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ホームページをリニューアルしました！ 

 Photo by  
成瀬一郎名誉教授 

展示コーナー 『目指せ！プロフェッショナル」 

展示コーナーでは『目指せプロフェッショナル』と題して、その職業を目指す時の「使命

感」や真摯な気持ちを維持し、高めていただけると思う図書やDVDを、医学図書館の蔵書か

らピックアップしてみました。医学関係者の書籍なども展示して

います。学生さんだけではなく、

職業人必見です。 

  

中央にOPAC（蔵書検索）！ 

利用案内をわかり易く表示！ 

すっきり！としたデザイン！ 

プロフェッショナル
目 指 せ！
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 ツイッターも同時に 

はじめました。 

 最新情報をお届けします

ので、フォローをよろしく

お願いします。 

● Twitter 

鳥取大学附属図書館公式 

 ホンの 1例をご紹介します。 

・30代にしておきたい17のこと/本田健 

・現代語訳「武士道」/新渡戸稲造 

・蝿の帝国 : 軍医たちの黙示録 / 帚木蓬生 

・日野原先生からナースに贈る35のメッセージ / 日野原重明 

・ふり返るな ドクター : 研修医純情物語 / 川渕圭一 

・生きつづけるということ : 文学にみる病いと老い / 長井苑子 

書 図 



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 

偕成社 , 1979年 11月 

おばあちゃんのたんじょう日ばこ  /   ｼｬﾛﾝ・ﾍﾞﾙ・ﾏﾃｨｽ(作)  

                   中村妙子（訳）        

 おばあさんは、銅貨1
枚、1枚に詰まった思い

出をマイクに話していき

ます。 

 子ども達が強く生きて

いくために祖父母や両親

から受け継いでいくも

の、それが家族や民族の

歴史である事をこの本は

私たちに教えてくれま

す。 

 デューおばあさんは

百歳。大切にしている

木の箱は、おじいさん

からのプレゼント。 

 おばあさんの誕生日

には、おじいさんと一

緒に１枚ずつ銅貨を入

れた思い出の箱。 

 何も知らない9歳のマ

イクは、その箱で遊び

たくてたまりません。 

地域貢献事業のご案内 

＜学生さん＞夏休み中 長期貸出 をします 
 

 7月18日(金)～9月23日(火)に借りた本は、 

 10月7日(火)までに返却 してください。 
 

 学部学生は３冊まで、大学院生は５冊まで。 
 

 ※ 貸出対象は、本学所蔵図書のみです 

「学生さんの選書会」参加者募集！ 
 

 書店に行って“私のおすすめの本”を選んで 

みませんか？ （学部学生・院生さん対象です） 

 

     日時：8月4日（月）10時～12時 

     場所：本の学校（今井ブックセンター） 

 国立女性教育会館図書パッケージ貸出 
                ＜第２弾＞ 

     

         7月～9月のテーマ 

   ●理科系、医療、恋愛、歴史 

   ご利用は、9月15日までです。 
 

 

ご協力を 

お願いします 

  お知らせとお願い  
  

 7月1日より2階閲覧室

(PCルーム除く)と、３階

グループ学習室で、ねじ式

蓋付きの倒してもこぼれ

ない飲み物の利用が可能

になりました。 
 

 蓋がしっかり

できて、こぼれ

ないものは、  

  OK！ 
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＊  新着図書リスト(抜粋)＊  

分類番号 書  名  等 著者名 出版事項 

M02.8:Dok 
ドクター・ジュノーの戦い : エチオピアの毒ガスからヒロシマ

の原爆まで 

マルセル・ジュノー

著 
勁草書房 2014.5 

M19:Man 寄生虫なき病 ﾓｲｾｽﾞ･ﾍﾞﾗｽｹｽ著  文藝春秋 2014.3 

M2:Tsu 系統緩和医療学講座 : 身体症状のマネジメント 恒藤暁著 最新医学社 2013.6 

M37.58:Hon ユマニチュード入門 本田美和子他著 医学書院 2014.6 

M37.58:Nin 認知症よい対応・わるい対応 : 正しい理解と効果的な予防 浦上克哉著 日本評論社 2014.5 

M37.58:Ura 
60代から始める認知症予防 : 楽しみながら続けよう!12の予

防法 
浦上克哉著 JAF Mate社 2013.9 

M37.58:Ura 
あなたのもの忘れ、「いわゆるボケ」ですか「認知症」です

か? : 認知症を早期に発見するために 
浦上克哉著 徳間書店 2011.9 

M37.58:Ura 認知症予防専門士テキストブック 浦上克哉他編 メディア・ケアプラス  

M37.58:Ura:1 認知症は怖くない 1 浦上克哉著 JAF MATE社 2011.9 

M37.58:Ura:2 認知症は怖くない 2 浦上克哉著 JAF MATE社 2011.9 

M85.5:Sai 最新栄養学 : 専門領域の最新情報 John W.Erdman 編 建帛社 2014.5 

689.5:Mor 
USJのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか? : V

字回復をもたらしたヒットの法則 
森岡毅著 KADOKAWA 2014.2 

D-210(DVD) ユマニチュード : 優しさを伝えるケア技術   [東京] IGM Japon  

分類番号 書  名  等 著 者 出版事項 

210:O86 乙女の日本史 文学編 堀江宏樹 他著 
実業之日本社 

2010.10 

141.6:R27 恋愛感情論 西岡隆著 叢文社 2008.1 

159:H42 発言小町    竹書房 2008.10 

204:Sh69 身体の歴史 20世紀まなざしの変容 J-J・クルティーヌ編 藤原書店 2010.9 

230:J36 ジェンダーの西洋史 井上洋子 [ほか] 著 法律文化社 2012.2 

242.9:Ka46 悲しみのダルフール  
ハリマ・バシール他

著 
PHP研究所 2010.4 

288.1:Ko11 「子」のつく名前の誕生 橋本淳治 他著 仮説社 2011.8 

289:Ma29 マーガレット・ミード  ジョーン・マーク著 大月書店 2009.1 

361.4:Sh64 親密な関係のダークサイド 
B.H.スピッツバーグ

他編 
北大路書房 2008.9 

367.4:E44 「エコ恋愛(ラブ)」婚の時代  牛窪恵著 光文社 2009.6 

367.9:D88 同性愛と異性愛 風間孝 他著 岩波書店 2010.3 

492.9:N71 日本人ナースはなぜアメリカで評価されるのか?  中村明著 
幻冬舎メディアコン

サルティング 

498.1:I54 院内助産院  石村朱美 [ほか] 著 日総研出版 2008.2 

498:Mi62 看取りの文化とケアの社会学 大出春江編著 梓出版社 2012.2 

598.4:I21 家で病気を治した時代  小泉和子編著 
農山漁村文化協会 

2008.2 

778:Sh62 シネマでごちそうさま  まつかわゆま著 近代映画社 2009.3 

＊  国立女性教育会館 図書リスト(抜粋)＊  
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▼ “目指せ！プロフェッショナル”よりご紹介  

《プロフェッショナルの条件 /P･F･ﾄﾞﾗｯｶｰ著 

ダイヤモンド社》  
 優れた成果をあげるために自らをいかにマネジ

メントすべきか、経営学の大家が自分の経験を踏ま

えて具体的に提示している。 

 「生産性を高め、成果をあげる」「意思決定」

「リーダーシップ」「イノベーション」etc.･･･ 

《20歳のときに知っておきたかったこと / 

ﾃｨﾅ・ｼｰﾘﾝｸﾞ著  阪急ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ》 
 私たちが生きる世界には数えきれないほどの不確実

性がある。答えがないことを怖いと感じるかもしれ

ない。『自分自身の冒険映画をつくっているような

ものだ』と楽しむことが重要である。 

《いのちの使いかた / 日野原重明 小学館》 
 やろうと思うだけではやらないことと同じ、行動

こそが勝負、という先生のエールに背中を押され、

この本を読んだ後に、いのちの使いかたがきっと見

つかるはずです。 

《 プロフェッショナル：仕事の流儀 / NHKｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ》 
 このDVDはさまざまな分野の第一線で活躍中の一流の

プロの「仕事」を徹底的に掘り下げたものである。 

（NHKで放送されたシリーズです） 

＜内容＞ 

・がん看護専門看護師：田村恵子の仕事 

・呼吸器外科医：伊達洋至の仕事  etc.･･･ 

雑 誌 名 巻 号 特 集 記 事 

胸部外科 67巻7号 (7月1日号） 
心臓血管外科術後感染管理におけるプロカルシトニンの有用

性 

内科 114巻1号 （7月1日号） 一般内科医のための腎疾患AtoZ 

medicina 51巻7号 （7月10日号） 神経診療ーそのポイントと次の一手 

最新医学 69巻6号（6月10日号） 慢性頭痛の診療ーUpdate- 

クリニカルスタディ 35巻8号 （7月10日号） 実習記事の書き方 

プチナース 23巻8号 （6月10日号） 
【特集1】まるごと解説！ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝの看護過程の展開    

【特集2】実習記録がスムーズに書ける！実習メモのとりかた 

エキスパートナース 30巻9号 （6月20日号） 【特集1】気管切開日常ケアQ&A 【特集2】検査手技の根拠 

月刊ナーシング 34巻8号 （6月20日号） 
【特集１】まず行う外傷の処置とケア 【特集2】効果的な口腔

ケア 【特集3】問診のワザ 

看護教育 55巻7号 （7月25日号） 精神看護教育に改めて向き合う 

看護技術 60巻8号 （7月20日号） 
一歩踏み込んだがん患者の社会的苦痛への緩和的アプロー

チ 

看護研究 47巻4号 （7月15日号） 博士論文を書くということ 

看護展望 39巻8号 （6月25日号） PNSの導入と継続 

検査と技術 42巻7号 (7月1日号） リンチ症候群 

公衆衛生 78巻7号 （7月15日号） 行為への依存症 

遺伝 68巻4号 （7月1日号） 腸の世界 

生体の科学 65巻3号 （6月15日号） 器官の発生と再生の基礎 

化学 69巻7号 （7月1日号） 元素間融合による”人工ロジウムの創製 

こころの科学 176号（7月1日号） 家族療法とブリーフセラピー 

Newton 34巻8号 （8月7日号） クリーンで無尽蔵 新エネルギー 


