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学生選書会（ブックハンティング）を開催 
 Photo by  

成瀬一郎医学図書館長 

  医学図書館では、11月21日(木)に ㈱紀伊国屋書店より 

専任講師をお迎えして、文献管理ソフトEndNoteのWeb版を 

中心に講習会を開催しました。 
   

今年の5月に「EndNote Web」から「EndNote  Basic」に変更になった際、フルテキストの

保存（２GB分）が可能となり、これまで電子ジャーナルの書誌事項（論文名、誌名、著者

等）はダウンロードできても、本文(PDF)保存ができなかった点について改善されました。 
 

また、Web版はインターネットが利用できる環境であれ

ばどこからでもアクセス可能なこと、遠隔地の共同研究者

と文献をWeb上で共有できること、OSのバージョンアップ

を気にしなくてもいいことなどの説明があり、最後に、プ

ラグインを使った引用文献リストの作成について、大変簡

単にでき、しかも変更も楽という機能が紹介されました。 
＊インターネット講習会もあります。（図書館HP→Webサービス） 

 

 

 

 11月12日(火)「本の学校 今井ブックセンター」にて学生さんにおすすめ本を選んでいただき

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。 
 

 このたびも一般書から実用書、専門書まで幅広いジャンルから選書いただきました。 

参加された学生さんからは「(なるべく多くの学生に読んでいただけるように)普段自分では 

なかなか手が出せない本も選びました」と時間一杯に吟味していただきました。 

  医学図書館にお立ち寄りの際はぜひご利用ください。今回、ご参加いただくことが叶いませ

んでした学生さんに少しでもご参加いただけるように、医学図書館1階 階段脇と生協医学部

ショップ2階にてリクエストBOX を配置させていただいています。 

 「学習・研究に利用したい」、「この分野について調べたいけど本が少ない」、 

 「皆さんにぜひ読んでもらいたい本」など学習、授業や学生生活、サークル活動など利用した

い本をどうぞご投稿ください。 

玄関を入ってすぐのブラウジングコーナーに あります 

 図書館に 

とりりん 
が仲間入り 

 

  

EndNoteのWeb版が本文(PDF)保存OKに！  

※生協医学部ショップ配置のリクエストBOX は、学部学生、

院生の皆様のみのご利用となります。ご了承ください。 

 ご希望の方には図書館員

がEndNoteの説明に伺い

ます。 

連絡をお待ちしています! 



お知らせ   

 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・前田） 
  Tel  : 0859-38-6462  (内線6462) / Fax : 0859-38-6469 (内線6469) 

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

あすなろ書房 2003.11 

急行「北極号」 / Chris Van Allsburg 著  

/ 村上春樹 訳 
『日本人こそ見直したい 

世界が恋する日本の 

美徳』  
 フレンチにイタリアン、中

華料理もいいけど、だしの香

りをかぐと、なぜかホッとす

る・・・ 

 そんな日本人なあなたに読

んでほしい一冊。日本の良さ

を再発見してみませんか？  

                     

      医学科2年  M.T 

☆学生の  押し☆ 

文献複写申込日時 手配日 

                     ～12月26日（木）17時 12月26日（木） 

12月26日（木）17時～1月7日(火)9時 1月7日(火)9時～ 

   1月7日(火)9時～ 通常通り 
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い
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★ 公開講座のご案内 ★ 文献複写お申込み時のお願い 

 年末・年始、大学等図書館相互協力申込みシス

テム（ILL)が停止します。このため、通常よりも文

献入手の日数がかかりますのでご了承ください。 

 

 

  

 

 

 

 文献複写を科研費でお申込みいただく場合は、 

１月17日(金)までの申込分とさせていただきま

すので、ご注意ください。 

★ 科研費での文献複写お申込みについて 

★ 図書館の開館日にご注意ください 

  医学図書館1階ブラウジングコーナーにて光画部企画展        

   「冬展・フィルム写真展」 
 を展示しています。 

医学部写真部さんの力作ぞろ

いです。ぜひご覧ください。 
 

 12月いっぱい展示しています 

★ 鳥取大学医学部 光画部(写真部)企画展 展示中 

著者：永田公彦 

出版：ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ  

学生推薦コーナーの 

ここにあります↓ 

 それは、少年が欲し

かったトナカイの銀の鈴

でした。しかし、ポケッ

トに入れたはずの銀の鈴

を失くしたことに気づき

ショックを受けます。 

 次の日、妹とプレゼン

トを開けます。そこに

は、失くしたと思ってい

た銀の鈴が！ 

 大人になると聞こえな

くなるこの銀の鈴の音

は、どんな音なん 

でしょう？ 

 クリスマスイヴ。 

サンタを信じる少年は

不思議な列車に乗り、

暗い森を抜け、高い山

を越え北極点へ到着し

ます。  

 そこは、世界中の 

クリスマスプレゼント

のおもちゃが作られて

いる街で、少年はサン

タからの“クリスマス

プレゼント第1号”を

もらいました。 
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＊  ブックハンティング(学生選書）リスト＊  

分類番号 書  名  等 著者名 出版事項 

007.63:Kim 魅せるプレゼン PowerPoint 2010/2007 木村幸子著 秀和システム 2011 

019.9:Kag 
科学者の本棚:「鉄腕アトム」から「ユーク

リッド原論」まで 
「科学」編集部編 岩波書店 2011 

154:Tak 日本人はいつ日本が好きになったのか 竹田恒泰著 PHP研究所 2013 

159.8:Nhk 運命を変えた33の言葉  NHK「プロフェッショナル」制作班著 NHK出版 2013 

160.8:Shi シリーズ世界の宗教 神道 他 P・R・ハーツ著 青土社 

210.3:Tak 日本人はなぜ日本のことを知らないのか 竹田恒泰著 PHP研究所 2011 

210:Nih 歴史の意外なウラ事情 日本博学倶楽部著 PHP研究所 2013 

223.8:Tan ビルマ・ハイウェイ  タンミンウー著 白水社 2013 

289.1:Hos 会津が生んだ聖母 井深八重  星倭文子著 歴史春秋出版 2013 

317.4:Lan:2015 
地方上級・国家一般職「大卒程度」公務員試験

総合問題集 2015年度版 
L&L総合研究所編著 新星出版社 2012 

334.3:Emo 世界がもし100億人になったなら スティーブン・エモット著 マガジンハウス 2013 

361.454:Sai 1分で大切なことを伝える技術 齋藤孝著 PHP研究所 2009 

377.9:Nih 自分を探すな 日本ドリームプロジェクト編 いろは出版 2012 

378.28:Shu 手話検定 3・4級 他   梧桐書院 2012 

404:Dok 虹の解体  リチャード・ドーキンス著 早川書房 2001 

443.9:Kak パラレルワールド  ミチオ・カク著 
日本放送出版協会 

2006 

451.28:Tak 自分で天気を予報できる本 武田康男著 中経出版 2013 

460:Yok よくわかる生命科学  石浦章一著 サイエンス社 2011 

461:Yon 自然を名づける  キャロル・キサク・ヨーン著 NTT出版 2013 

M07.5:Mau マウス実験の基礎知識 小出剛編 オーム社 2013 

M13:Iry イメカラ : 消化管 医療情報科学研究所編 メディックメディア 2013 

M21.1:Mor ねじ子のぐっとくる体のみかた 森皆ねじ子著 医学書院 2013 

M21.9:Rin 臨床検査技師を目指す学生のための細胞診 金子千之編集 医療科学社 2013 

M21:Wak わかりやすい臨床検査 高木康著 じほう 2013 

M29:Nik 看護師を生きる  二木シヅヱ著 今井出版 2013 

M29.07:Oik はじめての看護研究 統計学編 他 及川慶浩著 メディカ出版 2012 

M29.26:Nos 脳神経外科看護のポイント282  
日本大学医学部附属板橋病院脳神経

外科病棟編 
メディカ出版 2013 

M37.5:Nak 認知症ハンドブック 中島健二[ほか]編 医学書院 2013 

547.48:Ict 安心して使うFacebook  ICTコミュニケーションズ著 FOM出版 2013 

664.6:Nar 科学でわかる魚の目利き  成瀬宇平著 
ソフトバンククリエイ

ティブ 2010 

723.1:Ish 石田徹也ノート 石田徹也著 求竜堂 2013 

743.4:Hib 実践人物ライティング  日比野宏Text 雷鳥社 2008 

748:Ish 夜明け = Dawn 山内悠著 赤々舎 2012 

790.4:Aki 趣味力 秋元康著 
日本放送出版協会 

2003 

796.021:Hab 直感力 羽生善治著 PHP研究所 2012 

812:Kit 親を切ると書いてなぜ「親切」  北嶋廣敏著 リイド社 2011 

913.6:Iga こちら弁天通りラッキーロード商店街 五十嵐貴久著 光文社 2013 

913.6:Sat 砂浜 佐藤雅彦著 紀伊國屋書店 2004 

913.6:Wad 大江戸ドクター 和田はつ子著 幻冬舎 2013 

913.6:Yos 愛に乱暴 吉田修一著 新潮社 2013 

914.6:Hay 野心のすすめ 林真理子著 講談社 2013 

914.6:Tab それでもわたしは山に登る 田部井淳子著 文芸春秋 2013 
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雑 誌 名 巻 号 特 集 記 事 

臨床雑誌外科 75巻13号 （12月1日号） 直腸癌側方リンパ節転移のすべて 

胸部外科 66巻13号 (12月1日号） Aspirin 継続の off-pump CABG におけるTranexamic acid 局所療法の止血効果 

ホルモンと臨床 60巻5号 (2012年5月1日号) 日本人の糖尿病と欧米人の糖尿病 

内科 112巻6号 （12月1日号） 最後までよい人生を支えるには 

medicina 50巻12号 （11月10日号） 新時代の肺炎診療 

最新医学 68巻12号（12月10日号） 血管新生阻害薬の展開 

医師国試対策 34巻10号 （11月15日号） 必修を解く 頻出項目① オリジナル問題+解説で、万全の必修対策！ 

クリニカルスタディ 34巻14号 （12月10日号） 
【特集1】毎日の行動目標＆計画がビシッと決まる！ 【特集2】 目には見えない体

液・体温のしくみがわかる！ 

プチナース 22巻13号 （11月10日号） 【特集1】改定 出題基準はこれだけおさえる！【特集2】うまくできる清潔ケアのコツ 

エキスパートナース 29巻14号 （11月20日号） 
【特集１】輸液・薬剤 指示変更の「なぜ」を見抜こう！ 【特集2】人工呼吸ケア よく

あるギモン Ｑ＆Ａ 

月刊ナーシング 33巻14号 （11月20日号） 
【特集１】患者が改善しないとき 次の指示までにできること 【特集2】冬の感染症

対策 

緩和ケア 23巻6号 （11月15日号） 
死を意識した時に何を語り合うかー苦痛と苦悩の中にある人間理解とセルフ・ア

ウェアネス 

がん看護 18巻7号 （11月20日号） 根拠に基づいた看取りのケア 

看護教育 54巻12号 （12月25日号） 移動介助技術の指導方法 ボディメカニクスを実践に活かす 

看護技術 59巻14号 （12月20日号） そこが知りたい！感染管理 Ｑ＆Ａ 

看護展望 38巻13号 （11月25日号） いま、内科薬はこう使う必要とされるジェネラリストナースの育成 

看護展望臨増 38巻2号 （12月25日号） 実力UP 院内シミュレーション教育最前線 

臨床看護 39巻14号 （11月15日号） 関節リウマチケアの基本と患者の意思決定を支える看護 

検査と技術 41巻13号 （12月1日号） 尿路結石 

公衆衛生 77巻12号 （12月15日号） がん対策の強化 

生体の科学 64巻5号 （10月15日号） 細胞表面受容体 

化学 68巻12号 （12月1日号） ノーベル賞を読み解く 2013化学賞、生理学・医学賞、物理学賞 

こころの科学 172号（11月1日号） 暴力の心理 

からだの科学 278号 （8月1日号） アルツハイマー病の最新知識 （278号で休刊） 

Newton 34巻1号 （1月7日号） 大特集 天文学３２テーマで星と宇宙が断然面白くなる 

日経パソコン 686号 （11月25日号） 
【特集1】NAS導入 完全ガイド 【特集2】最新プリンター5番勝負 【特集3】スマート

フォン写真術 

別冊日経サイエンス 195号（11月19日号） 空からの脅威 

今月の新着図書は学生選書会(ブックハンティング）にて選

んでいただいた本のみ掲載していますが、紙面のスペース

上、全ての本は掲載しておりません。ご了承ください。 

  




