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キャンペーンのロゴについて 海に囲まれた長崎を
表現するべく、テーマカラーは、美しい水色に。綺麗な
海の上に浮かぶ扇形の島は、長崎を代表する観光名所の
1つ、出島。LibraryのLに重ねて、この活動が大盛況と
なるよう祈念しています。

読書週間を含む10月18日
（火）
〜11月14日
（月）
に、Library Lovers キャンペーンを開催いたしました。
「大学図書館にもっと親しんでほしい」との思いで2010年から始まったこのキャンペーンは、今年で7
年目を数えます。
これまでは九州地区の国公私立大学図書館による合同企画として開催してきましたが、今年は長崎
県大学図書館協議会の合同キャンペーン「Library Lovers' Nagasaki」として、長崎県内の12の国公
私立大学・高専図書館が参加して開催しました。

●公式ブログ：http://libraryloversnagasaki.blog.jp/

公式キャラクター「でじまくん」＆
2016年合同企画テーマキャラクター
「おまがり〜ず」！
！
「Library

Lovers'

Nagasaki」を盛り上げてくれる

キャラクターとして、「でじまくん」が誕生しました！
でじまくんは、職業は図書館員、寡黙な性格（なので、
口がない）ですが、ポスターや公式ブログを通じてイベン
トの広報に一役買ってくれました。
さらに、今年の合同企画「脱出ゲーム「おまがり〜ずの
名前を取り戻せ」」では5匹の尾曲がり猫が登場しました。
長大図書館では、おまがり〜ずのしおりを作成し、カウン
ターに置いたところ、何度も増刷が必要なほど大人気でした。
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でじまくん

グローバルな猫になるべく、毎日、背

中のTOEIC問題集とCDで勉強中。佐世保バーガー
を英語で注文するのが夢。ときどき気分転換に
ミュージカル映画を観る。
ɄȦ

ෳ

ɣɐԍ
ひなたぼっこが大好き。でも

本の日焼けはゆるせない。特に郷

練習中（実は雄の三毛猫）。特に

土資料を守る重鎮。メガネは貸出

製本雑誌を乗せるのが好き。ハー

可能。返却時は、おでこにそっと

トの模様をなでると、恋愛運UP!?

乗せればOK。

ȯȧ

本のありかを見つけるのが得意

な、活発な女の子。長崎の情報誌を見なが
ら、ランチの計画を立てるのが好き。珍し
いマンクスとのミックスらしい。
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ミス・ユニバース日本代

表になるため、モデルウォークの

おまがり〜ず

ɣȞɐ

歩く辞書とうわさされるほど賢い。

館外に連れ出そうとすると、首輪のブザーが
鳴る。ライバルはジャパンナレッジ。でじ
まくんの助手を目指している。

2016/10/18−11/14

開催報告

合同
企画

脱出ゲーム「おまがり〜ずの名前を取り戻せ」

5つの謎を解いて、館内に隠された5匹のキャラクターの名前を探し
だすという参加型イベント「脱出ゲーム」を実施しました。
3館
（中央・医学・経済）
でそれぞれ異なる謎を準備したところ、合
計で329名もの学生が参加してくれました。そのうち、各館の脱出成
功者は次のとおりです。参加してくださった皆さん、ありがとうご
ざいました！
＜脱出成功者数＞
中央図書館

90名

医学分館

14名

経済学部分館

12名
脱出成功者にはオリジナルせんぺいをプレゼント！

中央図書館・医学分館

脱出成功者第１号

参加者からのコメント
ぼくじゃムリだ・・・

難しかった？
中央館で特に反響のあった問題

書庫動かすのが楽し
かった

暗号を解け。そこに隠した。
『上下上上下
ＣＴＯＬＮ８３０』

全館脱出達成！
！

答えは6ｐ
中央館

「今号の表紙」に掲載

経済学部分館

独自 ブックハンティング＠大学生協
企画
11月7日
（月）〜11日
（金）
の間、文教キャンパス大学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とは、図書館の蔵書を店頭で直接選ぶと
いうもの。読みたい本を所定の場所に置いてもらうだけでOKという手軽さが受
けて、総選書数は176冊！学生のみなさんに楽しんでもらえたようです。

た本
れ
選ば 部）
（一

書名

請求記号

図書ID

「何様 / 朝井リョウ著」

913.6/A83

1593119

「鬼談百景 / 小野不由美 [著] 」

913.6/O67

1593132

「新聞大学 / 外山滋比古著」

070.4/To79

1593143

期間中、生協店舗内に、
ブックハンティング専用
コーナーを設置しました。
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多文化社会学部「It' Zanzibar Style!」写真展＆ギャラリートーク
11月1日
（火）
から14日
（月）
にかけて、中央図書館1階ギャラリーで多文化社会学部による写真展
「It' Zanzibar Style!」が開催されました。
この写真展は、多文化社会学部の海外フィールドワーク実習で、タンザニアのザンジバル島を調査
した際の記録をもとに構成されました。参加した学生がそれぞれ研究テーマを持って現地の方とのや
り取りを通して学んでいる姿が、写真を通して伝わってきました。写真以外にも、色彩豊かな衣類や
絵画等の展示物も数多く並び、とても目を引く展覧会でした。
【 募 集 】本 学 の 学 生・教 職 員 の 方 は、図 書 館
ギャラリーを利用できます。研究発表の場に、
サークルの作品展に、ぜひご利用ください。
問合せ先：中央図書館 利用者サービス担当
TEL: 095-819-2198

Mail: libser@ml.nagasaki-u.ac.jp

「モダン長崎の時代〜絵葉書と地図で見る長崎市の変遷〜」展
9月26日
（月）
から10月27日
（木）に、中央図書館1階ギャラリーで工学部社会環境
デザイン工学コースと附属図書館の共催で、
「モダン長崎の時代〜絵葉書と地図
で見る長崎市の変遷〜」展が開催されました。
これは、岡林隆敏長崎大学名誉教授
（元附属図書館長）
が個人的に収集された、
戦前期の貴重な地図・絵葉書・航路図・旅行案内などの資料を実物あるいはパネ
ル展示したものです。
展示された資料を通じて、長崎港が海外航路の国内拠点のひとつであり、また
当時国が外国人観光客誘致のため日本観光を海外に宣伝し、そのため特に長崎と
雲仙は多くの外国人が訪れ繁栄していたことがよく理解されるものでした。

広報ポスター

岡林名誉教授の記者会見が行われ、テレビ・新聞でも報道され、多くの市民の
みなさまが図書館を訪れて展示を見学されました。

所蔵古写真展開催（2016年下半期）
日

時

会

場

内

10月9日
（日）

中央図書館2階貴重資料展示室

「手彩色写真で見る明治の長崎」
（放送大学長崎学習センター文化祭）

10月19日
（水）
〜31日
（月）

ブリックホール2階ギャラリー

「幕末・明治の長崎をさるく！」

10月1日
（土）
〜31日
（月）

恵の丘老人ホームときわ荘

11月2日
（水）
〜7日
（月）

恵の丘長崎原爆ホーム別館

主に長崎市内の写真パネル10数点を展示。文化祭や家族交流
会など入居者以外の見学者多数。

ブリックホールでの展示全景（パノラマ）
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インターンシップを受け入れ
平成28年8月29日
（月）
から9月9日
（金）
の2週間、インターンシップ生1名を受け入れま
した。
実習生は、図書館の中の色々な部署を回り、カウンター業務や書架整理、図書や
雑誌の受入れなどの図書館の仕事を、一通り体験しました。
中央図書館では、特設コーナーの作成も行ないました。
（右写真）

ワークスタディ・アシスタント活躍中
図書館ではワークスタディ・アシスタント
（WA）
として、平成28年度は21名の学生
（中央図書館14名、医学分館2名、経済学部分館5名）
を雇用しました。
WAは各館で書架整理や開架・書庫での資料移動
（右写真）
、館内のイベントや展
示の準備補助、カウンター業務などの業務を行なっています。

出前図書館を実施中
今年も図書館では出前図書館を実施しています。学部を巡回して実施する通常版
と、ご依頼があった授業まで出前するオーダーメイド版で実施しています。通常版
では図書館職員がその学部での実施授業などを考慮して選書した図書を、オーダー
メイド版では先生とご相談した図書を出前しています。
出前中のカートやブックトラックを見かけたら、ぜひ借りてみてください。ま
た、オーダーメイド版のお申し込みは、各館へお願いします。

本学教員著作 / 本学関連資料 （2016年6月〜10月ご恵贈分）
木村

直樹

教授

[多文化社会学部]

幕藩制国家の政治構造 / 藤田覚編
吉川弘文館 , 2016.11
鈴木

章能

教授

公益社団法人
中 央 1592800

[教育学部]

瓊林会

脈うつ瓊林群像 : 長崎大学経済学部一〇〇周
年 / 長崎新聞社編集局著 長崎新聞社 , 2005.10
林

邦昭

名誉教授

中 央 1591593
経 済 ほか

[医歯薬学総合研究科]

高校英語授業を知的にしたい : 内容理解・表面的 中 央 1591883
会話中心の授業を超えて / 三浦孝 [ほか] 編著
研究社 , 2016.7

Your Guide to NAGASAKI 7th ed. / Nagasaki
中 央 1592236
Association of Interpreters Nagasaki Association
of Interpreters , 2016

帝国と文化 :シェイクスピアからアントニオ・ネグリ 中 央 1592585
まで / 江藤秀一編 春風社 , 2016.8

辻

対話/インタヴュー集成 = Dialogues and interviews with Henry Miller / 松田憲次郎 [ほか]訳
水声社 , 2016.11
小西

祐馬

准教授

中 央 1592832

[教育学部]

貧困と保育 : 社会と福祉につなぎ、希望をつむ
ぐ / 秋田喜代美, 小西祐馬, 菅原ますみ編著 ; 平
松知子 [ほか] 著 かもがわ出版 , 2016.9

中 央 1592661

中 央 1592516
医 学 ほか
経済

教授

[工学部]

ディジタル制御システム / 辻峰男[著]
辻峰男 , 2016
[長崎大学学術研究成果リポジトリ
http://hdl.handle.net/10069/36826]
片岡

経済学部長
知の地平を越えて : 長崎高等商業学校から長崎
大学経済学部への100年 / 長崎大学経済学部編
九州大学出版会 , 2016.8

峰男

千賀之

名誉教授

[水産学部]

帝国日本の漁業と漁業政策 / 伊藤康宏 [ほか]
編著 北斗書房 , 2016.10

中 央 1592801

【本学関係者の皆様へのお願い】
新しく出版された自著がありましたら附属図書館までご恵贈
下さい。
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図書館ホームページリニューアル！
9月末に、図書館ホームページがリニューアルしました。
トップページとメニューページにレスポンシブデザインを取り
入れ、スマートフォンやタブレットでも利用しやすいデザイン
となっています。どうぞご利用ください。

中央館2階コピー機がプリペイドカード（学生証）対応になりました！
中央図書館 2 階メディアルームの生協設置のコイン式複合機プリンタが、生協プリペイドカード（学生証）
に対応しました。プリペイドカード対応プリンタを利用するときは、事前に生協プリペイドカードに入金
（チャージ）
を済ませてからご利用ください。

中央図書館での印刷について
1階プリンタ

2階プリンタ

（コイン式）

（プリペイド対応）

1階（ラーニング・コモンズ）PC

○

×

2階（メディアルーム）PC

×

○

ご自分のノートPC ※

○

○

※ノート PC から印刷するためには、ご自分のノート PC にコイン式・プリペイド式プリンタのデバ
イス・ドライバをそれぞれインストールする必要があります。
（インストールおよび印刷方法の説明
書はプリンター横に備えてあります。）

電子ブックにキクタンシリーズが仲間入り！
アルク社の英語などの図書21タイトルが電子ブックで利
用可能になりました！
専用サイトから音声ダウンロードも可能です。TOEIC試験
の対策本などもあります。電子ブックのページから利用し
てください。
※音声ダウンロードは、

表紙は「Library Lovers' Nagasaki」合同
企画「脱出ゲーム「おまがり〜ずの名前を
取り戻せ」」の際に撮影した写真です。脱
出成功者の笑顔や各館の展示風景をまとめ
ています。皆様、ご参加ありがとうございま
した。

会員登録とアンケー
ト回答が必要です。

3p.の答え

詳細は電子ブックの

「BUNKO830」

ページをご確認くだ

アルファベット順で

さい。

訂正

前号（No.128）6ページ「topics」に誤りがありました。

（下囲い記事内）1968年→1962年

和華蘭の窓

長崎大学附属図書館報

Ｃの上はＢ、Ｔの下は
Ｕ、Ｏの上はＮ、Ｌの上
はＫ、Ｎの下はＯとな
り、つなげるとＢＵＮＫ
Ｏとなる。
文庫コーナーの請求記号
830の棚がシールの隠し
場所。
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