を拡充した新 Web サービスの紹介は 8 〜 9 ページ。
図書館のサービスを使う！ 困った時はとにかく図書館のカウンターへ。なんでもお気軽に
お尋ねください。館内に無い資料も探し出し，手配します。また，中央図書館と分館の間では資料の
配送サービスを行っていますので，最寄りの図書館で貸出・返却ができます。

大学での学習を進めていく上で，困っていることはありませんか？
○○というテーマの本を読みたいけれど，どこにあるかわからない…
レポートはどうやって書けばいいの？どんな資料を参考にしたらいいの？
論文はどうやって探したらいいの？どのようにしたら読むことができるの？
そんな疑問や不安をオーダーメイドガイダンスで解決しましょう！
ご希望に沿った内容を図書館職員が詳しく解説します。お 1 人でも，
お友達とご一緒でも構いません。お気軽にお申込みください。お申
込みは各図書館で随時受け付けていますので，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） TEL：095-819-2200
E-Mail：sanko@lb.nagasaki-u.ac.jp
医学分館（医学情報担当）
TEL：095-819-7014
E-Mail：medinfo@lb.nagasaki-u.ac.jp
経済学部分館（経済情報担当） TEL：095-820-6309
E-Mail：ecoinfo@lb.nagasaki-u.ac.jp
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中央図書館（文教キャンパス）
中央図書館は，大学本部のある文教キャンパスにあって，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。外階段を上った2階に玄関があります。貸し出
しができる図書の大部分は3階にあります。また，1階には公開貴重資料展示室があります。

中央図書館 館内案内図

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,ILL,各種相談など）
③ABC（図書自動貸出装置）

④AVコーナー
⑤新聞コーナー
⑥軽雑誌コーナー
⑦学生用パソコン，無線LAN
(留学生用8台を含む16台）

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 Library Lounge
グループ学習可，無線LAN
⑬ Media Room
学生用パソコン76台，
無線LAN，スクリーン2面

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語学関係
⑤NHKブックス
⑥開架図書
⑦大型図書コーナー
⑧紀要・雑誌コーナー

携帯電話BOX

⑨情報コンセントルーム
（無線LAN）
⑩グループ学習室

コピー機
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医学分館（坂本キャンパス）
医学分館ホームページ

http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/med/

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
います。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歴史的な資料を展示している
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，保健学科図書室と病院内共同図書
室（現在は病院改修工事のため一時閉室中）があります。

所在地 〒852-8523 長崎市坂本1-12-4
連絡先 ☎ 095-819-7014 E-mail medinfo@lb.nagasaki-u.ac.jp (医学情報担当)
【交通アクセス（長崎駅から）】
長崎バス：8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1分
路面電車：
「赤迫」行きに乗車，「浜口町」で下車徒歩10分

医学分館 館内案内図
①カウンター
②自動貸出装置
③新着雑誌コーナー

1F

書

庫

事務室

④雑誌バックナンバー
⑤学生用パソコン（11台）
⑥生協コピー機
⑦新聞コーナー

ソファで
ゆっくり
できます

玄

関

＊ ＊ ＊ 館内のトイレを全面改修いたしました ＊ ＊ ＊

2F

①閲覧室
②開架図書
③AV資料

書

庫

学習・実習に
役立つDVDが
充実しています
④国試問題集
⑤情報コンセントコーナー
⑥貴重資料展示室
⑦グループ学習室（大・小）

グループでの
学習にどうぞ

蔵書検索専用パソコン

4

携帯電話ボックス

長崎大学附属図書館報 No.113

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

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
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 100 年を越える歴史があ
ります。経済学部分館は長崎高等商業学校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
数多く所蔵しています。

所在地 経済学部分館 〒850-8506 長崎市片淵4-2-1
連絡先 ☎ 095-820-6309 E-mail ecoinfo@lb.nagasaki-u.ac.jp (経済情報担当)
【交通アクセス
（長崎駅から）
】
県営バス：
「長崎駅前東口」から，
「循環」
「立山」
「東高下」
「浜平」
「西山木場」行きに乗車，
「経済学部前」で下車
路面電車：
「蛍茶屋」行きに乗車，
「諏訪神社前」
または
「新大工町」
で下車，
徒歩10分

経済学部分館 館内案内図
１層
２層

新聞，和図書，
和雑誌バックナンバー
高商和図書，
洋雑誌バックナンバー

①カウンター（貸出返却等）
②新聞コーナー
③視聴覚コーナー
④学生用パソコン（14台+2台）

⑤学生用雑誌
⑥別置図書コーナー
（新着・シラバス・教員著作物等）
⑦開架図書（経済関係）
⑧辞書・事典
⑨閲覧席
３層

洋図書，和図書（文学）
高商洋図書

⑩書庫（3層構造）
⑪統計・白書・雑誌

⑫グループ学習スペース
⑬閲覧室
⑭開架図書(経済関係以外）
⑮第2書庫
⑯貴重資料室（武藤文庫）

書庫エリア（要手続）

貴重資料室（要手続）
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新入生の皆さん、
ご入学おめでとうございます！
片峰茂長崎大学長の「新入生におすすめの本」11 冊をご紹介します。
新入生はもちろん，在学生や教職員の皆さんにもぜひ読んでいただきたい，
古今の名著揃いです。
ただ今， 中央図書館 2 階 学長推薦図書コーナー にて絶賛展示中！
貸出も可能ですので，ぜひご一読ください！

片峰茂長崎大学長「新入生におすすめの本」
されどわれらが日々
柴田 翔（文藝春秋）

遠き落日

世界を知る力

渡辺 淳一（集英社）

寺島 実郎（PHP研究所）

もし高校野球の女子マネージャーが
ドラッカーの マネジメント を読んだら

20歳のときに知っておきたかったこと：
スタンフォード大学集中講義

岩崎 夏海
（ダイヤモンド社）

マネジメント：基本と原則

P.F.ドラッカー（ダイヤモンド社）

日本辺境論

内田 樹（新潮社）

ティナ・シーリグ（阪急コミュニケーションズ）

クラゲに学ぶ

下村 脩（長崎文献社）

ハイチいのちとの闘い：日本人医師の300日

生物と無生物のあいだ
福岡 伸一（講談社）

新型インフルエンザ：世界がふるえる日

山本 太郎
（昭和堂）

山本 太郎（岩波書店）

さらに，片峰学長に推薦コラムも書いていただきました！今回は，学長が学生時代に愛読され
ていた，柴田翔著の「されど我らが日々」の推薦コラムをご紹介します。その他のコラムは，図
書と共に展示していますので，中央図書館 2 階の学長推薦図書コーナーでご覧ください。

新入生への推薦図書より

柴田翔の「されどわれらが日々」
自分は，とりたてての読書人というわけではないが，これまでの
60 年間の人生の中で，人並みに多くの本と出会い，そして有形無形
の影響を受けてきた。最も多く本を読んだのは，やはり学生時代であ
る。1960 年代末から 70 年代初頭にかけての我が学生時代は，東西冷
戦を背景に戦後復興の矛盾が噴出し始めた時期で，日本はまだまだ貧
乏で社会の価値観もさだまっておらず，社会も大学も騒然としていた。
若者は皆ハングリーで，自分たちの力で大学も社会も変えることがで
きるといった幻想に陥っていたような気がする。自分も例外ではなく，
漠然とした不安感や焦燥感そして義務感にかられて，思想・哲学か
ら文学にいたるまであらゆるジャンルにわたって乱読した。サルトル，
マルクス，吉本隆明，埴谷雄高など難解とされる本を好んで読んだ。読むこと自体が目的であ
ったので，中味の理解は重要事ではなかった。この時期の読書が，自らの人間形成にどのよう
な意味をもったのかは定かではない。しかし，本棚に並ぶこれらの本の色褪せかけた背表紙を
眺めていると，熱くそして不安定であった我が青春の日々が瞼の裏側に甦ってくる。
当時の学生が競って読んだベストセラーが，柴田翔の「されどわれらが日々」である。60 年
代前半の時代背景の中，挫折や裏切り，出会いと別離をくりかえしながらも懸命に生きる男女
を通して青春の苦悩を描いた小説である。団塊世代のおじさん（お爺さん？）たちの青春をう
かがい知るのに格好の書であると思う。今年の新入生への推薦図書の中に，この本を入れてみた。
さて，この虚無感漂う小説が，現代の学生諸君にどの程度のインパクトを与えうるのか，楽し
みでもあり不安でもある。
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図書館にある本や雑誌を探したい！そんな時は…
おぱっく・おーぱっく

OPAC（長崎大学蔵書検索）

※Online Public Access Catalog（オンライン蔵書目録）の略です

を使いましょう♪ 使い方はとっても簡単！！
図書館ホームページ＞資料をさがす＞長崎大学図書館OPAC を開きます。
フリーワード欄にキーワードを入力して
検索ボタンをクリックします。
キーワードは，タイトルでも著者名でも，
何を入れてもOK！スペースで区切って入
力すると，AND検索になります。

検索対象地区で，図書館
を選択すると，図書館に
ある資料だけを検索す
ることができます。

本を探すポイント
1 所在に注目！
図書館にある場合は，
自分で探してください。
【中央館】
文教地区の図書館
【医学分館】
坂本地区の図書館
【経済学部分館】
片淵地区の図書館
2 請求記号に注目！

該当の配架場所で，請
求記号と同じ番号の棚
を探しましょう。
所在リンク
をクリック
すると，配架
案内図が開
いて，配架場
所を確認す
ることがで
きます。

請求記号は，図書の背に貼付
されているラベルに対応して
います。図書を探す場合は，こ
の記号を
忘れない
ようにメ
モしまし
ょう。

ー 7 ー

貸出中の図書の予約，他キャ
ンパスの図書館から図書の取
り寄せを希望する場合は，こ
のボタンをクリックしてくだ
さい。
統合認証でログインすると，
この画面上で，予約または取
り寄せの手配ができます。
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新

の便利な機能

新しいWebサービス
「MY Library」は、
あなたの学生生活・研究生活を
サポートする機能が盛り沢山！
そのサービスをご紹介します。

「今借りている図書、いつまでに返せばいいかな？」
と思ったら、貸出予約状況を確認しましょう。
あなたが現在借りている図書のタイトルや返却期限
などの情報を確認できます。さらに、新しいサービス
として、返却期限前であれば、ご自身で貸出期間を延長
することが可能になりました。（延長は、最大２回(医
学分館資料は1回)まで。予約の無い場合に限ります。）
また、貸出中となっている図書の予約や、他キャン
パスからの図書の取寄せも、簡単にできるようになり
ました。

「テーマ選択」や
「ブロック管理」機能を使って、
あなた好みの『MY Library』に
カスタマイズできます♪

「今月、図書館でよく借りられ
ている図書は何かな？」
そんな時は、図書館や貸出期間
を指定して、貸出ランキングを
検索することができます。（過去
２年分）

←「貸出ランキング」の画面
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★図書・雑誌の場合
「この本は研究に使えるから、メモしてお
こう」
そんな時は、マイフォルダの「図書・雑誌」登録機能
が便利です！図書や雑誌の情報を、100件まで登録で
きます。長大で所蔵している図書や雑誌なら、長大
OPACへのリンクをつけられるので、その時々の貸出
情報も簡単に確認できます。

★Webサイトの場合
「よく使うWebサイトをお気に入り登録したいけれど、
大学と自宅で別々に登録するのが面倒」
マイフォルダの「Webサイト」にお任せ下さい。カテ
ゴリ別に登録して、自分だけのリンク集をつくれます。

これまで同様、図書購入依頼※1 や文献複写・
図書借用依頼 ※2 をWebから申し込むことが可
能です。
依頼状況も、随時確認することができます。
※1…図書購入依頼は、研究室備付図書のみ。
※2…文献複写・図書借用依頼は、初回ご利用時に別途利用
登録が必要です。詳しくは、最寄の図書館でお尋ねください。

ーログイン方法ー

「ついつい返却日が過ぎちゃうんだ
よね･･･」
お待たせしました。返却日事前通知
サービスが出来ました。登録すると、
返却日の２日前にメールでお知らせし
ます。
その他にも、図書館からのお知らせ
メールサービスや、新着図書の情報を
お知らせする新着情報メール配信サー
ビスをご利用いただけます。

その他にも、
●教員オススメの本
●ブックレビュー
などのサービスがあります！

長大OPACの画面上部にある「MY
Libraryログイン」をクリック！
情報メディア基盤センター発行の
「長大ID※」でログインできます。
※長大IDおよび学外からのご利用
については、下記のHPにてご確認
下さい。
【情報メディア基盤センターHP】
http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/

※MY Libraryは、学内者限定サービスです。ご利用後は、必ずログアウトして下さい。
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長崎大学学術研究成果リポジトリ：NAOSITE

−世界リポジトリランキング−
2011年1月期
国内ランキング順位
（

（ナオサイト）とは…

）
内は世界ランク

１位 (6位) 京都大学

機関リポジトリとも呼ばれる，長崎大学構成員の研究成果を集めた

２位 (9位) 北海道大学

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。

３位 (26位) 長崎大学

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

４位 (30位) 東京大学

います。
機関リポジトリは世界中の大学・研究機関で設置されています。今回

５位 (32位) 東北大学
６位 (33位) 九州大学

のランキングはスペインの研究機関「Centro Superior de Investigaciones
Cientificas 」
（CSIC）に所属する研究グループが実施しました。

７位 (35位) 早稲田大学
８位 (36位) 金沢大学

ランキング急上昇の原動力は何か

９位 (40位) 一橋大学
10位 (51位) 千葉大学

このランキングの指標となるのは，リポジトリに収録された論文数や，
直近3回の順位変遷
（毎年1月と7月公開）
●国内順位
07位→010位→ 3位
●世界順位
74位→160位→26位

Google，Yahoo! などからの検索のされやすさ，外部からのリンクなどです。
■先生方のご協力を受け，NAOSITEに登録された論文は18,000件を
超えました。日頃から論文の提供依頼に応えていただいている先生方
のおかげです。
■また，NAOSITE開設以来のダウンロード数は500万ダウンロードを突
破しました。今回の順位はNAOSITEの社会への発信力と，長崎大学の研
究成果への注目度，またその質の高さを物語っています。

ノーベル賞
下村脩先生の関連資料
も登録しています！
受賞者だけに配られ
る資料や，長崎大学

先生方の研究成果を是非NAOSITEへご提供ください！
登録に必要なことは，論文などの原稿ファイルを図書館に送っ
ていただくだけです。著作権に関する調査などは図書館が行い，
問題がなかった場合のみ登録・公開させていただきます。

で行われた講演の動

雑誌論文だけでなく，授業の教材や，科研費の報告書なども大

画なども見ることが

歓迎です。

できますよ！

連絡先

学術コンテンツ担当

iss@lb.nagasaki-u.ac.jp

アクセスは NAOSITE

から！
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姫野順一新館長に聞く

理想の図書館とは？ おすすめの本は？
附属図書館では，前館長（柴多一雄経済学部教授）の任期満了により，2011 年 4 月 1 日付けで姫野順
一環境科学部教授が新館長に就任しました。
姫野順一教授プロフィール
1947年12月1日，
大分県生まれ。
経済学博士
（九州大学）
。
水産・環境科
学総合研究科教授。専門は，経済思想史，環境経済学，知性史。附属図書
館古写真資料室のメンバーとして古写真研究にも力を注ぐ。
著書
『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』
（京都）
昭和堂，
2010.『龍馬が見た長崎 : 古写真が語る幕末開港』
（朝日
選書862）
朝日新聞出版，2009. 『地球環境問題と地球環境政策』ミネル
ヴァ書房，
2000. ほか

座右の銘は

おすすめの本

ちょっと堅いですが，まず「自由・自立・
協力」です。大学のエネルギーは自由な議論
であることは言うまでもありません。
自立には，自分を信じる独立の意味と，自
分を律する自律の意味が込められています。
そして大事なのは「共同」です。
さらに「ただのひと」という言葉が座右の
銘と言えるかもしれません。学生時代に滝沢
克己先生の思想に出会って以来，ピンチの時
にいつも「人間の低み」を自問しています。

学生の皆さんには漫画ではなく，ぜひ活字
の本を読んでもらいたいですね。図書館や本
屋さんに行って，面白そうな本を選んで，ま
ずは時間がかかっても読み通してください。
いろいろな深い経験をするはずです。
私が最近読んだ新書で面白いのは，川島真
『近代国家への模索：1894-1925』（岩波新書
新赤版 1250）です。中国とアジアの近代史を
見直す，いろいろな視点を提起しています。
研究仲間の堂目卓夫さんの『アダム・スミス :
『道徳感情論』と『国富論』の世界』（中公新
書 1936）もお薦めです。リーマンショックを
反省する市場と倫理の関係について，古典か
ら学べます。拙著『龍馬が見た長崎』（朝日
選書 862）は長崎大学附属図書館所蔵の古写
真と文章で，幕末の長崎を再現しています。
これを読めば長崎の奥深い外国交渉の歴史を知
ることが出来るでしょう。最近恵贈いただいた
本を紹介します。山崎聡『ピグーの倫理思想
と厚生経済』（昭和堂），根井雅弘編著『現代
経済思想』ミネルヴァ書房，小峯敦『経済思
想のなかの貧困・福祉』ミネルヴァ書房，磯
谷明徳他『金融危機のレギュラシオン理論』
昭和堂，山智香子『経済戦争の理論』勁草書房。

長崎大学附属図書館について
長所は職員のホスピタリティと学生本位の
運営でしょうか。しかし施設の狭さや予算に
制約された機能の限界を感じます。

新館長が思う理想の図書館とは
アカデミックな風格を備え，文化の香りの
する，そして，学生・研究者にサービスが行
き届いた，暇があったら過ごしたい場所です。
いわば学生と研究者のオアシスですね。
博物館や美術館，劇場や映画館などが併設
されると理想的です。

館長になってぜひやりたいこと

学生の皆さんへ

図書館が主体となる文化事業，国際的な交
流事業。図書館のコレクションの充実，教材
支援などの教育支援。長崎の図書館ならでは
の発信，それに長崎大学の将来計画に沿った，
個性ある附属図書館の将来構想作りです。

学生時代は，人生の「核」ができるときです。
柔軟な頭と体の時代に，どれだけ体力や知力が
蓄えられるか，
「挑戦」して「挫折」し，
「脱皮」が
許されるのは若者の特権です。先輩や先生の胸を
借りて羽ばたいてください。
（2011 年 3 月 16 日）
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中央図書館学生懇談会を開催
附属図書館では，学生の皆さんの図書館へのご意見，ご要望を直接聞くため，毎年，各館ごと
に「学生懇談会」を実施しています。中央図書館のある文教地区では，学部選出の図書館委員に
ご協力いただき，学部ごとの意見も図書館運営に反映させるよう，努力しています。
平成 22 年度は，11 月に，水産学部の学生を対象に，図書館委員の原研治教授による「図書館
利用に関するアンケート」が実施されました。回答者は，1 〜 2 年生を中心とする 86 名で，図書館
の利用頻度や利用目的に関する質問への回答のほか，自由意見として多数の要望が出されました。
また，12 月 15 日（水）には教育学部で，図書館委員の勝俣隆教授の司会により学生懇談会が
開催されました。1 年生から大学院生までの学生 8 人と，学部図書委員の教員が出席し，図書館
の資料・施設・サービスについて意見・要望が出されました。
これらを受けて，１月 19 日（水）16 時から，柴多一雄館長の司会により中央図書館の学生懇
談会が開催されました。参加者は，教育学部学生懇談会からの代表を含む 6 人で，日ごろから図
書館の利用が多い 1，2 年生の皆さんが集まってくださいました。実際の利用の中で不便を感じ
ていることや，改善への提案など，率直なご意見をいただきました。

ご意見・ご要望（アンケート含む・抜粋）

皆さんのご意見により改善されました

▲国立大学なのに本が少な過ぎる
▲貸出期間が2週間は短い（3週間ぐらいに）
▲貸出冊数が5冊は少ない（10冊ぐらいに）
▲朝7時半か8時に開館してほしい
▲土日の開館時間を平日並みにしてほしい
▲書庫に入る手続きがめんどう
▲入館ゲートで、学生証を出すのが大変
▲外階段が怖い（落ちた）
▲コーヒーぐらいは飲みたい
▲食事ができる場所を作ってほしい
▲蔵書検索がうまく使えない
▲サービスについて，利用方法がよくわから
ない（選書ツアー，リクエストなど）
▲留学生サポートに力を入れてほしい

◎開架図書の貸し出し限度冊数を5冊から10
冊に増やします
（中央図書館･経済学部分館，
2011年4月より試行）
◎新館渡り廊下の騒音等の問題について，改
善のための工事を実施しました
（中央図書館，
2011年3月）
◎資格・語学検定（TOEICほか）
・就職関連の図
書を重点的に購入しました。
（2010年度）
◎リクエスト図書の委員会審議不要の購入限
度冊数を5冊から10冊に引き上げました
（中
央図書館，2011年4月より）
◎館内の学生用パソコンを更新し，台数が増
加しました（中央図書館70台⇒94台。2011
年3月）
◎借りている図書の期間延長がWebからでき
るようになりました
（2011年3月より）
◎分館からの配送サービスをWeb上で申し込
めるようになりました（2011年3月より）
◎紀伊國屋書店での選書ツアーを実施しました
（中央図書館，2011年3月）
◎書庫の利用時間を，閉館1時間前までに延
長しました（2010年10月）
◎階段付近の表示等を改善しました
（2010年3月）

（平成22年度

アイデア・ご提案（一部）
★先生からのおすすめの本を紹介してほしい
★学長談話やリレー講座などをDVDにして貸
出して欲しい
★市立図書館のような居心地の良い図書館に
なってほしい
★カフェがあると良い
★2年生の始め頃にガイダンスがあると良い
★定期的にガイダンスを開いてほしい

中央図書館関係）

ご協力くださった皆さん，
ありがとうございました。
12

書店で図書館の本をどんどん選んじゃう♪

選書ツアーが楽しい！
除く 11 人が書店に集合してくださいました。
参加者は「予算が 2 万円あるので，どんど
ん選べて楽しい」「高くて自分では変えない
本を選んだ」など，本を選ぶことを心から楽
しんでくださったようでした。

人気の高い 選書ツアーで選ばれた本

選ばれた本は，すでに図書館にある本など
を除き，ほとんど購入しました。今年度の第
2 回では 98 冊，第 3 回では 164 冊を購入し，
年間では約 440 冊の本が選書ツアーで選ばれ
たことになります。
選書ツアーの図書は，企画コーナーに展示
されますが，約 3ヶ月の展示期間で多い本で
は 7 〜 8 回も貸し出しがあります。
これからも，どんどん選書ツアーに参加し
て，学生の目線で図書館の本を選んでくださ
い。選書ツアーの募集は，館内のポスターや
チラシでお知らせするほか，ホームページや
「お知らせメールサービス」でもご案内します。
( サービス企画担当 )

思い思いに本を選ぶ参加者の皆さん
（生協書籍部にて）

附属図書館では，1 年に数回「選書ツアー」
を行っています。これは，図書館の主な利用
者である学生自身に，図書館に必要だと思う
本を選んでほしいという主旨で，平成 20 年
から実施している学生参加型のイベントです。

学生の目線が大切！！

図書館にどんな資料を置くかは，主に教職
員の推薦をもとに，収書専門委員会というと
ころで決定されます。そこでは，学生の皆さ
んの学習や教養に必要だと思われる本が，教
育的な立場から選ばれます。
しかし，学生の皆さんが必要だと思う本を
すべて網羅することはできません。選書ツア
ーでは，専門書や参考書のほか，料理などの
実用書，趣味の本，自己啓発本，資格試験や
就職活動のための本，絵本など，参加する人
の興味・関心に応じて自由に選ぶことができ
ます。

選書ツアーって、何をするの？
1. 書店に集合
2. 店舗の中で、図書館に置いて欲しい本を
1 人 2 万円分選ぶ
3. 選んだ本は、図書館へ運ばれ購入される
4. 貸し出しの準備ができたら選んだ人に
メールで連絡が届く
5. 本を借りて、短い POP（推薦文）を書く
（1 人 3 冊以上）
6. 本は、POP と一緒に企画コーナーで展示
7. 学生の皆さんが、どんどん借りていく

ついに実現 選書ツアー in 紀伊國屋書店

中央図書館の平成 22 年度選書ツアーは，9
月にメトロ書店で実施した第 1 回に続き，1
月 25 日に長大生協書籍部で第 2 回，3 月 4 日
に紀伊國屋書店（夢彩都 4 階）で第 3 回を実
施しました。
特に，これまでのアンケート等で要望の多
かった紀伊國屋書店でのはじめての実施とな
った 3 月 4 日については，募集期間が 2 週間
しかなかったにもかかわらず，過去最多の 14
人の応募があり，当日都合が悪くなった人を

POP と図書の
展示の様子
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医学部卒業生の
寄附金による

購入図書・DVD

平成22年3月，医学部医学科の平成元年卒業生有志72名から，卒後20周年を機に学生用図書の
充実を目的とした寄附金が贈られました。この寄附金で，医学や医療を取り扱った小説・ドラマ・
ドキュメンタリーなどの図書やDVDを購入しましたので，その一部を紹介いたします。同寄付
金では，ほかに，学生の学習環境の整備・改善 を予定しています。

ノンフィクション・小説

DVD

水野
肇 『誰も書かなかった日本医師会』
戸塚 洋二 『がんと闘った科学者の記録』
山崎 章郎 『病院で死ぬということ』
浜辺 祐一 『救命センターからの手紙』
相川
厚 『日本の臓器移植-現役腎移植医
のジハード』
中島 みち 『「尊厳死」に尊厳はあるか』
中井 久夫 『臨床瑣談』
大鐘 稔彦 『孤高のメス』
吉村
昭 『冷い夏，熱い夏』
有吉佐和子 『恍惚の人』
帚木 蓬生 『閉鎖病棟』
中島 らも 『今夜，すベてのバーで』
久坂 部羊 『廃用身』
帚木 蓬生 『風花病棟』

赤ひげ
ヒポクラテスたち
感染列島
きみに届く声
コーマ
ジェネラル・ルージュの凱旋
シッコ
ジョンQ −最後の決断−
白い巨塔
ドクター
パッチ・アダムス
マッシュ
Dr.コトー診療所 DVD-BOX
本日休診

このほかにも多くの図書や視聴覚資料を購入しました。
館内に特設コーナーを設けておりますのでぜひご利用ください。

進めています！経済学部分館の環境整備
経済学部分館では，利用しやすい図書館をめざし，2011年2月に模様替えをして，学習環境の改
善を図りました。ぜひ，経済学部分館においでください。
★学生用パソコン2台増設【1階：閲覧室奥】
資料とパソコンが近く，レポート作成に便利！
★学生用雑誌を移動【1階：階段下→開架前】
最新の情報は，雑誌からゲット！
★企画コーナー設置【1階：階段下】
話題の本やおすすめの本をチェック！

増設した学生用パソコン

企画コーナー

★お知らせコーナー設置【1階：入口付近】
図書館の情報はこちらで！
★資料の充実【1階：就職進学支援コーナー】
キャリア関連本を就職相談室がチョイス！
★組換え自由な机を設置【2階：グループ学習スペース】
少人数なら，2グループまで利用可能！

お知らせコーナー
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グループ学習スペース
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しかし，課題も多くあります。最大の課題
は施設です。現在の中央図書館や経済学部分
館は建築後すでに 40 年が経過し，老朽化，
狭隘化が深刻です。近年，図書の貸出冊数が
増加傾向を続けているのに対し，入館者数は
試験期を除けばそれほど多くなく，停滞傾向
にあるのも，建物が老朽化し魅力がなくなっ
ていることと無関係ではないと思われます。
最近の大学図書館は，現在の建物が建った 40
３月末で２期４年間の館長の任期を終える
にあたり，長崎大学附属図書館の現状を紹介
し，いくつかの課題を述べたいと思います。
最近の大学図書館は，図書や雑誌を保存し
て閲覧・貸出を行うだけでなく，いろいろな
機能を有するようになってきています。とく
に近年では，機関リポジトリなどを通して大
学が生み出す学術情報を広く世界に発信する
ことが重要になっています。そうしたなかで，
長崎大学附属図書館の機関リポジトリ
（NAOSITE）は，今年１月の「世界機関リポ
ジトリランキング」において，日本で第 3 位，
世界で第 26 位にランクされました。長崎大
学のような地方大学が，こうした最新の分野
において高い評価を得たことはきわめて意義
のあることです。
図書館が所蔵する貴重資料についても，と
くに幕末・明治期の古写真は早くからデータ
ベースで公開し，ボードインコレクションが
国の登録有形文化財に登録されるなど，質量
ともに日本最大の古写真コレクションとして
高い評価を得ています。
このように長崎大学附属図書館は，情報発
信の面で非常に高く評価され，平成 21 年度
に実施した外部評価においても高い評価を受
けています。

年前とは大きく変化しています。多様な学習
の場であるラーニング・コモンズやグループ
学習室，さらには喫茶室など，学生の要望を
取り入れ，図書館が学生生活の拠点となるよ
うになってきています。長崎大学の附属図書
館も早急な改修が必要となっています。
図書館の教育支援では，教養セミナーでの
資料収集ガイダンスなど，一定の成果をあげ
ていますが，さらに教員との連携を深めなが
ら力を入れていく必要があります。
電子ジャーナル，データベースについても，
長崎大学は他の同規模大学と比べて必ずしも
十分とはいえない状態です。電子ジャーナル
やデータベースは，これまでもっぱら理系の
研究者のためのものと考えられてきましたが，
最近では人文社会科学の研究者や教育のため
にも必要になってきています。これらの導入
には多額の経費が必要ですので，つねに見直
しを行い，全学的な合意を得ながら整備して
いく必要があります。
図書館は大学の顔だといわれます。その大
学でどのような教育が行われ，どのような研
究がなされているかは図書館に行けばわかる
といいます。これからも長崎大学附属図書館
が長崎大学を代表する組織として発展するこ
とを願っています。
（2011 年 3 月 11 日）
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●情報スクランブル●

各キャンパスの図書館で，情報メディア基盤センター（以下，センター）設置
パソコンを利用することが出来ます。
設置台数：中央図書館94台，医学分館22台，経済学部分館16台

パソコンを利用するには…
センター発行のID/パスワードが必要です。
情報コンセントや無線LANにつないで，ご自分のノートパソコンからインター
ネットをご利用いただくこともできます。
（その場合も ID/パスワードが必要です。
）
詳しくは，センターH Pをご覧ください。

図書館内のパソコンから印刷するには…
パソコンから印刷命令
「生協有料プリンタ」を選択

プリンターのところまで移動

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※

館内にマニュアルがあります。そちらもご参照下さい。
※ 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）

４月から貸出冊数が増えます！（試行開始のお知らせ）
中央図書館と経済学部分館で，開架図書の貸出限度冊数が
５冊→10冊に増えます。どうぞ，ご利用下さい♪
和華蘭の窓 長崎大学附属図書館報 No.113 2011年
（平成23年）4月1日発行
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