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附 属 図 書 館 

予習用として見てもらう動画を作成したい、授業の様子を収録し次回の授業で使いたい、といった要望に応

えるため動画作成用のシステムを用意しました。講義収録システムは、以下の三点から構成されます。 

※中央図書館サービスデスクまでお申込みください。初めて利用される方には、機器の使い方等について

事前に説明します。また、各機器等の使い方を説明した簡単なマニュアルを用意しています。 

 中央図書館研修室が収録室となります。他の場所

での収録はできません。 

 【設備】 

  座席（28席）、演台、ホワイトボード（2 

  台）、プロジェクタ 

  ※プロジェクタのみ申込が必要  

 マイクの電源を入れ、レコーダーの録画ボタンを押すだけで撮影が始

められます。 

カメラは天井に備え付けてあり、アングルの変更等は、リモコンを使

い操作します。また、マイクは、講師用、受講者用と2台あり、受講者用

は高感度のため遠くの声も拾えます。 

【機材】 

 カメラ、マイク（講師用、受講者用各一台）、モニタ、ブルーレイ 

 ディスクレコーダー 

 編集用ノートPC（動画編集ソフト：Adobe Premiere  Ele-

ments14）を利用して、不要なシーンの削除、PCでの再生が可能

なファイル形式への変換、ファイルサイズの削減などができます。 

編集したファイルはご自身のUSBメモリ等でお持ち帰りくださ

い。図書館では保存しません。 
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対象 

本学教職員、名誉教授 

非常勤講師 

時間 

平日の開館時間中（た

だし、17時までに利

用を開始すること） 

申込期限 

利用日前日まで 

お問い合わせ 
人的支援担当

（3275） 

libjin@jimu.akita-

u.ac.jp  

利用条件 
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レコーダー 



 

 他大学の図書館の資料や設備を利用できることはご存じで

しょうか？ 

 実は秋田県内の多くの大学図書館が他大学の学生・教職員

の入館を受け入れています。このことがあまり知られていな

いようですので昨年に引き続き周知のためのキャンペーンを

行います。 

 キャンペーンでは、各館の利用条件等をまとめたHPの公

開、パンフレットの配布、蔵書交換展示を行っています。興

味を持たれた図書館がありましたら是非ご訪問ください。 
 

※開館時間等に変更がある場合がありますので事前に各館の  

 HPを確認してからご訪問ください。 

※キャンペーン終了後も図書館の利用は可能です。 

 

  1月 2月 

中央図書館 秋田県立大学 日本赤十字秋田看護大学 

医学図書館 聖園学園短期大学 国際教養大学 

■特別利用カードの返却について 
 特別利用カードをお持ちの学生・教職員のみなさん、秋田大学を離れる前に、特別利用カードは必ずサー

ビスデスクまでご返却ください。 

※特に医学部のみなさんは、国家試験出発前に必ずご返却ください。毎年特別利用カードを未返却のまま国

家試験に出発し、卒業式まで秋田に戻らない方が多いため、ご協力をお願いいたします。  

図書・雑誌、特別利用カードは  

■図書・雑誌の返却について 

 卒業を控えた学生のみなさん、 

卒業研究等で利用した図書・雑誌の返却をお忘れ

ではないですか？忙しくて図書館開館時間中に返却

しに行けないという場合は、ブックポストをご利用

いただけますので、返却期限日までに忘れずにご返

却をお願いいたします。 

 

退職を控えた教職員のみなさん、   

研究図書・雑誌をご返却の際は、保管場所を確保

する必要がありますので、事前に図書館までご連絡

くださると助かります。職員が対応いたしますの

で、8:30～17:00の時間帯にお越しください。図書

館購入図書・雑誌の返却は通常の返却となりますの

で、閉館時はブックポストをご利用いただけます。 

 もし図書や特別利用カードを紛失してしまった場合は、サービスデスクまでお申し出ください。 

～図書・特別利用カード返却のお願い～  

キャンペーン特設HPはこちら！ http://www.lib.akita-u.ac.jp/contents6/kyodo/index.html 

秋田県6大学図書館 

共同利用周知キャンペーンを実施中です  

今後の展示スケジュール 

平成29年2月28日（火）までにご返却願います 

聖園学園短期大学･国際教養大学･秋田県立大学 

日本赤十字秋田看護大学･秋田大学（中央図書館･医学図書館） 【 】 

http://www.lib.akita-u.ac.jp/contents6/kyodo/index.html


 11月10日（木）に恒例の「本のリユース市」を中央図書館コ

モンズで開催しました。 

 重複等の理由により図書館で除籍した本や蔵書にできなかった

寄贈本等、あわせて約5,700冊を一同に並べ、読みたいと思った

方にお譲りするというものです。 

 今年で4回目となる「本のリユース市」。この日を楽しみに

待っていたという声も聞きました。これまでで最も多い479名の

方が来場し、1,740冊の本が新たな持ち主の元へ引き取られまし

た。 

 図書館で不用と判断した本を有効活用してもらうための企画で

すので、必ずしも期待している本があるとは限りませんが、普段

は目にしないジャンルの本や今は流通していない古い本など、新

たな本との出会いの場ともなっています。  

本 の リ ユ ー ス 市 を 
開催しました 

 深味家から寄贈された全58タイトルのうち、秋田医学校印や教諭の印があるものなど、医学校の講義で使

用された形跡のあるもの９点を展示しています。当時の医学生の息吹を、この機会に是非感じてみてくださ

い。（H29.2.28まで） 

 また、一部電子公開されている資料もありますので併せてご紹介します。 

 書 名 著 編 者 名 出 版 年 *電子公開 

七新薬 司馬凌海著 文久2(1862) 東邦 

薬舗心得草 太田雄寧著 明治9(1876) 国会 

撒善篤繃帯式 サルゼント著、横井信之訳 明治5(1872)   

日講記聞 産科論 エルメレンス述、高橋正純訳 明治8(1875)   

産科摘要 ヘンリーハルツホールン編、小林義直訳 明治6(1873) 国会 

解剖攬要 田口和美著 明治10(1877) 国会 

内科簡明 クンツェ撰、林洞海,石川櫻所,石黒忠悳訳 明治9(1876) 東邦 

内科提綱 シェミット撰、佐々木東洋補訳 明治9(1876) 国会 

外科通論 ビルロート著、佐藤進述 明治13(1880) 東邦 

明治の医学生が使った教科書 
                                     （「深味家文庫」より） 

 

*東邦大学額田文庫デジタルコレクション http://www.archives.toho-u.ac.jp/nukada_bunko/index.html 

*国立国会図書館デジタルコレクション   http://dl.ndl.go.jp/  

「内科簡明」 

ドイツのクンツェが著し

た内科書を訳したもの。

朱 で 書 き 込 み さ れ て い

る。 

医学図書館1Fコモンズにて開催中！ 

○深味家文庫とは 
 明治初期に秋田の医学界で活躍した深味春三の旧蔵書を中心とする当時の医学書群で、深味家から医学図

書館へ寄贈された。貴重書として、通常は保存環境に優れた中央図書館保存書庫で管理している。 
 

○深味春三について  

1851（嘉永四）年～1921（大正十）年 能代出身 

 医師北島貞元の四男として生まれ、始め秋田城下にて漢医学、維新後に西洋医学を学ぶ。秋田の西洋医学

黎明期に活躍し、明治二十七年から7期連続で秋田市医会長を務めた。墓所は秋田市の天徳寺。 

「日講記聞 産科論」 

オランダ人医師エルメ

レンスの産婆への授業

を訳したもの。産婆向

けに、漢字にはルビが

ふられている。 

http://www.archives.toho-u.ac.jp/nukada_bunko/index.html
http://dl.ndl.go.jp/


学生選書ツアーで購入した本を展示中です！ 

新年あけましておめでとうございます。 

2017年第一弾のLibrary Newsはいかがだったで

しょうか。 

昨年は新しい試みとして、実際に書店に行って本を

選ぶ「学生選書ツアー」を開催しました。選書した学

生さんたちが作った本の紹介POPは中央図書館にて展

示中です。思わず本を手に取りたくなるような力作揃

いですので、ぜひご覧ください。 

今年もますます皆さんに利用していただけるような

図書館作りに努めて参ります。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 
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編 集 後 記 

リポジトリのコンテンツ登録を一時停止しています リポジトリのコンテンツ登録を一時停止しています 

 リポジトリサーバの移転に伴い、リポジトリへのコンテンツ登録を停止中です。停止

期間中は、リポジトリサイトの閲覧やPDFのダウンロードのみ可能です。新リポジトリ

サイトの公開・登録再開は今年の3月末を予定しております。 

 秋田大学中央図書館では、図書館長との懇談会を開催します。ふるってご参加いただき、こんな本があっ

たらいいのに･･･、こんな施設を学習で利用したい！など、図書館への意見・要望をお伝えください。  

学生と図書館長との懇談会の参加者を募集しています  学生と図書館長との懇談会の参加者を募集しています  

学生選書ツアーで購入した本を展示中です！ 

11月18日（金）に、ジュンク堂書店秋田店において学生5名参加の選書ツ

アーを実施しました。 

各自がテーマを設定し、直接本を手に取って内容を吟味しながら、2時間をか

けて選書しました。予算に制限がある中で、真剣に取り組み、合計105冊を選書

していただきました。 

現在、中央図書館1階で、選書した本と学生手書きの本の紹介POPを展示して

います。オリジナリティーあふれる紹介POPとともに、学生がどのような本を選

んだのかを是非ご覧ください。（展示は1月末までの予定） 

☆選書ツアーは終了しましたが、学生選書員は募集中です。詳しくは下記URLでご確認ください。 

 http://www.lib.akita-u.ac.jp/contents0/file0/gakusei-sensho-h28.pdf 

 紹介POP付！ 

医学科後援会寄贈図書コーナーを新設しました！ 医学科後援会寄贈図書コーナーを新設しました！ 

  医学科後援会より、国試問題集やみえるシリーズなど人気の図書が寄贈され、医学図

書館1Fコモンズにコーナーを新設しました。貸出もできますのでどうぞご利用くださ

い。 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

 [日時]2月中旬（予定）   
[会場]秋田大学中央図書館 研修室  

[対象]国際資源学部、教育文化学部、理工学部の学生 

[詳しくは･･･]掲示される館内ポスターをご覧ください 

お問い合わせ 

図書館 人的支援担当 

Tel 018-889-3275 

e-mail libjin@jimu.akita-u.ac.jp  

http://www.lib.akita-u.ac.jp/contents0/file0/gakusei-sensho-h28.pdf

