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※本学学生・院生のみ。 
 同一年度内一人 10

（医学分館は5冊）
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図書館にはICT基盤セ
ンター設置のパソコン
があります。Word,  
Excel, PowerPointや
Webブラウザがインス

トールされており、長大IDを使ってログイン
できます。ご自分のパソコンを持って来なかった
ときなどにご利用ください。

図書館に置いてほしい本を
リクエストすることができ
ます。Webとカウンター両方
で受け付けています。

図書館ホームページに
は、みなさんの勉強をサ
ポートする機能が満載。
便利なWebサービスを活
用して、賢く図書館を利
用しましょう。

コピー機の差込口に
USBメモリを差して
印刷できます。

まず初めに、ノートパソコンにプリンタのドライ
バをインストールする必要があります。各プリン
タで、またノートパソコンのOS・ビット数によ
り、ドライバが異なります。印刷したいプリンタ
の該当OSのド
ライバをイン
ストールする
ようにしてく
ださい。

館内のプリンタ兼用コピー機（生協有料プリン
タ）にデータを送ってください。手順について
は、コピー機の横にマニュアルが置いてあります
ので、そちらをご参照ください。

　中央図書館2階テ
ラスは、知る人ぞ知
るお花見スポット。
表紙の写真は、昨年
4月にここから撮影
したものです。
　今号でご紹介した
ように、図書館は勉
強するだけでなく、

リラックスできるスペースもあります。新入
生のみなさん、ぜひ図書館に足を運んで、お
気に入りの場所を見つけてください。

館内全域で長大Wi-Fiが利用できま
す。接続するためには、長大IDが

必要です。設定方法は各館のカウンターへお
尋ねください。

 

 



topics

附属図書館では教員のみなさまから著書のご寄贈を
お願いしております。ご協力の程どうぞよろしくお
願い申し上げます。

附属図書館では、サービス向上のため、学生のみなさんから直接図書館への要望・意見を伺う懇談会を開催しています。
今年度も各キャンパスで実施し、参加者からさまざまな意見が出されました。
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　新入生のみなさん、長崎大学附属図書館へ
ようこそ。長崎大学には３つのキャンパスが
あり、それぞれに1つずつ図書館があります。
ここでは主に、メインキャンパス・文教地区
の中央図書館について、スムーズに使うため
のポイントを５つご紹介します。　　　　　

　入口にはゲートがあります。自分の学
生証を、ゲートのリーダー部分にタッチ
してから入館してください。

　　　学生証を忘れた場合は、カウンターで
手続きをすれば入館することができます。

　２階別館にある「ライブラリーラ
ウンジ」は、会話・食事共にOKな
場所です。おしゃべりしたり、軽く
食事したり、リラックスタイムとし
て過ごせる人気のスペースです。

　1階ラーニングコモンズは、グ
ループ学習スペースです。飲食は不
可ですのでご注意ください。　

　医学分館は坂本
キャンパスにあ
り、医学・歯学・
保健学とその関連
分野の本や雑誌を
中心に所蔵してい
ます。　

　１階は、ラーニ
ングコモンズや飲食ができるリフレッシュルームがあ
ります。さらに、グループ学習室、セミナー室があ
り、３名以上から20名程度まで会話をしながら学習が
できます。 
　２階は、サイレントエリアになっており、落ち着いて
学習ができます。 色々な座席を用意しているので、自
分の学習スタイルに合わせて利用場所を変えてみてく
ださい。

　学生生活の充実度は、図書館を有効活用できるかでまったく
違います。レポート作成、試験勉強、授業の合間の息抜きなど、
図書館をフル活用して「デキる学生」を目指しましょう！      　

中央図書館
●荷物が置けるように、カフェにあるような
かごを用意してはどうか。

→各館に設置しました。

医学分館
●雑誌は基本的に揃っている。

●一般書は中央図書館にあり、支障はない。

●本が古い。新しい精神系の最新の本、小児整形に関する本が欲しい。

経済学部分館
●2階閲覧室は広く、中央図書館は試験期間になると
いっぱいだが、分館はゆとりがあってよい。
●経済学部分館にも飲食スペースが欲しい。
●DVDの配架場所が目立たないのではないか。

→精神系、小児整形、理学療法分野の図書を購入しました。

→貸出できるDVDを目立つ場所へ移動しました。

●飲食スペースと飲食禁止スペースの区別が
つきにくい。

→表示を見直しました。

●研究室に所属するタイミングで図書館ガイダンスを受けたい。

→個人単位でも研究室単位でも、いつでも受けられます。スタッフまで 
　お尋ねください。

●パソコンからの図書リクエスト申込方法が
分かりづらい。

→案内チラシをOPAC端末付近に設置しまし
　た。

鈴木 章能 教授［教育学部］

アレゴレシス : 東洋と西洋の文学と文学理論
の翻訳可能性 / 張隆渓著 ; 鈴木章能, 鳥飼真
人訳 水声社 , 2016.12

戸田 清 教授［環境科学部］

哲学中辞典 / 尾関周二 ［ほか］ 編 知泉書館 ,
2016.11

平岡 久和 准教授［国際連携研究戦略本部］
国際保健医療のキャリアナビ / 日本国際保健
医療学会編 南山堂 , 2016.12

荒川 和敏氏［経済学部卒業生］

『瓊林会の本』第2次調査リスト / 荒川和敏
［著］ 荒川和敏 , 2016.6
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附属図書館紹介

　経済学部分館は
片淵キャンパスに
あります。経済学
部・研究科の学生
や院生向けに、経
済学関係の本や雑
誌を中心に所蔵し
ています。

　経済学部のシラバス掲載図書や就活・資格取得、語
学学習に役立つ本など利用が多い図書を1階に配置
し、２階には静かに学習できる閲覧室とグループで使
えるグループ学習室などがあります。１階の情報サロ
ンには、学生用雑誌や新聞が並び、学生や教職員に利
用されています。みなさんのご利用をお待ちしていま
す。

　館内に設置されているパソコ
ンは、長大生なら誰でも自由に
使うことができます。
　個人のパソコンは館内全域で
長大Wi-Fiに繋がりますが、３
階では窓際席でご利用下さい。

　集中して課題に取り組みた
い時は、３階閲覧室へ。調べ
もの用の参考図書（辞書、年
鑑類）や郷土資料、最新の学
術雑誌があります。
　静かな学習スペースのた
め、会話禁止です。グループ
学習をする場合は、１階・２階
の会話OKなスペースをご利用
ください。

　蔵書検索用パソコンが各階
にありますので、まずはそれ
でどのような資料が図書館に

あるのか探してみましょう。電子
ジャーナルや電子ブック等、紙媒体以
外の資料もあります。
　うまく資料が見つからな
い場合は、職員がお手伝い
します。１階カウンターま
でお気軽にご相談くださ
い。
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ICTサポート Q&A 

パソコンの困った！ 

ICTサポートスタッフがお助けします 

附属図書館には、学生のみなさんがパソコンに関する疑問や悩みを相談

できる窓口・ICTサポートカウンターがあります。このページでは、過

去にカウンターに寄せられた、よくある質問をご紹介します。 

館内パソコンの利用、学内メール、NU-Webシステム（履修登録・成績確認）

等、長崎大学のさまざまなシステムを利用するためのIDです。学生証に記載

されている学生番号の頭に「bb」をつけたものです。 

  Ｑ. 長大IDってなに？ 

 Ａ. 学内の様々なシステムを使うためのIDです 

  Ｑ. 大学のメールアドレスの使い方は？ 

 Ａ. メールソフトとWeb両方で使えます 
学内メールアドレス：<長大ID>＠ms.nagasaki-u.ac.jp 

（例 bb12345678＠ms.nagasaki-u.ac.jp） 

●Webブラウザでの利用（Internet Explorer, Firefoxなど） 

https://outlook.office365.com/ に、メールアド

レスと長大IDのパスワードでログインします。 

●メールソフト(パソコン)での利用 

Outlookを起動し、右図のように名前・メールアド

レス等を入力し、設定を行ってください。 

●スマホ、タブレットでの利用 

Outlookアプリ(無料)をインストールしてください。 

  Ｑ. 自宅のパソコンから履修登録できる？ 

 Ａ. 自宅のパソコンから履修登録できます 

(1)https://nuweb.nagasaki-u.ac.jp に 

長大IDとパスワードでログインします。 

(2)［履修]→[履修登録・登録状況照会］を 

選択してください。 

※平成29年度の履修登録から，VPN接続によらなくとも自宅

のパソコンから履修登録ができるようになりました。 

相談に来る時の注意点 

●パソコン・電源ケーブルをご持参ください。 

●トラブル内容によっては時間を要する場合がありますので、
時間に余裕をもってお越しください。 

●初期化する場合がありますので、USBメモリ等にBackup
（データ保存）してきてください。 

●機器のお預かりは原則できません。 

わからないことがあったら、

お気軽にお尋ねください 

名前を入力 

<長大ID>@ms.nagasaki-u.ac.jp を入力 

長大IDのパスワードを入力 

次の設定へ進む 

Outlook設定画面(パソコン) 

中央図書館       10:00～17:00 

医学分館          9:00～17:00 

経済学部分館 
4  月  9:00～17:00（水曜日のみ） 

5月以降 13:00～17:00（水・金曜日のみ） 

相談受付時間（平日のみ） 

中央図書館スタッフ 玉野 
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