ISSN 0911-9337

長崎大学附属図書館報
THE BULLETIN OF THE NAGASAKI UNIVERSITY LIBRARY

2019.1

No.

135

Library Lovers’
Nagasaki 2018

Library Lovers’Nagasaki

2-4

Topics

5

Informa on

6

Library Lovers’ Nagasaki 2018
開催報告 （2018/10/16-11/12）
長崎県内の国公私立大学図書館が合同で実施したキャンペーン 「Library Lovers’ Nagasaki 2018」。
キャンペーン期間中に行った合同イベントや長大の独自イベントには、今年も多くの学生が参加してくれました！
そのイベントの様子を紙面でご紹介します！

中央館137冊、
医学分館58冊を
購入しました！

カウンター前
特設コーナーで
記念撮影！

中央図書館・医学分館合同で、選書ツアー（メ
トロ書店11/3）を実施。じっくり選んでくれ
た本は、各館の展示コーナーに展示中です。
イベント初日から早速挑戦者が現れました！
表紙に写っているのが各館の第1号クリア者、
こちらが中央図書館の第3号クリア者です！

経済学部分館の企画展示「名言図書館」では、
本に合わせたブックカバーと、各本の「心に染
みる一文」を書いた帯を巻いて展示しました。

中央図書館で準備していたインスタ用
フレームで撮らせてくれました♪

ゲームをクリアするともらえる「紙クリップ」
（写真左）はキャンペーンオリジナル。
イベントは医学分館・経済学部分館でも開催。
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写真は医学分館の様子です。

中央図書館では、ゲーム参加者が自由に記入
できるホワイトボード（写真左）を設置。
「楽しかった」との書き込み多数！

期間中はコーヒーショップとのコラボも実現！

中 央 図 書 館 で は、テ ー マ ご と に 選 ん だ3冊
（中身は秘密♪）を袋に入れて貸し出す企画
展示「本の福袋」を実施しました。

合同イベントについては、次のページで詳しくご紹介。実際の問題にもチャレンジしてみましょう！
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今年の合同イベン
ント『参加型救出ゲーム「助けて！でじまくん」～おまがり～ず大ピンチ！～ 』は、
図書館でいたずらをしてしまった、おまがり～ずの５匹。怒ったひめ課長は、１匹ずつポスターに閉じ込めて
しまいました。でじまくんと一緒に、館内に貼られている５枚のポスターからおまがり～ずを助け出そう！
…というストーリーのゲームでした。
３館合計の参加人数は184名、ゲームにクリアできたのは100名でした。
ゲームに参加してくれた皆さん、ありがとうございました!

実際の問題にチャレンジ！ ＜共通問題より＞
＜問題＞
国立情報学研究所が提供している「日本の論文を探すツー
ル」は次のうちどれでしょう。
＜選択肢＞
１．国立国会図書館サーチ
２．CiNii Articles
３．長崎県内公共図書館等横断検索サービス

ポスターに閉じ込められたおまがり〜ず。
彼らを助けるのが今回のミッションでした。
写真はスタッフが黒板に手書きしたもの。
ひめ課長
実際の問題にチャレンジ！ ＜医学分館オリジナル＞

でじまくん

＜問題＞
日本の近代西洋医学の父と称される、ポンペ・ファン・メールデ
ルフォールトが残した言葉はどれか。
＜選択肢＞
１．おのれ上手と思わば、下手となるの兆しと知るべし
２．医者は生活の安定を約束していた。しかし、僕は画が描きたかったのだ
３．医師は自分自身のものではなく病める人のものである

実際の問題にチャレンジ！ ＜経済学部分館オリジナル＞
＜問題＞
ISBN（International Standard Book Number：国際標準図書番号）
とは、図書を特定するために付与される世界共通の13桁の番号だ。
次の問題を解き、ISBNを完成させなさい。
＜ヒント＞

＋

３●９

国勢調査

３５▲

航空運送

■▲７

ＩＳＢＮ：９７▲４●●１■▲■●▲Ａ

３．医師は自分自身のものではなく病める人のものである

ISBN ：978422168628A（※架空の番号です）
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進分類法」の番号で分類さ
れているよ。
例えば、
日本史なら「２１０」、

一番人気は、問題のヒントともなった
「朋百(ポンペ)しおり」です。

図書館の図書は、「日本十

憲法なら「３２３」です。

答え：２．CiNii Articles

医学分館では、オリジナルしおりを作成 。

国際法

topics
企画展示
テーマを決めて図書を紹介する展示コーナーを各館に設置しています。
したり、就職活動の時期には就活の本の展示をしています。

新生活応援

変な生き物

写真発祥の地の原風景
長崎

ひとやすみ文庫

各館の蔵書の特徴を生かした資料を展示

なりたい
「じぶん」に，なる！

長崎LOVERS

2018年7月には、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界文化遺産登録を記念して、全館で関連図書
を展示しました。

中央図書館

医学分館

経済学部分館

これからも学生の皆さんに手にとっていただけるようなテーマの展示をしていきます。
思いがけない本と出会える各館の展示コーナーに是非お立ち寄りください。
※ 展示コーナーの図書は貸出できます。

本学教員著作/本学関係資料
所蔵館

図書ID

鈴木 章能 教授 ［教育学部］
比較から世界文学へ / 張隆溪著 ; 鈴木章能訳
水声社 , 2018.9

中央

1603516

中央

1603501

中央

1603250

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
エイズ対策研究事業（平成29年度 総括・分担
研究報告書） / 江口晋研究代表者 , 2018.3

2153034

中央
医学

1603243
2153388

中央

1844920

医学
経済

2807594
3510881

ダイバーシティ推進センター事業報告書（平成
29年度） / 長崎大学ダイバーシティ推進セン
ター , 2018

中央

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
ティ推進センター , 2018.3

中央

1602450

中央

1603502
2153413

病院長戯言日誌 / 増﨑英明［著］ 図書出版木
星舎 , 2018.3

Journal for peace and nuclear disarmament
volume1 Issue1 / Taylor & Francis , 2018.5
ダイバーシティ推進センター

経済

3184897

中央

1602447

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
代表者 , 2018.3

医学

Zic Family : Evolution, Development and
Disease / Jun, Aruga, editor Springer , 2018

長崎大学核兵器廃絶研究センター

森保 洋 教授 ［経済学部］
ネット配信の進展と放送メディア / 日本民間放
送連盟・研究所編 学文社 , 2018.7

図書ID

増﨑 英明 教授 ［長崎大学病院長］

野上 建紀 教授 ［多文化社会学部］
アジア・太平洋海域における有田焼交易ネット
ワークの考古学的研究 / 野上 建紀［著］ ，
2017.3

所蔵館
有賀 純 教授 [医歯薬学総合研究科]

畑中 大路 准教授 ［教育学部］
学校組織におけるミドル・アップダウン・マネジメ
ント : アイデアはいかにして生み出されるか /
畑中大路著 ハーベスト社 , 2018.8

（2018年5月～10月 ご恵贈分）

相川 忠臣 名誉教授 ［医学部］
中央

1602448

天然痘との闘い : 九州の種痘 / 青木歳幸, 大
島明秀, W・ミヒェル編 岩田書院 , 2018.6

医学
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informa on
経済学部分館に
飲食可能エリアを設置
経済学部分館内３か所に食事可能なスペース
を設置しました。
◆

１階 閲覧席

◆

２階 第2書庫前の座席

◆

２階 グループ学習室前のソファ

「長崎大学CHODAI古本募金」
募集中！
古本募金とは、不要になった本を古書店に買い取っ
てもらい、その買取金額が長崎大学に寄付される
システムです。
ご家庭等で眠っている本、CD、DVDが、長崎大学附
属図書館の本や施設の充実のために生まれ変わり
ます。

2018年10月末までに、8,824冊 276,145円のご寄付を
いただきました。有難うございました。

マナーを守って利用してください。

コーヒーの移動販売車が
中央図書館前に登場
中央図書館前にコーヒーの移動販売車が来て
います。専門店の淹れたてコーヒーはいかが
ですか？
営業時間 月・水・金 9：00～16：00
マイボトルなどの密閉できる容器は館内へ
の持ち込みができます。

＜募金方法＞ 下記の2通りあります
1. 図書館内の回収ボックスに投函
2. 提携業者に電話またはWebで回収を依頼
（5冊以上で送料無料。
宅配業者が集荷に伺います）
＜買い取れる資料＞
ISBN（978等で始まる国際標準図書番号）が
付いている図書、CD、DVD
卒業、就職等で不要になった本がございまし
たら、ぜひ寄付をお願いします。
皆さんの寄付が、長崎大学の学生の教育を支
えます！
古本募金ホームページ
http://www.furuhon-bokin.jp/nagasaki-u/

開催中の展示のご案内や今後の予定、利用申
請書を掲載しています。
学術・文化の展示スペースとして利用を希望
される場合は、中央図書館カウンターに申請
書を添えてお申し込みください。
h p://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/gallery/
▼ＱＲコード

和華蘭の窓

▼

ギャラリーのホームページ
開設

ＱＲコード

今号の表紙
中央図書館玄関前の紅
葉 と Library Lovers’
合同イベントでの各館
クリア第1号の皆さん
です。
中央図書館玄関前は春
には桜、秋には紅葉が美しい写真スポットと
なっています。コーヒーショップの黄色い車
もインスタ映え抜群です。
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