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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。 

ようこそ 
長崎大学附属図書館へ 

100万冊の図書がみんなを待っています。 

入口にはゲートがあります。 

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。 

学生証を忘れたときは、カウンター
で手続すれば入館できます。 

入館には学生証が必要です。

ラーニングコモンズ（ラーコモ）には、可動式の

机・椅子・ホワイトボードがあり、自由に使えます。 

グループ学習室もご用意しています。 

会話ができるので、授業の課題も進みます。  

プレゼンの練習にもどうぞ。 

カウンターに借りたい本と 
学生証を提示してください。 

1F 

2F 

自 動 貸 出 機 が 便 利 で す。     
使い方はとても簡単♪ 

1階には、グループで学習できる

スペース“ラーコモ”があります。

経済学部分館 
Economics  Library

長崎大学には、中央図書館、

医学分館、経済学部分館の3つ

の図書館があります。ここで

は主に、文教キャンパスに

ある中央図書館について、

ご紹介します。 

大学生活を充実させるために

図書館を使いこなそう‼ 

学生証で3つの 

図書館が使えるよ 

本を借りたいときは1階

で手続をしてください。
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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。 

3階では辞書・事典・郷土
資料が閲覧できます。 

3階はスーパーサイレント
スペースです。静かな環
境で集中して学習したいと
きには、3階へ。 

図書展示コーナーも是非ご覧ください。

図書館職員がテーマを決めて、学生さんに読んで
ほしい本の展示を行っています。貸出もできます。 

3F 

図書展示コーナー
についてはP.7 週刊誌や料理雑誌なども置いています。 

授業や課題の息抜きの場にもなります。 

2階は貸出可能な図書が
あります。 

専門書はもちろん、語学学
習の本、就活の本などもそ
ろえています。 

学生選書のコーナーもあり
ます。 

2階と3階には書架と閲覧室があります。

館内全域で長大Wi-Fiが利用できます。

パソコンのお困りごとはICTサポートカウンターへ 

会話ができます。

ICTサポートカウンター
についてはP.5 

医学分館 
Medical Library

本を探すには、OPACが便利です。
OPAC（オーパック）で本を探せる蔵書検索用
パソコンが各階にあります。  

貸出可の資料は棚に探しにいきましょう。     
資料が見つからない場合は、カウンターに   
お尋ねください。 

閲覧席は 
178席！ 

閲覧席は 
302席！ 

軽食もとれます。
ライブラリーラウンジとテラスは会話も
食事もOK。 ライブラリーラウンジでは
可動式の机を使ってグループ学習が
できます。 リラックスした雰囲気の中で
勉強ができる人気の場所です。  
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大学では、授業の課題として数多くの 
「レポート」を作成することになります。 
単なる感想文ではない、大学生らしい 
レポートを作成できるかどうかは、 
図書館を使いこなせるか否かにかかって 
いるといっても過言ではありません！ 
そこで、これからレポートに取り組む際に
知っておきたい基本をまとめました。 

レポートを作成するために必要な資
料・データを、実際に集めていきま
しょう。 

その時に役立つのが図書館！ 

図書館で手に入る「図書」「学術雑
誌」「新聞」などの資料は信頼性が高
く、レポートの作成には欠かせないも
のです。探し方が分からない時は、お
気軽に図書館のスタッフに相談してく
ださい。 

図書館では、レポートの書き方、プレゼンテーションの方法に関する図書を 
多数揃えています。中には、「電子ブック」でも読める図書もあります。 
6ページの「職員オススメ本」も要チェックです！ 

長崎大学附属図書館の 
図書・雑誌を調べるなら！ 

OPAC
オーパック

（蔵書検索ツール） 

まずは、長崎大学の図書館に

欲しい資料があるか、OPACで

検索してみましょう。 

日本語論

CiNii
サイニー

 

雑誌に掲載

検索ツール

CiNii Artic

語論文が検

索ツールで

論文が掲載

べて、長大

認しましょう

様々な辞書や百科事典を一括で 

検索できるデータベースです。 

【収録タイトル（一例）】 

日本大百科全書・世界大百科事典 

現代用語の基礎知識・会社四季報 など 

Step ３ 

テーマの決定 

Step 1 

授業の課題でレポート提出が課され
たら、レポートととして「何を求め
られているのか」を確認し、テーマ
を決定しましょう。 

最初に「レポート課題が出された意
図を把握できている」ことが、レ
ポート完成までの近道になります。 

Step ２ 

課題の意図が分かれば、レポートを
作成するために集めるべき資料が何
なのかが見えてきます。その時に、
自分が知らない、よくわかっていな
い「キーワード」があれば、あらか
じめ辞書や百科事典などで意味を確
認しておきましょう。 

テーマに関する
キーワードを確認 

知らない言葉を調べたいなら！ 

JapanKnowledge
ジャパンナレッジ

 

必要な資料の収集 

資料が
い、集
がら、
ます。

この時
る内容
再度確

■パソコンの利用について 

●館内の閲覧席で自分のノートパソコンを

利用することができます。（サイレントエリ

アを除く） 

●館内全域で長大Wi-Fiが利用できます。 

（接続に長大IDが必要） 

●館内に設置しているICT基盤センターの

パソコンが長大IDで利用できます。 

附属図書館内に、学生の皆さんがパソコン

に関する疑問や悩みを相談できる「ICTサ

ポートカウンター」があります。

専任のICTサポートスタッフが対応します。 

■ICTサポートカウンター 

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。 

●初期化が必要となる場合がありますので、  

できるかぎりデータはBackup(データ保存)

を取ってきてください。  

●機器のお預かりは原則できません。 

■印刷について 

●センター設置パソコンや自分のノートパソ

コンから、館内のプリンタで印刷することが

できます。 

●自分のノートパソコンから印刷する為に

は、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。 

●印刷は有料です。現金または生協プリペイ

ドカード（学生証）での支払いになります。 

現金：白黒10円/枚、カラー40円/枚 

生協プリペイドカード： 

白黒8円/枚、カラー35円/枚 

「引用文献」「参考文献」をつけず、他の人の文章をそのままコピーして、

自分の意見として書いてしまう「コピペ」はルール違反です。 

著作権法で認められている「引用」とは、次の要件を満たすものです。 

①引用の必然性があること 

②自分の文章が主で、引用が従であること 

③他人の文章を括弧でくくるなどして、自分の文章と区別すること 

④出所（引用元）を明示すること 

【重要】 引用と著作権について 

論文の検索はコレ！ 

Articles
アーティクルズ

 

載された論文は、論文

ルで検索しましょう。 

lesは、全分野の日本

検索できる、無料の検

です。 

載されている雑誌を調

大にあるかOPACで確

う。 
インターネット上には政府機関等の発信する信

頼性の高い情報もありますが、信頼性の低い情

報、正確ではない情報など、様々な情報があふ

れているので、信頼性を見極める力が必要で

す。まずは、信頼性の高い図書館の資料を活

用しましょう。 

ちなみに、インターネット上の情報を引用する場

合は、URLとアクセスした日付を引用文献リスト

に記載する必要があります。 

Q.インターネットで検索する
だけじゃ駄目なの？ 

A. 

が揃ったら、分析・考察を行
集めた情報を「根拠」としな

自分の意見をまとめていき
 

時に、「課題で求められてい
容のレポートが書けるか」を
確認しましょう。 

Step ５ 
レポートの執筆 

いよいよレポートの作成です。 

読み手（主に先生）に自分の意見が伝
わるよう、読みやすい文章を書くこと
を心がけましょう。 

「事実や他者の意見」と「自分の意
見」をはっきり区別して記述し、引用
したり参考にした資料は「引用文献」
「参考文献」として、レポートの最後
にリストをつけましょう。 

大学生なら知っておきたい
レポート作成の基本

大学生なら知っておきたい
レポート作成の基本

Step ４ 
集めた情報の分析と
自分の意見のまとめ 

レポート作成の基本 

相談受付時間（平日のみ）

中央図書館

医学分館

経済学部分館

10:00-17:00

　9:00-17:00

13:00-17:00（水・金のみ）
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とにかくわかりやすい！…の一言に尽きます。 

「いまいち」なデザインを「使える！」デザイン

に変える方法を、具体例を使って段階的に教

えてくれます。 

大学生のレポートの書き方の基礎が学べま

す。資料の集め方や活用方法、文章のまと

め方がわかりやすく書かれています。 

高校とはまるで違う大学生活に戸惑うこともあ

るかもしれません。あれこれ悩むことも大事か

もしれませんが、ときには悩みグセから自分を

解放してみませんか。

右も左もわからない初心者さんにも、なんと

なくやっている自己流さんにも読んでほし

い、料理のいろはが詰まったコミックエッセ

イ。勉強も料理も「きほん」が大事です。 

あの時やっておけばよかった、と後になって後

悔しない人生を送るためには？ 大切な20代を

生きるために、ひとつの道標にしてみてはいか

がでしょうか。 

コピペは禁止事項（タブー）です
「いまいち」なデザインを「使える！」デザインに

悩みグセから自分を解放してみませんか

アカデミック・ライティングの基礎

－資料を活用して論理的な文章を書く

レポートの書き方の基礎が学べます

聞きづらい疑問に丁寧に答えてくれる

大学生になったはいいけれど、大学とはいっ

たいどういう場所なのか、どうやって学んで

いけばいいのかわからない人も多いのでは？ 

意外と聞きづらいそんな疑問に丁寧に答えて

くれる1冊です。 

大学生 学びのハンドブック勉強法がよくわかる！

勉強も料理も「きほん」が大事です

小宮一慶の1分で読む!「日経新聞」最大活用術

一般紙とは違う日経新聞を読みこなすにはコ

ツが必要です。財務数字や景気指標はどう読

み解けばよいのか？ そういったコツをつか

むために是非！ 

20代にしておきたい17のこと

ひとつの道標にしてみては

小宮一慶著 日本経済新聞出版社, 2015 

日経新聞を読みこなすにはコツが必要

海外生活も（新生活も）どうにかなる

バッタを倒しにアフリカへ

留学や実習で海外に行かれる方もいらっしゃ

るのではないでしょうか。 

その前にこの本を読んでみて。 

海外生活もどうにかなる！？ 

勇気づけられる一冊です。 

長崎が舞台の小説です

西洋医学発祥の地長崎。その時代の空気を小説

で。異国文化、豊かな自然、原爆を投下された

歴史...さまざまな顔をもつ長崎。長崎を舞台に

した小説はたくさんあります。スポット巡りも

楽しいですよ。 

胡蝶の夢

山口裕之著 新曜社, 2013  

新入生にオススメする本
図書館職員が

レポートを書くにあたって、他の人の文章をそ

のまま使うコピペ（コピー＆ペーストの略）は

禁止事項
タ ブ ー

です。この本では、コピペと言われな

いために気を付けるべき要点をわかりやすく教

えてくれます。巻末のチェックリストも役立ち

ますよ。 

コピペと言われないレポートの書き方教室

－３つのステップ

困ったときは、トイレにかけこめ!

－アドラーが教えるこころのクセのリセット術

星一郎著 晶文社, 2017  

世界思想社編集部編  世界思想社, 2015 

前野ウルド浩太郎著  光文社 , 2017 

西川真理子[ほか] 著 晃洋書房, 2017  

まめこ著 文藝春秋, 2015 

司馬遼太郎著   新潮社 , 2004-2005 

本田健著 大和書房, 2010  

料理のきほん丸わかり

まめこの知ってそうで知らなかった！

PowerPointスライドデザイン

宮野公樹著 化学同人, 2009 

学生・研究者のための使える！

1582732
3177645  

1596078 

1590376  
3181153  

1596359  
2152029  

3181920  

1582745 

1597038 

1587990  

1559691  
2781255  

1543592  
3169658 

経済
中央

中央

経済
中央

医学 医学
中央

経済

中央

経済
中央

中央

中央

中央

オススメ本 
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本学教員著作/ 本学関連資料 （2017年4月-9月 ご恵贈分）

鈴木 章能 教授 [教育学部]

中央
Affinities and differences of motivation issues and 
solution proposal / Teresa Kuwamura and Akiyoshi 
Suzuki Ichiryu Shobo , 2017 

1595231 

中央
授業力アップのための英語圏文化・文学の基礎知
識 / 江藤秀一, 鈴木章能編 開拓社 , 2017.6 

1595733 

中央
二川文学散歩 : 書をもって町に出よう、町を
出よう / 鈴木章能著 一粒書房 , 2017.7 

1595734 

森内 浩幸 教授 [医歯薬学総合研究科]

医学

中央エリザベスと奇跡の犬ライリー : サイトメガロウイルス
による母子感染症について知って欲しいこと / リ
サ・ソーンダース ; ナカイサヤカ訳 ; 森内浩幸監修 
サウザンブック社 , 2017.1  

1595232 
2151461 
2151462 

葉柳 和則 教授 ［多文化社会学部］

中央チューリヒ劇場と文化の政治 / 葉柳和則編 日本
独文学会 , 2016.10 

1595282 

中央長崎 : 記憶の風景とその表象 / 葉柳和則編著  晃
洋書房 , 2017.4 

1595283 

中島 ゆり 准教授 ［大学教育イノベーションセンター］

中央
教育の危機 : 現代の教育問題をグローバルに問い
直す / P. カロギアナキス [ほか] 編著 東洋館出版
社 , 2017.3 

1595403 

増崎 英明 教授 ［医歯薬学総合研究科］

医学

中央母に包まれて / 増崎英明著 図書出版木星舎 , 
2016.11 

1595694 
2151508 
2151509 

中根 充文 名誉教授 ［医歯薬学総合研究科］

勝俣 隆 名誉教授 ［教育学部］

高橋 和雄 名誉教授 ［工学部］

庵谷 治男 准教授 ［経済学部］

経済
アメーバ経営の進化 : 理論と実践 / アメーバ経
営学術研究会編 中央経済社 , 2017.3 3183792 

釘宮 敏定 名誉教授 ［医歯薬学総合研究科］

長崎大学大学院医学研究科卒業生 陳 見発氏

大坪 喜子 名誉教授 ［教育学部］

岡田 裕正 教授 ［経済学部］

経済
IFRS適用のエフェクト研究 = The effect study on 
the implementation of IFRS / 小津稚加子編著 
中央経済社 , 2017.8 

3183831 

図書展示企画

図書館では、季節や時事に応じたテーマの館内展示を年に数回行っています。

皆さんに旬な本をたくさん読んでもらうために、職員手作りのポスターやPOPとともに、

選りすぐりの本を展示していますので、ぜひ展示コーナーにお立ち寄りください。

2017年は、長崎県出身の日系英国人作家カズオ・イシグロさんのノーベル文学賞受

賞という大変おめでたいニュースがありました。そこで、「カズオ・ イシグロ特集」 と

いうことで、著書を集めた展示も全館で行いました。

展示テーマは各館で自由に設定していますので、各館の個性溢れる展示も見どこ

ろです。

「本の福袋と おみく じ し おり 」 は、2018年1月に経済学部分館で行った展示

で、本の福袋の中にどんな図書が入っているのか、借りてみてのお楽しみというサ

プライズ付。運勢を占ったあと、しおりとして使えるおみくじしおりも大好評でした。

2018年2月に中央図書館で行った展示は、「犬と猫の本」というテーマ。今年は戌年と

いうことで、犬が主役の本や犬に関する本といっしょに、2月22日の猫の日にちなんで、

猫にまつわる本も展示しました。可愛い犬と猫の表紙の本に癒された人も多かったので

はないでしょうか？

中央図書館ではこの他にも、先生方に推薦していただいた、教員おすすめの図書の展示

なども行っています。

新入生を迎える4月は、スタートの春にふさわしい図書の展示を行いますので、たくさん本

を借りて読んでくださいね。

topics

所蔵館              図書ID 所蔵館              図書ID

山のあなた : 「医の心」を問いかける授業 / 釘宮
敏定著 文芸社 , 2005.11 2151820 医学

ひとりの台湾医師から見た日本の素晴らしさ / 陳
見発著 文芸社 , 2016.6 2151821 医学

闇を照らす : なぜ子どもが子どもを殺したのか / 
長崎新聞社報道部少年事件取材班著 長崎新聞
社 , 2017.3 

2151592 医学

経済

頻発する豪雨災害 : 防災・減災のための実践的
アプローチ / 高橋和雄著 櫂歌書房 , 2017.7 

1596012 
2151734 
3183606 

医学
中央

教員のための「国際語としての英語」学習法のす
すめ / 大坪喜子著  開拓社 , 2017.4 1596748 中央

上代日本の神話・伝説・万葉歌の解釈 / 勝俣隆
著 おうふう , 2017.3 1595846 中央
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リクエストフォームに入力し、

お申込みください。 

Webサービスを活用して、
かしこく図書館を利用しましょう。

informa on

2017年長大祭で中央図書館の玄関を

飾った「ステンドグラス」を、期間限定で 

2階メディアルームに移設展示していまし

た。写真はメインの製作者7名です。 

展示会のご案内 Webからのグループ学習室予約方法 
『写真発祥地の原風景 長崎』 Webからグループ学習室の予約・空室の確認ができます。 

(1)図書館ホームページから、長大IDでマイライブラ

リーへログインします。 

(2)左メニューの「施設予約」＞｢予約する｣から、予約

したい施設・日時を選択し、必要事項を入力します。 

(3)予約内容を確認し、「依頼する」をクリックすると予

約完了です。

予約ができる施設 

中 央 図 書 館 グループ学習室1（小）・2（大） 

医 学 分 館 グループ学習室1 ～ 3、セミナー室 

経済学部分館 グループ学習室 

学内所蔵図書の取寄せ 
※利用希望日の1ヶ月前から前日まで予約できます。 

学生希望図書リクエスト制度 
学生・大学院生の皆さんは、図書館に置いて欲しい本を

リクエストすることができます。 

同一年度内一人10冊まで　(医学分館は5冊) 

他キャンパス所蔵の図書を最寄りの図書館へ取寄せする 

ことができます。 

(1) OPAC画面で図書を検索し、「予約・取寄」ボタンを

　　 クリックします。 

(2) 長大ID・パスワードを入力します。 

(3) 受取館を選択後「確認する」をクリックし、確認画面

　　 が出たら「予約を行なう」をクリックします。 

(4) 図書の貸出準備ができましたら、受取館からメール

　　 でお知らせします。 

専用の用紙に必要事項を記入し、 

カウンターに申し込むこともできます。 

会場：東京都写真美術館（東京都目黒区） 

会期：3月6日（火）～5月6日（日） 

料金：一般700円・学生600円 

※長崎歴史文化博物館に巡回予定 
  会期：5月22日（火）～6月24日（日）

「写真発祥地の原風景」シリーズ第一弾として、「長崎」を

取り上げた展示会が東京都写真美術館で開催されます。  

長崎大学附属図書館の所蔵する貴重資料も多数展示し

ます。
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