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PubMed、医中誌Webから、らくらく文献依頼！
データベース（PubMed、医中誌Webなど）から、文献を手に入れる方法はご存じでしょうか？
医学図書館のホームページからアクセスすると、電子ジャーナルでフルテキストを見ることができたり
（学内のみ）、学内の所蔵場所を知ることができます。どちらからも入手できない場合は、「鳥取大学で探
す」のアイコンをクリックして、『ILL：文献複写』から申し込んで頂くと、論文名などの書誌事項を入力し
なくても簡単に文献依頼ができます。この便利なツールを是非ご利用ください。

Pubmedや
医中誌Webの
データベースから

医学図書館HP
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フルテキスト（全文）や当館
に所蔵がなかったら・・・

ID・パスを入力します

連絡先は必須
この
リンクを
クリック

ID

・パスなどわからないことはお問合せください

＊電子ジャーナルによっては、図書館で購入しているものがあります。そのため学内LANに接続しているPCからしか、
フルテキストが見られないものがあります。

国立女性教育会館図書パッケージ貸出サービスのお知らせ
図書館1階にあります。

国立女性教育会館図書パッケージ
貸出サービスを開始いたしました。
皆様の研究学習等にご利用下さい。
「男女共同参画」
「ワークライフバランス」
「女性のライフプラン」など、
様々なテーマにあった図書です。

「鳥取大学」として貸出をうけているため、貸
出は鳥取大学の学生、院生、教職員のみとなり
ます。ご了承ください。
貸出期間: 2週間
貸出冊数: 学生 3冊、院生・教職員 5冊
＊本学図書館の図書とは別に上記冊数が貸出OK

※国立女性教育会館からの借用ですので大切に
ご利用下さい。

≪今年度のスケジュール≫
4月～6月 「理科系、芸術、いのち、国際協力、持続可能な社会」貸出しは、6月15日まで
7月～9月 「理科系、医療、恋愛、歴史」
10月～12月「理科系、メディア、家族、男女共同参画」
1月～3月 「理科系、キャリア・しごと、いのち、社会、男女共同参画」

お知らせ
第2回 ビブリオバトル in 鳥取大学！（湖山地区）

＜チャージ機を設置しました＞
学生さんから希望の多かった生協のICカー
ド用マネーチャージ機を医学図書館に設置し
ました。
学生証はもちろん、鳥取大学IC職員証にも
チャージできます！
チャージ後は、2Fのパソコンルームにある
オンデマンドプリンターや1Fのコピー機で使
用できます。もちろん、生協ショップや学食
でも使えますのでおおいにご利用ください。
なお、チャージは1,000円札のみですので
ご注意ください。

ビブリオバトルとは、持ち時間５分間、己が弁舌のみで
本を紹介しあう「知的書評合戦」。小説、新書、学術本か
ら漫画まで、「本」であったらなんでもOK。人々に最も
「読みたい！」と思わせる紹介をした者に『チャンプ本』
の栄光が与えられます。
今回、チャンプ本となったのは、推理小説『毒入りチョ

コレート事件』でした！

5月2日（金）17時から行わ
れたビブリオバトルの様子

カウンター横ににあります。

ビブリオバトル

〜⽶⼦地区予告〜

⽶⼦地区でのビブリオバトルは、錦祭で⾏う予定です。
●⼭陰地区決戦（昨年度は松江）
→⾸都決戦（東京）出場を⽬指して!!
※出場者は、学⽣に限ります。

☆学生の

押し☆

『TEDトーク 世界最高の
プレゼン術』

絵本 弁慶
今から約800年前、
京の五条の橋の上、
武蔵坊弁慶と17歳の
源義経。
戦いで活躍し義経
は英雄となるが、頼
朝から追われる身と
なってしまいます。
弁慶はその後、誠
心誠意をもって義経
に生涯をささげてい
きます。

著者：Donovan,Jeremey
出版：新潮社 , 2013
ここにあります

/ 谷 真介(文) 赤坂三好(絵)

弁慶の伝説は、頼朝か
ら逃れるため平泉へ向か
う際の関所の場面や義経
を守るために何十本もの
矢を受けても倒れず、目
を見開いたままの最期の
場面などがあります。
勇壮な絵で描かれた、
義経の栄光と悲劇が、弁
慶を通してわかる時代絵
巻の絵本です。

金の星社 , 1986年 8月

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
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＊ 新着図書リスト(抜粋)＊
分類番号

書

名

等

著者

323.14:Iwa
369.12:Noz
420:Yas
454.64:tsu
463.8:Dev
M02:Ber
M07.9:Que:15

憲法を学ぶ
福祉法学
やさしく学べる基礎物理
乾燥地を救う知恵と技術
Developmentalbiology
「最悪」の医療の歴史
Question bank医師国家試験問題解説

岩井和由著
野崎和義著
基礎物理教育研究会編
恒川篤史編
Scott F. Gilbert
ネイサン・ベロフスキー著

M13:Gan

Ganong's review of medical physiology

M13:Gan
M14:Shi
M29.11:Kis
M29.13:Kan
M29.17:Man
M29:Kei
M29:Nur:01
M3:Wak
M39:Hyo
M42.4:Hyo
M49:Hyo

ギャノング生理学
[William F. Ganong原著]
シンプル生化学
野口正人ほか編集
基礎看護技術看護学テキストnice
香春知永編集
看護診断ハンドブック
リンダJ.カルペニート著
慢性期看護論系統看護学講座
鈴木志津枝編集
医療安全
川村治子著
ナーシング・グラフィカ 高齢者の健康と障害 堀内ふき編
わかりやすい内科学
井村裕夫編集主幹
標準小児科学
原寿郎ほか執筆
静脈麻酔
稲垣喜三著
標準泌尿器科学
並木幹夫ほか執筆

出版事項

嵯峨野書院
ミネルヴァ書房2013.9
森北出版2012.11
丸善出版
Sinauer Associates c2014
原書房2014.1
メディックメディア2014.3
McGraw-Hill Medical
c2012
丸善2014.1
南江堂2014.3
南江堂2014.3
医学書院2014.1
ヌーヴェルヒロカワ2014.4
医学書院2014.3
メディカ出版2013.1
文光堂2014.2
医学書院2013.12
克誠堂出版2014
医学書院2014.2

＊ 国立女性教育会館図書リスト(抜粋)＊
分類番号

書

名

等

150:Ko44
162:R25

高校生と大学一年生のための倫理学講義
霊と女たち
貧困を救うのは、社会保障改革か、ベー
331:H61
シック・インカムか
331:Z3
ゼロから考える経済学
333:Z3
善意で貧困はなくせるのか?
334.41:Ta12 多文化共生社会と外国人コミュニティの力
361.5:P81
ポップカルチャーとジェンダー
361.7:C43
地方からの社会学

著者

出版事項

藤野寛著
杉浦勉著

ナカニシヤ出版2011.4
インスクリプト2009.7

橘木俊詔,山森亮著

人文書院2009.11

リーアン・アイスラー著
ディーン・カーラン[著]
吉富志津代著
堤マサ他編著

英治出版2009.11
みすず書房2013.2
現代人文社
明石書店2012.3
学文社2008.8

364:N71

日本の社会政策

久本憲夫著

ナカニシヤ出版2010.5

367.9:J46
369.2:Se17
377:O34
407:Ka16
490:H16
492.9:Ka54
591:J36
767:Mo25
930.2:D16
940:Sh81

自分をさがそ。
生活保護と日本型ワーキングプア
ママの研究室
科学者たちの奇妙な日常
はじめて出会う生命倫理
看護が直面する11のモラル・ジレンマ
ジェンダーで学ぶ生活経済論
ももクロ論
大学で読むハリー・ポッター
白雪姫たちの世紀末

杉山貴士著
道中隆著
けいぴぃ作
松下祥子著
玉井真理子他編
小林亜津子著
伊藤セツほか著
清家竜介ほか著
板倉厳一郎著
原研二著

新日本出版社2008.6
ミネルヴァ書房2009.11
大分大学2012.3
日経新聞2008.12
有斐閣2011.3
ナカニシヤ出版2010.2
ミネルヴァ書房2010.4
有楽出版社
松柏社2012.4
郁文堂2010.8
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雑 誌 名

巻 号

特 集 記 事

胸部外科

67巻5号 (5月1日号）

大動脈弁輪部破壊を伴った感染性心内膜炎に対するFreestyle弁を用いた大動脈
基部置換術

ホルモンと臨床

60巻10号 （2012年10月1日

下垂体疾患最前線

内科

113巻5号 （5月1日号）

これだけは知っておきたい！内科医のための神経疾患診療

medicina

51巻5号 （5月10日号）

内科医のための皮疹の診かたのロジック

最新医学

69巻5号（5月10日号）

ホルモンからアンチエイジングを科学する

プチナース

23巻5号 （4月10日号）

【特集1】ねじ子の病態生理 【特集2】学生生活のお悩み全部まとめて解決します！

プチナース増刊

23巻6号 （4月10日号）

解剖・病態生理から看護ケアまで！ビジュアル疾患ガイド

エキスパートナー
ス

30巻5号 （4月20日号）

【特集1】起こりがちな！急変徴候への対応

エキスパートナー

30巻6号 （4月20日号）

アセスメントに使える！症状・病態別検査データの見かた

月刊ナーシング

34巻6号 （4月20日号）

【特集１】静脈注射がうまくなる！ 【特集2】はじめての急変対応Q＆A

月刊ナーシング増

34巻5 号（4月10日号）

準備力、察知力、技術力、行動力、現場力で必ずできる急変対応完全マスター

看護教育

55巻5号 （5月25日号）

ピアの力を信じよう 学生同士で教え合う仕組みの活用

看護技術

60巻6号 （5月20日号）

一般病棟における認知症患者のBPSDに対する看護ケア

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）

看護展望

39巻6号 （4月25日号）

認知症ケアを組織で考える時代へ

検査と技術

42巻5号 （5月1日号）

ムーコル症

公衆衛生

78巻5号 （5月15日号）

NCD(非感染症疾患）対策

遺伝

68巻3号 （5月1日号）

シーラカンス研究最前線

生体の科学

65巻2号 （4月15日号）

細胞の少数性と多様性に挑むシングルセルアナリシス

こころの科学

175号（5月1日号）

思春期の”悩み以上、病気未満”

Newton

34巻6号 （6月7日号）

天気予報の科学

▼ 新着DVDよりご紹介
《Dr。石松の帰してはいけない患者症例

上・下》

危険な兆候を見極める患者症例を紹介！
1. 頭痛篇
2. 胸痛篇
【症例1】3か月前から、バンドで締め付けるような
頭痛が徐々に発生した55歳の女性。Etc.
＊このDVDは館外貸出OK（学内者のみ、１週間）
《聖路加GENERAL 心療内科》
これができる診療内科の極意！
PART１：プライマリケアで診る不眠症
PART２：難しくない！うつ病の診断
PART３：今日からできるうつ病治療
＊このDVDは館外貸出OK（学内者のみ、１週間）

《出直し看護塾》
心電図がわかるともっと楽しくなる！
第１回：心電図のここがわかれば楽しくなる！
第２回：弱点克服！上室性心電図のツボ
第３回：弱点克服！心室性心電図の急所
＊このDVDは館内視聴のみ

《就職活動の基本》
２巻：採用担当者はココを見ている
３巻：自分のことを伝えよう
４巻：就活の身だしなみ
＊このDVDは館外貸出OK（学内者のみ１週間）

