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鳥取大学附属図書館 地域貢献事業

Part1

平成２６年度鳥取大学附属図書館・地域貢献事業Part1として、
『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－』
を９月２７日（土）に開催しました。
この講習会は、看護師の皆様、看護師を目指している方々、医療情報を扱う図書館員の
方々を主な対象とし、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
使った検索の方法を解説するもので、鳥取県立図書館と鳥取大学附属図書館の医療情報提
供についての報告と、愛知医科大学医学情報センターの市川美智子氏を講師にお迎えし、
「看護師のためのWeb検索・文献検索入門」の講義・演習を行いました。
総勢３１名の参加で、実践的な内容となり、好評のうちに終えるこ
とができました。アンケートでも「わかりやすい説明」「明日からす
ぐ使える有用な情報」「またこのような機会を作ってほしい」などの
感想をいただきました。

鳥取大学
附属図書館
地域貢献事業
Part 2

医療・健康情報と図書館の利用
≪講演≫「認知症を理解しましょう」
－正しい知識で豊かな老後をー
講師：浦上克哉 先生（本学医学部教授）
日時：10/11（土） 10:00～12:00
場所：倉吉交流プラザ視聴覚ホール

【 ご案内 】

倉吉パークスクエア
倉吉市立図書館 2階
です

展示コーナー「鳥取県の地震」
医学図書館では、県内で起きた２つの地震、昭和18年9月の鳥取地震、平成12年
10月の鳥取県西部地震の関連資料の展示をしています。
どちらもマグニチュード７以上でしたが、鳥取地震は死者と行方不明が1200人を
超える甚大な被害を残しました。（鳥取県西部地震は死者0人）
ケース内には湖山の中央図書館が所蔵している『鳥取地震調査書（1～10巻）』
の原本や数種の報告書、復旧記録、また、鳥取県西部地震の時の医学図書館の被害
状況の写真も展示していますので、どうぞご覧ください。
鳥取県の
危機管理ポータルサイトです。
防災関連情報や災害発生情報（過
去の発生情報も）、河川や火災の
注意、列車運行情報などが掲載
されています。
http://www.pref.tottori.lg.jp/kikikanrihp/

『鳥取地震調査書』は、
県東部の広範囲の人々に
対して聞き取り調査がさ
れており、その当時の被
害状況が克明に記録され
ています。

お知らせ

第3
回

「ビブリオバトル in 鳥取大学」
昨年の風紋祭で好評を博した「知的書評合戦
ﾋﾞﾌﾞﾘｵﾊﾞﾄﾙ！」を今年も下記の日程で行います。
人々に最も「読みたい！」と思わせる本を紹介し
合いチャンプ本を決定します。

秋の夜長、何か始めてみようと
思ったら・・・色えんぴつを使ってスケッチなど
始めてみませんか？油絵、書道などの入門書も
ありますよ。
医学図書館の２階にも芸術関係の図書がありますので
併せてご覧ください！

⽶⼦キャンパスから2名が参戦予定！
[日 時]
平成26年10月11日(土：風紋祭初日)15:00～
[場 所]
鳥取大学附属図書館( 湖山キャンパス )1階ホール

いつもパソコンやスマホの
画面ばかり見ているあなた、たまには英語の
絵本を読んでみませんか？易しい英語に、
優しい絵。あなたの心をふわっと包んでくれるはず。
日本語の絵本は医学図書館の２階にあります。
※上記以外にも、暮らしや生き方のヒント、気分転換になる
ような読み物や実用書など、楽しい本がたくさんあります。
鳥取大学の図書とは別に３冊貸出します。ご利用ください！

オープンアクセスWeek （10月20日-26日）
学術情報をWeb上で誰もが無償で利用できる
ようにしたいという原点を基にオープンアクセス
を広めるためのイベント週間です。各国で行われ
るようになり、今年で8回目を迎えます。

『国立女性教育会館図書の
ご案内』
このコーナーは、テーマを四
半期毎に替えて、展示をしてい
ます。貸出しできます。
今回10月～12月期のテーマ
● 理科系
● メディア
● 家族
● 男女共同参画
こんな図書があります・・・

「日本のナイチンゲール」
「乙女の日本史：文学編」
「モテの構造」
「エンブリオロジスト」
２階（新着図書
コーナー横）に設置
しています！
どうぞご覧ください

まつり / いせ ひでこ
日本にやってきたパリの植物学者の「木の先生」を少女さえらと庭師
の祖父が、祭りに案内する。この祭りは二百年の時を経た、緻密な彫刻
で飾られた彫刻屋台(山車)が有名。彫刻師
は山の声を聴きながら、山車の原料となる
木でいろんな命を生み出していく。
作者は、「森の神様たちが形を変えて祭
りに現れる」そして山車の上では、「龍が
舞い、鳥が跳び、灯が踊る 森羅万象に神
が宿る」と表現している。

講談社 , 2010年 11月

この「まつり」の舞台は、国指定重要
無形民俗文化財となっている栃木県鹿沼
市の「ぶっつけ秋祭り」がモデルとなっ
ている。

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

医学図書館Today

＊ 新着図書リストより(抜粋)＊
請求記号
140.7:Apa

書名
APA論文作成マニュアル

著者名
アメリカ心理学会著

141.62:Aio
223.5:Sho

愛を科学で測った男
デボラ・ブラム著
消去 クメール・ルージュの記憶と真実 リティ・パニュほか著
地方上級・国家一般職 「大卒」市役所
317.4:Chi:2015
吉岡友治著
上・中級

出版事項
医学書院 2011.3
白揚社 2014.7
現代企画室 2014.7
実務教育出版 2012.3-

317.4:Gen:2015

現職人事が書いた「自己PR・志望動
機・提出書類」の本

317.4:Kom:
368.61:Nag
377.9:Hon:2016
377.9:Jin
377.9:Shu:2016
377.9:Yok:
[2016]
382.1:Kun
407:Hir

公務員試験速攻の時事
永山則夫
ホンネの女子就活
人事が拾う履歴書、聞く面接
就活のやり方
よくわかる森式就活履歴書・エント
リーシート[2016年度版]
捃拾帖
ヒラノ教授の論文必勝法

461.9:Iga

医学・薬学系のための生物統計学入門

490.14:Iry:
490.28:Hos
491.3:Hyo:
491.5:Shi
491.7:Ira
492.1:Paf
492.123:Hay:
492.123:Shi
492.911:Kar:03
492:Byo:03
492:Byo:08
492:Tor
493.17:Rej
493.3:Ira

医療コミュニケーション分析の方法 野呂幾久子ほか著
ホスピスの母マザー・エイケンヘッド ジューナル・S・ブレイク著
標準生理学
本間研一[ほか]編集
シンプル薬理学
野村隆英ほか編
イラストレイテッド微生物学
RichardA.Harveyほか著
パーフェクトガイド検査値事典
中原一彦監修
はじめてでもやさしいモニター心電図 林敏雅著
心電図のみかた,考えかた
杉山裕章著
カラー写真で学ぶ基礎看護技術3
山本直美[ほか]著
病気がみえる3糖尿病・代謝・内分泌 医療情報科学研究所編
病気がみえる8腎・泌尿器
医療情報科学研究所編
トリセツ・ヤマイ
海堂尊著
レジデントのための血液診療の鉄則 岡田定編著
イラストでわかる呼吸器内科学
一ノ瀬正和編
総合小児医療カンパニア連携する小児
田原卓浩総編集
医療

三恵社 2011.7
春秋社 2014.7
医学書院 2014.3
南江堂 2014.7
丸善 2014.8
総合医学社 2014.7
学研メディカル秀潤社
中外医学社 2013.3-2014.3
医歯薬出版 2014.7
Medic Media 2014.9
Medic Media 2014.9
宝島社 2013.6
医学書院 2014.8
文光堂 2014.6

493.95:Nic:
494.627:Rin

NICUマニュアル
臨床医のための最新脳神経外科

金原出版 2014.7
寺田国際事務所

498.55:Bun

栄養科学イラストレイテッド分子栄養学 加藤久典ほか編

羊土社 2014.7

916:Jih

会話のできない中学生がつづる内なる心 東田直樹著

エスコアール出版部 2007.2

493.9:Ren

918.68:Sug:04 須賀敦子全集4
E:Sai
最初の質問

大賀英徳著

実務教育出版 2007.3-

資格試験研究会編
堀川惠子著
女子就活ネット編
佐藤留美著
就職情報研究会編

実務教育出版 2014.2
岩波書店 2013.2
実務教育出版 2009.7扶桑社 2014.1
実務教育出版 2014.6

森吉弘著

ユーキャン学び出版

モリナガ・ヨウ著
今野浩著

KADOKAWA 2014.6
中央公論新社 2013.12

今野秀二ほか著

ムイスリ出版 2012.8

新生児医療連絡会編
橋本信夫他編集

須賀敦子著
長田弘詩;いせひでこ絵

中山書店 2014.9

河出書房新社 2000.7
講談社 2013.7
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雑 誌 名

巻 号

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

medicina

51巻9号 （9月10日号）

ここが知りたい循環器診療：パールとピットフォール

医師国試対策

35巻8号 （9月15日号）

メジャー★☆☆疾患

クリニカルスタディ

35巻11号 （10月10日号）

情報収集力UP!!のポイント

プチナース

23巻11号 （9月10日号）

エキスパートナース

30巻12号 （9月20日号）

月刊ナーシング

34巻11号 （9月20日号）

緩和ケア

24巻5号 （9月15日号）

緩和ケアの症状マネジメント

がん看護

19巻6号 （9月20日号）

肝がん患者の治療とケア

看護教育

55巻9号 （9月25日号）

【特集１】求める学生確保のための方策：面接をめぐる課題を中心に 【特
集2】ナイチンゲールアップデート

看護技術

60巻11号 （10月20日号）

救急領域における倫理的問題への考え方と対応

看護技術増刊

60巻12号 （10月25日号）

症状別院内トリアージの知識と実践

検査と技術

42巻11号 (10月1日号）

ハイド症候群

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

化学

69巻10号 （10月1日号）

メタンハイグレードが融けるしくみ

そだちの科学

【特集1】電子カルテのみかた・読みかた 【特集2】事例で理解！関連図つ
まずきやすい10ポイント
【特集1】看護ケアの本当はどっち!?「する」「しない」 【特集2】一般病棟で
の精神症状
【特集１】状況別・場面別フィジカルアセスメント 【特集2】心電図モニター
使いこなしガイド

21号 （10月15日号）

自閉症治療・療育の最前線

Newton

34巻10号 （10月7日号）

必ずやってくる首都圏巨大地震

実験医学

32巻16号（10月1日号）

幹細胞ニッチが見えてきた！

“国立女性教育会館 図書”よりご紹介
《女子会2.0 /「ジレンマ+」編集部
NHK出版》
「女子力アップ」の果てには何があるのか？
「結婚」で幸せになれるのか？
気鋭の女性論客らによる女子必読の一冊

《3・11から考える「家族」 / 真鍋弘樹
岩波書店》
東日本大震災は、家族やコミュニティの役割と
意味について多くの問いを投げかけた。戦後日
本にとっての「東北」を歴史的にたどり直しな
がら、日本の家族のいま、そのありのままの姿
を綿密な取材から描くルポルタージュ。

《 専業主婦になりたい!? / 白河桃子
講談社》
震災後、より高まっている20代女子の専業主婦
願望の正体とは?
フツウに幸せになるための、この時代だからこ
その“結婚のカタチ”を問う一冊。
「結婚して仕事辞めたい」と一度でも思ってこ
とがある人は必読です。

《素敵にサイエンス

企業編 / 中村立子
近代科学社》

理系の企業に就職した女性キャリアパスを紹
介。理系進路を目指しながらも悩みや不安を抱
えている女子学生に対して、進路選択のヒント
が詰まった１冊。

