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この
こ
の 4 月より、附属図書館のサービス体制が大きく変わりました。
月より、附属図書館のサービス体制が大きく変わりました
月より、附属図書館のサービス体制が大きく変わ
より、附属図書館のサービス体制が大きく変わりました。
館のサ
サ ビス体制が大きく変わ
ビス体制が大
カウンター業務を担当する新しいスタッフが、図書館の主なサービスをご案内します。
※サービス内容は３館共通
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図書・雑誌の検索はOPAC（オーパック）で！
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お探しの図書や雑誌が図書館に有るかどうかは、
「OPAC」という検索ツールで簡単に
調べることができます。
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図書館Webページの「OPACのみ検索」を
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クリックすると、OPAC画面が開きます。
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他館の図書は、最寄の館に取り寄せOK！
検索したけれど、別のキャンパスの図書館にしかない…（涙）
そんな時、遠くのキャンパスにわざわざ行かなくても大丈夫！
中央図書館、医学分館、経済学部分館の図書は、
最寄の館に取寄せて借りたり、別の館に返すこともできます。

図書館サービスのことは
スタッフおすすめ本
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睡眠セルフチェック＆アドバイスBOOK
（ID：2150957）

長大に無ければ、取り寄せます！
長崎大学が所蔵していない図書や文献のコピーを、
他の図書館から取り寄せるILLサービスが便利です。
（実費は依頼者負担です。
）
まずは、カウンターでご相談ください。

様々なデータベースが利用できます。
海外・国内論文検索ツール（Scopus、CiNii Articles他）や
辞書・百科事典のJapan Knowledge、
朝日や日経、長崎新聞の記事検索データベースも利用可能！
その他、色々な専門データベースがありますので、
「データベースリンク集」から利用してください。
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グループ学習室やラーコモでは、会話OK！
グループでの学習や発表練習等が可能な「グループ学習室」
「ラーニングコモンズ（ラーコモ）
」というスペースがあります。
グループ学習室は３名以上・90分単位で利用することができ、
１か月前〜前日はWebからの予約が可能です。
当日の予約はカウンターまで！

スマホでも図書館の本が読める♪

スタッフおすすめ本
本

図書館で購入している電子ブックを、
ご自分のPCやスマートフォンで読むことができます。
就活や語学、実習に役立つ本など、色々あります。
詳しくは図書館の「電子ブックのページ」でチェック！
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視覚でとらえる
フォトサイエンス
生物図録

（ID：1595689）

私たちにお尋ねください！
スタッフおすすめ本
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マンガ日本経済入門 Part1 - Part4 （石ノ森章太郎著）
（ID：3503266 他）
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中央図書館ギャラリー企画展（2016年12月〜2017年6月）

topics

平成28年冬以降に開催された、中央図書館ギャラリーでの企画展の模様をお伝
えします。
■全学美術部冬季展「花と猫」（12月5日〜16日）
花や猫をテーマに水彩画、油彩画など約 30 点が展示され、ギャラリーは癒し
の空間となりました。
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■ながさき100km徒歩の旅写真展（12月17日〜1月16日・4月14日〜30日）
夏に実施された「ながさき100km徒歩の旅」参加者の小学生と大学生の写真
展です。
大学生による準備の様子の写真、当日の写真、旅で使用した三度笠なども展
示されました。
■写真でみる
「長崎の里海 大村湾̶その過去・現在そして未来」
展
（2月15日〜28日）
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「大村湾の再生と活用を推進する会」による展示で、大村湾の景観や環境の変
遷が多数の写真や資料で紹介されました。
■アフリカの村 ジパメ写真展（4月30日〜5月7日）
青年海外協力隊の助産師隊員の方が撮られた、アフリカの村で生きる人たち
の暮らしや文化の写真が展示されました。
■「長崎大学アフリカでの50年、これからの貢献。」展（5月9日〜6月5日）
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医療団派遣から始まった長崎大学のアフリカでの活動が資料や写真で紹介さ
れました。
■全学書道部「水無月展」（6月6日〜6月20日）
六月や雨にまつわる作品約 50 点が展示されました。
紙だけでなく、傘やお皿にも自由に表現されていて、学生の発想に驚かされ
ました。
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本学教員著作/ 本学関連資料

（2017年1月−3月 ご恵贈分）

伊藤 秀三 名誉教授［環境科学部］
日本・ガラパゴス50年史 / 伊藤秀三, 西原弘
編著 日本ガラパゴスの会 , 2016.9

鈴木 章能 教授［教育学部］
中 央 1594444

岡林 隆敏 名誉教授［工学部］

職業教育主義時代の英語教育における文学の 中 央 1595127
意義と役割 : なぜ紙媒体の文学テクストを読ま
ないことが危険だと感知できないのか / 鈴木
章能著 一粒書房 , 2017.3

中 央 1594542
長崎県における橋梁の長寿命化への10年間 :
全国に先駆けた橋梁長寿命化への取り組み /
長崎県橋梁維持管理計画検討委員会 長崎県土
木部道路維持課 , 2016.12

戸田 清 教授［環境科学部］

勝俣 隆 教授［教育学部］

長崎大学病院へき地病院再生支援・教育機構

核発電の便利神話 : 3・11後の平和学パート
2 / 戸田清著 長崎文献社 , 2017.3

中 央 1594781

中 央 1595226

へき地病院再生支援・教育機構の歩み 平成28 中 央 1595185
年度版 長崎大学病院へき地病院再生支援・教 医 学 2807458
育機構 , 2017

個の可能性を拓く学校の創造 : 教育課程と学 中 央 1594962
習の創造 / 長崎大学教育学部附属小学校学習
研究会著 長崎大学教育学部附属小学校学習研
究会 , 1998.2

ながさき県北地域医療教育コンソーシアム :
中 央 1595186
活動報告書 : 地域新時代 平成28年度版 第3次 医 学 2807459
長崎県地域医療再生計画事業ながさき県北地
域医療教育コンソーシアム , 2016

神話・象徴・儀礼 / 篠田知和基編 楽瑯書院 ,
2014
佐藤 敬助 教授［教育学部］
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夏季一斉休業のため、下記の期間は休館となり
ます。

●中央図書館
8/12
（土）
〜16
（水）
●医学分館・経済学部分館
8/11
（金）
〜16
（水）
※図書の返却には、各館入口設置のブックポスト
をご利用ください。
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夏休みに合わせた長期貸出を実施します。
ゆっくり読書を楽しみませんか。
貸出期間：7 月 24 日
（月）
〜9 月 15 日
（金）
返却期限：9 月 29 日
（金）
対象資料：中央図書館のみ
（※医学分館・経済学部分館所蔵資料は対象外）

附属図書館全館にICTサポートカウンターを設
置しています。
無線LANの接続方法、Microsoft Oﬃce365の利
用、パソコントラブル等のご相談を受け付けて
います。
◆受付時間
中央図書館

平日のみ

10時〜17時

医学分館

平日のみ

9時〜17時

経済学部分館 水曜・金曜のみ

13時〜17時

パソコン・電源ケーブルをご持参のうえ、時間
に余裕をもってお越しください。
なお、初期化が必要になる場合がございますの
で、必ずデータのバックアップをお願いいたし
ます。

㤃හ≁ืᒈ♟䟺୯ኳᅒ᭡㤃䟻
中央図書館2階の教員
推薦コーナーに、工
学部図書委員の先生
のおすすめ本を展示
しています。
工学部の学生さんは
もちろん、他学部の
学生さんもご覧くだ
さい。

中央図書館の新しいスタッフのうち、主に
カウンター業務を担当している３人です。

展示期間：
2017年12月末まで
展示図書リストはこちら↓↓
http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/tenji/kyoin̲5/

和華蘭の窓

長崎大学附属図書館報

「カウンターにいない時には、閲覧室で作
業をしていることもあります。
エプロン姿が目印です。
図書館サービスのことでわからないことが
あれば、お気軽にお尋ねください！」
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