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附属図書館では2015年10月より出前図書館サービスを開始
しました。このサービスは、図書館職員が講義内容に沿った
本やその時々の話題の本を選び、学部へ運んでその場で学生
のみなさんに貸し出すものです。中央図書館では文教キャン
パスの各学部を定期的に回っています。

また、教員からの申し込みを受けて、授業内容に即した本
を講義室内や入口で貸出するオーダーメイド版も好評実施中
です。なお、経済学部分館では教員と共同でオーダーメイド
版を実施しており、医学分館でも準備中です。

新サー
ビス

その1

問合せ先：参考調査担当（内線 3166）
http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/cent/demae/

黄色いのぼりを持っていざ出前！

この日は水産学部へ。
セッティングが完了し、あとは学生を待つのみ。

授業が終わった学生さんが
借りる本を選んでます。
いっぱい借りてね！

オーダーメイド版の様子。多文化社会学部・
木村先生の授業にお邪魔しました。

自慢の出前看板
（NOTくまもん）
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図書館新サービス始動!

相原 希美
あいばら　のぞみ

さん
医歯薬学総合研究科 生命薬科学専攻１年

●得意な科目 薬理、免疫
●現在行っている研究

イムノコンプレキソーム解析法を用いた自己免疫
疾患患者の血液中バイオマーカーの探索

●趣味・特技 手芸・映画

木村 真雄
き む ら  ま  お

さん

林田　清美
はやしだ　きよみ

さん
教育学研究科 教育実践専攻 学級経営・

授業実践開発コース１年

●得意な科目 算数科、音楽科
●現在行っている研究 小学校道徳授業の開発

●趣味・特技 アコーディオンを弾くこと
洋服のリメイク

新サー
ビス

その2

相談員1名が対応いたします。 
担当スケジュールは、下記サイトでチェック！
http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/cent/leaps/相談員紹介

●場所 中央図書館１階 ラーニングコモンズ学習相談コーナー
●曜日・時間 

月・水・金 16：00～18：00（試験期・休業期を除く）※予約不要
※相談日は正面玄関にのぼりを立てます

●相談できる内容

学習相談 履修相談 進路相談 図書館の利用方法 レポートの書き方 
その他学習に関すること

LeaPSとは、大学院生の先輩が学部生の学習
に関する質問・相談に答えるサービスです。レ
ポートの書き方や履修関連、専門分野に関する
質問にお答えします。

2015年7月よりサービス開始！

LeaPS（りーぷす） Learning Peer Support

工学研究科 総合工学専攻 機械工学コース１年

●得意な科目 数学（特に微分積分学）、力学
●現在行っている研究
プレス加工時に用いる金型の寿命向上に関する研究

●趣味・特技 テニス、ソフトボール、サッカーなどスポーツ全般

院
生
に
よ
る
学
習
相
談
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学生選書ツアー学生選書ツアー
10/23（金）・24（土）　メトロ書店本店

2015
10/20-11/16

読書週間特別リクエスト読書週間特別リクエスト
10/27（火）-11/9（月）

選書ツアー購入図書（一部）

お皿の上の生物学 ／９０日間で世界のどこでも働ける人になる！

地域を変えるソフトパワー ／和菓子のアン

鉄道デザインの心 世にないものをつくる闘い  ／職場の人間科学

読んだら忘れない読書術 ／統計学をまる裸にする

独自
企画

1

2 3

1 プロのレシピ
2 みんなのレシピ
3 投稿者にプレゼントした消しゴム

独自
企画

合同
企画

開催レポート

http://librarylovers2015.blog.jp/

　この企画は、好きなテーマで本を3冊まで選
んでもらい、おすすめコメントをつけてもら
うというものです。複数の本を組み合わせる
ことで「知のつながり」を楽しんでもらうこ
とを目的としています。

　レシピには先生から寄せられたオリジナリ
ティ溢れる「プロのレシピ」と、学生から投
稿された「みんなのレシピ」の2種類があり、

それぞれのレシピを楽しんでもらうために、長大でも中
央図書館・医学分館・経済学部分館の3館で展示を行い
ました。「プロのレシピ」「みんなのレシピ」合わせて
投稿数は長大では27件、九州地区全体では
450件を超えました。

Library Lovers'キャンペーンとは、「図書館を好きになってもらいたい／図書館を様々な本や知識そして人との出会
いの場にしたい」というコンセプトのもと、毎年秋に九州地区の国公私立大学・高専図書館が共同で行っているイベ
ントです。6年目となる2015年は、国公私立41の大学が参加し、参加館合同企画と各館での独自企画を実施しました。

　今回の選書ツアーは、初めて授業
のない時間帯（平日夕方と土曜日）に実
施したところ、初参加者5名を含む12
名の方に参加いただきました。選ば
れた258冊は、中央図書館･経済学部
分館所定のコーナーに並んでいます
ので、ぜひご利用ください。

　読書週間にあわせて、通常枠とは別に1人
10冊まで図書リクエストを受付ました。

経済 経済

経済 経済

中央 中央

中央 中央
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Library Lovers’2015

脱出ゲーム「図書館の秘宝を探せ！」脱出ゲーム「図書館の秘宝を探せ！」
11/4（水）-13（金）　中央図書館

1 まずはこの『図書館の秘宝』をゲット。この中に手がかりが隠され
ています。

2 館内のどこに何があるのか知っていないと、謎は解けません。

3 OPACでの蔵書検索や分類の見方は、長大生なら知ってて当然。

4 脱出成功者にプレゼントしたチョコレート。LibraryLovers'と長大
ロゴ入りの特別仕様。

5 開催期間中に設置した感想ボード。「図書館について知らなかった
ことを知るいい機会になりました」とうれしい書き込みが！

知的書評合戦ビブリオバトル in 長崎大学知的書評合戦ビブリオバトル in 長崎大学
11/12（木） 18:00-19 :00　中央図書館グループ学習室2

2 31

4

5

ゲーム用に作成した
架空の本たち

山本さん 森岡さん 橋田さん 松尾さん 後藤さん
（経済３年） （水産１年） （図書館職員）   （教育２年） （図書館職員）

― バトラー もとい シェフのみなさん （発表順） ―

どの本もおいしくいただけます

独自
企画

独自
企画

めんどくさがりな
人に贈る

伊藤計劃を知る SHOCK★物 紙遊び 青春

村上さんのところ村上さんのところ 虐殺器官虐殺器官 プラントハンタープラントハンター
西畠清順西畠清順

日本のおりがみ事典日本のおりがみ事典 横道世之介横道世之介

『めんどくさい』『めんどくさい』
がなくなる本がなくなる本 ハーモニーハーモニー 自己流園芸自己流園芸

ベランダ派ベランダ派
鶴のおりがみ鶴のおりがみ キケンキケン

伝え方が9割伝え方が9割 屍者の帝国屍者の帝国 世界の美しい世界の美しい
きのこきのこ

もっとうまくなるもっとうまくなる
切り紙レッスン切り紙レッスン

夜は短し夜は短し
歩けよ乙女歩けよ乙女

　今年初めて企画した脱出ゲーム
「図書館の秘宝を探せ！」は、参
加型の謎解きゲームです。5つの
写真と怪文書を手がかりに、図
書館に眠る秘宝を探し出すとい
うストーリーに沿って、楽しく
ゲームに取り組んでいたらいつ
の間にか図書館サービスの知識
が身についていた！という内容
を目指しました。

　参加者数173名のうち、見事脱
出に成功したのは94名。開催期
間中は、授業の空き時間に館内
を歩き回る学生さんの姿が多く
見られました。時には｢ヒントく
ださ～い」とカウンターにおね
だりに来る方も出るなど大盛
況！ 参加いただいたみなさん、
ありがとうございました。

　今年のビブリオバトルは
Library Lovers’スペシャル
バージョン！ 合同企画ブッ
クレシピの連動企画として、
5名の発表者に自作のレシピ
より3冊の本を紹介してもら
いました。各自の個性溢れる
レシピに観客も興味津々。質
問タイムでは盛んに手が挙が
っていました。

　参加者15名による投票の結
果、チャンプレシピは水産学
部1年の森岡莉々佳さん作「伊
藤計劃を知る」レシピに決
定！ 森岡さんへは副賞とし
て図書カード2千円分が贈ら
れました。

レ
シ
ピ
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海外派遣事業

学術情報部学術情報サービス課 後藤史彦

会場内

ライデン大学図書館ライデン大学図書館

（日本資料専門家欧州協会）
ＥＡＪＲＳ発表報告

雷電よさこいチーム

　2015年9月14日（月）から9月21日（月）にかけて、オランダの
ライデンで開催されたEAJRS（日本資料専門家欧州協会）2015年
次大会に参加してきました。今回国立大学図書館協会海外派遣事
業の支援を受け、長崎大学の日本古写真コレクションと「日本古
写真グローバル・メタデータ・データベース」構築事業について
英語での発表も行ってきましたので、発表内容など報告します。

　発表ではまず長崎大学の日本古写真コレクションを紹介しまし
た。日本古写真とは幕末から明治にかけて、具体的には、1853年
から1912年までに日本で撮られた写真になります。幕末には、欧
米の写真師が次々に日本に上陸し、撮影した写真を自国に持ち帰
りました。明治になると日本土産として量産されるようになり、
多くの写真が海外に運ばれていきました。 長崎大学ではこの日
本古写真を25年の歳月をかけ収集し、今では国内最大級の約7,000
点のコレクションを所蔵するに至っています。しかし海外を見る
と、フランス国立ギメ東洋美術館が約18,000点の日本古写真を所
蔵していますし、オランダ海洋博物館やライデン大学は希少な幕
末の日本写真アルバムを所蔵しています。

　次に、現在構築中の「日本古写真グローバル・メタデータ・
データベース」は、国内外の機関が所蔵している日本古写真の情
報を整理し、まとめて検索ができるようにするものです。個々の
写真には、タイトル・撮影者・撮影地・撮影時期・写真館等の基
礎的データが揃っていないことが多いのですが、様々な機関が所
蔵する多くの写真を比較することによって、それらを明らかにす
ることが出来るようになります。

　発表終了後の質問時間やその後の休憩時間では、多くの方より
感想や質問を聞くことができました。これだけの反響を得ること
ができるとは思っておらず、かなり驚きましたが、日本学の専門
の方々にコレクションやデータベースについて広報することがで
きたことは大変良かったと思います。

　EAJRSでは多くの発表がされましたが、日本関係資料を紹介す
る発表ばかりではなく日本関係資料へのアクセス環境を向上させ
る取り組みについての発表があるなど、図書館職員として今後の
業務の参考となることを多く学ぶことができました。また期間内
には、ライデン大学の図書館やシーボルトハウスを見学し、貴重
な資料を見ることができました。さらにレセプションなどを通
し、多くの方々とも知り合うことができましたので、今後に活か
すことができればと思います。

　最後にレセプションでのサプライズを紹介します。「雷電」よ
さこいチームが登場したのです。これは本学の「突風」でよさこ
いを知ったライデン大学の留学生が帰国後に結成したチームで
す。図書館内でのよさこいに、大変驚くとともに誇らしく感じた
瞬間でした。
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topics
【水産学部共催】グラバー図譜展を開催

Web版グラバー図譜
http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/GloverAtlas/index.php

受贈資料紹介：明治時代の講義録

本学教員著作/本学関連資料 （2015年6月～10月ご恵贈分）
葉柳　和則　教授［多文化社会学部］

1585848
1585849
1585850

長崎医学同窓会

2149291

高橋　和雄　教授［工学部］

1843805

石松 惇　教授［水産学部］

1586446
ほか

片山　健介　准教授［環境科学部］

1586459

3181339

戸田　清　教授［環境科学部］

1586731

平山　忠 氏［医歯薬学総合研究科］
原爆復興70周年記念事業実行委員会

1586735
-1586741

2149404
-2149410

所蔵館 図書ID 山本　太郎　教授［熱帯医学研究所］

1586779

連　清吉　教授［多文化社会学部］

1587034

森川　裕二　准教授［多文化社会学部］

1587122
ほか

1587123

鈴木　慶子　教授［教育学部］

1587197

教育学部

1587215

高橋　眞司　客員教授［産学官連携戦略本部］

1587483

辻　峰男　教授［工学部］

1587656

所蔵館 図書ID

　2015年10月20日～ 12月3日の期間、倉場富三郎没後70年を記念し、グラバー図譜
展を中央図書館ギャラリーにて開催しました。倉場富三郎（1870-1945）は、幕末から
明治にかけて活躍したスコットランド人貿易商トーマス・B・グラバーの次男で、長
崎の実業界で活躍した人物です。グラバー図譜は、彼が明治末から昭和初期に長崎
で水揚げされた約600種の魚類を、地元画家に肉筆写生させた全32集806図（801枚）の
彩色図譜です。

　今回の展示では、その複製パネル26枚と共に水産学部所蔵の魚標本を展示しまし
た。CHOHOでおなじみ水産学部・山口敦子先生と、グラバー図譜を美術的な観点か
ら研究されている文化学園大学・嘉松聡先生による解説により、見て楽しむだけで
なく来場者の知的好奇心を刺激する内容となりました。

　附属図書館医学分館には、明治時代の手書きの講義録が100冊以上保存されています。2015
年9月、兵庫県在住の西村隆志氏（写真）より新たに5冊の講義録が寄贈されました。原爆で亡
くなった長崎医科大学の高木純五郎教授の遺品で、保存状態は非常に良くほぼ完全です。

　これらは、長崎医科大学の前身の第五高等中学校医学部から第五高等学校医学部時代（明治
20年～34年）のもので、教授の口述による「解剖骨学」「解剖血管学」「病理学」「衛生学」
「婦人科」の5冊です。和紙に毛筆でびっしりと縦書きされ上部に挿図があり、重要な部分に
は朱で傍点が打たれています。当時の学生の勉強への熱意が偲ばれます。他の同時代の講義録

と合わせると、当時の医学教育の内容を知ることができるたいへん貴重な資料です。西村氏からは他にも多数の古医書等
が寄贈され、西村氏と仲介者の愛原章氏に医学分館長からお礼状が送られました。

デュレンマット戯曲集 1-3巻 / フリードリヒ・
デュレンマット著 ; 山本佳樹［ほか］訳　鳥影
社・ロゴス企画，2012-2015

失われてゆく、我々の内なる細菌 / マーティ
ン・J.ブレイザー [著] ; 山本太郎訳
みすず書房，2015.7

東アジア地域形成の新たな政治力学 : リージョ
ナリズムの空間論的分析 / 森川裕二著
国際書院，2012.5
東アジアにおける二つの「戦後」/松村史紀，
森川裕二，徐顕芬編　国際書院，2012.3

杜甫千年之後的異國知己 : 吉川幸次郎 / 連清
吉著 臺灣學生書局，2015.6

文字を手書きさせる教育 : 「書写」に何ができ
るのか / 鈴木慶子著 東信堂，2015.8

長岡信治遺稿集 / 長岡信治遺稿集刊行会編
長崎大学教育学部，2013.4

3・11後の平和責任 / 高橋眞司著 北樹出版，
2015.8

自動制御の理論と応用 / 辻峰男［著］，辻峰男 
2015

ランプ : 福田コレクション / 福田量, 福田千夏
著 西日本新聞社，2014.3

水から出た魚たち : ムツゴロウとトビハゼの挑
戦 / 田北徹，石松惇共著 海游舎，2015.7

市民シンポジウムin長崎2014 : 産業遺産、被爆
遺構の保存と活用を考える
長崎大学総務部総務企画課，［2014］

核時代の神話と虚像 : 原子力の平和利用と軍事
利用をめぐる戦後史 / 木村朗，高橋博子編著 
明石書店，2015.7

忘れな草 : 原爆思い出の手記集 1-7号 / 調来
助編　旧長崎医科大学原爆犠牲学徒遺族会，
1968-1985

都市・地域の持続可能性アセスメント : 人口減
少時代のプランニングシステム / 原科幸彦，
小泉秀樹編著 ; 柴田裕希［ほか］著
学芸出版社，2015.7

経済

医学

医学

中央 中央

中央

中央

中央

中央

中央

中央

中央

中央

中央

中央

中央

中央
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information
試験期の土日祝日開館時間を延長

後期試験に伴い、下記の期間土日祝日の開館時間を
午後８時まで延長します。各館で実施期間が異なり
ますのでご注意ください。

中央図書館 1月23日（土）～ 2月14日（日）

平日 8：30～22：00 / 土日祝日 10：00～20：00

医学分館 1月16日（土）～ 2月14日（日）

平日 8：30～22：00 / 土日祝日 10：00～20：00

経済学部分館 1月16日（土）～ 2月7日（日）

平日 8：30～22：15 / 土日祝日 10：00～20：00

長崎大学附属図書館・長崎歴史文化博物館主催

幕末長崎古写真館
～ボードイン・コレクションから～

印刷には、自分のノートパソコンに
プリンタドライバのインストールが
必要です。詳しい設定方法は、下記

をご確認ください。

ノートPCから印刷できます

※長大Wi-Fiに接続のWindowsパソコンのみ対応。
Mac・iOS・Androidなど他のOSは不可。

設定マニュアル
http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/pc/manual_seikyopri.pdf

― 学習相談サービスの取組みについて
私は学部生の時、勉強や授業の取り方等で
わからない事は同じ学科の先輩に相談して
いました。その様な相談ができるサービス
が図書館にできた事は、とても良いと思い
ます。
― 実際に相談にあたっての感想は？
難しい問題の質問に来られた時は、少し戸
惑う事がありました。相談にはできるだけ
自分の体験談を交えながら答える様に意識
しています。
― 学部生の方にひとこと
学習相談サービスは、年齢の近い先輩にわ
からない事を相談できる貴重な機会だと思
います。小さな相談事でもしっかりと答え
ますので、気軽に相談に来てください。

中央図書館で
学習相談員を
つとめる工学
研究科１年の
木 村 真 雄 さ
ん。

実際に相談を
受けてみての
感想等を語っ
ていただきま
した。

長崎大学・長崎歴史文化博物館包括連携協定締結
１周年記念の展示会です。お誘いあわせの上ぜひ
ご来場ください。

会　場：長崎歴史文化博物館３Ｆ企画展示室
日　時：2015年12月12日（土）～2016年1月24日（日）
　　　　午前10時～午後6時（入館は午後5時30分まで）
休館日：12月14日（月）･15日（火）･29日（火）･1月19日（火）
観覧料：大人1,000円、長大生・高校生以下無料

URLもしくは館内設置のマニュアル
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