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出張図書館＆トルソー 

 このデータベース、ここがお薦め！ 

出張図書館の様子 

 上記の講習会を専任講師を招いて開催しました。その中で講師が強調された事や、 

   参加者の声を集めてみました。 

出張図書館～保健学科看護学専攻１年生編～ 

  学生さんの希望を多数いただいておりました人体模型(トルソー） 

  を持参し、今回は、看護学科1年生の授業にお邪魔しました。 

             また、医学図書館の資料についても 

           併せてご案内しました。 

           次回も出張図書館を行います。お楽しみに！ 



その他のお知らせ 

講習会のご案内とご報告   

● 研究発表される方

のお役に立ちます！ 
◆ワクワクごとう 

職場体験◆ 
      

 ９月２８日(水)鳥取大学医学部の職場体験

の一環として、後藤ヶ丘中学２年生６名に

医学図書館の仕事を体験してもらい 

ました。 

 

◆Word 講習会 ◆ 
 

 10月2日（日） 総合メディ

ア基盤センターの井上仁准教授 

を講師に、初心者向けWord講

習会をしました。  

 17名の参加者は、色々な機

能を駆使しながら、文書やポス

ターを仕上げ

ました。 

頑張り
ました 

本の多さにびっくり！ 

 
◆看護文献講習会◆ 

 
 １０月７日(金)鳥取県看護

協会主催の認定看護管理者制

度セカンドレベル教育課程に

おいて情報検索(文献検索)の
講義を行いました。 

 各種文献データベースを

使って演習も熱心でした。 

・とっても参考 

 になりました！ 

・有意義でした！ 
・レベルアップで   
 きました！ 
 
(受講者のご意見) 

人体模型を組み立てる 文献複写の実習風景 

  [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（内線6469） 

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

 専門書やデータベー

スに実際に触れてイ

メージを持つきっかけ

になりました。県立図

書館で得られない情報

をお探しの 

方に対して 

ご案内させ 

ていただき 

たいと思います。 
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＊  新着図書リスト 9月～10月＊  

請求記号 書名 著者名 出版事項 

141.6 Gur 愛する人を亡くした時 松田敬一訳 春秋社 2011.5 

143 Hat 生涯人間発達論 : 人間への深い理解と愛情を育むために 服部祥子著 医学書院 2010 

143 Yam こころの旅 : 発達心理学入門 山岸明子著 新曜社 2011.6 

146.8 Shi カウンセラーのための法律相談 : 心理援助をささえる実践的Q&A 心理臨床と法研究会 新曜社 2009.7 

159 Iwa 1秒もムダに生きない : 時間の上手な使い方 岩田健太郎著 光文社 2011.6 

159.5 Hin To my 10-year-old friends : from a 95-year-old me 日野原重明著 Fuzambo International 

159.79 Hin 日野原重明の「こころ」と「からだ」の相談室 日野原重明著 日本放送出版協会 

210 Ret 縄文時代 能登健著 河出書房新社 2011 

210 Ret 旧石器時代 堤隆著 河出書房新社 2011 

210.75 Nhk 日本人はなぜ戦争へと向かったのか 1～2 NHK取材班編著 NHK出版 2011 

289.1 Hin 生きてるだけで100点満点 : 99歳のぼくから君たちへ 日野原重明著 ダイヤモンド社 2010 

309.334 Igu なぜマルクスは正しかったのか ﾃﾘｰ･ｲｰｸﾞﾙﾄﾝ著 河出書房新社 2011 

361.454 Mor 深く聴くための本 : アサーション・トレーニング 森川早苗著 日本・精神技術研究所  

366.29 Ish グローバルキャリア : ユニークな自分の見つけ方 石倉洋子著 東洋経済新報社 

369.31 Asa 朝日新聞縮刷版東日本大震災 : 特別紙面集成2011.3.11-4.12 朝日新聞社著 朝日新聞社  

369.31 Kai 救命 : 東日本大震災、医師たちの奮闘 海堂尊監修 新潮社 2011 

369.31 Aso 前へ! : 東日本大震災と戦った無名戦士たちの記録 麻生幾著 新潮社 2011.8 

377.21 Yan 
「習慣病」になったニッポンの大学 : 18歳主義・卒業主義・親負担

主義からの解放 
矢野眞和著 日本図書センター 

440.4 Inn すべてはどのように終わるのか : あなたの死から宇宙の最後まで 小野木明恵訳 早川書房 2011.1 

464.1 Nih なぜなぜ生物学 日本分子生物学会 東京化学同人 2010 

464.1 Nih 分子生物学に魅せられた人々 日本分子生物学会 東京化学同人 2011 

M07 Yok 医学論文英訳のテクニック 横井川泰弘著 金芳堂 2010.3 

M07 Tsu 
医療系研究論文の読み方・まとめ方 : 論文のPECOから正しい統

計的判断まで 
対馬栄輝著 東京図書 2010 

M13 Miz 人体新書ILLUSTRATED : 驚きの「しくみ」と「はたらき」 水谷仁 [編] ﾆｭｰﾄﾝﾌﾟﾚｽ 2011 

M29.01 Aki 看護の約束 : 命を守り、暮らしを支える 秋元典子著 ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ社2011 

M29.07 Tak 看護学生のための自画学習ガイドブック : 全人的学習法に学ぶ 高谷修著 金芳堂 2008.9 

M29.07 Tak 
看護学生のためのレポート・論文の書き方 : 正しく学ぼう「書く基

本」「文章の組み立て」 
高谷修著 金芳堂 2009.3 

M29.07 Tak 看護師に役立つレポート・論文の書き方 高谷修著 金芳堂 2009.12 

M37 Mor 森田正馬全集 1～7 森田正馬著 白揚社 1974-1975 

M83 Nog 
医者いらず金いらず : 自分でできる疾患への対症療法と上手な

医者へのかかり方 
野口哲英著 幻冬舎ﾙﾈｯｻﾝｽ 

808 Nak 言語と医学 中込和幸編集 朝倉書店 2010 

81.6 Kam 生きがいについて 神谷美恵子著 みすず書房 2004 

913.6 Iru 僕の小規模な奇跡 入間人間著 ｱｽｷｰ･ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ 

913.6 Hig 真夏の方程式 東野圭吾著 文藝春秋 2011 

913.6 Kit 
「また、必ず会おう」と誰もが言った。 : 偶然出会った、たくさんの

必然 
喜多川泰著 ｻﾝﾏｰｸ出版2010 

913.6 Mur さいごの恐竜ティラン : I'll stay with you 村山由佳作 ホーム社  

914.6 Hin たっぷり生きる 日野原重明著 角川学芸出版  

914.6 Hin 95歳・私の証 あるがまゝ行く 日野原重明著 朝日新聞出版 2010 

916 Shi 歌われたのは軍歌ではなく心の歌 : 語り残す戦争体験 新老人の会編  新日本出版社 2010 
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雑 誌 名 巻 号 特 集 記 事 

医学のあゆみ 238巻13号（2011年9月24日号） 医工学からみたヒト多能性幹細胞（iPS細胞、ES細胞）マテリアル戦略 

胆と膵 32巻9号（2011年9月15日号） 膵癌診療と研究の最先端 

癌の臨床 56巻 12号（2011年9月7日号） 腹腔鏡手術 VS 開腹手術（胃がん） 

レジデントノート 13巻 9号（2011年10月号） ステロイドの使い方 こんなときどうする？日常診療で上手く使う処方・減量・中止のコツ 

胸部外科 64巻11号（2011年10月1日号） 虚血性心筋症に対する外科治療戦略 

日本臨床 69巻10号（2011年10月1日号） ＣＯＰＤ ー生命予後の改善を目指してー 

綜合臨床 60巻9号（2011年 9月 1日号） 認知症 

ホルモンと臨床 58巻8号（2010年 8月 1日号） 甲状腺クリーゼの病態、診断と治療 

実験医学 29巻16号（2011年10月 1日号） 生きたままの姿をみる4Dイメージング：免疫・癌・脳神経の時空館的ダイナミクス 

内科 108巻 4号（2011年10月1日号） 最新版 糖尿病虎の巻 －新時代の糖尿病診療を実践するー 

臨床と研究 88巻9号（2011年 9月20日号） 心筋梗塞診療の最新情報 

medicina 39巻 9号（2011年9月2日号） 視ないで診る消化器疾患  考える内科医のアプローチ 

最新医学 66巻 9号（2011年10月10日号） 分子イメージングの最先端 

最新医学 66巻9月増刊（2011年9月25日号） アルツハイマー病 

診断と治療 99巻 9号（2011年9月 1日号） 全身疾患としての非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD) 

Q&Aでわかる肥満と糖尿

病 
10巻 5号（2011年9月10日号） チーム医療と小メディカルの役割（海外の事情も含めて） 

看護技術 57巻11号（2011年10月20日号） 病棟・外来看護師のための放射線科講座 

クリニカルスタディ 32巻11号（2011年10月10日号） 【特集１】 国試に出る統計の数字  【特集2】 秋から始める国試対策 

プチナース 20巻 12号（2011年9月10日号） 複数患者のアセスメント・ケアはこうする！統合実習ガイド 

看護 63巻12号（2011年 9月20日号） 【特集１】 看護師長のためのﾀｲﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ  【特集2】 看護系雑誌の記事活用法 

緩和ケア 21巻 5号（2011年 9月15日号） 患者の語りがケアを紡ぐ 

がん看護 16巻 6号（2011年 9月20日号） 卵巣がんの最新トピックと看護 

エキスパートナース 27巻12号（2011年 9月20日号） 見逃してはいけない！腹腔・胸腔ドレーンの管理＆ドレーン感染のトピックス 

月刊ナーシング 31巻11号（2011年 9月20日号） 想定外の急変への対応（食事中・排泄時・入浴中・検査時） 

Nursing Today 26巻 5号（2011年 9月15日号） さまざまな形のエンドオブライフ  慢性疾患の最期を支える看護 

臨床看護 37巻11号（2011年10月15日号） 対応困難患者へのケア・コミュニケーション 事例集 

看護展望 36巻11号（2011年 9月25日号） 短時間正職員制度 ー運用上の課題と解決策ー 

検査と技術 39巻10号（2011年9月15日号） 緊急報告すべき検査結果のすべて すぐに使えるパニック値事典 

臨床検査 55巻10号（2011年10月15日号） カルシウム・リン・ビタミンＤの再評価 

Medical Technology 39巻10号（2011年10月15日号） 法医学と臨床検査 

生体の科学 62巻 4号（2011年8月15日号） 小脳研究の課題 

公衆衛生 75巻10号（2011年10月15日号） 睡眠と健康 

Newton 31巻11号（2011年11月7日号） 見て・読んで納得！DNA 「生命の設計図」の驚異の仕組みと働きを知る 


