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ブックハンティング開催！   

 学生さんに本を 
選んでいただきました 

 6月18日(火)「本の学校 今井ブックセンター」で学生さんにおすすめ本を 

選んで頂きました。医学図書館ではこの行事を毎年春と秋の2回開催しています  

今回ご参加いただけなかったお忙しい学生さんにも選書に参加していただけるように、

図書館入り口だけでなく、生協医学部ショップ2 階におきまして、リクエストBOXを

配置させていただいています。    

こちらのリクエストBOXに学生さんおススメの「この分野の本が少ない」、「図書館に置

いてほしい本」、「みなさんにぜひ読んでもらいたい本」など学生生活やサークル活動、学

習、授業等に利用したい本をご投稿ください。 

 ※上記の生協医学部ショップ配置のリクエストBOXは学部学生さん、院生さんのみ

のご利用となります。 

 

 医学図書館は学生さんとよりよい図書館を作っていきます。 

 皆様のご利用お待ちしております。 

こちらのリクエストBOXにどうぞ。 

学部学生･院生の皆様のご利用を 

お待ちしています 

4月より名称が変わりました。→ 
 
 ・Web上に自分用のデータを保管  

 ・PubMedなどのデータベースから文献を取込める。 

 ・登録後はどこからでもログインできる。 

 ・研究グループなど特定のメンバーとWeb上で共有 

  することができる。 

・引用文献(参考文献)リストを投稿先の雑誌 

 (3,400種類)のフォーマットに簡単に変換。 

 (Microsoft Wordに対応) 

・データは、1万件→5万件まで保存 

・2GB分のファイルが保存可能 

機能が強化されました！ 

 オンデマンド講習会

受付けています 

文学、実用書、趣味の本から、専

門書、話題の本までたくさんの中か

ら100冊以上も選書していただきま

した。 

次のページにリストを掲載しています 



著作権の侵害です 

違反行為となる可能性があります 

 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 

さいごの恐竜ティラン  I‘ll stay with you 
村山由佳 著/広瀬弦 画 

 お母さんが倒れます。

その時「私を食べなさ

い」と言い残し・・・。

肉食恐竜の群れが草食恐

竜であるお母さんを襲い

にやってきました。      

 ティランは極限まで命

をかけて母を守り抜き、

そして、ティランも最期

を迎えました。 

 この作品は、2010年に

映画化されました。 

 時代は、白亜紀末。草

食恐竜のお母さんは肉食

恐竜に家族を奪われ、絶

望の中、肉食恐竜ティラ

ノサウルスの卵を見つ

け、育てる決意をしま

す。そして「ティラン」

と名付け、優しく逞しく

育て上げました。 

 しかし、巨大隕石の衝

突で次々に仲間も倒れて

いきます。 
集英社 2004.06 

 書籍（紙の本）をデジタルデータ化して持ち

歩く、いわゆる『自炊』が広まっています。 

正しく使用しないと違法行為となります。 

ご注意ください。 

違法な自炊はやめましょう 

   図書館内の

蔵書点検のた

め休館します 

8月は、夏季休業になるため休館日にご注意ください。 

● 長期貸出  
    学部学生・大学院生さん限定 
 
 夏季休業中の長期貸出を 

下記のように、7月12日（金） 

から開始します。 

返却期限は10月11日（金）です。 

  

●「自炊」データを複数の友人と共有する 

●「自炊」を代行業者に依頼する 

●  業務に使うために本を「自炊」する 

お知らせ   

＜ご注意ください＞ 
 
＊図書のみで雑誌は含みません 

＊開始前に借りた図書の返却期

限は通常通り（2週間）ですの

で、お間違えないようお願いし

ます。 

●「自炊」データをWebにアップロード 

   し、誰でも使用できるようにする 

●「自炊」データを販売する 

      電子リソース（E-Journal等）の公正な利用をお願いします 
 

1. 個人の調査・研究を目的とする場合に限りダウンロード等ができますが、大量のデータのダウンロードは認め 

 られていません。  
 

2. ダウンロードしたデータは個人的な目的のために保存することはできますが、データの改編や第三者へ配布する 

 こと、1つの号の全ページをダウンロードすることは禁止されています。  
 

3. 上記を遵守しない場合は契約違反となり鳥取大学全体の利用が停止されることがあります。 

 学生の試験期間中（7月15日～8月5日の土日祝日）は、

23時まで夜間開館します 
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＊  ブックハンティング リスト＊ (抜粋） 

分類番号 書  名 著者名 出版事項 

007.64:Imu Photoshop CS6スーパーリファレンス : for Windows  井村克也著 ソーテック社 2012.5 

007.64:Tak 現場で使えるJavaライブラリ  竹添直樹他著 翔泳社 2011.7 

049.3:Aka 眠れないほどおもしろい雑学の本  ｼﾞｮｴﾙ･ｱｶﾝﾊﾞｰｸ著 三笠書房 2000.4 

140:Shi 人の心が読みとれる心理学入門  渋谷昌三著 かんき出版 2013.1 

159:Dor いつも楽に生きている人の考え方  ｳｨﾝﾃﾞｨ･ﾄﾞﾗｲﾃﾞﾝ著 ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ21 2011.9 

233:Was 暮らしのイギリス史 : 王侯から庶民まで  ﾙｰｼｰ･ﾜｰｽﾘｰ著 NTT出版 2013.1 

289.1:Nak 力道山のロールスロイス : くるま職人 想い出の記  中沖満著 グランプリ出版 2012.2 

291.093:Sen TOKYO地下ダンジョン : 誰も知らない東京地下ガイド 別冊宝島 宝島社 2013.5 

319:Ike:4 日本が対峙する大国の思惑  池上彰著 角川マガジンズ  

336.3:Iwa 「ついていきたい」と思われるリーダーになる51の考え方  岩田松雄著 ｻﾝﾏｰｸ出版 2012.10 

336.49:Sak 「話し方」「伝え方」ほど人生を左右する武器はない!  櫻井弘著 三笠書房2011.2 

369.26:Miy 新しい認知症ケア : 完全図解 [医療編] 三好春樹著 講談社 2012.11 

377.9:Tsu なぜ日本の大学生は、世界でいちばん勉強しないのか?  辻太一朗著 東洋経済新報社 2013.4 

378.28:Wak:01 よく似た日本語とその手話表現 （第1巻）  脇中起余子著 北大路書房 2007.5 

378.7:Kon お母さん、ぼくが生まれてごめんなさい  向野幾世著 産経新聞出版  

389:Dai:1 昨日までの世界 : 文明の源流と人類の未来(上) ｼﾞｬﾚﾄﾞ･ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ著 日本経済新聞出版社 2013.2 

460:Nat メイドロボットはどこから生物となるか  夏緑著 オーム社 2009.10 

464.1:Wat 史上最強図解これならわかる!分子生物学  渡邊利雄著 ナツメ社 2013.5 

465:Ogi バイオのための微生物基礎知識 : ヒトをとりまくミクロ生命体  扇元敬司著 講談社 2012.3 

M04:Kon 医者に殺されない47の心得 : 医療と薬を遠ざけて、元気に、長生きする方法  近藤誠著 アスコム 2012.12 

M13.5:Dai 人間の性はなぜ奇妙に進化したのか ｼﾞｬﾚﾄﾞ･ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ著 草思社 2013.6 

M29.014:Ogi ナースが知りたい!患者さんの心理学  大木桃代編著 西東社 2013.3 

519:Kar 図解環境バイオテクノロジー入門  軽部征夫編著 日刊工業新聞社 2012.3 

537.9:Saw:03 午前零時の自動車評論(3)  沢村慎太朗著 文踊社 2012.4- 

537.92:Chi 図説世界の「最悪」クルマ大全  ｸﾚｲｸﾞ･ﾁｰﾀﾑ著 原書房 2010.12 

537.92:Saw:04 午前零時の自動車評論(4)  沢村慎太朗著 文踊社2012.4- 

588.09:Wil 食品偽装の歴史  ﾋﾞｰ･ｳｨﾙｿﾝ著 白水社 2009.7 

594.3:Ant アンティークスタイルのちいさなレース編み Let's knit series 日本ｳﾞｧｰｸﾞ社 2012.5 

594.3:Mur かぎ針あみモチーフとおしゃれこもの  村林和子著 高橋書店 2011.4 

596.65:Nis カップデザート = cup dessert  西山朗子著 枻出版社 2013.5 

596:Fuj 最高の晩酌つまみ  藤吉和男著 宝島社 2013.6 

597:Hit ひとり暮らしのインテリア実例207 美しい部屋別冊 主婦と生活社2011.7 

743:Nak 世界一わかりやすいデジタル一眼レフカメラと写真の教科書 中井精也著 インプレスジャパン  

809.2:Ito 話し方のマナーとコツ  伊藤美樹絵 学習研究社 2005.11 

809.2:Wad できる大人のモノの言い方大全 = Learn to speak the way successful adults speak  話題の達人倶楽部編 青春出版社 2012.10 

837.7:Hen 英語で読むオー・ヘンリー傑作短篇集 = The best short stories of O. Henry  O. Henry著 IBCﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ2013.5 

図書館に置いてあるリクエストBOX 
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雑 誌 名 巻 号 特 集 記 事 

外科 75巻7号(7月1日号)   リンパ節転移と郭清－癌腫別の意義 

胸部外科 66巻7号(7月1日号)   左心低形成症候群に対する治療戦略 

内科 112巻1号(7月1日号)   寛解を目指す膠原病診療 

medicina 50巻6号(6月10日号) 最新の動脈硬化診療 どう診断し、どう治療するか？ 

最新医学 68巻6月増刊号           自己免疫疾患・アレルギー疾患 （後編）それぞれの疾患の理解 

医師国試対策 34巻5号(6月15日号) 
臨床のプロが解く！国試問題 107回を中心に、近年の国試問題を臨床のプロの先

生方が解説！「ドクターＧ」も多数登場！ 

クリニカルスタディ 34巻8号(7月10日号) 
【特集1】 母性看護学実習までに必ずマスターしたい！妊娠・分娩・産褥【特集2】

ナースのキャリアと専門資格 【ナーシングプロセス】腸閉塞 

プチナース 22巻8号(6月10日号) 大特集！母性・小児 実習でこれだけ知っておくべき！ 

エキスパートナース 29巻9号(6月20日号) 
【特集１】この症状！絶対 コール！ 【特集2】がん副作用対策：ナースの力の発揮

しどころ 4大“皮膚障害”への対応  

月刊ナーシング 33巻8号(6月20日号) 
【特集１】痛みを10割取るために押さえたいがん性疼痛ケアの基本 【特集2】最新の

オピニオイドと使い方 チックポイント 

緩和ケア 23巻6月増刊号            生活臨床と緩和ケア－日常とともにある医療・ケア－ 

看護教育 54巻6号(6月25日号) クリティカルシンキングは終わらない 

看護技術 59巻8号(7月20日号) ケアの基本、有害事象の予防、生活の工夫 外来がん 化学療法 Ｑ％Ａ 

看護展望 38巻7号(5月25日号) 「社会人基礎力」の育成 

臨床看護 39巻8号(7月15日号) 「知りたい」にこたえる糖尿病看護実践ケース13 

検査と技術 41巻7号(7月1日号) Gastrointestinal stromal tumor (GIST) 

公衆衛生 77巻6号(6月15日号) 若者の精神保健 ② 

遺伝 67巻3号(5月1日号) 形態進化のロジックを辿る－エボデボ研究最前線[動物篇] 

生体の科学 64巻3号(6月15日号) 細胞接着の制御 

化学 68巻7号(7月1日号) 金のバイオミネラリゼーション 

こころの科学 170号(7月1日号) いじめ再考 

Newton 33巻7号(7月7日号) 生命とは何か リチャード・ドーキンス博士 「生命はつくれる」 

日経パソコン 676号(6月24日号) 
【特集1】ネット検索「最新」テクニック 【特集2】スマホ/タブレットでOffice 【特集3】格

安周辺機器の実力 

別冊日経サイエンス 192号(6月19日号) 不思議の海 

ナツツバキ 
（元谷にて） 

 Photo by 成瀬一郎医学図書館長 

         © Ichiro Naruse  

小 説・エッセイ 
分類番号 書  名 著者名 出版事項 

913.6:Ari 三匹のおっさんふたたび  有川浩著 文藝春秋 2012.3 

913.6:Ari:02 ロシア紅茶の謎 有栖川有栖著 角川書店  

913.6:Mat:01 偏差値70の野球部 [レベル1 難関合格編] 松尾清貴著 小学館 2012.5 

913.6:Oga つるかめ助産院  小川糸著 集英社 2012.6 

913.6:Tan 思い出のとき修理します  谷瑞恵著 集英社 2012.9 

913.6:Yam 放課後の音符(キイノート)  山田詠美著 新潮社 1995.3 

913.68:Aga 最後の恋 : つまり、自分史上最高の恋。[本編]  阿川佐和子他著 新潮社 2008.12-2012.6 

914.6:Kud え、なんでまた?  宮藤官九郎著 文藝春秋 2013.3 

916:Mat 笑う介護。 : ツライ日々を変えたのは「笑い」の最強パワーだった  松本ぷりっつ他著 成美堂出版 2007.9 

933.7:Kis アルジャーノンに花束を ﾀﾞﾆｴﾙ･ｷｲｽ著 早川書房 1989.4 


