図書館サポーターによる

選書ツアーを開催しました
９月２５日（水）、図書館サポー
ターの初めての活動となる選書ツ
アーを、文教キャンパス生協書籍
部で開催しました。
初代サポーターのお２人は工学
部４年生。上級生の視点から、幅
広いジャンルの本を選んでくれまし
た。選ばれた本は、もうすぐ２階学
生選書コーナーに並びますので、
どうぞお楽しみに！
図書館サポーターとは？
本や図書館が好きで、図書館のサポート活動をしてくれる長大所属の学生さんたちです。
館内でのイベント企画や web を使った広報など、随時活動を開始していく予定です。
学部・サークル以外で友達を作りたい方、図書館に興味のある方のご応募お待ちしてます！
エルビー

申込・お問合せ： 中央図書館カウンター <ssabisu@ l b .nagasaki-u.ac.jp>

図書館開館カレンダー（10～11 月）
※停電のため、中央図書館は 10 月 26 日（土）休館
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九州地区大学図書館共同イベント

Library Lovers' キャンペーン 2013
2013.10.21(月) － 11.17(日)
「図書館をもっと身近に！」が合言葉のキャンペーンに、長大図書館は今年も参加します。

参加大学合同企画

参加大学の教員や学生の皆さんから、おすすめの本（映画・音
楽も OK）のコメントを募集し、教員からのコメントを芋の葉（栄養分）
に、学生からのコメントを芋に見立てて、立派な芋畑に成長させて
いくという企画です。
各参加大学の畑で育てた芋（コメント）を共有することで、新たな
知識を収穫できます。また、投稿しない人も「いいね！」シールを気

公式キャラクター
いーもくん

に入った芋に貼って参加できます。

長大独自企画
長大ではこんな企画も考えています！
不要になった私物
の図書を集め、館

学 生の皆 さんに 、
図書館に置く本を
書店に行って選ん
でいただきます。

学生希望図書の

内に設置したブック

通常枠とは別に

トラックに並べて、

特別枠を設けて、

使いたい学生さん

リクエストを受け

に無償で持って帰

付けます。

っていただきます。

合同企画「収穫の秋 読書の芋。」では、学生のみなさんのおすすめだけでなく先生のお
すすめも知ることができます。また、本だけでなく映画や音楽へのコメントも募集します。どう
ぞ思いのたけを綴ってみてください。
独自企画では、初の試みとしてブックトラック古本市を開催！読まなくなった本に新たな出
会いをあげませんか。ご参加お待ちしています。

http://librarylovers2013.blog.fc2.com/
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医学分館ニュース

新着図書（教員推薦）
みえる人体 : 構造・機能・病態 / Steve Parker 著 ; 佐藤達夫, 松尾理監訳. -- 南江堂, 2009
イラストレイテッド神経科学 / Richard A. Harvey [ほか編] ; 伊佐正 [ほか訳]. -- 丸善出版, 2013.
シネマサイキアトリー : 映画からみる精神医学 / Danny Wedding ほか著. -- 中外医学社, 2012.5
根尖病変 : 治癒へ向けた戦略を究める / 木ノ本喜史編著. -- ヒョーロン・パブリッシャーズ, 2013
実践例から学ぶ歯周外科手術の組み立てかた / 伊藤公一[監修] -- クインテッセンス出版株式会社, 2013

知の逆転 / ジャレド・ダイアモンド [ほか述] ; 吉成真由美インタビュー・編. -- NHK 出版, 2012
東大闘争から地域医療へ : 志の持続を求めて / 三浦聡雄, 増子忠道. -- 勁草書房, 1995
思想としての医学 : ライフサイエンスの光と影 / 川上武, 増子忠道編著. -- 青木書店, 1979
Fundamental immunology / editor, William E. Paul. -- 7th ed. -- Wolters Kluwer Health : Lippincott Williams
& Wilkins, c2013

現在、医学分館は改修中のためポンペ会館１階の臨時図書室でサービスを実施しています。

経済学部分館ニュース
「ニュースを考える」今回は東京オリンピック
階段踊り場に設置している「ニュースを
考える」ボード。今回のテーマは 2020 年
に開催が決定した東京オリンピック！
「東京オリンピック開催における経済効
果は何？」自由なご意見お待ちしています。
また、
「応援に行きたい競技」シール投票も
行っています。
経済学部の方はもとより、他学部の方も
是非、書き込みに来てください。

特設コーナーで「おもてなし力 向上！」
特設コーナーの展示も新しくなりまし
た。こちらでは、今改めて注目の『おもて
なし力』を向上させるため、「立ち振る舞
い」
「話し方」の 2 つに沿った図書を展示
しています。
きっと就活にも役立つおもてなし力、ま
ずは本を読むことから始めてみませんか。
ご利用お待ちしています。
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データベース講習会
（ 坂 本 地 区 ） 会場： 医学部 CBT 室

Journal of Citation Reports 説明会
EndNote BASIC 講習会

10 月 25 日（金）16:10-16:30
10 月 25 日（金）16:40-17:50

詳細・申込はこちらから→ http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/seminar/jcr_enb.html

中央図書館展示
「初公表 玉木文化センター所蔵 玉木鶴亭の絵画品－旧官立長崎師範
学校図画教育に関わる資料を中心として」
江戸時代後期に唐人船宿町筆者掛、明治時代初期に旧官立長崎師範学校の図画
教員を努めた玉木鶴亭（1804-1879）の教育資料及び西洋絵画品等を展示します。

展示期間： 平成 25 年 10 月 19 日（土）～平成 25 年 10 月 27 日（日）
場
所： 1 階ギャラリー

第 31 回企画展示 「東日本大震災関連図書」
日本周辺における観測史上最大の地震に伴っ
て発生した東日本大震災発生から約 2 年半が経
過しました。未曾有の震災を風化させないために、
今回の展示では東日本大震災に関連した内容の
図書を展示します。
3.11 地震や津波での被害状況、原発事故による
放射能汚染の恐怖、震災発生直後から始まったボ
ランティア活動、災害時の危機管理等、様々な図書
を取り揃えています。

展示期間： 平成 25 年 10 月 1 日（火）～
場
所： 2 階閲覧室 展示コーナー

今年の Library Lovers は「読書の芋」
。
秋は芋に限らず野菜や果物が美味しい季節
です。美味しいものを食べるとしあわせな
気持ちになりますよね。でも、食べ過ぎに
はご注意を。

(MAT)
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