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とある長大生の

２

データベース活用法

教育学部3年生のAさん。
授業の課題で、「幼児教育」に関する
レポートを作成することになった。
図書館は普段からよく利用している。

＜レポート作成編＞

図書館では、レポート作成に役立つ様々なデータベースを提供しています。
具体的には、どの様に使えばよいのでしょうか？とある長大生の活用事例を見ていきましょう！

マークの意味

まずは、「幼児教育」に
ついて書かれた日本語の
論文を探してみよう。

１

朝日新聞の記事検索データベース
きくぞう

聞蔵Ⅱビジュアル
そうだ！このテーマは
ニュースでも話題に
なったんだよね～。
ということは、新聞記事でも、
何か見つかるかもしれない！
でも、いつ頃話題になったかな？
そっか、新聞もデータベースで
検索すればいいのか！

全国の記事を対象に探してみようかな。
朝日新聞の検索ツールは、「聞蔵II」っていうのか・・・。
「幼児教育 無償化」でキーワード検索してみよう。
検索結果をクリックすると、テキストで表示されるのか。
あ、この記事は紙面イメージ画像も見られるんだ。
印刷もできるから、必要なものを印刷しておこう。
何時の記事なのか日付も印刷されるから、便利～。

同時アクセス数

学外から利用可
（詳細はデータベース
学外
リンク集で要確認）

学外
国内文献の検索ツール
サイニー

アーティクルズ

CiNii Articles

いざ、レポート作成！

学外
海外文献の検索ツール

「幼児教育」だけで検索すると沢山ヒットするな・・・。
「無償化」に焦点をあててレポートを書きたいから、
キーワード「幼児教育 無償化」で検索してみよう。
うーん、これだけだと検索漏れがあるかも・・・。
「保育 無償化」でも検索してみようかな。
そういえば、○○先生がこの分野に詳しいって
聞いたから、著者名でも検索してみよう。

英語論文も探したいけど、
「幼児教育」「無償化」って
英語でなんて言うのかな？
確か、和英辞書も検索
できるデータベースが
あったはず・・・。

学外

スコーパス

２

おお！画面表示は日本語だ！
これなら、簡単に検索できそう～。
「検索語」って書いてある欄にキーワードを英
語 で 入 力 し て、「検 索」ボ タ ン を ク リ ッ ク し
て・・・。
沢山ヒットした! ん～、新しいものに絞ってみ
よう。それから、「被引用数」が多い順に並べ替
えてみようかな。・・・簡単にできた～！

辞書・事典検索ツール
ジャパンナレッジ

リ ブ

JapanKnowledge Lib
百科事典や英和・和英辞典が一度に検索できる
のか～。
「幼児教育」で検索すると・・・、国語辞典でもヒッ
ト し た な。そ う か、「就 学 前 教 育」や、「保 育 所」
「保育園」という言葉で検索してもよかったの
か・・・。もう一度CiNiiで検索だ。言葉の意味も再
確認できたし、参考文献リストも役に立ちそう。
肝心の英訳は・・・、あった！
「early childhood education」か。なるほど。
「無償」の英訳も調べてみようっと。
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必要な図書も図書館で
借りたし、必要な資料もそろったし、
早速レポートに取り掛かろう！
・・・そういえば、レポートの書き方に
関する図書を借りるの忘れてた～！
でも、電子ブックが自宅からも読める
から、今日は電子ブックを参考にしよう！

Scopus

英語論文を探すのは
初めてだな～。
データベースリンク集に
色々ツールがあるけど・・・。
全分野をカバー している
Scopusがよさそう！

電子ブックのページ

図書館職員

海外文献の検索ツール
アカデミック

その他、おすすめの
データベースはこちら

新聞記事の検索ツール

ワンファイル

・Academic OneFile ・日経テレコン （日経・長崎）
ジェイストア

・JSTOR
プロクエスト

・ProQuest

・ヨミダス文書館
・パピルス

（読売）
（西日本）
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特集記事：データベース活用法

データベース活用法

新聞記事を読んでいたら、
知らない言葉がちらほら・・・。
ネット検索するより、正確な
解説文を読んだ方が
いいのかな～。

環境科学部2年生のB君。
就職活動はまだだが、何か始めた方が
よいのかな？・・・と考えている。
図書館は試験前等に時々使っている。

＜就職活動編＞

朝日新聞の検索ツール
きくぞう

リ ブ

JapanKnowledge Lib

聞蔵Ⅱ

図書館職員

５

＜ナビ検索＞

再び、登場

日経テレコン

企業情報の検索ツール

日経テレコン

あ～、左のメニューに「企業検索」って項目がある！
これで検索すればいいのかな？
でも、まだ就職したい業種が定まっていないしな～。
では、「記事検索」から使ってみましょう。
興味がある分野は何ですか？

聞蔵IIの「ナビ検索」がおススメです。
「時事に強くなる」という項目があります。
こちらで話題の記事をまとめて読むことが
できますよ。就活関連 の記事をまとめた
「就活応援」など他の項目もありますよ。

就活に備えて、時事ネタも
知っておきたいな・・・。
新聞データベースを
見てみるか。

「日経NEEDS業界解説レポート」を見てみましょう。
スマートフォンに関連する業種の解説が読めます。
思いつかなかった業種が色々あると思いますよ。
前の画面に戻ってみてください。次は「日経業界地図」を
見てみましょう。検索結果に「スマートフォン」があります
ね。国内外の売り上げランキングや、関連企業名が一目
でわかりますし、基礎知識や最新動向もつかめます。
だんだん、企業のイメージが掴めてきたぞ！
他にも、気になるキーワードで、色んな分野を検索してみ
よう！

いざ、就活！

今度こそ、「会社情報」で検索してみよう！
とりあえず本社所在地は指定せず、業種は
選択して・・・。データベースは「すべての媒
体を選択」にチェックして検索してみよう。
おお！いくつか会社がヒットした！
ん ～、会 社 の 事 業 内 容 や 業 績 が こ れ で
チェックできるのか。詳しく見ていこう！

就活に役立つ情報の
検索にはだいぶ慣れてきたぞ！
まだ時間があるから、就活本を読んで
さらに準備を進めておこう！

スマホ業界にちょっと興味があるから、とりあえず「スマホ」
で検索してみようかな。「すべての媒体を選択」にチェックし
て検索、でいいですか？
おお！色々ヒットした！何から見ようかな～。
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ジャパンナレッジ

就職したい業種が
絞れてきたし、
どんな企業が
あるか、もう一度
日経テレコンで
調べてみよう！

２

ご案内しますよ。
まずは、
日経テレコンから
触ってみましょうか。

辞書・事典検索ツール

「JapanKnowledge Lib」を使ってください。
辞書だけではなく、時事用語に強い「イミダス」
と「現代用語の基礎知識」が検索できます。
また、就活関連のコンテンツとしては、「会社四
季報」の最新版もチェックして欲しいですね。

就職活動に役立つデータベースも色々あります。
具体的には、どの様な活用方法があるのでしょうか？とある長大生の活用事例を見ていきましょう！
何から手をつけたら
いいのかな～。
企業の事も
よくわからないし・・・。

２

学外

とある長大生の

他にもこんな
データベースが
あります。
片淵地区限定で使える
企業情報データベース
eol （イーオーエル）は、
志望企業の業界動向やリスク
情報が検索できます。

図書館に就職関係本コーナーがあったし、
電子ブックも紹介してたな・・・。
電子ブックは、スマホにダウンロードして
就活先にも持って行けるって聞いたし、
早速、探してみよう！

今回紹介したデータベースは、
図書館webサイトの
データベースリンク集から
ご利用いただけます

電子ブックの例
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topics
学生懇談会を開催(中央図書館・医学分館)

▼医学分館 ひとやすみ文庫

附属図書館では、学生の皆さんと図書館長や分館長と図書館について語り合う場を設定して
います。皆さんからのご意見やご要望は、今後の図書館サービスの向上へとつながります。
今回は、中央図書館と医学分館あわせて12名の方々にご参加いただき、図書館の資料・施設・
サービスについて、多くの意見や提案が出されました。

ご意見・ご要望（一部）
【中央図書館】
●新聞閲覧スペースが狭く、読みたいときに読めない。
→机2台を増設しました。

【医学分館】
●医学書以外の読み物もあった方が良い。

●1階ラーニングコモンズと2階別館ライブラリーラウンジ

→1階カウンター横に医学書以外を展示する「ひとやすみ文庫」
コーナーを設置しました。

の椅子が足りないときがある。
→折りたたみ椅子を3脚ずつ設置しました。

●保健学科図書室の図書が少ない、最新版がない。

●試験期の開館時間を早めにしてほしい。

→リクエスト図書を保健学科図書室にも配置することにしました。

→検討します。
●2階メディアルームのコピー機も現金が使えるように

●試験前の開館時間を延長してほしい。11時か12時まで。

してほしい。

できれば24時間。
→検討します。

→生協と協議中です。
図書館へのご意見・ご要望がありましたら、カウンターまたは館内設置の投書箱にお気軽にお寄せください。

企画展「写真発祥地の原風景

長崎」にて貴重資料を多数展示

明治150年を記念した企画展「写真発祥地の原風景 長崎」を東京都写真美術館・長崎歴史文化博物館にて開催しました。本企
画展は、姫野順一名誉教授監修のもと、幕末・明治の長崎を展示室に再構築したもので、長崎大学からは古写真をはじめとし
て古地図・古文書・絵画など100点を超える貴重資料（オリジナル）を出展しました。

（下）長崎歴史文化博物館
展示風景

【東京会場】
会期：2018年3月6日（火）～5月6日（日）
会場：東京都写真美術館（東京都目黒区三田）
入場者数：11,756人

【長崎会場】
会期：2018年5月22日（火）～6月24日（日）
会場：長崎歴史文化博物館（長崎市立山）

（上）長崎歴史文化博物館
テープカット

入場者数：6,386人

学生選書ツアーの開催
図書館では、学生さんが図書館においてほしい本を選ぶイベント「選書ツアー」を開催しています。決まった日時に参加して
いただき、時間内に自由に選べる「ツアー形式」と、一定期間に書店に設置したブックトラックに、選んだ本を置いてもらう
「ブックハンティング形式」を開催しました。
日時
平成29年7月18日(火) ～7月24日(月)
平成29年7月26日(水) ～8月3日(木)
平成29年11月6日(月) ～11月13日(月)
平成30年1月27日(土)
平成30年3月27日(火)

開催場所
大学生協（片淵）

選書冊数
経済学部分館74冊

大学生協（文教）
大学生協（文教）
メトロ書店長崎店
メトロ書店長崎店
大学生協（片淵）

中央図書館139冊
中央図書館80冊
経済学部分館86冊
中央図書館122冊、医学分館62冊
経済学部分館34冊

今年度も開催予定です。皆さまのご参加をお待ちしています。
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形式

ブックハンティング形式

ツアー形式
ブックハンティング形式

topics
河野学長が祖父の長崎医専明治43年卒業アルバムを寄贈（医学分館）
河野茂学長、弟の河野健次氏、河野宏氏より、長崎医学専門学校第11回（明治43年）卒業の祖父、河野與次右衛門氏の卒業ア
ルバムが附属図書館へ寄贈されました。明治期の医専の卒業アルバムは、これまで図書館に所蔵されておらず、最も古い卒業ア
ルバムとなりました。
このことに感謝し、平成30年5月25日（金）、田井村附属図書館長から河野学長に感謝状を贈呈いたしました。
アルバムは医学分館貴重資料展示室に展示され、開館中だれでもご覧いただけます。紺碧の表紙には「記念写真：鵬」という
タイトルと共に、海原の上を飛ぶ鳥の図柄があしらわれています。中には、恩師、卒業生の肖像写真のほか、当時の校舎や病
院、授業風景などの写真が多数納められています。長崎大学医学部へと連なる、長崎医学専門学校の様子を如実に見ることがで
きる、たいへん貴重な歴史資料ともなっています。
また、これを記念し、医学分館では、明治～昭和の卒業アルバムと明治期の講義録、卒業証書等を併せて展示しております。

展示場所：附属図書館医学分館2階 貴重資料展示室
見学時間：月～金（祝日を除く）
9：00～21：00
土・日・祝
10：00～19：00
※1階カウンターで「展示室見学」とお伝えください。

贈呈された感謝状を持つ河野学長(中央）
田井村附属図書館長（左)、由井医学分館長（右）

本学教員著作/本学関係資料
所蔵館

（2017年10月-2018年5月 ご恵贈分）

図書ID

針貝 綾 教授 [教育学部]
ユーゲントシュティルからドイツ工作連盟へ : 世紀
転換期ドイツの美術工芸工房と教育 / 針貝綾著 中 央
九州大学出版会 , 2017.9

1597018

大学的長崎ガイド : こだわりの歩き方 / 長崎大
中央
学多文化社会学部編 昭和堂 , 2018.4
1597184

1602014

1597186
2152228
3183870

増﨑 英明 教授 ［長崎大学病院長］
一目瞭然!はじめての産科エコー検査 : どう話す? 中 央
どう使う? / 増崎英明著 医学出版 , 2015.9
医学

1597515
2152314

1602112

血液製剤によるHIV/HCV重複感染患者の肝移
植に関する研究 : 厚生労働科学研究費補助金 中 央
エイズ対策研究事業 / 江口晋研究代表者 ,
2018.3

1602447

1602448

伊東 昌子 教授 ［ダイバーシティ推進センター長］
平成29年度ダイバーシティ推進センター事業報
告書 / 長崎大学ダイバーシティ推進センター , 中 央
2018

1602449

ダイバーシティ意識調査アンケート報告書 : より
良い職場環境のために / 長崎大学ダイバーシ 中 央
ティ推進センター編集 , 2018.3

1602450

核兵器廃絶研究センター

平山 謙二 教授 ［熱帯医学研究所長］
熱研75年の歩み : 長崎大学熱帯医学研究所創立 中 央
75周年記念 長崎大学熱帯医学研究所創立75周 医 学
年記念事業実行委員会 , 2017.11
経済

1602064

江口 晋 教授 ［医歯薬学総合研究科］
血液製剤によるHIV/HCV重複感染者に対する
肝移植のベストプラクティス2018 / 江口晋研究代 中 央
表者 , 2018.3

星 友矩 助教 ［熱帯医学グローバル研究科］
はじめてのOpen data kitでフィールドワーク : スマ 中 央
ホ・タブレットで調査をする人のために / 星友矩 医 学
著 , 2017.10
経済

科学技術の暴力 / 日本平和学会編 早稲田大
中央
学出版部 , 2018.3
木村 直樹 教授 ［多文化社会学部］

鈴木 章能 教授 ［教育学部］
日中英語圏文学・文学史比較概論 ： 異なる言語・
社会・文化に生まれた文学とその歴史およびその 中 央
類似性 / 鈴木章能［著］ 一粒書房 ，2018.3

図書ID

戸田 清 教授 ［環境科学部］

前田 桂子 教授 [教育学部]
長崎県小値賀町藪路木島方言集 : 無人になった
中央
島のことばの記録 / 古川初義著 , 2017.10

所蔵館

1598754
2152505
3184168

核兵器のない世界をめざして : 平成29年度核兵
器廃絶市民講座報告書 / 核兵器廃絶長崎連絡 中 央
協議会 , 2018.3

1602452
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informa on
長大図書館公式Twitter

教員推薦図書コーナーに

(ツイッター)はじめました

「図書館長おすすめの本」(中央図書館)

2018年4月より、図書館のサービスやイベント
情報をTwitterでつぶやいています。
皆さんのフォローをお待ちしています！

中央図書館2階・教員推薦コーナーに田井村館長
おすすめの本を展示しています。学生の皆さんに
是非読んでほしいと、さまざまな分野の本が選ば
れています。推薦文とあわせてご覧ください。

https://twitter.com/NagasakiUniLib
▼TwitterＱＲコード

http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/tenji/kyoin_6/
▼館長おすすめの本ＱＲコード

休館のお知らせ(全館)
夏季一斉休業のため、下記の期間は休館と
なります。
期間： 8月11日（土）～ 15日（水）

今号の表紙

※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。

夏季長期貸出(中央図書館)
夏休みに合わせて、長期貸出を実施します。
この機会にゆっくり読書を楽しみませんか。
貸出期間：7月24日（火）～9月14日（金）
返却期限：10月1日（月）
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
表紙は経済学部分館2階閲覧室のハイカウンター席です。
木漏れ日越しに立山公園の木々や中島川へと続く
西山川が見える癒し系ポイントです。
モデルは経済学部4年生の彩乃さんに協力してもらい
ました。

和華蘭の窓
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