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挫折した。分からないところは二人で知恵を絞ってもやはり分から

再読のすすめ

ないのである。少し先を行く先達、すなわち教師がいることのあり
図書館長

永沼 充

私は本が好きだが購入して本棚に並べるとひと安心するタイプ
である。そして、しばらくしてから読むことが多い。従って読まれない
本もあり、学生諸君には若いうちにたくさん本を読みなさいと言っ
ているが、私自身は決して多読の部類には入らない。欧米に比べ、
日本では書籍を「財産」のように見る傾向が強いように思える。「蔵
書」という言葉にはある種の「知の財産」という響きがあり、そこで
は本の装丁も重要な要素となる。「○○蔵書」と記した大きな角印
を押す人もいる。書籍としては読まれなければ意味がないのだ
が・・。図書館システムの発達した欧米では個人蔵書は少ないので
はないだろうか。地域開放が進む米国の大学図書館では 9 割の図
書館が制限無しに学外者の入館を認め、95%が貸し出しもするそ
うである。そのかわり図書館蔵書の傷みが激しいとも聞く。セキュリ
ティーの問題も考えねばならない。一方では書籍の電子化が進み
図書館の今後のあり方も含めて大きな課題となってゆくであろう。

がたさを実感させられたわけである。
当時読んだ小説の中で最後の一頁が強く印象に残った作品が
あった。その頁には「国家の名において裁いてみよ」と書かれた強
い文言があり覚えている。作者は高橋和巳で、当時彼は全共闘の
象徴的存在に祭り上げられていた作家であるが、39 才の若さでな
くなってしまった。読後 40 年を経過した今、大学３年で受けた感動
を今はどう感じるだろうか。初版本は家が手狭になると共に実家に
送ったきり行方が分からなくなったので、図書館のお世話になった。
当時は一気呵成に読み終えたが今度は時間を掛けてゆっくり読む
ことにした。見落としていた（であろう）行中や行間に込められた作
者の意図を推量しながら最後の一頁まで読み進むと、40 年前と同
じような読後感がよみがえった。その感じ方の肌理（きめ）は 40 年
前と今とでは大分異なるが、若いときの感動は生涯変わらないの
であろう。昔読んで忘れかけている本の再読をお勧めしたい。図書
館はいつでもお手伝いします。

さて、私はいわゆる全共闘世代で大学３年の時はほとんど学校
に行っていない。いわゆるノンポリ学生であって、ロックアウトされ
た大学に時々行っては新聞の印刷を手伝ったりする程度であった。
大学まで２時間近くかけて通学していたので、大学に行かない日
は同じく遠距離通学の友人とシュポルスキーの「原子物理学」と

永沼 充／ながぬま・みつる
こども学部児童教育学科 教授
工学博士

いう分厚い本を読破しようと意気込んだ。が、大学紛争同様これも
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大学時代に読んでおきたい本
看護学科

佐藤 亜月子

先生

作業療法学科

『永遠の 0』

竹嶋 理恵

先生

『壊れた脳 生存する知』

百田尚樹著
講談社
【請求記号：913.6/H99】

山田規畝子著
角川書店(文庫) / 講談社(単行本)
【請求記号：916/Y19】

この本は太平洋戦争の話で、映画化も決まっており多くの人が

病気やケガで脳が損傷すると、記憶力や注意力が落ちる、感情

読んでいるかもしれません。私は通勤時間が長いため、通勤途中に

が抑えられなくなるなど、高次脳機能障害と呼ばれる症状が現れ

本をよく読むのですが、どの本屋でもランキング上位となり、興味を

ることがあります。本書は、三度の脳出血で高次脳機能障害を負っ

もち読んだ本でした。

た筆者の体験談です。医師であり、一児の母親でもある筆者は、

この本は、佐伯健太郎が特攻で死んだ祖父のことを調べ始める

日々の生活を「障害者としての当事者」の視線で記していきます。

ことから始まります。祖父である宮部久蔵は、天才の腕を持つとい

文面は、高次脳機能障害について医学書では知る事のできない事

われながらも、絶対妻子に会えるまで生きて帰ると断言。しかし、終

柄を著すと共に、医療従事者の姿勢を考えさせるものでもあり、医

戦直前に特攻隊に志願。

療職を目指す学生には、是非読んで欲しい一冊です。

この時代に生きるという意味はどのような意味があったのか、生

この本はまた、できるだけ多くの人に読んで欲しいと思います。

きたいと思っていても、自分で生きることを選択できなかった時代。

自分や家族がある日突然病気や怪我で障害を持つことは、決して

命の尊さについて語りかけてくる作品だと思います。帝京科学大学

珍しいことではありません。本書は、障害をもつことが、「実際にど

は命をまなぶ大学です。現代、命は当たり前のように守られている

のようなことなのか」、「何を失い、何が得られるのか」を教えてくれ

時代・・。この本を読んで、「命とは何か」考えてみてはどうでしょう。

ます。重い障害を負いながら諦めない心を持ち続ける筆者の姿勢

あなたのこれからの学習にも大きく影響するのでは？ぜひ、おすす

に励まされる人もいるでしょう。

めしたい本です！

理学療法学科

塚田 絵里子

先生

おふたりの先生がおすすめ！

大変有名な作品なので、すでにご存じかもしれませんが、
ダニエル・キイス作の『アルジャーノンに花束を』をお勧めし
ます。重度の知的障害を持っている主人公が、知能を高める

『アルジャーノンに花束を』
ダニエル・キイス著 早川書房
【請求記号：933/Ke67】

手術の実験対象に選ばれます。物語は本人が作成する経過
報告書の形で進みます。息子の知的障害を受け入れられず、健
常児の妹を「守る」ため、息子を遠ざけようとする母親の姿、主人
公をからかう周囲の人々の姿は、障害受容や未だ残る社会からの
偏見や差別について考えさせられます。また、知能や精神の発達

東京柔道整復学科

二神 弘子

先生

主人公のチャーリィは、いつも笑顔で人の好い青年です。30 歳を
過ぎていますが、知的障害があり 6 歳児程度の知能しかありませ

過程も垣間見ることができ、教育職や医療職を目指している方々に

ん。ところが新しい脳外科手術を受けた結果、IQ は 168 となり知的

は参考になる部分もあると思います。

レベルは天才の域に達します。「頭がよく」なることで、彼と彼を取り

同じ作者でも色の違う『24 人のビリー・ミリガン』も一読をお勧

巻く環境はどのように変化するのでしょうか。

めします。こちらはノンフィクションで、罪を犯した多重人格者に対

話はすべて、主人公チャーリィによる「経過報告」として書かれて

する裁判の過程が、作者の丹念な取材により詳細に描かれていま

います。発想の奇抜さに加え、語り口の面白いこともこの本の特徴

す。どの立場で読むかによって感想は分かれるかもしれませんが、

で、飽きずに読み進めることができると思います。

読み応えのある作品です。

わたしは、現在の専門の勉強をしていた 20 歳の頃に、倫理学の
参考図書として読むチャンスがありました。ちょうど医療や命の尊

『24 人のビリー・ミリガン(上･下）
』
ダニエル・キイス著
早川書房
【請求記号：936/Ke67/1,2】
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厳について学んでいたときですから、科学の可能性への憧れと倫
理的な限界について考えさせられました。そうした体験から、この
キャンパスで「いのち」について科学的に学ぶみなさんに、ぜひ今、
読んでいただきたいと思い推薦いたします。

東京理学療法学科

真先 敏弘

先生

『武士道』

筆者は医療科学部の所属だが、職業人になってからでも読める
医療関係の本はあえて今回は挙げなかった。ここでは学生時代に
読むべき本として、人生についての価値観に関連した内容の本を
お勧めする。人生を有意義に生きていく上で価値観や人生観の形
成が本質的に重要であるのにかかわらず、いったん職業に就くと
忙しくてそういった本を読む暇がなくなるからである。
人生観の形成に役立つ本の一例として迷わず新渡戸稲造を挙
げたい。特に『武士道』はお勧めである。かつてセオドア・ルーズベ
ルトが日露戦争講和で日本の肩を持ったのは、英語で書かれたこ
の本を読んで日本びいきとなったためであるという有名な逸話が
ある。「武士道」と聞くと古くさいと思うかもしれない。しかし「武士
道」の教える心、たとえば正義を尊重する心、敗者や弱者への思い
やり、逆境に耐える忍耐心、こうしたものが現代日本人の精神的な
土壌の中で生き続けている。日本人はすぐれた倫理観を持つ民族
と言われる。その倫理観に「武士道」がいかに大きな影響を与えて
きたかということをこの本を通じてくみとってほしい。それは君たち
が将来働く舞台となる日本社会の精神性を理解する上で大きく役
立つであろう。他にも『人生雑感』『西洋の事情と思想』などの良書
がある。

福田 八重

滝坂 信一

先生

柔軟で開かれた感性と自由な発想
そして論理的な思考を開発するために

新渡戸稲造著 岩波書店
【請求記号：156/N88】

総合教育センター

アニマルサイエンス学科

先生

『ヘルプマン！』
くさか里樹著 講談社
【請求記号：726.1/Ku82/1~3,5~7】

（小 説）
＊ 『嘔吐』 J.P.サルトル 人文書院
＊ 『性的人間』 大江健三郎 新潮文庫
＊ 『人間失格』 太宰治 集英社文庫 / 新潮文庫 / 角川文庫
＊ 『羊をめぐる冒険（上・下）』 村上春樹 角川文庫
『百年の孤独』 G.ガルシア=マルケス 新潮社
（ノン・フィクション）
『宇宙からの帰還』 立花隆 中公文庫
『世界屠畜紀行』 内澤旬子 解放出版社
『テロルの決算』 沢木耕太郎 文春文庫
『遠野物語：付・遠野物語拾遺』 柳田國男 角川文庫
『夜と霧』 V.E.フランクル みすず書房
（専門書）
『共同幻想論』 吉本隆明 角川文庫ソフィア
『知能の誕生』 J.ピアジェ ミネルヴァ書房
『資本論（１）』 K.H.マルクス 岩波文庫
＊ 『ソロモンの指環：動物行動学入門』K.Z.ロレンツ ハヤカワ文庫
『認識と言語の理論（第１部）』 三浦つとむ 誠心書房
＊印のついている作品は、本学図書館でも読むことができます。
所在は OPAC でご確認ください。

柔道整復学科

朝倉 勇人

先生

『トリセツ・カラダ：
カラダ地図を描こう』
海堂尊著 宝島社
【請求記号：491.3/Ka21】

心も身体もいっぱいいっぱいで、自分の許容量を越えている。そ
れでも学んだり、働いたり、活動し続けなければならない。そんな時、

医療従事者を目指す上で、必ず勉強しなければならないのが解

人は、「自分自身の心や身体の状態に『鈍感にならないとやってい

剖学。カラダのしくみを知ることはすべてにおいて重要な土台にな

けない』と自己への感度を鈍化させる。しかし、それは、他者に対し

ります。しかし大半の解剖学参考書は専門性が高く分厚く学生に

ても、鈍感になることを意味する。」¹⁾「教師、理学・作業療法士、柔

よっては取っ付きにくいかもしれません。

道整復師、看護師、動物看護師、動物園・水族館・植物園の職員」

そこで学生に紹介するのが『トリセツ・カラダ：カラダ地図を描こ

など、私たちは、どの仕事を選んでも、「人間(自己や他者)」や「生き

う』です。この本はカラダの取扱説明書みたいな、おおざっぱなこと

るもの」と関わっていく。自己にも他者にも「鈍感」になってはなら

が「ざっくりすべて」わかる本であり、本を読む習慣がなかった学生

ない。「働く」とは、そういうことだ。

や解剖学の入門書として読んでいただきたいです。

くさか里樹の『ヘルプマン！』は、「介護の仕事を目指す！」と高校

次に紹介するのが『臨床のための解剖学』です。この本は図や

3年生の時、決意した男の子の物語だ。彼が飛び込む場所は、高齢

表が多用されています。そして一番の特徴は臨床関連事項、体表

者介護の世界。認知症の人がおもらしをした時、プライドを傷つけ

解剖。医用画像と説明がセットになっているので、リハビリテーショ

ず、行動するには。おもらし自体をしなくて済むように、トイレに一緒

ン医学、外科学、臨床医学などの他の教科で詳細に教えられる内

に行ってもらうには。「そろそろトイレの時間です」そんな風に、いざ

容と統合をしやすいようになっており、早く、深く、正確に知識の整

なわれるのは、その人のプライドを傷つける。人には誇りがある。若

理が進みます。

い彼ら彼女らは、介護の世界で、どのように奮闘し、成長していくの
か。介護の世界は、自己や他者への感度をフルに使う仕事だ。
自分にも、他者にも、繊細さと優しさと、誇りを持って、「働く」大人
になるために…お薦めの本(マンガ)である。
※１）は、看護学の研究者、永井優子先生の言葉をヒントに、構成した。

『臨床のための解剖学』
キース･L･ムーア [ほか] 著
メディカル･サイエンス･インターナショナル

【請求記号：491.1/Mo39】
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生命科学科

東 克己

先生

『祖先の物語：
ドーキンスの生命史(上･下）
』
リチャード・ドーキンス著 小学館
【請求記号：467.5/D47/1,2】

自然環境学科

下岡 ゆき子

先生

『困ってるひと』
大野更紗著
ポプラ社
【請求記号：916/O67】

今から思えば、私はあまり生物学関連の一般向け啓蒙書を読ま

『難病女子による、画期的闘病エンターテイメント』と評されるこ

ない学生でした。活字自体は手当たり次第に読んでいたものの、そ

の本を私がお勧めするのは、医療の現状を知ってもらいたいから

の時々の自分の忙しさにかまけて読書の質についてはお寒い限り

でも、今後、どんな困難にぶち当たっても力強く生きて欲しいからで

でした。研究室に入り、大学院に進学する中で、必然的に読むもの

もありません。この本の根底にあるものが“フィールドワーク”に他

は英語の原著論文、総説中心となり、結果的に一般向け啓蒙書を

ならないからです。

読まずに過ごすことになりました。もちろん、専門分野に関する知識

著者は、ビルマ難民について研究する女子大学院生でした。調

は身につきましたが、今になって振り返ってみると、一般向けの本を

査中に原因不明の難病を発症し、自分自身が医療『難民』になって

もう少し読んでいたら、生き物という存在の見方、難しくいえば生物

しまう。辛い、苦しい、もう嫌だ、もう死のう、という日々の中、突如、お

という存在についての哲学的考察をより深められたのではと思い

尻が半分溶け出してなくなってしまう。それでも自らが置かれた状

ます。

況や周りの人達の反応を客観的に見据え、さらには恋をし、うら若

そうした思いから、後進である皆さんに大学時代に読んでもらい

き乙女で重病人として自立して生きて行く道を模索する。そしてこの

たい本ということで、この本を推薦します。ここで推薦する本は相当

本の出版に漕ぎ着け、大ヒット。ユーモアと知性と力強さに満ちたノ

なボリュームがあり、読み進めるのがかなり大変かと思います。し

ンフィクションエッセイです。もちろん、著者の大野更紗さんは、今も

かし、この本の内容をキチンと理解できるようであれば、あなたは

『絶賛生存中』！是非ご一読を。

大学で学ぶべき生物学をマスターしたといえます。自分の到達度を
知る上でも挑戦してみてはいかがでしょう。

児童教育学科

呂 暁彤

先生

『自閉症スペクトラム児・者の
理解と支援』

こども学科

大須賀 隆子

先生

『とんびのえのぐ：
山の幼児の生活記録』

日本自閉症スペクトラム学会編
教育出版 【請求記号：378/N71】

早川智恵子著, 早川實編
文化書房博文社【請求記号：376.1/H46】

昨今、自閉症を中心に、発達障害に関する情報が多面的、かつ

この本は、1955（昭和 33）年、智恵子という 24 歳の保母が、一

多元的な視野から述べられている。原因不明・一貫性のない障害

かけらのクレヨンもない島根県の寒村において体当たりで取り組

であるため、このような状況になるのも当然であろう。

んだ 1 年間の保育実践記録である。

そんな中、私が出会ったのは日本自閉症スペクトラム学会が編

雪の日は降り積もった雪に顔を押しつけて互いの顔が違うこと

集した『自閉症スペクトラム児・者の理解と支援』一書である。本書

に驚き、浜辺の遠足で拾って来た石ころで造形遊びを楽しみといっ

は、自閉症スペクトラムに対して、世間で議論されている治療・教育

たように、智恵子の創造的な発想と指導と熱意と愛情は、経済的に

の方法からの陳述ではなく、客観的に医療・教育・福祉・心理・アセ

貧しい環境も造形活動にとっては実に豊かであることを示してくれ

スメントの基礎知識から自閉症スペクトラムの特徴が書かれてい

る。汽車に乗ったことがない子どもが智恵子に「汽車の話をしてや

る。自閉症スペクトラムを知ろうとしたら、まずこの本を読んでいた

んちゃい」と言い出す。汽笛の音や煙の様子、線路やトンネルの話

だき、自閉症スペクトラムに関する知識の基盤を固めよう。

をすると、子どもたちの体が動き出し、一本の紐で汽車ごっこが始

昨年、米精神医学会が 19 年ぶりに診断基準「DSM-Ⅳ」を改訂

まる。木炭屑で絵が描けることを知らせると、地面いっぱいに想像

し、第 5 版の「DSM-Ⅴ」として来年 5 月に発行予定である。自閉症

力をたくましくして汽車を描く。翌日、園庭に描いた汽車の絵が雨で

やアスペルガー障害などを包括的に「自閉症スペクトラム障害

すっかり洗い流された時は、子どもたちは空に向かって「汽車は雨

（ASD）」と新たに定義した。WHO（世界保健機関）も同じような動

をのせていったんかあ」と絶叫する。そして「とんびよーい えのぐ

きがあり、2015 年に改訂版を発行する予定である。世界の動向か

もってきて やんちゃーい」と頼むのである。

ら見ても、本書は 2005 年から「自閉症スペクトラム（ASD）」と称す

一人ひとりの子どもの家庭環境や生活ぶり、性格や障がい、興味

るのが大きな意味をもつ。是非目を通してもらいたい。また、世の中

関心に智恵子が寄り添いながら促したり導いたりすることによって、

の自閉症に関する情報をもっと知りたければ、下記の雑誌を勧め

子どもたちは外界の認識を広げ多様な表現を伸ばしていく。今から

たい。

57 年前の実践記録であるが、現行の保育所保育指針や幼稚園教

・『こころの科学』、『そだちの科学』 （ともに日本評論社）
・『実践障害児教育』 （学習研究社）

育要領が、具体的に生き生きと眼前に再現されていくような迫力と
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新鮮さがある。

図書館オンラインサービス

ご存知ですか？「MyLibrary」!!
知っていたら得をする、知らなければ損したままの学生生活・・・
是非、日々の学習に取り込んで、充実したキャンパスライフを送ってください。

便利な機能

2 つの新機能も加わり、いくつもの便利機能が用意されています。
New！

図書館からのお知らせが

大学からの通知メールのアドレスを２つ設定できます。

MyLibrary のトップページに

(大学のアドレスに加え、もう一つは自由に設定でき携帯アドレスも可)

表示されます。

借りている図書、予約している図書の
確認や延長ができます。

文献複写・図書借用の
申込みや確認ができます。

New！
貸出図書の返却日の一日前になると
自動的にメールが届くよう設定できます。

研究・学習分野に関係ある
ウェブサイトを集めた
オリジナルリンク集の作成
ができます。

購入して欲しい本をリクエストする事ができます。
(購入希望申込)

本学ホームページの

利用方法

附属機関 ➡ 帝京科学大学附属図書館 ➡ MyLibrary を click！

【帝京科学大学附属図書館ホームページ】

学内ポータル
「Active Campus」からも
アクセスできます

Click！

MyLibrary
https://www.lib.ntu.ac.jp/mylibrary/
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これは使える！OPAC の新機能
2012 年 8 月に図書館システムが更新され、OPAC（蔵書検索システム）がすっきりと
シンプルに、そして便利になりました。追加された機能を中心に、新 OPAC をご紹介します。

帝京科学大学 OPAC

http://www.lib.ntu.ac.jp/opac/opac_search.cgi

便利な
新機能①

取寄予約
▼ 申込書に記入する手間がかからない

▼ 図書館に来なくても すぐにどこからでも申し込める
6

OPAC から、他キャンパスの資料を取り寄せできる！
他キャンパスの図書取り寄せサービス「キャンパスローン」が、OPAC 画面から行えるようになりました。
ただし館内利用者を優先とさせていただきますので、申し込んだ後に該当資料が貸し出されたときなど、
用意できるまでに時間がかかることがあります。ご了承ください。
【図書詳細表示画面】

Click！
予約

便利な
新機能②

eDDS

ウェブで、他キャンパス所蔵雑誌の複写申込みから受取りまでができる！

▼ 図書館に受取りに行く必要がない

▼ 無料で文献が取寄せられる

▼ タイムラグが少ない

eDDS（Electronic Document Delivery Service）機能が追加されました。これは、学内で所蔵している
雑誌の複写依頼から入手（PDF 閲覧・印刷）までの全てを、ウェブ上で行うサービスです。
【雑誌詳細表示画面】

Click！
eDDS

便利な
新機能③

タブ検索

タブを切り替えることによって、外部のデータベースを検索できる！

O
R
I
A
J

」

s
e
l
c
i
t
r
A
i
i
N
i
C

」

国内の学術雑誌論文を検索

国内の機関リポジトリ公開論文を検索

▼ 全国大学図書館」 国内の大学図書館の所蔵資料を検索

▼

▼

Click！

Click！

Click！

｢全国大学図書館｣の検索結果画面で｢ILL 申込｣ボタンをクリックすると、｢文献複写・図書借用｣の申込
ができます。書名や雑誌名、巻号等の書誌情報が流用入力されるので、文献の申し込みに入力の手間
がかかりません。
【検索結果画面（全国大学図書館）】

Click！
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CINAHL 導入のお知らせ

http://search.ebscohost.com/

看護学科の開設に合わせ、データベース CINAHL を 2012

◆特 徴

年４月に導入しました。

① 看護分野での索引付けは MEDLINE(医学・薬学・看護学・
歯学のデータベース)よりも多彩です。

◆CINAHL（シナール）とは
看護関係の外国語論文を探す検索システムです。

② 多彩な検索と絞り込みにより、膨大な情報の中から欲しい
情報への到達が容易です。さらに、看護系以外の分野のデ
ータベースと併せて検索ができます。

◆情報収録分野

③ 文献には、PDF(1995 年以降)で全文が読めるものもあり
ます（約 60 誌）。

全米看護連盟・米国看護協会が発行する全ての看護系雑誌、

④ データベースは毎週更新されます。

CINAHL は、看護及び健康関連の包括的文献データベース。

出版物、学位論文、ガイドライン、図書概要、統計資料、AV 資
料、他を収録。約 3000 誌の雑誌論文は、1981 年まで遡っ

◆利用方法

て収録しています。

学内 LAN に接続されたパソコンであれば、どこからでも利用
可能です。上記 URL もしくは、
｢図書館ホームページ｣ ➡ ｢情報探索｣バナー
➡ ｢雑誌論文を探す・入手する｣ ➡ ｢CINAHL｣
よりご利用ください。
同時に 4 名までアクセスできます。

比例する

思いやり ∝ 快適利用

図書館利用の心得

気持ちよく利用できる図書館とは、どんな環境にあるので
しょうか？ 集団になってしまうと、ルールやマナーが守れな
くなってしまう学生が少なくないように思えます。そこで、改
めて図書館からお願いしたいことを取り上げてみました。
図書館で
○ 学習しやすい環境を保てるよう心配りをしましょう。特に、
話し声に注意しましょう。
○ 密閉できる入れ物に入った飲み物のみ、持ち込むことが
できます。

資料を借りたとき
○ 資料の又貸しは厳禁。トラブルのもとです。
○ 借りた資料を延滞した場合、延滞した日数分貸出停止にな
ります。延滞者には、掲示・メール・電話等での督促がなさ
れます。やむを得ない理由がある場合には、連絡をしてく
ださい。
○ 資料を紛失・破損をした場合は、直ちに図書館へ届けてく
ださい。原則として弁償していただきます。
利用しやすい図書館にするためのご協力をお願い致します。

○ 携帯電話はマナーモードに設定し、通話は館外でお願い
します。
○ 荷物による席取りはご遠慮ください。
○ 忘れ物が目立ちます。席を立つときには確認をしましょ
う。
○ 貴重品は必ず身につけておきましょう。

帝京科学大学附属図書館
[千住図書館]

東京都足立区千住桜木 2-2-1 TEL 03-6910-3705 FAX 03-6910-3801

[上野原図書館] 山梨県上野原市八ッ沢 2525 TEL 0554-63-6914 FAX 0554-63-4432
[山梨市図書館] 山梨県山梨市上神内川 1150-1 TEL 0553-23-2022 FAX 0553-23-0455
e-mail: library@ntu.ac.jp
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http://www.ntu.ac.jp/library/
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