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My Libraryをご活用ください 

講習会

「看護文献の探し方と看護研究発表」

看護研究発表のために必要な文献の探し方【データ
ベース検索】とプレゼンテーション【パワーポイント】の両
方をセットにした講習会です。

初級編 10月27日（水） 13:30～16:30

中級編 11月11日（木） 13:30～16:30

場所：旧保健学科棟４階コンピュータ演習室

オーダーメイド講習会
（図書情報講習会）

この講習会は皆さんが希望される日時や講習
内容に合わせて、場所も図書館だけでなく教室
にも出かけて行います。
受講者1名からOKです! 

SciFinder講習会
化学関連情報のＤＢの検索方法について、専任
講師を迎え開催します。

日時：１０月１９日（火） １５：００～１６：３０

場所：旧保健学科棟４階コンピュータ演習室

講習会のご案内 
【お申込み・お問い合わせ先】Tel : 0859-38-6462（内線6462） 

               E-mail : ac-igakujo@adm.tottori-u.ac.jp 

このような機能があります！

・ILL文献複写・貸借依頼

学内にない文献や本が必要な時、Webから申込みができます。

・貸出履歴

自分が今まで借りた本の一覧を見ることができます。

また、自分が借りていた本を借りた人は、他にどんな本を借りて
いるかが分かります。次の読書の参考にもなります。

・図書貸出予約・状況確認

「貸出延長」ボタンをクリックして貸出延長ができます。（延長は

1回のみ）

My Library Login 



ＳｐｒｉｎｇｅｒＬｉｎｋ（シュプリンガーリンク）

＜新プラットフォームの特長＞

①ブラウズ・検索機能を強化。巻 / 号 / ページの検索
が可能に

②オンライン・ファーストおよびオープンアクセス論文
のフィルタリング機能を追加

③ジャーナル論文および電子ブックチャプターに、関
連文献へのリンクを追加

④電子ブックチャプターはPDFのプレビューが可能に
（Look Inside)

 [お問い合わせ先] 

 

          鳥取大学医学図書館   

             Tel  : 0859-38-6462（内線6462） 

               Fax : 0859-38-6469 

           E-mail : ac-igakujo@adm.tottori-u.ac.jp 

電子ジャ―ナルの 

  トップページ（プラットフォーム）が変わりました！ 

USBキーを使った学外からの

電子ジャーナル利用

Windows7, ＩＥ８，Ｍac ＯＳ Ｘ10.6を

お使いの方も利用できるようになりました。

ＳcienceＤirect （サイエンス・ダイレクト）

＜新プラットフォームの特長＞

①イメージ検索が可能に

検索対象はイメージ（図、表、動画）のキャプション、およびフルテキスト

中でイメージを参照している番号の前後20語

②関連レファレンスワークの情報が表示

論文ページに [Related reference work articles] ボックスが追加され、
この論文に関連が強いレファレンスワークが表示

③Ｒｅｆｌｅｃｔ機能（タンパク質、遺伝子などの情報が即、参照可）

ウェブページ内のタンパク質、遺伝子、低分子を認識してハイライト、そ
こをクリックするとサマリー情報が表示され、さらに必要に応じてＥＭＢＬ
のデータソースへリンク

Wiley online library（ワイリー・オンライン・ライブラリ）

＜新プラットフォームの特長＞

①アクセス権のある論文の本文を閲覧

鍵の開いた南京錠アイコンでアクセス権と種類がわかりやすい

②研究分野にマッチしたコンテンツが見つかる

主題別でタイトルリスト閲覧可、注目のタイトルなど各種情報満載

③被引用文献に直接アクセス

④ＥメールアラーやＲＳＳフィードで最新情報を受信

医学図書館は、10月1日(金)より、

平日の開館時間を８時４０分に繰り上げ

（試行）ます。ご利用ください。

皆さまのご来館をお待ちしています。

医学図書館のお知らせとして、e-mail で
「Medical Library eNews」をお届けしていまし
たが、今回、「医学図書館Today」と名前も新
たにし、電子版とペーパー版をお届けします。

利用者の皆さまに図書館に関する有用な
情報をお届けしたいと思っております。

新着図書もピックアップし、リストを裏面に
掲載していますのでどうぞご活用ください。



医学図書館 Today 

＊新着図書リスト 8-9月＊ （一般書・人文書, 医学書の順に並んでいます。） 

図書ID 請求記号 書名 著者名 出版事項 

0210101655 304 Ike 1 池上彰の学べるニュース 

池上彰, 「そうだったのか!池上

彰の学べるニュース」スタッフ 

[著] 

東京 海竜社 2010.5 

0210101663 336.4 Pin   
モチベーション3.0 : 持続する「やる気!(ド

ライブ!)」をいかに引き出すか 

ダニエル・ピンク著 ; 大前研一

訳 
東京 講談社 2010.7 

0210101416 365 Tad   ついていったら、だまされる 
多田文明著 ; 100%ORANGE, 及

川賢治装画・挿画 
東京 理論社 2007.11 

0210101671 369 Tan   
潜在力を引き出す介助 : あなたの介護

を劇的に変える新しい技術 
田中義行著 

東京 中央法規出版 

2010.4 

0210101960 404 Tan   
ぶらりミクロ散歩 : 電子顕微鏡で覗く世

界 
田中敬一著 東京 岩波書店 2010.8 

0210101622 460 Ame 1 細胞生物学 
D・サダヴァ他著 ; 石崎泰樹, 丸

山敬監訳・翻訳 
東京 講談社 2010.2 

0210101630 460 Ame 2 分子遺伝学 
デイヴィッド・サダヴァ他著 ; 石

崎泰樹, 丸山敬監訳・翻訳 
東京 講談社 2010.5 

0210101424 588.5 San   こどものためのお酒入門 
山同敦子著 ; 100%Orange, 及川

賢治装画・挿画 
東京 理論社 2009.2 

0210102430 596.35 Nis   魚で酒菜! : 四季の漁師料理 西潟正人著 東京 徳間書店 2000.5 

0210102646 702.1 Tuj   日本美術史 : カラー版 
辻惟雄監修 ; 青柳正規 [ほか] 

執筆 

東京 美術出版社 

2003.1 

0210102638 702.3 Tak   西洋美術史 : カラー版 
美術出版社編集部, 藤原えりみ

編集 

東京 美術出版社 

2002.12 

0210101929 748 Yos   
鳥取県を囲む素敵な山と花 : 吉見貞文

写真集 
吉見貞文著 

米子 日本写真出版 

2010.7 

0210102620 762.3 Got   
一冊でわかるクラシック音楽ガイド : CD

で聴く 
後藤真理子監修 

東京 成美堂出版 

[2007.11] 

0210102067 810.4 Shi   常識として知っておきたい日本語 柴田武著 東京 幻冬舎 2002.4- 

0210102075 913.6 Lil   
東京タワー : オカンとボクと、時々、オト

ン 
リリー・フランキー著 東京 扶桑社 2005.6 

0210102083 913.6 Ohg 1 孤高のメス : 外科医当麻鉄彦 大鐘稔彦著 東京 幻冬舎 2007.1- 

0210102141 913.6 Shi 1 項羽と劉邦 司馬遼太郎著 
東京 新潮社 2005.6-

2005.8 

0210102174 913.6 Shi 1 風神の門 司馬遼太郎著 東京 新潮社 2005.10 

0210102190 913.6 Shi 1 菜の花の沖 司馬遼太郎著 東京 文芸春秋 2000.9 

0210102331 913.6 Kur 1 落日の王子 : 蘇我入鹿 黒岩重吾著 東京 文芸春秋 1985.4 

0210102372 913.6 Yos   陸奥爆沈 吉村昭著 東京 新潮社 1995.6 

0210102398 913.6 Yos   ポーツマスの旗 吉村昭著 東京 新潮社 1983.5 

0210102406 913.6 Yos   間宮林蔵 吉村昭〔著〕 東京 講談社 1987.1 

0210102414 913.6 Shi   火の粉 雫井脩介[著] 東京 幻冬舎 2004.8 

0210102463 913.6 Kir   脳内出血 霧村悠康著 東京 大和書房 2008.10 

0210101515 M01.4 Nak   
死を忘れた日本人 : どこに「死に支え」

を求めるか 
中川恵一著 

東京 朝日出版社 

2010.5 

0210101879 M11.1 Sak   iPS細胞物語 坂本真一郎 [ほか]著 
東京 リバネス出版 

2010.7 

0210101432 M13 Zat   世界で一番ふしぎな人体の地図帳 雑学博士協会編 
東京 青春出版社 

2008.6 

0210101861 M15 Tak   医薬品副作用ハンドブック 高橋隆一監修 
大阪 日本臨牀社 

2010.5 
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図書ID 請求記号 書名 著者名 出版事項 

0210102653 M18 Jan   Janeway's免疫生物学 
Kenneth Murphy, Paul Travers, 

Mark Walport著 
東京 南江堂 2010.4 

0210102612 M2 Shi 2 診察と手技がみえる 田辺政裕編 
東京 Medic Media 

2005.9-2010.3 

0210102018 M21 Shi   臨床検査技師グリーン・ノート 芝紀代子編集 
東京 メジカルビュー社 

2007.12-2008.1 

0210102034 M21 Shi   臨床検査技師ブルー・ノート : 基礎編 芝紀代子編集 
東京 メジカルビュー社 

2007.9 

0210102042 M21 Shi   臨床検査技師イエロー・ノート : 臨床編 芝紀代子編集 
東京 メジカルビュー社 

2007.9 

0210101614 M22.8 Cho   
症例から学ぶNPPV : チーム医療の役割

分担 
蝶名林直彦編著 東京 克誠堂出版 2010.5 

0210101440 M24 Sas   
医療被ばく説明マニュアル : 患者と家族

に理解していただくために 
笹川泰弘, 諸澄邦彦編 

東京 日本放射線技師会

出版会 2007.10 

0210101564 M24.3 Ima   

放射線科医のものの見方・考え方 : 画像

を論理的・病態生理学的に理解したい学

生/技師/研修医/医師のために 

今西好正, 徳原正則, 小谷博子

著 
東京 医療科学社 2009.4 

0210101556 M24.33 Kus   
胸部X線の正常・異常画像を見極める : 

日常診療で出合う境界症例アトラス 
櫛橋民生編集 東京 羊土社 2010.4 

0210101580 M24.34 Gok   腹部CT・MRIチェックアップ 後閑武彦編著 
東京 中外医学社 

2009.12 

0210101820 M29.07 Oik   

思わずみんなが目をとめる看護研究ポ

スターセッション : ポスター作成アプリが

ダウンロードできる! 

及川慶浩著 
吹田 メディカ出版 

2010.8 

0210101747 M29.27 Sei 5 精神科リハビリテーション看護 根本英行, 山根寛本巻責任編集 東京 中山書店 2009.7 

0210101754 M29.27 Sei 6 統合失調症 坂田三允, 櫻庭繁本巻責任編集 東京 中山書店 2004.11 

0210101762 M29.27 Sei 8 精神科訪問看護 
萱間真美, 根本英行, 山根寛本

巻責任編集 
東京 中山書店 2009.4 

0210101713 M29.84 Suz   ナースのためのセルフコーチング 鱸伸子, 柳澤厚生著 東京 医学書院 2010.7 

0210101523 M31.23 Kak   
新しい糖尿病の治療 : 完全なる目標達

成を目指したこれからの管理・治療のあ
加来浩平編著 

東京 新興医学出版社 

2010.6 

0210101945 M32 Tah   最新心・血管病の分子イメージング 田原宣広編集 大阪 永井書店 2010.5 

0210101911 M37.64 Nih   
自殺予防マニュアル : 地域医療を担う医

師へのうつ状態・うつ病の早期発見と対

日本医師会編集 ; 神庭重信, 高

橋祥友, 中村純執筆 
東京 明石書店 2008.3 

0210101531 M42.84 Miy   
一般外科医のための血管外科の要点と

盲点 
宮田哲郎編集 東京 文光堂 2010.5 

0210101903 M45 Gan   
かかりつけ医のためのがん検診ハンド

ブック : 受診率向上をめざして 

がん検診受診向上アドバイザ

リーパネル委員会[編] 

[出版地不明] がん検診

受診向上アドバイザリー

パネル委員会 2010.3 

0210101549 M47.8 Ito   
日常生活活動「ADL」 : 評価と支援の実

際 

伊藤利之, 江藤文夫編 ; 中村春

基, 宮永敬市編集協力 
東京 医歯薬出版 2010.4 

0210101937 M49.3 Kus   腎臓内科診療マニュアル 草野英二[ほか]編 東京 日本医学館 2010.5 

0210101895 M66 Tak   

聴覚中枢伝導路のイメージング解析とそ

の展望 : 第111回日本耳鼻咽喉科学会

総会宿題報告・仙台市 

高橋姿著 
新潟 新潟大学医学部耳

鼻咽喉科 2010.5 

0210101648 M90.7 Kit   薬学女子 : そのおクスリ取扱注意! 北乃ブンコ著 東京 PHP研究所 2010.7 


