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ようこそ、

長崎大学附属図書館へ！
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

長崎大学には3つのキャンパスがあり、それぞれに附属図書館があります。

ここでは、文教キャンパスにある中央図書館をご紹介します。

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。

学生証を忘れた場合は、カウンターへ申し出

てください。

入館方法

図書の貸出・返却や施設利用申込を受け付けています。

図書館の利用でわからないことがあったら、お気軽に

お尋ねください。

１F：カウンター

「学生同士が教え学びあう場所を図書館に」と

いうコンセプトで設置されたスペースです。

会話がOKなので、グループワークやプレゼン

練習に最適。机や椅子は好きな形に動かすこと

ができるので、少人数から大人数まで対応して

います。

１F：ラーニングコモンズ

予約制の学習スペースです。

3名以上で、最大90分間利用することができま

す。ホワイトボード等を備えており、グループ学

習やプレゼンの練習等に利用することが可能で

す。予約はWebからできます。

１F：グループ学習室

貸出可能な図書が並ぶ閲覧室です。

レポート作成、就職・資格関連、語学学習などの

コーナーも充実しています。

２F：図書閲覧室

必携パソコンのトラブルや利用方法のご相談を、

専任のスタッフが受け付けています。

１F：ICTサポートカウンター

図書書庫
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図書書庫
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３F

３階はサイレントルーム！

郷土資料

辞書・事典など調べものをする図書が並んでいま

す。長崎関連の図書や雑誌がある郷土資料コー

ナーもあります。

３F：参考図書・郷土資料コーナー

ICT基盤センター設置のパソコンが40台

あり、開館時間内は自由に利用できま

す。

プリンター兼コピー機から印刷すること

もできます。（有料）

２F：メディアルーム

館内で飲食ができる場所は、別館のライブラ

リーラウンジと2階のテラスです。

ライブラリーラウンジは会話OKのスペースなの

で、グループでの学習にもおすすめです。

医学分館は坂本キャンパスにあり、医
学・歯学・薬学・保健学とその関連分野
の図書や雑誌を中心に所蔵しています。

1階は貸出や各種の相談ができるカウン
ター、飲食ができるリフレッシュルー
ム、会話をしながら学習できるラーニン
グコモンズやグループ学習室がありま
す。

2階は図書と閲覧席が並ぶ静かな学習空
間です。

飲食について（ラウンジ・テラス）

医学分館
経済学部分館は片淵
キャンパスにあり、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語学の本、小説など利用
が多い図書を１階に配置し、２階には静かに学習できる
閲覧室とグループ学習室があります。

なお、2020年度、経済学部分館は建物の改修を予定して
います。

経済学部分館
玄関
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図書館用語集

●OPAC（オーパック、オパック）

図書館の蔵書を検索するシステム。

Online Public Access Catalogの頭文字を

取っている。

長崎大学OPACでは、長崎大学が持ってい

る図書・雑誌・DVDなどがどこにあるの

かを検索することができる。

http://opac.lb.nagasaki-u.ac.jp/opc/

●請求記号

背ラベルに印字されている番号のこと。図書

の内容によって日本十進分類法を元に付けら

れた分類番号で、図書館内では請求記号を手

掛かりに図書を探すことになる。

背ラベルとは、図書の背表紙の下に貼ってあ

る、赤いラベル。図書館の本は、このラベル

の番号順に並んでいる。（上段の番号順→中

段のアルファベット・番号順に並ぶ。）

●自動貸出装置ABC

図書の「貸出」「貸出期間の延長」手続

きをセルフサービスで行える装置。各館

のカウンター付近に設置されている。

「貸出」「延長」には学生証と図書が必

要。中央図書館では「返却」もできる。

付録あり資料、

他館資料、返却期限を

過ぎた資料などは

取り扱いができないので、

カウンターへ

← 分類番号

← 著者記号

← 図書ID

請求記号

書店で直接「図書館において

ほしい本」を選書することが

できる、学生向けの図書館イ

ベント。特定の日に書店に集

まって選書する公募型の「選

書ツアー」と、決められた期

間に書店に行って選書する自

由参加型の「ブックハンティ

ング」がある。

●選書ツアー／ブックハンティング

010.33

Ｎ71

1574330

●学生希望図書リクエスト

「図書館に無いが、おいてほしい図書」

をリクエストすることができる、学生向

けのサービス。W e bの『リクエスト

フォーム』 または紙の『リクエスト用

紙』で申し込みが可能。

http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/nagasaki-u/
gakusei/request/ （アクセスは学内限定）

大学の図書館では何ができる？どうやって使えばいい？そんな疑問にお答えするため、

附属図書館の主なサービスについて、用語集形式でご紹介します！

●電子ブック

パソコンやタブレットで本文を読むことがで

きる、電子化した図書のこと。

図書館で購入した電子ブックは、指定枚数内

での印刷、PDFでのダウンロードや、学外か

らの利用ができる。

（画像はMaruzen eBook Libraryの画面例）

http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/siryo-search/
ebook/

●図書館ガイダンス

図書/雑誌や論文の探し方、データベースの使

い方、図書館のサービス等について、講義形

式や実習形式でわかりやすく紹介するもの。

ガイダンスの申し込みは、カウンターで随時

受付中。個人でもグループでも可。

http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/guidance/
original/

●電子ジャーナル

パソコンやタブレットで本文を読むこと

ができる、電子化した雑誌のこと。

長崎大学で契約している電子ジャーナル

を、図書館電子ジャーナルリンク集から

検索して利用することができる。

http://sfx8.usaco.co.jp/nagasaki/az

●マイライブラリー

自分が借りている図書や予約状況の確認、貸

出期限の延長、グループ学習室の予約、他大

学図書館からの文献取寄依頼などがWeb上で

できる。長大IDでログイン。学外からも利用

可能。

●ラーニングサポーター

院生による学部学生向けの学習支援サービ

ス。先輩から直接レポートの書き方、学習相

談、進路相談、就活相談、図書館利用方法な

どを気軽に教えてもらえる。中央図書館の1階

ラーニングコモンズで、月・水・金の16時～

18時に実施。予約不要。

http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/cent/leaps/
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スタッフのオススメ本

中央図書館

医学分館

経済学部分館

ファクトフルネスとは、データ

や事実に基づき世界を読み解く

習慣のこと。賢い人ほどとらわ

れる10の思い込みから解放され

ると、世界が正しく見えてく

る。情報の溢れる現代に必読の

書です。

Factfulness：10の思い込みを乗り越え、デー
タを基に世界を正しく見る習慣 【図書ID：2154433】

写真家の幡野さんが癌になってから

経験した人間関係の変化や取材した

がん患者さんの話から浮き上がる家

族についての話。読んでいると、

「自分はどう生きたいのか」自然と

考えてしまいます。若い学生の皆さ

んにこそオススメしたい本です。

ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。
【図書ID：2154521】

プログラミングを学んだことで「なんだってでき

る」ことを体感した

女の子二人の、パワ

フルでキュートな体

験 談。共 感 と と も

に、勇気をもらえる

本です！

ガール・コード：プログラミングで世界を変えた女子高生二人
のほんとうのお話 【図書ID：3186425】

大学入学で初めて長崎に来た人

も、昔から住んでいる人も!長崎に

ゆかりのある人物や、名所(キャン

パスから近い場所も！)の紹介がた

くさん。長崎大学が持つ古写真

や、長崎にたくさんいる尾曲がり

猫も載っていますよ。

みそ汁はおかずです 【図書ID：1606503】

切って、煮て、みそを溶くだ

け。簡単だけど、おかずとして

の才能も秘めているみそ汁。

豆腐など定番の具から、トマト

やズッキーニなど意外な食材ま

で、80以上のみそ汁を紹介した

レシピ本です。

苦しかったときの話をしようか：ビジネスマンの父が我が子のた
めに書きためた「働くことの本質」 【図書ID：1608048】

自分の将来や仕事のこと、わからないまま放っておく

のではなく、なぜ、わからないのか。まずはそこか

ら、ゆっくり考えてみませんか。

「考え方」がわかれば、きっと答えにたどり着くこと

ができます。 

「論文って何だ？」

そんな疑問に対する答えから、

実際に書くためのノウハウまで

幅広く解説しています。

本書の主人公である作文ヘタ夫

くんと一緒に、論理的でわかり

やすい論文・レポートを書く技

術を学んでいきましょう！

論文の教室：レポートから卒論まで. 新版
【図書ID：1556188】

文学効能事典: あなたの悩みに効く小説
【図書ID：1597455】

東大教授が教える独学勉強法 【図書ID：1589372】

大学の勉強って何をどうすればいいの？と悩ん

でしまう人も多いのでは。

大学の学びは答えのない問いに自分なりの答え

を見つけること。覚えるよりも考える、なんで

も疑ってみる、試行錯誤を恐れない。

「正しい学び方」を指南してくれる１冊です。

何かあれば

カウンターまで

お尋ねください

長崎を知る77のキーワード. 増訂版
【図書ID：3186223】 ＜学内から＞

図書館「電子ブック」 → 『Maruzen eBook Library』を選択 → 検索・閲覧

＜学外から＞

図書館「電子ブック」 → → 長大IDでログイン

→ 「電子リソースリスト」から『Maruzen eBook Library』を選択→ 検索・閲覧

今回ご紹介している

電子ブックは、いずれも

「Maruzen eBook Library」

から使えますよ！

使ってみんね！電子ブック
※使ってみんね＝長崎弁で「使ってみて！」「使ってみない？」の意

重たくて持ち歩きが

大変な本こそ、

電子ブックがおすすめ！

各館のスタッフが、図書館の本の中から新入生にオススメする本を選びました。

ぜひ、手に取ってみてください。

附属図書館では、電子ブックも多数揃えています。ここでは、極々一部のタイトルをご紹介。

学内・学外を問わず、24時間365日いつでも使えて、規定枚数内ならば印刷やPDFのダウンロードもOK！

良いところが一杯の電子ブックを、ぜひ活用してください♪

電子ブック
の使い方

Off-Campus

坂
本
キ
ャ
ン
パ
ス

向
け
の
タ
イ
ト
ル

片
淵
キ
ャ
ン
パ
ス

向
け
の
タ
イ
ト
ル

新たな生活に新たな悩みはつきもの。

そんなとき、この本を手にとってみませんか？

忙しすぎるとき、意欲がわかないとき、現状に満足で

きないとき、チャンスをつかむのがへたなとき……

この本があなたの悩みに効くクスリになる！（かもし

れない……） 
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