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学生の視点から、魅力ある図書館をめざして

Library Supporter

図 書 館 サ ポー タ ー 始 動
2013 年 12 月現在、様々な学部から図書館

図書館サポーター制度とは

が好きな 6 名の学生が登録し、活動していま

中央図書館では、2013 年 4 月のリニュー

す。11 月に行ったミーティングでは、今年

アルオープンを機に、学生参加の「図書館サ

度の活動目標・方針等について、メンバー間

ポーター」制度を設けました。

で活発な意見が交わされました。

図書館サポーターとは、附属図書館公認の

また、附属図書館では年 2、3 回ほど学生

学生ボランティアです。図書館の一番のユー

選書ツアーというイベントを開催しています

ザーである学生の視点を図書館運営に反映さ

が、今後は当日運営を図書館サポーターに一

せ、よりよいサービスの向上を目指します。

任した学生主体のイベントとして継続してい
く方針です。
今後も随時メンバーを募集し、徐々に活動

附 属 図書館サポーター概要

の幅を広げていきます。更なる活躍にご期待

■対象：長崎大学の学生・院生

ください。

■任期：1 年（延長可能）
■活動内容

平成 25 年度サポーター紹介

(1) 学生選書ツアーへの参加・運営補助
(2) 館内イベントの企画・実施および広報活動

から
代表 言
一

(3) 図書館サービスの改善提案
(4) ミーティング（隔月開催）

活動の場を広げるための取り組み
中央図書館は、この度の改修工事で、アク
ティブラーニングに対応した新たな学修環境
を整備しました。そうした設備を活かすべく、
サポーター制度では、従来から行っている学
生への意見聴取だけでなく、直接学生が図書
館運営に関わる場を作ることで、新たなサー
ビスを提供することを目的としています。

工学部 4 年

結城 卓也 さん

私は小説を読むのが
好きで、図書館を学生
がより利用しやすい場
所にしたいという思い
から、この活動に参加
しました。
まだ活動を始めたば
かりの私達ですが、これから職員さん達
とともに様々な活動をしていきたいと思
っています。興味がある方はぜひ参加し
てみてください。一緒に図書館を盛り上
げましょう！！

ページ はじめました
図書館サポーターのFacebookページを
開設しました。いいね！押してください。
長崎大学 図書館サポーター

▲ミーティングの様子
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学生選書ツアーを開催
11 月 8 日（金）、メトロ書店本店（アミュ
プラザ長崎３Ｆ）にて、学生選書ツアーを開
催しました。
参加した 13 名の学生には、1 人 3 万円以
内で読みたい図書を選んでいただきました。
また、今回からは図書館サポーターが運営補
助として参加し、選ばれた図書の整理等を行
いました。
このイベントで選ばれた図書は、参加者が
書いた推薦文と一緒に各館の特設コーナーに
配架中です。どうぞご利用ください。

今回の選書冊数は全部で172冊です。
その一部をここに紹介します。
● コーヒーのグローバル・ヒストリー
● 共感する女脳、システム化する男脳
● ワルシャワ蜂起１９４４
● アジアの秘境ゆったり旅行
● 仕事で数字を使うってこういうことです。
● おもしろ日本史大全
● 迷いながら、強くなる

など

坂本地区 ブックハンティングを開催
11 月 21 日（木）から 27 日（水）の 7 日間
にわたり、医学部・歯学部・保健学科の各生
協でブックハンティングを開催しました。
ブックハンティングは、多忙で選書ツアー
になかなか参加できない学生や大学院生にも
手軽に選書していただくための企画です。今
回は「研修医はじめの一歩」シリーズなど
16 冊の本に推薦があり、重複などを除いた 9
冊を受入することになりました。選書された
図書は、医学臨時図書室（ポンペ会館 1 階）
や医学共同図書室（病院外来棟 10 階）に配
架される予定です。

（医学情報担当）
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経済学部分館学生懇談会
経済学部分館では、学生・教員・職員が協

第1回 11月6日（水）

働して魅力ある図書館づくりを行っていこう
としています。
その出発点として、11 月 6 日（水）、赤石
分館長主導の下、学生 11 名、教員 2 名、職
員 3 名の計 16 名で、World Cafe を行いまし
た。4 人ずつのグループに分かれて、「10 年
後の経済学部分館」というテーマで、どうい
った図書館だったら利用したいか、今の図書
館には何が足りないかなど、各人が図書館に
対して感じていること、考えたことを自由に
話しました。
最後に、各人が印象に残ったフレーズや、
気づきを付箋に書き出し、1 枚の模造紙に貼

▲机の模造紙に何でも書込みながら意見を出しました。

り出しました。

Next Library Project
第2回 11月20日(水)

2 回目は 11 月 20 日（水）に行いました。
参加者は学生 8 名、教員 2 名、職員 1 名の計
11 名と前回より少なかったため、3 グループ
に分かれての作業となりました。
今回は KJ 法を用いて、第 1 回の模造紙に
貼り出した意見を図式化しました。まず、集
まったたくさんの意見を似通った意見同士で
集め、それぞれにキーワードを付けてグルー
プ化しました。次に、そこからそれぞれのグ
ループがどのように関係しあっているのか書
き込んでいくという作業を行いました。
次回以降は、ここから現在の図書館の課題

▲グループを表すキーワードを選択中。

を抽出していく予定です。

経済学部の方ならどなたでも参加できます! 一緒にNext Library Projectを進めませんか。
興味を持った方は、経済学部分館カウンターまでお問い合わせください。
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医 学 分 館 増 改 築
〜工事状況と新医学分館について〜
現在、医学分館は耐震改修および書庫増築の
ため工事中です。
今回の増改築では、南東部分の書庫を増築し
ます。従来より書庫には主に学術雑誌のバック
ナンバーを納めていましたが、教室からの図書
や雑誌の返却が増加するに伴い、書庫に入りき
れずに閲覧スペースにも書架が並ぶという状態
でした。書庫の増築によって、はみ出していた
学術雑誌をすべて収納することができますので、
その分閲覧スペースも増加します。

医学部基礎棟から見た医学分館正面（9月10日撮影）

１階

工事前の医学分館書庫。手前が増築予定（8月28日撮影）

増加した閲覧スペースの 1 階部分には、中央
図書館と同様にラーニングコモンズを設置しま
す。ラーニングコモンズにはパソコンも設置し、
オープンな空間でグループでの学習や資料作成
がしやすくなるよう工夫しています。また、ク
ローズな空間として、これまで大小の 2 室だっ
たグループ学習室を、グループ学習室 3 室（定
員 6 名程度）とセミナー室 1 室（定員 16 名）の
合計 4 室に倍増させます。また、図書館ガイダ
ンスやデータベースの講習会などを開催できる
ように、パソコン室（20 席）も新しく設置します。

２階

増築工事中の医学分館書庫（11月11日撮影）

ICT とグループ学習のエリア

資料と自学自習のエリア

アクティブな利用のための学習エリアは 1 階
に集中させて、2 階部分には従来と同じように
資料を閲覧したり一人で集中して自習したりで
きるような環境を整備します。この改修によっ
て、医学分館全体の座席数は 300 席以上まで増
加します。戦前から医学部に伝わる「紙製解剖
模型」「紅夷外科宗傳」など日本の近代西洋医
学に関する歴史的資料を展示する近代医学史料
展示室も改装します。

リニューアルについて

旧正門（被爆門柱）から見た医学分館（9月10日撮影）

リニューアルオープンは 2014 年 6 月予定です。
ただし、少しでも早く皆さまに新しい医学分館
を使っていただくために、5 月には一部開館す
ることを検討しています。どうぞご期待くださ
い。
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九州地区大学図書館合同キャンペーン
Library Lovers' 2013 開催報告
Library Lovers'キャンペーンは、
「 大学図書館をもっと身近に感じ
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毎年
行なっているイベントで、今年で4回目になります。

http://librarylovers2013.blog.fc2.com/
長崎大学附属図書館では、10月21日（月）〜11月17日（日）にかけて、合同企画と独自企画を開催
しました。

合同企画
参加大学の教員や学生の皆さんから、おすすめの本（映画・音楽もOK）のコメントを募集し、教員
からのコメントを芋の葉（栄養分）に、学生からのコメントを芋に見立てて、立派な芋畑に成長させ
ていくという企画でした。育てる品種（テーマ）は全部で5種類。

（やる気が出る本）

（癒される本）

（しんみりする本） （衝撃を受けた本）

（その他）

また、コメントを投稿しない人も「いいね！」シールを気に入った芋に貼ることで気軽に参加し
ていただきました。キャンペーン期間中に集まったお芋は35個！ コメントが寄せられた本は芋畑
の前に展示しました。

コメントを投稿してくださった皆さん、
「 いいね！」シールを貼ってくださった皆さん、ありがと
うございました！長崎大学を含む各参加大学の投稿コメントは、ブクログから読むことができます。

http://booklog.jp/users/librarylovers13
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また、キャンペーン期間中に、長崎大学独自企画として３つの企画を実施しました。

独自企画

１ 学生選書ツアー

各キャンパスから参加した 13 名の学生の皆さんに、
直接書店で図書館に置いてほしい図書を選んでいただ
きました。
今回はなんと１人につき 3 万円分！選ばれた図書は、
学生さんが書いた POP と共に館内（中央図書館は 2
階学生選書コーナー、医学分館・経済学部分館は新着
図書コーナー）に展示しています。

独自企画

２ 学生リクエスト〜読書週間特別受付〜

通常の学生リクエスト（１人につき年度内 10 冊、5 万円
以内）とは別枠で、期間中に 1 人 10 冊までリクエストを受
け付けました。
今回は 6 名の方から合計 30 冊のリクエストをいただきま
した。リクエスト企画へのご協力ありがとうございました。

独自企画

３ ブックトラック古本市

ブックトラック古本市は、今年初の試みでした。家に眠っている
いらなくなった本を持ってきてもらい、中央図書館カウンター前に
設置したブックトラックに並べて、その本をほしい方に自由に持っ
て帰っていただきました。
予想を上回る人気だったため、期間を 11 月末まで延長して開催し
ました。

Library Lovers'2013 キャンペーンへの
ご参加、本当にありがとうございました。
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附属図書館古写真25周年記念事業

古写真展『職業写真師

上野彦馬の誕生』

附属図書館は、10 月 10 日（木）から 10 月 27 日（日）
の期間、長崎市立図書館との共催により、古写真展
『職業写真師 上野彦馬の誕生』を開催しました。
上野彦馬は、文久 2（1862）年、長崎の中島川河
畔で職業写真師として上野撮影局を開局し、腕利き
の外国人写真師に学び、経験を重ねながら熟練した
技を究め、日本の「写真の祖」と呼ばれた人物です。
今回の古写真展は、附属図書館の古写真 25 周年
記念事業にあたり、『W.A. コックアルバム』（オラ
ンダ・ライデン大学所蔵）、『上野彦馬撮影局−開業
初期アルバム』（江崎べっ甲店所蔵）、『武藤文庫上

森附属図書館長、田上市長らによるテープカットの様子

野彦馬幕末アルバム』（長崎大学附属図書館経済学
部分館所蔵）の初期の彦馬を代表する 3 冊のアルバムで構成し、詳しい解説をつけて紹介しました。
会場となった長崎市立図書館多目的ホールでは、田上富久長崎市長を招いてのオープニングセレモ
ニーや、姫野順一前附属図書館長によるギャラリートークも開催されました。また、幕末風写真のプ
レゼント等もあり、多くの来場者が興味を持って鑑賞していました。

医学分館の貴重資料を一般公開

医学部 医学展 2013
医学展とは、3 年に 1 度に開催される長崎大学医学部の文
化祭のことで、今年度は 11 月 9 日（土）、10 日（日）に開
催されました。今回は学生からの要請を受けて、医学分館
で所蔵している貴重資料や図書をポンペ会館 1 階ロビーで展
示しました。当日は、医学部の学生が小中学生のグループ
に展示している資料の説明をしたり、一緒に本を眺める様
子が見られました。

展

（医学情報担当）

示

資

料 （一部）

■解體新書 / [Kulmus 著 ] ; 杉田玄白 [ ほか ] 訳（複製）
■ネッター解剖学アトラス / Frank H. Netter 著 ; 相磯貞和訳
■ヒューマンバイオロジー : 人体と生命 / シルビア S. メイ
ダー著 ; 坂井建雄 [ ほか ] 訳
■ Human biology 12th ed. / Sylvia S. Mader, Michael
■ Windelspecht ; with contributions by Lynn Preston
■ミラー麻酔科学 / ロナルド D. ミラー編
■ Miller's anesthesia 7th ed. / edited by Ronald D. Miller [et al.]
■ねじ子のヒミツ手技 改訂版 / 森皆ねじ子著
■ねじ子のぐっとくる体のみかた / 森皆ねじ子著
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中央図書館ギャラリー企画展
中央図書館 1 Ｆギャラリーでは、幕末・明治期古写真の常設展示の他、学内関係者による企
画展を行っています。ここでは、リニューアルオープン後の 2013 年 4 月以降に開催された企画
展の模様をお伝えします。

■4月1日（月）〜 5月6日（月）

■8月26日（月）〜9月30日（月）

長崎大航海時代（現代美術）2013 展
井川惺亮名誉教授をは

長大へ戻って来た留学生・展（現代美
術）2013

じめとする 7 名の作家

長崎大学に留学し母国

による現代美術展。

に帰国した学生と、そ

リニューアルオープン

の関係者の方々の作品

記念として企画され、

を集めた現代美術展。

井川名誉教授によるギャラリートークも開催
された。

■10月19日（土）〜11月14日（木）

初公表 玉木文化センター所蔵
玉木鶴亭の絵画品

■5月7日（火）〜 5月21日（火）

全学書道部・華道
部合同作品展

〜旧官立長崎師範学校図画教育に関わる資料を中心

初夏の季節にぴったり

として〜

のテーマ「若葉」を、

江戸時代後期に唐人船宿

書と花で表現。勢いの

町筆者掛、明治時代初期

ある書と美しい花々の

に旧官立長崎師範学校の

競演が、大変見応えの

図画教員を努めた玉木鶴

ある作品展となった。

亭（1804-1879）の教育資
料及び西洋絵画品等を展示。

■11月19日（火）〜11月29日（金）

■6月12日（水）〜 8月22日（木）

伊藤秀三名誉教授寄贈ガラパゴス関連
図書展示

ワトソン・ウィーク・パネル展示

DNA の二重らせん構造を解明した J.D. ワト
ソン博士が 11 月末に来学・講演されるのに

伊藤名誉教授から

先立ち開催。博士の経歴、分子遺伝学の流れ

寄贈されたガラパ

などのパネル展示のほか、英 BBC 制作のド

ゴス関連の図書を

キュメンタリー映画『Race for the Double

展示した。

Helix』の上映会を行った。

◆今後の企画展予定

中央図書館では、学内関係者による企画展
を随時募集しています。ご希望の方は、下記

・海物［Umimono］の山口恭宏とRING ART

までお気軽にお問い合わせください。

平成26年1月6日（月）〜1月31日(金)

・（仮題）発見玉木鶴亭の唐館図

中央図書館利用者サービス担当

平成26年2月4日（火）〜2月16日（日）

Ｅ-mail：ssabisu@lb.nagasaki-u.ac.jp
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博士論文はNAOSITEで公開
〜学位論文のインターネット公表の義務化〜
平成 25 年 4 月の学位規則の改正により、
博士の学位論文は、著作権や個人情報、雑誌

はやむを得ない場合を除き、網羅的に掲載し
ていきます。

投稿、特許申請等のやむを得ない事由がある

学位論文は、常にダウンロード数の上位に

場合を除き、インターネットでの公表が義務

ランクされています。機関リポジトリに掲載

付けられました。長崎大学では、長崎大学学

する事により、検索される機会が増え、広く

術研究成果リポジトリ NAOSITE（なおさい

世界の人々の目に触れるようになります。論

と）で公表していきます。

文を登録された方には、ダウンロード件数等

博士号を取得された方は、博士論文を電子

の統計情報をお送りしています。

ファイル（PDF、Word 等ご相談ください）

アクセスは

で学術コンテンツ担当までお送りください。

NAOSITE

検 索 から！

（学術コンテンツ担当）

現在も学位論文は掲載されていますが、今後

■NAOSITEに、先生方の研究成果をご提供ください。
メールで、iss@lb.nagasaki-u.ac.jpまでお送りください。図書館で著作権等を調査した上で、公開させて
いただきます。
（電話連絡先：095-819-2195）

■ 文献情報データベースScopusに収録された論文のリポジトリ登録の可否を調査した上で、先生方に登
録のお願いメールを差し上げています。ご協力をお願いいたします。

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25年5月1日 〜 平成25年11月30日分）

後藤 惠之輔 名誉教授 【工学部】
● 新長崎ことはじめ / 後藤惠之輔著 − 長
崎文献社, 2013.5
[中央図書館 291.93||G72 1562459ほか]
福見 秀雄 元学長
● 含羞 : 長崎大学学長退任の記念の為に
/ 福見秀雄著−栄研化学, 1984.10
[中央図書館 490.4||F77 1562692ほか]
増崎 英明 教授 【医歯薬学総合研究科】
● 画像で見る産科アトラス : いつか出会
う・きっと出会う母児のハイリスク疾患
/ 増崎英明編著−メディカ出版, 2012.9
[中央図書館 495.5||Ma69 1562693]
[医学分館 495.5||Ma69 2146547ほか]
● 密室 : 閉ざされた世界、
その探求、
そし
て脱出 / 増崎英明著−図書出版木星舎,
2012.9
[医学分館 914.6||Ma69 2146614]
堀内 伊吹 副学長（学生支援等協議会議長）
● メンタルヘルス対策に認知行動療法は何
ができるか？ / 田山淳,西郷達雄編 −

長崎大学メンタルヘルス講演会報告書,
[2012]
[中央図書館 493.79||N21||2012 1562704]
高橋 和雄 名誉教授 【工学部】
● 災害伝承「念仏講まんじゅう」調査報告書
: 150年毎月続く長崎市山川河内地区の
営み / 高橋和雄,緒続英明, 2013.7
[中央図書館 369.3||Ta33 1567099]
● 安中復興まちづくり20周年講演会報告書
/ 高橋和雄,大町辰朗, 2013.8
[中央図書館 369.3||Ta33 1841690]
● 東日本大震災の復興に向けて : 火山災
害から復興した島原からのメッセージ /
高橋和雄編−古今書院, 2012.1
[中央図書館 369.31||Ta33 1568636]
朝比奈 泉 教授 【歯学部】
● 基礎から臨床がわかる再生歯科 : 成功
率と効果を高めるためのテクニックとバ
イオロジー / 水上哲也ほか著 ; 小林敏
編集協力−クインテッセンス出版, 2013.8
[医学分館 497.5||Mi95 2146849]

沢山のご著作のご恵贈、
ありがとうございました。
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● 職員研修報告
学術情報ウェブサービス担当者研修 学術情報サービス課医学情報担当 松村 悠子
9 月 25 日（水）〜 9 月 27 日（金）に国立

グループワークにはそれだけでは足りず、壁

情報学研究所で行われた学術情報ウェブサー

に模造紙や付せんを貼り付けて考えの整理を

ビス担当者研修に参加させていただいた。

行った。

この研修は、6 名程度のグループに分かれ

最終的に私達のグループの企画は採択され

て学術情報に関連した新しいウェブサービス

ず悔いは残ったものの、研修によって培うこ

を企画し、最終日にプレゼンを行い講師・受

とができた企画やディベートに関するスキル

講者による投票で採否を決定するというもの

やノウハウ、同じグループの人たちとのつな

だった。メインはグループワークであり、ほ

がりを今後の実務にも生かしていきたい。

とんど初対面のメンバー同士での作業だった

（まつむらゆうこ）

が、昨年度までの参加者であるファシリテー
ターをはじめとした人的なサポートのおかげ
で、より効率よく限られた時間での作業がで
きたと思う。また、アクティブラーニングで
使うような「ブレインライティングシート」
や巨大サイズの付せん等のツールも活用して
アイディア出しや意見の可視化などを行なっ
た。会場にはキャスターのついた長机と椅子・
ホワイトボードが各グループに用意されてい
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たが、間に数回のプレゼンも挟んだ 3 日間の

● 附属図書館日誌(平成25年4月−12月)
主な行事等
主な行事等
・4/1

ガイダンス・データベース講習会実施報告

中央図書館リニューアルオープン

・5/15

第1回附属図書館委員会

・教養ゼミナール「資料収集ガイダンス」
（全学1年 1,494名）

・7/20

オープンキャンパス図書館見学会

・
「医と社会」
図書館の利用法
（医学分館119名）

・7/30

第2回附属図書館委員会

・新聞記事検索ガイダンス
（経済学部分館13名）

・6/7-30
・7/1-

・文献検索ガイダンス（中央図書館31名、医
学分館391名、経済学部分館146名）

医学分館改修工事による休館
医学分館ポンペ会館にて縮小開館

・9/11-13

・5/21-22

平成25年度地域目録講習会

・10/10-27 古写真展「職業写真師 上野彦馬
の誕生」於:長崎市立図書館
・10/21-11/27 Library Lovers' キャンペーン
2013
・11/25 「The Race for the Double Helix 遺
伝子D.N.A二重らせんへの道」上映会
・12/19

第3回附属図書館委員会
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Scopus講習会

63名

・5/22

日経テレコン講習会

15名

・6/13

SciFinder講習会

69名

・10/22

CINAHL Plus講習会

24名

・10/23

eol講習会

26名

・10/25

JCR説明会

31名

・10/25

EndNoteBASIC講習会 37名
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●情報スクランブル ●

土日祝日開館時間延長
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。各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)
平日 8：30〜22：00

/

1月18日（土）〜2月9日（日）

土・日・祝日 10：00〜20：00

医 学 分 館 (坂 本 キ ャ ン パス）
平日 8：30〜22：00

/

1月18日(土)〜2月11日（火）

土・日・祝日 10：00〜20：00

経済学部分館(片淵キャンパス) 1月18日（土）〜2月9日（日）
平日 8：30〜22：15

/

土・日・祝日 10：00〜20：00

詳しくは図書館ホームページの開館カレンダーをご覧ください。

http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/cal/13/cent.htm
※携帯サイトからも開館時間、休館予定を確認できます。右のQRコードをご利用ください。

＠附属図書館
言語教育研究センター主催の「English Cafe」が、今年度より
中央図書館で開催中です。ネイティブ・スピーカーの先生を囲んで、
気軽に英会話学習ができます。（※事前申込不要）

●日時：毎週木曜日5限目（16：10〜17：40）
●場所：中央図書館2Fライブラリーラウンジ
和華蘭の窓 長崎大学附属図書館報 No.120 2014年
（平成26年）1月1日発行
編集責任者

長崎大学附属図書館広報WG総合責任者

館報編集担当

山本知美・柳生紀子・橋田香織・松村悠子・尾中紀夫

発

長崎大学附属図書館

行

小川

稔

〒852-8521 長崎市文教町１-14 Tel（095）819-2200（参考調査担当）

附属図書館ホームページアドレス
図書館報アドレス

学術情報部学術情報サービス課長

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

http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/about/kanpo/
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