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鳥取大学附属図書館中央図書館からのお知らせです。

今月の図書館

風紋祭♪

今月のミニ展示：
・貴重資料展示 鳥取新報と百部叢書
・教員著作コーナー出張所

・お料理しましょ

今月の注目：
・Web of Science、Sci Finder 講習会（10/5,10/7）
・図書館で講習会（10/14、10/18）
・１１月にブックハンティング 予告
・コラム 「あなたはたばこ産業のターゲット？」
図書館講習会

①人文・社会科学系の文献検索

講習会を行います！

対象：地域学部３・４年生・院生
10月14日（金）13：00～14：00

②レポートのための資料の
探し方・文献検索（初級）
対象 医学部（保健・生命）１年生
10月18日（火）16：30～17：30
いずれも附属図書館３階多目的ルーム２で

詳細はHPをどうぞ。

Web of Science

SciFinder講習会

＋EndNote Web 講習会

化学分野の代表的なデータベースの講

外国文献データベースWoSの検索、およ
び文献管理ソフトEndNoteの基本に関す
る、トムソン･ロイターの講師による講習で

習会です。化学情報協会の講師による
詳細な内容の講習ですので是非この機
会をご利用下さい！

す。

10月7日（金）

お知らせ

他の人に一歩差をつける文献収集の技

1回目10:30～12:00

１１月にブックハンティング第２弾

術を身につけませんか？

2回目14:45～16:15

１１月１９日（土）にブックハンティング
第２弾を予定しています。今回は、米
子まで出かけて、書店で「図書館に置
きたい本」を選ぶことができます。
詳細は、HP、館内で！

10月5日（水）13:00～14:30

県立図書館
環日本海交流室協力用図書
環日本海交流室より中国語・韓国語
の協力用図書をお借りしています。

総合メディア基盤センター コンピュータ
演習室2

（１回目・２回目とも内容は同じ）
総合メディア基盤センター コンピュータ
演習室2

インターネット講習会 登録が必要です。詳細はトムソン・ロイター社のサイトで。
図書館HP→利用案内→講習会のご案内・配布資料一覧→
Web of Science, EndNote Web版, Impact Factor （トムソン・ロイター社）
日時：10月26日（水）14:00 Web of Science, 15:00 EndNote Web版,
16：00 Impact Factor

１人2冊２週間まで借りられます。
どうぞご利用ください。

貴重資料展示

お願い

自転車の駐輪

図書館正面玄関周りは自転車駐
輪場ではありません。各学部所定

鳥取新報と百部叢書
明治～大正の地方新聞と
宋～清代の中国の典籍
１２月３日～１８日、鳥取県立図書館で行われる

の位置に駐輪をお願い致します。

県内図書館お宝展示の出品物を

また交通の邪魔にならないよう、

一足早くお見せします！

道路への駐輪はご遠慮ください。

鳥取新報 マイクロフィルム化記念 ほか
附属図書館展示ワーキング（内7060）

展示・掲載 募集中
○館内ホールで展示を希望される方は
附属図書館展示ワーキング（内7060）
にお申し出ください。
学生、教職員はもちろん、学外の方でも可能です。
随時、ご相談を受け付けております。
○館内の電子掲示板にお知らせを掲載することが
できます。OfficePowerPointで作成したファイルで
お持ちください。
詳細は 附属図書館資料サービス担当まで。
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今月の図書館

風紋祭♪

９月の新着図書
総

記 （文庫・新書を含む）

スマートフォン時代の法とルール : ツイッター、SNS、動画配信サービス、携帯電話のトラ
ブルと解決策 / 清野正哉著
KINECTセンサープログラミング / 中村薫著
和本への招待 : 日本人と書物の歴史 / 橋口侯之介著
心がぽかぽかするニュース / 日本新聞協会編
宇宙は本当にひとつなのか : 最新宇宙論入門 / 村山斉著
池上彰の宗教がわかれば世界が見える / 池上彰著
弔辞 : 劇的な人生を送る言葉 / 文藝春秋編

ベストセラー図書コーナー

007.3:Sum

ベストセラー図書コーナー
ベストセラー図書コーナー
人間力関係図書コーナー
新書・文庫コーナー
新書・文庫コーナー
新書・文庫コーナー

007.64:Kin
022.31:Wab
049:Kok:(10)
081:BB:B1731
081:BS:814
081:BS:815

新着図書コーナー

141.34:Kod

人間力関係図書コーナー
人間力関係図書コーナー

159.4:Bok
159.4:Nij

人間力関係図書コーナー

159.4:Oma

江戸に学ぶエコ生活術 / アズビー・ブラウン著 ; 幾島幸子訳
麒麟、蹄を研ぐ : 家康・秀忠・家光とその時代 / 高野澄著

人間力関係図書コーナー
新着図書コーナー

210.5:Edo
210.52:Kir

日本人は何を捨ててきたのか : 思想家・鶴見俊輔の肉声 / 鶴見俊輔, 関川夏央著

人間力関係図書コーナー

210.6:Nih

鳥取県まるごと読本 / 鳥取県, 今井出版企画編集

新着図書コーナー

291.72:Tot

人間力関係図書コーナー
ベストセラー図書コーナー

375.314:Kyo
375.32:Kai

ベストセラー図書コーナー

377.15:Aku

人間力関係図書コーナー
ベストセラー図書コーナー
人間力関係図書コーナー

377.9:Gak
377.9:Shu
385.4:Kek

いかにして問題をとくか / G.ポリア著 ; 柿内賢信訳

人間力関係図書コーナー

410.7:Ika

とっておきの数学パズル / ピーター・ウィンクラー著 ; 坂井公, 岩沢宏和, 小副川健訳

ベストセラー図書コーナー

410.79:Tot

哲

学

子どもの頃の思い出は本物か : 記憶に裏切られるとき / カール・サバー著 ; 越智啓太,
雨宮有里, 丹藤克也訳
僕の人生を変えた29通の手紙 / 福島正伸著
いま必ず身につけておきたい20代の「働き方」 / 落合文四郎著
大前研一洞察力の原点 : プロフェッショナルに贈る言葉 : Kenichi Ohmae sayings / 大前
研一著
歴

史

地 理

社会科学

教育的創造 : 生徒と学ぶ人間の探究 / 西秀隆編著
解釈型歴史学習のすすめ : 対話を重視した社会科歴史 / 土屋武志著
アクティブラーニングでなぜ学生が成長するのか : 経済系・工学系の全国大学調査から
みえてきたこと / 河合塾編著
学生と健康 : 若者のためのヘルスリテラシー / 保健管理施設協議会監修
就職力 : 就活は一日二〇〇ページの読書から始めなさい! / 齋藤孝著
結婚式で本当にあった心温まる物語 / 山坂大輔著
自然科学

最適化の数学 / 茨木俊秀著
ベストセラー図書コーナー
量子力学は世界を記述できるか / 佐藤文隆著
ベストセラー図書コーナー
東日本大震災を解き明かす / NHK「サイエンスZERO」取材班 [ほか] 編著
ベストセラー図書コーナー
エッセンシャルキャンベル生物学 / Eric J. Simon, Jane B. Reece, Jean L. Dickey [著] ;
ベストセラー図書コーナー
池内昌彦 [ほか] 訳
うつと不安のマインドフルネス・セルフヘルプブック : 人生を積極的に生きるためのDBT(弁
人間力関係図書コーナー
証法的行動療法)入門 / トーマス・マーラ著 ; 坂本律訳

410.8:Sai
421.3:Ryo
453.212:Hig

社会保障の検証と展望 : 国民皆年金・皆年金制度実現から半世紀 / 厚生労働省編

498.1:Kos:(11)

技

白書・年鑑コーナー

460:Ess
493.764:Uts

術

インフラ被害の全貌 : 大津波から人命と国土を守るための課題 / 日経コンストラクション
ベストセラー図書コーナー
編
覆る建築の常識 / 日経アーキテクチュア編
ベストセラー図書コーナー
「フクシマ」論 : 原子力ムラはなぜ生まれたのか / 開沼博著
ベストセラー図書コーナー
世界一わかりやすい放射能の本当の話 / 別冊宝島編集部編 ; 青山智樹 [ほか] 著

ベストセラー図書コーナー

Life : なんでもない日、おめでとう!のごはん。 : Iijima Nami's homemade taste / 飯島奈美
ベストセラー図書コーナー
料理・スタイリング ; 大江弘之写真
逃避めし / 吉田戦車著
ベストセラー図書コーナー

524.91:Hig
524.91:Hig
539.091:Fuk
539.6:Sek
596:Lif:(03)
596:Toh
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２０１１年１０月号

産

業

ブイヨンの日々。 / 糸井重里著

ベストセラー図書コーナー

645.6:Bui

震災を越え、グローバルな経済的ネットワークの再生強化に向けて / 経済産業省編

白書・年鑑コーナー

678.21:Tsu:(11)

異常な契約 : TPPの仮面を剥ぐ / ジェーン・ケルシー編著 ; 環太平洋経済問題研究会,
ベストセラー図書コーナー
農林中金総合研究所共訳
タクシー運転手「ココだけの話」 / 関順一著
人間力関係図書コーナー
観光白書 / 総理府編

678.3:Ijo
685.5:Tak

白書・年鑑コーナー

689:Kan:(11)

文学男子 / 石川明里 , 南奈実執筆

ベストセラー図書コーナー

902.8:Bun

森見登美彦の京都ぐるぐる案内 / 森見登美彦著
取り返しのつかないものを、取り返すために : 大震災と井上ひさし / 大江健三郎 [ほか]
著
たとへば君 : 四十年の恋歌 / 河野裕子, 永田和宏著
優しい会社 : 時代の大転換期に会社は、人は、どこへ向かえばいいのか / 安達元一原
案
恋する絵画 / 赤川次郎著

ベストセラー図書コーナー

910.268:Mor

ベストセラー図書コーナー

910.268:Tor

ベストセラー図書コーナー

911.168:Tat

ベストセラー図書コーナー

913.6:Ada

ベストセラー図書コーナー

913.6:Aka

音楽の在りて / 萩尾望都著

ベストセラー図書コーナー

913.6:Hag

ここに死体を捨てないでください! / 東川篤哉著

ベストセラー図書コーナー

913.6:Hig

下町ロケット / 池井戸潤著

ベストセラー図書コーナー

913.6:Ike

鉄の骨 / 池井戸潤著

ベストセラー図書コーナー

913.6:Ike

恋愛検定 / 桂望実著

ベストセラー図書コーナー

913.6:Kat

よろずのことに気をつけよ / 川瀬七緒著

ベストセラー図書コーナー

913.6:Kaw

化合 / 今野敏著

ベストセラー図書コーナー

913.6:Kon

厭な小説 : 連作小説 / 京極夏彦著

ベストセラー図書コーナー

913.6:Kyo

伯林星列 / 野阿梓著

新着図書コーナー

913.6:Noa:(01)

ブラック / 山田悠介著

ベストセラー図書コーナー

913.6:Yam

羊どろぼう。 : Sheep thief. / 糸井重里著
嘘みたいな本当の話 : 「日本版」ナショナル・ストーリー・プロジェクト / 内田樹, 高橋源
一郎選
身体で考える。 : 不安な時代を乗り切る知恵 / 内田樹, 成瀬雅春著

ベストセラー図書コーナー

914.6:Ito

ベストセラー図書コーナー

914.6:Uch

人間力関係図書コーナー

914.6:Uch

3行ラブレター : 読む!深イイ話 2

ベストセラー図書コーナー

917:San

文

コラム 「あなたはたばこ産業のターゲット？」
この10月で鳥取キャンパスが全面禁煙になって２周年
になる。数年前、何のアンケートか忘れてしまったが、
「キャンパスを全面禁煙にして学生、教職員の健康を守
る」というようなことを書いて提出したが、まさか実現
するとは思ってもみなかった。おかげでキャンパスを歩
行中もあの不快な煙を吸わされることもなく、非常に快
適な気分である。
たが、一歩学外に出るとたちまち煙害にさらされる。
レストランでは喫煙席、禁煙席と分かれてはいるもの
の、双方の空間が共有されているため、喫煙者の吐き出
した有害な副流煙を否応なく吸わされてしまう。果ては
どうぞご自由に吸ってくださいと言わんばかりに至ると
ころに丁寧に灰皿が置かれているところもある。また、
先月泊まった東京の某ホテルではロビーとカウンターに
煙が充満し、逃げずに逃げられず散々な目に遭った。
このようにまだまだ日本の社会では喫煙者に対しては
寛容で甘い。それに付け込んでアメリカのたばこ会社は
国内や先進国でたばこが売れなくなったので、日本に対
してたばこの売り込みの攻勢をかけている。その標的と

学

なるのが、若者、女性である。
「喫煙は病気 - ニコチン依存症という病気です。」
（2009年10月16日学内禁煙講演会安陪隆明先生より）。
病気にたいしては予防、治療が必要である。賢明な本学の
学生はたばこ産業(ＪＴも含む)の陰謀に陥ることなく、こ
の病気を防ぎ（吸わない）、直して（禁煙）いっていただ
きたい。それが、自分自身のそして周りの人への健康にお
おいに寄与することになるのだから。
（喫煙の害については請求記号498.32に関連図書が配架
されていますので、参照してください。）
※
（※「無煙環境」HPより転載、
ハートの中の文字は"自分そして
みんなのため"）
（松）
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☆夏休み長期貸出の返却期限は
10/11（火）です。
☆10/23（日）は電気点検のため停電
しますので、閉館いたします。
☆月末整理日（10/31、11/30）の
午前中も、LC／新着雑誌・新聞コー
ナー等をご利用いただけます。
☆10/17～10/28
入館者状況調査を行いますので、皆様
のご協力をよろしくお願い致します。

お願い 館内でのマナー について

お願い 省エネルギー、節電 について

図書館内では、蓋の付いた飲み物以外はご遠慮いただいています。

省エネルギー・節電のご協力をよろしく
お願い致します。
窓際も昼間は消灯いたします。また、
エレベーターのご利用は控えめにお願
い致します。

またLC（ラーニングコモンズ）以外では、お静かにお願いいたします。
ゴミはお持ち帰りいただくか、鳥取市のゴミ規定に即して捨ててくださ
い。

３月１１日の東北地方太平洋沖地震について、被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げるとともに、犠牲になられた方々とご
遺族に深くお悔やみ申し上げます。
また９月中は図書館の義援金募金箱にご寄付をありがとうございました。なお、今回で募金は終了いたします。後ほど大学全体で取りまとめて寄付を行います。

ご存知ですか？移動図書館車
毎月第2木曜日の12:20-13:00に図書館前へ、本を3000冊も積ん
だ鳥取市立図書館の移動図書館車がやってきます。
鳥取市立図書館の貸出カードで本を借りることができます。
その場でカードが作れます。

[スケジュール] １０月：１３日 １１月：１０日

ホームページもご覧ください。
http://www.lib.tottori-u.ac.jp/

鳥取大学附属図書館 中央図書館
[問合先] 資料サービス担当
電話 0857（31）5672
Email: ac-shiryousa@adm.tottori-u.ac.jp
お電話でのお問い合わせは平日9～１７時でお願い致します。

