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第2回医学図書館セミナー開催！

医学図書館は、平成26年7⽉31⽇(⽊)16：40-18：20 講義実習棟121 講義室で中根裕信先⽣(医学科
解剖学)を講師に図書館セミナー「みるー診る・看る・視る・⾒るー」を開催しました。
今回のセミナーでは、話題の漫画「コウノドリ 4」の中から先天性⾵疹症候群の⼦供さんをとりまく家族・職場・病院に
ついての漫画を紹介され、医療と社会との関係を考えさせられる内容でした。先天性⾵疹症候群は、妊娠の初期(第
8週頃まで)に⾵疹に初めて感染すると胎児に異常(⽩内障・難聴・⼼臓奇形等)が⽣じる可能性が⾼く社会的に問
題になっているとのことでした。これらの異常は、妊娠初期の胎児の臓器が形成される時期に、⾵疹ウイルスに初めて感
染すると細胞の分裂等がうまくいかないことによるとのことでした。特に妊娠の可能性のある⼥性が、この
病気について知識を持つことが必要ではないでしょうか。
試験終了後にもかかわらず受講された学⽣さんの感想は「興味を抱く、視野を広げるのにいい機会で
した。」と好評でした。
また、参加者はセミナーの後、「⼈体・臓器模型」のほか、「解体約図」「解体新書」「病草⼦」など普
段⾒られない資料を興味深く⾒ることができました。
ブラウジングコーナーにあります

医学図書館ではより多くの学⽣さ
んに医学図書館を利⽤していただく

★ 医学図書館では常時⼈体模型の展⽰・貸

ために、今後もこのような企画を計画

出を⾏っています。ご来館いただき実際に

していきます。

⾒て・触って学習にお役⽴てください。

学生さんによる選書会を開催！
8⽉4⽇(⽉)「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学⽣さんの選書会⾏事を毎年春と秋の2回開催しています。
今回も話題の本から専⾨書までたくさんの本を選んでいただきました。
ご参加いただきました学⽣さんからも「あまり勉強以外の本を⾒なかったので、久々に読みたい本が⾒つ
かりました」「⾊々と選べてよかったです」等、様々な本を選書していただきました。

只今、皆様にご利⽤いただけるように作業をしております。今しばらくお待ち下さい。今回選書頂い
た本は医学図書館の⼊り⼝横側ブラウジングルームの本棚に作業が終わり次第配置する予定です。その
際はぜひご利⽤ください。
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お知らせ
≪レポートの書き方・科研費関連 図書を展示≫

≪データベース講習会のご案内≫

シナール
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▼ 今回は、基本操作から絞り込みのコツ等、効率
の良い文献検索の方法など実践的な内容です。
皆さまの参加をお待ちしてます！

レポートや論文の書き
方、科研費獲得に関する
図書を集めて展示してい
ます。
また、レポートの書き
方の概要を簡単にまとめ
た資料もご用意していま
すので、ご自由にお持ち
帰りください。
カウンター前に展示しています。ご利用ください。

★ 8月は休館日が多いので確認ください★
大学入門ゼミで行われたスポーツ大会の優
勝カップ、同じくベストパフォーマンス賞
のトロフィーを展示しています

8月18日～20日は、図書館内の蔵書点検を行いま
す。休館日が多いですが、ご理解、ご協力のほど、
よろしくお願い致します。

☆学生の

押し☆

『命の授業』
スキーでの転倒事故により首
から下がまったく動かなくなっ
てしまった中学教師が周囲の応
援や励ましを受け、「笑顔」と
「感謝」と「周りの人々の幸せ
を願う」ことにより奇跡的な回
復力を発揮する。
“命の大切さ”や“自分の存在の
大切さ”について気づかせてくれ
る感動の物語です。
M.H
著者：腰塚 勇人
出版：ダイヤモンド社 , 2010
ここにあります
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さがしています

/ ｱｰｻｰ･ﾋﾞﾅｰﾄﾞ(著)

岡倉禎志(写真)

これらの遺品は、ピ
カドンを体験したカタ
リベ達。今を生きる私
たちに語りかけ、問い
かけ続けています。
この本の巻末には、
その持ち主や家族達の
物語も語られていま
す。そして著者である
ビナード氏の解説も読
みどころです。

1945年8月6日の朝。
広島のすべてのものが
ネツと放射能に侵され
ました。この絵本の写
真は、広島平和記念館
に所蔵されている遺品
の中から、14点を厳
選。これらは、「議院
石」という原爆にあっ
ても焼けなかった石の
上で撮影されました。

童心社 , 2012年 7月
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診療に伴う援助
Smart nurse Books+ ナースが
M29.83:Mat
疲れない・疲れさせない仕事
松村啓史他編著
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文響社 2014.3
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雑 誌 名

巻 号

特 集 記 事

胸部外科

67巻8号 (7月20日号）

いますぐ役立つ診断・治療デバイス

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

クリニカルスタディ

35巻9号 （8月10日号）

実習指導者からの質問に強くなる

クリニカルスタディ増
刊

34巻13号 （8月10日号）

看護師国試 2014 完全攻略 BOOK

プチナース

23巻9号 （7月10日号）

【特集1】ケアに生かす解剖生理 【特集2】進学・資格取得ガイド

エキスパートナース

30巻10号 （7月20日号）

【特集1】”できる”が増えるちょっとリハ 【特集2】腹腔鏡下手術のケア
【特集3】検査手技の根拠

月刊ナーシング

34巻9号 （7月20日号）

【特集１】高齢者ケアの実践アプローチ 【特集2】急性期呼吸リハの最新の根
拠

緩和ケア

24巻4号 （7月15日号）

死が近づいた時の症状マネジメント

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

検査と技術

42巻8号 (8月1日号）

熱中症

公衆衛生

78巻7号 （7月15日号）

行為への依存症

化学

69巻8号 （8月1日号）

世界最小の炭素ナノリング

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

“国立女性教育会館 図書”よりご紹介
《わたしの終戦記念日 /瀬谷道子

新水社》

戦後65年、あらためて平和への祈りを込めて。
少女から娘時代を戦争のなかで過ごした12人の女性
たちが語るー「戦争」とともに生きた日々と、平和
への思い。
死と隣り合わせにありながらも、柔軟に、たくま

《看護師の仕事につきたい！ / 坂本すが
KADOKAWA中経出版》
患者さんの体と心、社会生活の安全・安心をサ
ポート。全国どこでも働ける一生モノの専門資格。
命の危機を回避し、救うための手助けを行う。
看護界のトップリーダーが、詳しく紹介！

《 シネマでごちそうさま / まつかわゆま 近代映画
社》

《大奥学 事始め/ 山本博文 NHK出版会》

映画の中に登場する食べ物や食事のシーンをきっか
けに、そこで描かれる女性の恋と仕事に対するスタン
ス、生き方を紐解いていく。
シネマアナリストの著者が、アメリカ、ヨーロッパ
からアジアまでの映画を題材に、女性の生き方を考察
する、“食”を通しての女性映画論。

近世史研究の第一人者が初めて明かす真相。
俗説に彩られた「女の園」の虚像を斬る。
NHK大河ドラマ「篤姫」の世界をより深く知
る上でも必読の書。

