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就任にあたって ～新医学図書館長就任のご挨拶～
医学図書館（医学部分館）長 中島健二
この度、医学図書館（医学部分館）長の任を受けることになりました。就任に
あたりまして、ご挨拶申し上げます。
大学の図書館は、大学の教育・研究に欠かすことのできない極めて重要な機関です。図書館
の大きな役割として、利用者に必要な情報や資料を提供することがあります。近年のITの発達
により、コンピュータ端末や携帯電話などによる検索機能も進歩してきています。医学図書館
では、コンピュータを設置し利用者の利便性を高めています。一方、図書館の情報提供として
の役割に関して、外国雑誌の値上がりと購入雑誌の維持という悩ましい課題も生じています。
また、学習・研究の支援や情報収集のみならず、情報交換や交流の場としての空間の提供の役
割も重要で、グループ学習室やブラウジングコーナーなども設置されています。さらに、地域
への貢献にも心掛けており、県内図書館とのネットワーク化や地域の方々による利用にも対応
し、公開展示や講演会なども開催しています。
学生・教職員の方々の声を大切にし、一層使いやすい図書館運営を目指して医学図書館職員
と共に運営に取り組んで行きたいと思います。皆様のご理解とご支援をお願い申しあげます。

“看護研究・プレゼン講習会”を開催しました
総合メディア基盤センターと医学図書館のコラボレーションで行っている「看護研究・
プレゼン講習会」を、3月24日(月)13:30より行いました。
前半にプレゼンの方法、後半に文献の探し方の講習を行いました。参加者18名で、主に看護研究3
年目の方を対象とした講習会でしたが、看護師さん以外の申込みもありました。プレゼン講習では、
「PowerPoint」の基本的動作・機能から、表、グラフ、動画の挿入やアニメーションの効果的な使
い方など実践を交えての講習でした。
また、実際にプレゼンする時の注意事項などの説明もあり、講習会終了後も講師に質問される姿が
見受けられ関心の高さが伺えました。
文献の探し方では、医中誌Ｗｅｂの基本的な操作から、履歴検索・絞込み検索などの説明を行い、
演習問題を解いて理解を深めていただき、そして実際に文献を入手する方法を説明しました。
参加者からは「インパクトのあるパワーポイントが作れそう」
「手探りでやっていた部分がはっきりした」「中級編を希望し
ます」などの感想を頂きました。講習会の時期などについての
ご意見も頂き、今後の参考にしていきたいと思います。

お知らせ
出張図書館 ＆ セミナー開催しました！
4月1日(火) 4限目（131講義室）医学科2年生の授業後に、
恒例となりました医学図書館職員が医学図書館資料を学生さ
んに紹介する出張図書館（通算24回目）を開催いたしました。
今回の出張図書館は特に解剖学講座 中根先生による授業
後に開催するということで、医学科2年生の学生さん約100名
を対象に講義の内容に関連した図書館の人体・臓器模型と図
書資料、DVDなどを持参しました。
講義終了後、中根先生に図書館セミナー（通算10回目）「人
体・臓器模型 見て・触って・確かめよう」を短時間ではありまし
たが、開催していただきました。トルソー（人体模型）や肺（臓
器模型）に興味をもった学生さんに直接、見て、触って、確か
めてもらいました。図書館の人体・臓器模型は先輩学生さん
が希望されて購入したいきさつがあります。
図書館での利用手続きは簡単で1名からでも
利用できます。
是非ご利用ください。

運営委員のご紹介
平成26年度医学図書館運営委員会の先生方は、
下記の通りです。どうぞ宜しくお願い致します。

氏

名

所

属

館長 中島 健二 脳神経内科学
景山 誠二 ウイルス学
河合 康明 適応生理学
清水 英治 分子制御内科学
加藤 信介 脳病態医科学
石黒 清介 胸部外科学
竹内 隆

生体情報学

中條 雅美 成人・老人看護学
中本 幸子 病態検査学
平成26年4月1日現在

より使いやすくなりました！
学生証・職員証
が利用可能な
コピー機に更新
IC

新任教職員

オンデマンド講習会
今年度新任教職員を対象に
図書館オリエンテーションを実施
します。鳥取大学で利用できる下
記についてご説明します。
●OPAC
●データベース
●電子ジャーナル
●Webサービス（文献申込等）
場所は図書館だけでなく、研究
室や教室にも出かけていきます。
なお、新任の方でなくても希望
される場合はお申し込みください

ジャパンナレッジがリニューアル！
←名称も変わりました

硬貨
も
使え
ます

・同時4ユーザ－
・会社四季報も収録
・絞り込み機能が進化

月人石
この作者は、表紙の
写真でわかるように左
手の書道家です。脳性
麻痺の障害があり、車
いす生活という不自由
な身体です。漢字一文
字の書に写真と文が添
えられています。
「風」“かぜが きのう
を きょうにつなぐ ”
「石」“いしも いつしか
すがたを変える”

/ 乾 千恵・谷川俊太郎(著) 川島敏生(写真)

福音館書店 2005.01

文章も読めば読むほど深
く、なにかメッセージが込
められています。それが、
水彩の素朴さと力強で表現
されています。
～編集者より抜粋～
「字を覚える絵本ではな
く、字を感じ楽しむ絵本。
そして筆で書かれて「書」
のもつ生命力が写真と言葉
のハーモニーのなかでより
生き生きと感じられるよう
に構成しました」

ご意見・ご感想をお寄せください
お申し込み先

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
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＊ 新着図書リスト(抜粋)＊
分類番号
378.28:Shu
460.75:Tam
460:Kob
463:Bun
464.2:Fuj
464.2:Lil
467.21:Str
467:Rac

書
名
等
手話を学ぼう手話で話そう
ライフサイエンス試薬活用ハンドブック
まるわかり!基礎生物
分子細胞生物学
タンパク質の立体構造入門
構造生物学
ヒトの分子遺伝学
遺伝情報の発現制御

田村隆明編
小林秀明著
H. Lodish [ほか著]
藤博幸編
A. Liljas [ほか] 著

講談社 2010.12
化学同人 2012.9

Tom Strachan, Andrew P. Read [著]

MDSi 2011.11

デイビッドS.ラッチマン著

MDSi 2012.2

480.75:Mau

マウスラボマニュアル

東京都臨床医学総合研究所実 丸善出版 2012.1

M0:Ema
M07:Ame
M11.1:Nih
M11:Tak
M11:Tot
M13.1:Sig
M16.9:Fuk

The Oxford textbook of clinical research ethics

Ezekiel J. Emanuelほか
佐藤隆美ほか編
日本組織培養学会編
竹内修二著
Gerard J. Tortoraほか著
バスティアンD.ゴンパーツほか著

MDSi 2011.12

遺伝カウンセリングハンドブック 遺伝子医学MOOK

福嶋義光編集

メディカルドゥ 2011.7

M16:Ume

病理画像診断これでスッキリ!

梅澤明弘ほか編集

メジカルビュー社

M18:Hyo
M21.08:Hyo
M21.2:Kih
M21.9:Sai
M29.1:Ebi
M31.7:Nao:2014
M34.45:Tak
M38.2:Jan
M39.5:Has
M42.2:Nom
M46.27:Yam
M47.8:Kan

Standard textbook 標準免疫学
標準臨床検査学 遺伝子検査学
基本をおさえる心エコー
細胞診セルフアセスメント
エビデンスに基づく疾患別看護ケア関連図
血液疾患最新の治療 2014-2016
腫瘍病理鑑別診断アトラス 食道癌 他
種痘伝来
新生児疾患カラーアトラス
周術期管理ナビゲーション
Standard textbook 標準脳神経外科学

宮坂昌之ほか編集
宮地勇人ほか編集
谷口信行編
坂本穆彦ほか編
山本則子編集
直江知樹ほか編集
田久保海誉ほか編集
アン・ジャネッタ[著]
橋本武夫編著
野村実編集
峯浦一喜[ほか]編集

医学書院 2013.3
医学書院 2013.3
羊土社 2014.4
医学書院 2008.6

関節機能解剖学に基づく整形外科運動療法ナビゲーション

整形外科リハビリテーション学会編集 メジカルビュー社 2014.3

M49.3:Abe

関連図で理解する体液調節機能学と体液調節障害のし

安倍紀一郎ほか著

日総研出版 2014.2

M56:Bab
M81.6:Iry
M86:Zie

目でみる妊娠と出産 Visual Series
医療におけるヒューマンエラー
ゲノム疫学の発想と実用化

馬場一憲編
河野龍太郎著
Andreas Zieglerほか著

文光堂 2013.9
医学書院 2014.3

932.5:Nis

ヴェニスの商人の異人論

西尾哲夫[著]

みすず書房 2013.12

D-109-04
D-142-02
D-193-1
D-195-01

看護のための病態生理とアセスメント 呼吸障害 他

医学映像教育センター c2013

人体を学ぶための理科 化学編 2 他

医学映像教育センター c2013

アメリカ臨床留学への道
細胞培養実習テキスト
読んでわかる解剖生理学 : テキスト
トートラ人体解剖生理学
シグナル伝達

人のハいで読める!Dr.山口の胸部写真読影免許皆伝

著

者

出版事項
全国手話研修センター

企画・制作ケアネット

実践!看護技術シリーズ 診療に係わる技術編 1 他

羊土社 2009.3
南山堂 2014.3
東京化学同人 2010.11

OUP 2010
南山堂 2014.3
じほう 2013.3
医学教育出版社 2014.2

丸善出版 2014.1

中央法規出版 2014.2

南江堂 2010.10文光堂 2012.4
岩波書店 2013.12
メディカ出版 2014.2
医学書院 2014.2
医学書院 2014.3

東海大学出版会 2013.5

ケアネット c2011
医学映像教育センター c2013

D-209-02

日経VIDEO 就職活動の基本2 採用担当者はココを見て
いる 他

日本経済新聞出版社制作・著 c2013

日本経済新聞出版社

E:Rei
E:Uch

満月をまって
ブローチ = Brooch

メアリー・リン・レイぶん
内田也哉子文

あすなろ書房 2000.9

リトルモア 2004.12
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特集記事

胸部外科

67巻4号 (4月1日号）

左心低形成症候群に対する治療戦略

ホルモンと臨床

60巻9号 （2012年9月1日号） 小児内分泌疾患の診断と治療

内科

113巻4号 （4月1日号）

ウイルス肝炎診療の最前線と今後の展開

medicina

51巻3号 （3月10日号）

もう見逃さない！迷わない！非血液専門医のための血液診療

最新医学

69巻3号（3月10日号）

抗体によるがん分子標的治療

最新医学増刊

69巻 （3月25日号）

再生医療の最新の進歩（前篇）次世代再生医療に向けた基盤研究

クリニカルスタディ

35巻4号 （4月10日号）

学年別新生活超攻略法

プチナース増刊

22巻6号 （4月10日号）

看護師国試2014 パーフェクト予想問題集

緩和ケア

24巻2号 （3月15日号）

死と正面からむきあうーその歴史的歩みとエビデンス

がん看護

19巻3号 （3月20日号）

がん患者の性・妊娠・出産

看護教育

55巻4号 （4月25日号）

「おかしいな」と思ったときの学生指導

看護技術

60巻3号 （3月20日号）

集中治療領域におけるチームケアアプローチ

看護研究

47巻2号 （4月15日号）

看護学において若手研究者をどう育てるか？（Ⅱ）

検査と技術

42巻3号 （3月1日号）

てんかん

公衆衛生

78巻3号 （3月15日号）

出生前診断

遺伝

68巻2号 （3月1日号）

育種技術の新展開-ＮＢＴ、ゲノム編集、そして社会的対応

化学

69巻3号 （3月1日号）

カテキンプローブの合成と分子イメージング

こころの科学

174号（3月1日号）

自閉症スペクトラム

Newton

34巻4号 （4月7日号）

災厄 福島原発 1000日ドキュメント

日経パソコン

694号 （3月24日号）

【特集1】パソコンやスマホと上手に組み合わせタブレット連携法
【特集2】専用ツールと2段階認証を生かすパスワード管理の現実解
【特集3】作例から撮り方を解説 逆引きデジカメ撮影術

▼ 人間力図書コーナーよりご紹介
《君に友だちはいらない/瀧本哲史》
グローバル資本主義が本格的に上陸し、戦後、奇跡
の復興を遂げた日本やその躍進を支えた会社などの
組織が解体。新たな仕組みが再構築される今を生き
るため「チームアプローチ」論。
本当の友だちとは？
真の仲間とは？
《一路 / 浅田次郎》
父の急死により家督を相続、交代寄合蒔坂家の御供
頭として、江戸への参勤行列を差配することになっ
た小野寺一路。家伝の「行軍録」を唯一の手がかり
に、山中道を一路、江戸へ。
浅田次郎がおくる、時代エンターテイメント。

《あなたの夢はなんですか？私の夢はおとなに
なるまで生きることです。そのとき少女はこう
答えた/池間哲郎》
沖縄を拠点に、アジアの貧困地域に暮らす
人々の支援活動を命がけで続けている著者が物
質的な豊かさの中で「本当に大切なもの」を見
失ってしまった日本の子どもたち・親たちへの
真摯に訴えるメッセージ。

《微笑みのたくらみ/マリアン・ラフランス》
一見、単純に見える笑顔だが、実は複雑な意味を含
んでいる。心理学を柱にさまざまな分野の研究成果
を用いて、表情に秘められたたくらみを次々と暴い
ていく。
読み終わった後、あなたはもう今までのようにあ
の人の笑顔を見ることはできないかもしれない・・

