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dマガジン for BIZ 

本学教員著作・本学関係資料 
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図書館がもっと好きになる！ 
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長崎県大学図書館協議会合同キャンペーン  2021.10.25～11.30 

  

Library Lovers’ Nagasaki 2021 
 長崎県内の大学図書館が、毎秋共同開催している「Library Lovers' Nagasaki」。6年目の2021年は、昨年に引き続き

各大学で独自のイベントを開催しました。 長崎大学では、10月25日～11月30日の期間に、附属図書館全館で以下の

イベントを実施しました。 

   おすすめの1冊学生コンテスト 10/25(月)～11/30(火)  

附属図書館SNSをフォローして、おすすめの本について紹介した

コメントを 「#長大おすすめの1冊学生コンテスト」のハッシュタグ付

きで投稿してもらい、21名の投稿者全員に参加賞をお渡ししまし

た。また、期間中にSNSへの「いいね」や館内で本を読みたくなっ

たコメントへ投票してもらいました。投票総数は754票にのぼり、上

位5名にフクロウ館長賞として図書カードを贈呈しました。 

公式ブログ： http://libraryloversnagasaki.blog.jp/ 

全館 

 ①おすすめの1冊学生コンテスト（10/25～11/30） 

 ②オンライン選書ツアー（10/25～11/12） 

   参加者50名, 186冊購入 

中央図書館 10/25～11/30 

  ＃おすすめのクイズ（クロスワードパズル） 

医学分館 11/4～11/30 

  でじまくんからのSOS！（クイズゲーム） 

経済学部分館 10/25～11/30 

  長崎学クイズラリー 

12/6表彰式。 

受賞者のみなさんと

浜田附属図書館長。 

 5年ぶり♪お菓子の景品 

    チョコマシュマロ 

参加賞 
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医学分館 

  

   でじまくんからのSOS！(クイズゲーム） 

医学分館では「でじまくんからのSOS！」と題し、オリジナルのクイズゲームを開

催しました。でじまくんが探そうとしていた本のタイトルを解読するゲームで、10

名がクリアしてくれました。授業の合間に、ゲームを楽しみつつ図書館も探索し

てもらえたようです。 

Q 家にいる時に借りている本の返却期限が今日までと気づきました。 

一番早い延長方法はどれニャ？  

⇒答え：Webサービス「MyLibrary」で自分で延長  
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経済学部分館 

   長崎学クイズラリー 

経済学部分館では「長崎学クイズラリー」を開催しました。参加者は15名、 

そのうち全問正解者は6名でした。 

リニューアルした図書館内を探検しながら、貴重な資料に遭遇することも 

できるイベントでした。 

長崎学クイズラリーの参加賞は、「長崎学」色の強い、特製しおりでした。 

 
「〇〇〇〇〇は著作『ＮＩＰＰＯＮ』などで知られる、オランダ商館医と

して出島を訪れたドイツ人の医師である」  

雑誌「〇〇〇〇〇記念館鳴滝紀要」の最新号のある棚を開ける

と、中に次の問題があるよ 

⇒答え：シーボルト 

中央図書館 
   ＃おすすめのクイズ（クロスワードパズル） 

Q 

クイズゲームの答え： こちょうのゆめ 

  でじまくんが探していた本は、「胡蝶の夢」（こちょうのゆめ）でした。�

中央図書館では「#おすすめのク

イズ」というクロスワードパズルを

作成しました。パズルを解いて、

答えをカウンタースタッフに伝える

と参加賞ゲット。25名がクリアして

くれました。ちょっと難しかったけ

ど楽しかった、という感想もいただ

きました！ 
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    ｄマガジン for Bizで 

話題の雑誌が読み放題！ 
 

中央図書館１階で、dマガジン for Biz が利用で

きるようになりました。 

 

お手持ちのスマートフォンやタブレットに「ｄマガ

ジン」アプリをダウンロードすれば、指定のエリ

ア内で、人気雑誌500誌以上、バックナンバー

（最大過去1年分）を合わせると2,000冊以上が

読み放題で利用可能です。 

＊利用可能エリア＊ 

中央図書館 １階 ギャラリー・ラーニングコモンズ 

［ご利用方法］ 

ｄマガジンのアプリを、自分

のスマホ・タブレットにダウン

ロードする。（初回のみ） 

Wi-Fi 設 定 画 面 を 開 き、

NUNET_05091_LIB_dmaga を

選択し、長大ID・パスワード

を入力する。 

NUNET_05091_LIB_dma に 接

続された状態で、ｄマガジン

アプリを起動させる。 

「「ｄマガジンfor Biz」を利用

（設定確認へ）」を選択すれば

完了。 

最新号に加えて 

バックナンバーも多数収録！ 

読みたい記事が、目次や 

ページ一覧から探せます！ 
期間限定で読める 

ムック本も色々あります！ 
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授業の科学と評価 : 連想調査法を用

いた教え方・学び方 / 新田照夫編著  

大学教育出版, ������ 

海外から見た幕末長州藩 : イギリスか

ら見た下関戦争 / 田口由香著 萩も

のがたり, ������� 

日本華僑社会の歴史と文化 : 地域

の視点から � 曽士才, 王維編著  

明石書店, ������ 

田口 由香 准教授 [教育学部] 

中央 �������������� ������� 

所蔵館 請求記号 図書�� 

中央 ����������� ������� 

所蔵館 請求記号 図書�� 

石川 衣紀 准教授 ［教育学部］ 

理工系の大学基礎化学 � 相樂隆正, 

海野雅司共編著 培風館, ������ 

髙橋 眞司 名誉教授  ［教育学部］ 

医学 ���������� ������� 

所蔵館 請求記号 図書�� 

本学教員著作・本学関係資料（2020年4月～2020年12月 ご恵贈分） 

現代の特別ニーズ教育 / 日本特別

ニーズ教育学会編  文理閣, ������ 

中央 ��������� ������� 

所蔵館 請求記号 図書�� 

相樂 隆正 教授 [工学部] 

王 維 教授 [多文化社会学部] 

中央 ������������� ������� 

所蔵館 請求記号 図書�� 

ニーチェ、知への問い / 仲井幹也著 

幻冬舎 , ������ 

仲井 幹也 元准教授 [経済学部] 

�������からだ探検隊 : 障がい児・者

のための性に関する対人関係教育プ

ログラム / 宮原春美, 南高愛隣会か

らだ探検隊実行委員会著 南高愛隣

会, ������  

中央 ���������� ������� 

所蔵館 請求記号 図書�� 

 ［核兵器廃絶研究センター］ 

中央 ��������Ｎ����� ������� 

所蔵館 請求記号 図書�� 

平和の翼と波を広げる : 現在・過去・

未来 / ���共同研究プロジェクト編  

長崎文献社, ������ 

中央 �������� ������� 

所蔵館 請求記号 図書�� 

核のある世界とこれからを考えるガイ

ドブック / 中村桂子（著） 法律文化

社 , ������ 

中央 

医学 

経済 
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所蔵館 請求記号 図書�� 

中村 桂子 准教授 [核兵器廃絶研究センター] 

中央 

医学 

経済 
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所蔵館 請求記号 図書�� 

宮原 春美 名誉教授 [医学部保健学科] 

新型コロナのエアロゾル感染 上

巻 � 長崎大学バイオハザード予防

研究会著   緑風出版, ������ 

戸田 清 教授 [環境科学部] 

富栄養化海域における水生生物の環

境病理学 : 過酸化脂質含有懸濁物質

の病害作用 / 吉越一馬著 近代科学

社, ������� 

中央 ����������� ������� 

所蔵館 請求記号 図書�� 

新型コロナのエアロゾル感染 下

巻 � 長崎大学バイオハザード予防

研究会著   緑風出版, ������� 

中央 ��������Ｎ����� ������� 

所蔵館 請求記号 図書�� 

戸田 清 教授 [環境科学部] 

吉越 一馬 名誉教授 [水産学部] 
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■春休み長期貸出（中央図書館） 

学部学生の学習に関する相談に大学院生の先輩

が応えるラーニング・サポーター活動。サポーター

の専門に関する質問以外にも、学習の仕方やレ

ポートの書き方、進学の相談にも乗ってくれます。 

1月12日からは「オンライン相談」で実施していま

す。相談の申し込み方法やスケジュールは図書

館Webページで確認してください。 

http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/cent/leaps/ 

・週に2日程度 

・16:00-18:00 

・オンライン相談で 

 実施中！ 

■ラーニング・サポーター活動中 

■『読書通帳 2022』受付中 

図書館で借りた本の記録を、通帳の形式で図書

館が作成して希望者にお渡しします。あなただけ

の読書の記録ですので、思考・勉強の後も見えて

くるはず。この機会にぜひお申し込みください。 

■申込期間： 2022年1月4日（火）～1月31日（月） 

■お渡し期間： 作成完了後～2月28日（月） 

■対象者： 本学の学生・院生・教職員等 

■申込方法： 申込用紙に記入後、図書館 

         カウンターにご提出ください 

■「科学道100冊」展を開催中 

■図書館公式SNSで情報発信中  

場所： 中央図書館1F 
ラーニング・コモンズ 

期間： 2021年11月29日
～2022年6月末（予定） 

展示図書リスト： 

http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/tenji/
tenji_ph2021/ 

「書籍を通じて科学の面白さを届ける」科学道100

冊2021の本を展示しています。本学が2020年から

取り組んでいるプラネタリーヘルス（地球の健康）に

関する本が多数ありますので、ぜひご利用くださ

い。 

2021年のLibrary Lovers’ Nagasakiでは

特製しおりを配布しました。You’ll love 

the  library  more!  はキャンペーン の

キャッチフレーズの英訳です。図書館が

もっと好きになる、そんなイベントをこれ

からも実施したいと思っています。 

貸出期間： 2022年2月9日(水）～3月29日(火） 

返却期限： 2022年4月12日(火） 

対象資料： 中央図書館資料のみ 

       ※医学分館・経済学部分館の資料は 

          対象外です 

＼ 2色からお選びいただけます ／ 

Twitterではイベントや休館のお知らせ、新着図書・

雑誌紹介や、学生ニーズを調査するアンケートも不

定期で行っています。Instagramでは勉強の合間の

息抜きに見てもらえるような、図書館の日常の風景

を投稿しています。ぜひフォローしてくださいね。 

 

@nagasaki_uni_lib @NagasakiUniLib 


