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日本医科大学中央図書館ホームページ→http://libserve.nms.ac.jp/

新入職員・新入生の皆さん
中央図書館では入退館・貸出手続の際に、職員証・学生ネームプレートが必要です。お忘
れになった場合、入退館・貸出が出来ませんので、必ずご持参下さい。
初めて図書館に来館する方は、入り口のインターフォンでお知らせ下さい。カウンターで
利用登録を致します。
なお、職員証が発行されるまでに時間のかかる方は、「中央図書館利用者証」を貸与いた
しますので、係にお申し付け下さい。
図書館利用については、図書館ホームページの学内者利用案内をご覧下さい。
（閲覧係 ex.5249)

「文献検索・貸借オンライン申込」の利用登録について
「文献複写・貸借オンライン申込」の利用登録をされますと、図書館（室）に来館(室)する
ことなく、教室･医局･自宅からインターネットで文献複写の申し込みができます。ぜひご登
録下さい。（詳細: http://libserve.nms.ac.jp/sotai/sotaiindex.htm）
既にご利用の方は、ログイン画面よりご登録内容の変更ができます。ご所属（病院間の異
動、派遣病院からの復帰など）や連絡先の変更がございましたら更新をお願いします。文献
入手がスムースになります。
ログイン画面: https://www.mba-web.jp/habil/nms/nms/login.php4
（相互貸借係 ex.5294）

寄贈雑誌（後編）
2008年のご寄贈ありがとうございました。（敬称略）
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◆ご寄贈下さい
先生方が主催また所属されている学会及び研究会の機関誌を、ぜひご
寄贈下さい。

（雑誌係 内線 5358）

