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電子ブックのご紹介
便利です！
鳥取大学で契約している電子ブックのご紹介です。
学内からアクセスして利用できる電子ブックのタイト
ル数は、22,000以上あります。
この他、Googleが提供するものや米国大学図書館等
が運営するデジタル化資料の共同リポジトリも図書館
ホームページにリンクをはっています。
＜HPから出版社一覧を見る＞

電子ブックだと・・・
・重い辞書を引かなくてよい
・引用する場合、コピペができて便利
・文字サイズを変更できるから読みやすい
・リンクを辿って調べることができる
場合もある

または、必要な
図書をOPACか
ら探します。

出版社のプラット
フォームにいきます

E-book
の
1例です

エクセル講習会開催しました
8⽉23⽇(⼟)、24⽇(⽇)10:00〜16:00に医学図書館と総合メディア基盤センター
⽶⼦サブセンター主催の「Excel講習会ー簡単な家計簿作りに挑戦ー」を開催しまし
た。この講習会は、総合メディア基盤センターの本村真⼀准教授を講師とし、⿃取⼤
学公開講座並びに⽶⼦市⽴図書館、境港市⺠図書館、南部町⽴図書館との共催事業で
⾏いました。
今回の講習会も、先⽣のご説明は、テキストにしたがって、「セル」についての説明、
列や⾏の挿⼊・削除などごくごく初歩的な基本操作からはじまりましたが、2⽇⽬の講習
が終わるころには、受講者の⽅々は作表等の操作にも慣れられてアンケートにも「家計簿
を作成してみようと思いました。⼩さな⼀歩を踏み出せた講習会でした。」「教わるとい
うのは有難いし、解りやすいことだと思いました。」といったご意⾒を多数いただきました。

お知らせ

報告

現在、資料整理のため、請求記号の書き換えを行っ
ています。そのため、旧請求記号と新請求記号が混在
しています。
利用者の皆様にはご不便をお掛けしますが、ご理
解、ご協力をお願い致します。
お探しの本が見つからない！等ありましたら、
カウンターまでお越しください。

CINAHL講習会

看護医療分野の外国語のオンラインデータベース
CINAHL講習会を専任講師をお迎えして9月5日(金)に
開催しました。基礎的なことに加えて、
検索のコツやPubmedのMeSHに該当
するCINAHL Headingsを使って、ノイ
ズや漏れのない検索についての説明を
していただきました。
今回の資料の残部がありますので、必要な方は、
医学図書館にお問合せください。
SciFinder講習会

旧

化学関連情報データベースSciFinder(ｻｲﾌｧｲﾝﾀﾞｰ)
講習会を開催します！
★10月15日(水) 17：00～18：00
総合教育棟 4F コンピュター演習室
専任講師による講習会です。この機会に是非、
ご参加ください。

新

Part 1

地域貢献事業

【看護・医療健康情報と図書館の利用】
～看護師・図書館員のための検索講習会～

日時：9月27日(土) 13：30～16：40
場所：鳥取大学総合メディア基盤センター
（鳥取市湖山町南4丁目101）
申込〆切：9/19(金)または定員(50名)に達した時点
＊詳細・申込書は、HPのお知らせをご覧ください
（看護研究等に必要な医療情報について、Web上のデータ
ベースを使って検索方法について解説します）

☆学生の

2
Part

地域貢献事業

【医療・健康情報と図書館の利用】
日時：10月11日(土) 10：00～12：00
場所：倉吉交流プラザ視聴覚ホール
≪講演会≫
「認知症を理解しましょう－正しい知識で豊かな老後をー」
浦上克哉氏（鳥取大学医学部教授）
詳細は、ホームページ等でご案内します

押し☆

『マンガ家が描いた失語症体験記』
～高次脳機能障害の世界～
失語症を発症した著者によっ
て、失語症の方が体験されている
世界をイラストで分かりやすく説
明してあります。中々、会話が難
しいというだけでなく、今までで
きていた読み書き、計算なども急
にできなくなってしまうことの悲
しさがすごく伝わってきます。
しかし、人のあたたかさや家族
の支えなど、心があたたかくなる
ような場面もすごく伝わってくる
作品です。
H.N
著者：福元のぼる・福元はな
出版：医歯薬出版 , 2010
この本は、“闘病記”
コーナーにあります

満月をまって / ﾒｱﾘｰ・ﾘﾝ・ﾚｲ(著)
今から100年以上前
ニューヨーク州ハドソン
からそれ程遠くない山あ
いの地方に、かごを作っ
て生計を立てる人達がい
ました。
かごを売りに行くのは
夜道が明るい満月の日
だったので、ぼくはお父
さんに連れて行って欲し
くて満月を楽しみに待っ
ていました。

あすなろ書房,
2000年 9月

掛川恭子(訳)

ぼくはかご作りが上手
になり、やっと連れて
行ってもらった町で、父
のことを「山ザル」とあ
ざ笑う人々に出会いまし
た。それで、一旦はかご
作りが嫌いになったので
したが…
自然と共存しながら、
丈夫で美しいかごを作る
ための技術と静かな情熱
が父から子へ伝わってい
く心温まるお話です。

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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雑 誌 名

巻 号

2014.9

特 集 記 事

胸部外科

67巻10号 (9月1日号）

胸部外科医に必要な最新の病理診断

内科

114巻3号 （9月1日号）

高血圧症 臨床の要点

medicina

51巻8号 （8月10日号）

糖尿病患者を診る

最新医学

69巻6号（6月10日号）

慢性頭痛の診療ーUpdate-

医師国試対策

35巻7号 （8月15日号）

総合診療ケーススタディ：臨床的な視点で国試を考える！

実験医学

32巻14号 （9月1日号）

小脳体ストレスが細胞の運命を決める

クリニカルスタディ

35巻10号 （9月10日号）

患者さんの生活が見える！在宅看護論実習

プチナース

23巻10号 （8月10日号）

【特集1】よく出合う場面別薬の知識 【特集2】ナースとの調整のコツ

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10号 （8月20日号）

【特集１】聴診スキルのすべて 【特集2】検査値の見かた・読みかた
【特集3】皮疹の見かた

看護教育

55巻8号 （8月25日号）

学習の「質」を高めるパフォーマンス評価

看護技術

60巻10号 （8月20日号）

摂食嚥下障害への”適切”な評価とアプローチ

看護研究

47巻5号 （8月15日号）

知的財産としての看護研究

看護展望

39巻10号 （8月25日号）

看護教員の”継続教育”

検査と技術

42巻9号 (9月1日号）

水痘・帯状疱疹ウイルス感染症

公衆衛生

78巻9号 （9月15日号）

超高齢社会ー大都会の高齢者支援の課題

遺伝

68巻5号 （9月1日号）

空飛ぶ脊椎動物

生体の科学

65巻4号 （8月15日号）

古典的代謝経路の新しい側面

化学

69巻9号 （9月1日号）

酸化物薄膜の成長メカニズム

こころの科学

177号（9月1日号）

うつの心理療法ーその真実

そだちの科学
Newton

21号 （10月15日号）
34巻10号 （10月7日号）

自閉症治療・療育の最前線
必ずやってくる首都圏巨大地震

“学生選書会”よりご紹介
《私の敬語正しいと思っていたけれど。 /森下
えみこ メディアファクトリー》
普段何気なく使っている敬語、間違って使っていま
せんか？読んでいると自分の間違って使っていた敬語
に気づけるかもしれません。
可愛い絵柄の実例マンガと、まとめのコラムで敬語
を楽しく勉強できます。

《 人生はニャンとかなる！ / 水野敬也＋長沼直樹
文響社》
猫好きの方、癒されたい方必見！！
世界中の偉人の名言と共にいろんな表情の可愛い猫
が登場します。
ページをめくるたびに笑顔になれます。
名言すべてに丁寧な解説付きです。

《ネット依存症から子どもを救う本！ / 樋口進
法研》
現代の若者の間で問題の「ネット依存症」。そんな
「ネット依存症」についてイラストと図でわかり易く
説明されていて理解しやすいです。「ネット依存度
チェック」も載っているので、試してみてください。

《大往生したけりゃ医療とかかわるな
/ 中村仁一 幻冬舎》
3人に1人はがんで死ぬ日本社会。現役医師の著
者が治療という選択肢ではなく、何も手を施さない
自然死という提案をしています。
癌患者の方だけでなく、読む人すべてが生き方に
ついても 考えさせられる一冊です。
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＊ 学生選書リストより(抜粋)＊
請求記号

書名

著者名

出版事項

121.59:Kak

覚悟の磨き方 超訳吉田松陰

池田貴将編訳

サンクチュアリ出版 2013.6

141.62:Aio

愛を科学で測った男

デボラ・ブラム著

白揚社 2014.7

159.2:Jin

人生はニャンとかなる!

水野敬也他著

文響社 2013.10

223.5:Sho

消去

リティ・パニュ他著

現代企画室 2014.7

238:Zus

図説ロシアの歴史

栗生沢猛夫著

河出書房新社 2010.5

317.4:Chi:2015
336.49:Mor

地方上級・国家一般職「大卒」市役所
吉岡友治著
上・中級
森下えみこの私の敬語正しいと思っ
森下えみこ著
ていたけれど…

実務教育出版 2012.3KADOKAWA 2014.2

377.9:Hon:2016 ホンネの女子就活 2016年度版

女子就活ネット編

実務教育出版 2009.7-

491.3:Hyo:

標準生理学 第８版

本間研一 [ほか] 編集 医学書院 2014.3

491.371:Ich

いち・たす・いち

中田力著

紀伊國屋書店 2001.9

491.371:Ira

イラストレクチャー認知神経科学

村上郁也編

オーム社 2010.2

491.5:Shi

シンプル薬理学 改訂５版

野村隆英他編

南江堂 2014.7

493.7:Itt

行って見て聞いた精神科病院の保護
三宅薫著
室

医学書院 2013.4

493.73:Tsu

つかう本

幅允孝他監修

ポプラ社 2009.12

704:Ato

アート・ヒステリー

大野左紀子著

河出書房新社 2012.9

708.7:Aut

アウトサイダー・アートの世界

はたよしこ編著

紀伊國屋書店 2008.1

748:Gir

A girl like you君になりたい

佐内正史 [撮影]

マガジンハウス 2005.7

816.6:Rei

礼儀正しい人の手紙の書き方とマ
ナー

高橋書店編集部編

高橋書店 2007.6

913.6:Aku

アクアマリンの神殿

海堂尊著

KADOKAWA 2014.6

913.6:Aku

芥川症

久坂部羊著

新潮社 2014.6

913.6:Hai

敗者たちの季節

あさのあつこ著

KADOKAWA 2014.7

913.6:Har

はるさきのへび

椎名誠著

集英社 1997.6

913.6:Ins

インストール

綿矢りさ著

河出書房新社 2005.10

913.6:Ipp

一分間だけ

原田マハ著

宝島社 2009.6

913.6:Kim

きみの友だち

重松清著

新潮社 2008.7

913.6:Nis

西の魔女が死んだ

梨木香歩著

新潮社 2001.8

913.6:Tab

旅猫リポート

有川浩著

文藝春秋 2012.11

913.6:Yam

山女日記

湊かなえ著

幻冬舎 2014.7

914.6:Tor

トラちゃん

群ようこ著

集英社 1989.8

916:Sha

シャバはつらいよ

大野更紗著

ポプラ社 2014.7

