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学生さん、本の学校へ！
10月6日(火) 「今井書店 本の学校店」にて、学生さんへのおススメ本を
選んでいただきました。医学図書館ではこの「学生さんの選書会」を毎年、
春と秋の2回開催しています。
今回も学生さんならではの視点から、学生さんのための１００冊以上の図書を
選んでいただきました。皆さまに早くご利用頂けるように、
ただ今、作業中です。
これが、選ん
でもらったおス
お忙しい中参加いただいた学生さんにつきましては、
スメ本です！
本当にありがとうございました。

今井書店 本の学校

次回も多数の学生さんのご参加、お待ちしてます。

～ 選書会に行けなかった人のために ～
★ 生協ショップにリクエストBOXを置いています。（学生・院生さんが対象となります） ★
医学図書館に置いてほしい図書、
皆さんにぜひ読んでもらいたい本、
学生生活や学習・授業等に使っても
らいたい本等をリクエスト用紙に書
いて、投函してください

Ｔｏｐｉｃ
書誌スタイルを追加しました。
Yonago Acta Medicaへの投稿がぐ～んと楽になります！
● EndNote Webをご
利用いただくにはまず
ユーザ登録が必要です
こちらからYonago
Acta medicaの書誌
スタイルが選べます
● EndNote Webの書誌スタイルに追加して欲しいジャーナル
がありましたら医学図書館までご連絡ください。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

の

に

ただ今、医学図書館ＨＰにて、成瀬医学図
書館長のエッセイを掲載中です。
どうぞお楽しみください！
★NO.1

昨今、巷では市民図書館が大流行になって
いるようです･･･
★NO.2

日本の図書館の歴史としては、金沢文庫、
足利学校が有名ですね･･･
★NO.3

その昔の図書館司書の仕事が実に地味な
ものであったことは･･･

お知らせ
鳥取大学附属図書館地域貢献事業を開催します。
詳細はポスター、ホームページをご覧ください。

10月25日（基礎編）・29日（応用編）の2日間
に渡り、看護関係の皆さんを対象にした看護研
究・プレゼン講習会を開催しました。これは、
データベースの検索とパワーポイントの使い方を
セットにした講習会で、総合メディア基盤センター
と医学図書館のコラボです。
データベース検索では、シソーラスと細かい絞
込みを使って無駄の少ない結果を出す方法等を実
習しました。
パワーポイント講習では、「PowerPoint2010」を
使って表やグラフの挿入、映像に文字を入れて表示
させる方法等
を実習しました。

SciFinder Web版は、
Pubmedの全データを収録しています。
10月18日専任講師による講習会をしました。このデータ
ベースは、化学・物質に強く、PubMed(Medline)の全データ
を収録しているので基礎系の研究者には特にお薦めです。

その他

『聞いて覚える英単語キクタン
TOEIC Test Score600』
・書いても書いても覚えられない
・好きな曲はすぐ歌えるようになる
・なにげないひと言でも覚えている
・ひとり言が多い

あれ？自分のことが書いて
ある!!と思ったら、ぜひ
『キクタン』を試してみてく
ださい。
(R.K)
著者：一杉武史 編著
出版：東京, アルク
ここにあります

10月、父さんは荷車に牛をつ
なぎ家族が一年をかけて作り
育てたあらゆる生産物を積み
込み、10日がかりで町へ出か
けます。 賑わう市場で、父さ
んはすべての品物、荷車、牛
さえも売り、必需品と家族へ
のささやかなお土産を買い家
路を急ぎます。そしてまた、
同じだけれど、新しい１年の
始まり。こんな風に日々の営
みを繰り返す・・・。

ほるぷ出版社 出版年1980.10

この絵本は、19世紀初
頭のｱﾒﾘｶ･ﾆｭｰｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ地
方の生活を描いた作品
で、作者がいとこから聞
いた話だそうですが、そ
のいとこは、幼い頃ある
老人から聞き、またその
老人は、子どもの頃に大
変なお年寄りから聞い
た、という。木版に描く
という古いアメリカの手
法で描いた絵は見る人の
心を魅了します。

香陽文庫の絵本は現在、中央図書館に
あります。お申込はカウンターまで。

ご意見・ご感想をお寄せください
鳥取大学医学図書館
（担当 石田・足立）
Tel : 0859-38-6462(内線6462) / Fax : 0859-38-6469（内線6469）
E-mail : ac-igakujo@adm.tottori-u.ac.jp
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＊ 新着図書リスト 10月～11月＊
分類番号

書

名

著者名

出版事項

007.13

Oka

弱いロボット

岡田美智男著

医学書院 2012

326

Iwa

生活の法律刑法編サブノート

岩井和由著

ふくろう出版 2010

378

Sak

学校を「より楽しく」するための応用行動分析

坂本真紀著

ミネルヴァ書房 2011

467.25

Cra

トランスジェニック・ノックアウトマウスの行動解析

J.N.Crawley著

西村書店 2012

M01.4

Mat

コミュニケーションスキルトレーニング : 患者満足度の向上と効果的な診
松村真司ほか執筆
療のために

医学書院 2007

M01.5

Mor

医学生のための生命倫理

丸善出版 2012

M01.9

Imo

M11

Sch

M11.1

Ips

iPS細胞 : 夢の再生医療を実現する

M15

Oha

疾患からみた臨床薬理学

大橋京一他編集

じほう 2012

M16.9

Nus

トンプソン&トンプソン遺伝医学

ﾛﾊﾞｰﾄ・L.ﾅｽﾊﾞｳﾑ著

MSｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 2009

M22.6

Wak

実践・輸血マニュアル : 自己血輸血から輸血療法全般の理解を求めて

脇本信博編著

医薬ジャーナル社 2012

M25

Oha

基礎理学療法学

大橋ゆかり編

医歯薬出版 2012

M25

Nak

補装具療法

中山孝, 土屋辰夫編 医歯薬出版 2012

M29.07 Gar

看護研究のための文献レビュー : マトリックス方式

ｼﾞｭﾃﾞｨｽ･ｶﾞﾗｰﾄﾞ著

医学書院 2012

M29.14 Nii

根拠がわかる疾患別看護過程 : 病態生理と実践がみえる

新見明子編集

南江堂 2010

竹内登美子編著

医歯薬出版 2012

手島恵編集

日本看護協会出版会
2012

盛永審一郎他編

バイオ実験に絶対使える統計の基本Q&A：論文が書ける読めるデータが
井元清哉他編
見える!
Michael Schünke他
口腔・頭頸部
著

(高齢者と成人の周手術期看護1)

羊土社 2012
東京 医学書院 2012.3
ニュートンプレス 2012

M29.163 Kor

1 外来/病棟における術前看護

M29.83 Kan

4 看護における人的資源活用論

M31.4

Mid

1 Middleton's allergy : principles & practice

M34.9

Nar

内分泌代謝専門医ガイドブック

成瀬光栄他編

M37

Nom

標準精神医学

野村総一郎 ほか 編 医学書院 2012

M39

Ste

小児科 (Step series)

畑江芳郎他監修

海馬書房 2012

M39

Saj

講義録小児科学

佐地勉 [ほか] 編集

メジカルビュー社 2008

M39

Iga

小児科研修ノート

五十嵐隆責任編集

診断と治療社 2009

M39.2

Iga

小児臨床検査ガイド

五十嵐隆ほか編集

文光堂 2009
へるす出版 2008

Mosby/Elsevier c2009
診断と治療社 2009

M43

Nih

外傷初期診療ガイドライン : JATEC

ガイドライン改訂第3版編集
委員会編集

M47

Fro

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝと理学療法ｴｯｾﾝｼｬﾙ : 臨床で役立つ診断と治療

Walter R. Frontera他編 西村書店 2012

M48

Nih

褥瘡ガイドブック

日本褥瘡学会編集

照林社 2012

M49

Nis

New泌尿器科学

西沢理他編集

南江堂 2007

M6

Yos

現代の眼科学

吉田晃敏他編集

金原出版 2012

M62

Yos

OCTアトラス

吉村長久他著

医学書院 2012

M7

His

必修臨床研修歯科医ハンドブック

竹原直道他監修

医歯薬出版 2012

816.5

Tod

論文の教室 : レポートから卒論まで

戸田山和久著

NHK出版 2012

913.6

Kad

若桜鉄道うぐいす駅

門井慶喜著

徳間書店 2012

Photo ©
成瀬一郎医学図書館長
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雑誌名

巻号

特集記事

医学のあゆみ

243巻2号（10月13日号）

小児腸内細菌叢と病態形成

日本医事新報

4616号 （10月13日号）

日本人医師として初 山中伸弥氏にノーベル医学・生理学賞

レジデントノート

14巻12号 （11月1日号）

病棟での重症患者管理ーエキスパートの観察力と対応力を学び、急変させずに切り抜ける！

癌と化学療法

39巻10号（10月15日号）

抗がん剤または分子標的薬治療の効果判定と変更のタイミングー私はこうしているー（その２）

実験医学

30巻18号（11月1日号）

受精卵から多様な組織を造り出す発生のエピジェネティクス

実験医学 増刊号

30巻17号（11月1日号）

活性酸素・ガス状分子による恒常性制御と疾患

medicina

49巻10号（10月10日号）

外来・病棟でのプライマリケアに必要な感染症の知識

最新医学

67巻10号（10月10日号）

急性骨髄性白血病ー分子異常と予後ー

最新医学

67巻別冊（10月25日号）

新しい診断と治療のABC25 甲状腺疾患 内分泌2

胆と膵

33巻10号（10月15日号）

胆膵ステントの新しい潮流ー開発コンセプトとステント選択を学ぶー

医師国試対策

33巻9号（10月15日号）

新ガイドライン＆公衆衛生対策スタート！

クリニカルスタディ

33巻12号（11月10日号）

【特集1】先輩に聞いた！そこが知りたい国試対策 【特集2】“できない！”を解決 情報収集＆
アセスメント秘ガイド 【特集3】ナーシングプロセス 悪性リンパ腫

クリニカルスタディ増刊

33巻13号（11月10日号）

看護師国試2013 超頻出疾患攻略トレーニング

プチナース

21巻12号（10月10日号）

【特集1】指導者につっこまれない「毎日の行動記録」の立て方・発表の仕方 【特集
2】統合実習前に知りたい！チーム医療のこと

プチナース増刊

21巻13号（10月10日号）

【計算非選択問題】【1状況2連問】【統合分野】にも対応！看護師国試2013パーフェクト予想問
題集

月刊ナーシング増刊

32巻12号（10月10日号）

よくわかるナースのための糖尿病の最新知識

看護教育

53巻10号（10月25日号）

コミュニケーション力を育む 実習前に教員としてできること

看護技術

58巻12号（10月25日号）

フットケア創傷治療 Q&A

臨床看護

38巻12号（10月25日号）

ココがポイント わかる！できる！看護記録

臨床検査 増刊号

56巻11号（10月30日号）

教科書に載っていない臨床検査Ｑ＆Ａ ベテランの執筆陣が現場の疑問に答えま
す！

Medical Technology

40巻10号（10月15日号）

肺炎と臨床検査 最新トピックス

医療と検査機器・試薬

35巻5号（10月10日号）

（1）細菌検査のパラダイムシフト （2）腎・泌尿器検査研究会 第8回学術集会（2）

公衆衛生

76巻10号（10月15日号）

糖尿病の今

遺伝

66巻6号（11月1日号）

味の感覚ー先端科学が明かすその本質

生体の科学

63巻5号（10月15日号）

細胞の分子構造と機能ー核以外の細胞小器官

化学

67巻11号（11月1日号）

再考セシウムと放射性物質 体内・環境中での挙動と除去技術

からだの科学

275号（11月1日号）

ホルモン（内分泌）の病気

そだちの科学

19号（10月15日号）

子どもの治療とは何か

Newton

32巻13号（11月7日号）

‘地球そっくりな星’を銀河系に探せ 必ずある！水と生命の惑星

Newton 増刊

32巻12号（10月7日号）

首都直下型震度7大震災予想 そのとき役立つ詳細危険度マップ

日経パソコン

660号（10月22日号）

【特集1】より早く・安く、生鮮品も届くネット通販最新事情 【特集2】無料通話アプリ
「LINE」を徹底活用 【特集3】PC&デジタルの最新用語

別冊日経サイエンス

187号（10月22日号）

宇宙をひらく望遠鏡

