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未来の図書館（オープンアクセスウィーク）
10月20日～26日は国際オープンアクセスウイーク（学術情報をWeb上で誰もが無償で利用できるよ
うに！を原点に各国で展開中）でした。その活動の一環としてワークショップが開催されました。

〜未来の図書館：図書館の新たなミッションⅠ〜

神⼾⼤学（10/22）に参加して

1.世界的な動向
オープンアクセス（OA）という言葉をご存知でしょうか。インターネットで無料公開を行ってい
るジャーナル、研究データなどの総称です。以前はジャーナルを指すこと
が多かったのですが、欧米では2000年くらいから「公的な資金援助を受け
た研究データは公共財」であるという考え方で、研究データ自体の無料公
開が進んできています。メガデータの公開が技術的に可能になった現在、
ますます発展していくことが予想されます。

2.機関リポジトリの今後
ところで、皆さんは図書館が学内の研究成果などの情報発信のために機関リポジトリの運営を
行っていることをご存知でしょうか。
平成25年4月1日から施行の「学位規則の一部を改正する省令」により、鳥取大学でも機関リポジ
トリで学位論文の全文または要約の公開を行っています。学位論文の公開は社会のニーズがあり、
今回のワークショップの中でも、佐藤翔先生（同志社大学社会学部）が神戸大学の機関リポジトリ
のアクセスログの分析を行った結果、学位論文へのアクセスが圧倒的に多かったと分析しておられ
ます。
今後、機関リポジトリ推進委員会により、アクセスログを標準処理できる仕組みができれば、利
用者のニーズを踏まえたコンテンツを構築することができ、社会的認知度はますます高まると予想
されています。また、スモールデータでの社会貢献だけではなく、出版社などでは掲載できない、
メガデータの公開などの期待も高まっています。

展示コーナー

感染症を知る

～正確な情報に基づいて正しく怖がる～

最近よく耳にするエボラ出血熱、夏に流行したデング熱など、感染症について展示しています。
今回の展示にあたり、本学医学部ウイルス学の景山教授に、感染症についてわかり易い資料や信頼
できるサイトをご教示いただきました。
お薦め資料
○『ウイルスX ― 人類との果てしなき攻防』(書籍)
フランク ライアン著 沢田 博、古草 秀子翻訳 角川書店 1998
○『ホットゾーン』(書籍)
リチャード・プレストン著 高見浩翻訳 飛鳥新社 1994 復刊2014
○『アウトブレイク』(DVD)
お薦め情報サイト
○ FORTH（厚生労働省検疫所）＊WHOの情報が翻訳されています
http://www.forth.go.jp/index.html

お知らせ
1F展示
コーナー
横です。

プレゼンツ！

専任講師による講習会です。
この機会に是非、マスターしてみませんか？
詳しくは、医学図書館まで。

ビブリオバトル in 鳥取大学
報 告

第3
回

中央図書館（湖山キャンパス）において、
「最も“読みたい！”
と思わせる本」を紹介
し合うビブリオバトル
が、10月11日(土)の風
紋祭の初日に開催され
ました。
詳細は、HPでご覧ください。
今回、米子キャンパスから2名が参加し、健闘
しましたが、チャンプにはあと1歩でした。
今回のチャンプ本は、こちら・・・

『恋文の技術

学生図書館スタッフさんに、
学生図書館スタッフさんに、
皆さんに読んでほしい本を集めました。
皆さんに読んでほしい本や後輩に薦める
本を選んでもらい、展示しています。

/ 森見登美彦 著』

図書館ブラウジングコーナーにて
アトリエ自由ノートの学生さんの作
品を展示しています。どれも力作揃
いです。どうぞ足を運んで鑑賞して
ください。

医学図書館周辺に、AGC（アレスコ棟ガーデニン

グクラブ）の皆さまのご厚意により、植え替えが終
わった冬バージョンの華
やかなプランターが並び
ました。

ビブリオバトル参加本です！

☆学生の

押し☆

『ぬしさまへ』
やさしくて、あたたかみがあって、
ちょっぴり切なさもあじわえる、若だ
んな一太郎と妖怪たちの謎解き物語。
「しゃばけ」シリーズ第二弾の「ぬし
さまへ」は、だれかを思い思われるこ
とのあたたかさ、力になれなかったこ
とへの不甲斐なさ、生きていく上での
切なさが味わえます。他の本ではめっ
たに味わえない、読み終えたときのこ
の感動を、ぜひ。
H.M
著者：畠中 恵
出版：新潮社 , 2005
ここにあります

↓

かないくん / 谷川俊太郎 作 松本大洋 絵
死ぬって、ただここにいなくなるだけのこと？
童話作家の祖父は、死期を知った時、小学校の
時に亡くなった同級生のかないくんを思い出し、
絵本を描き始めたのだが…
生と死、悲しさと温かさの混じったお話です。

東京糸井重里事務所 , 2014年 1月
大人も読める絵本を中心に約300冊揃えています。

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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＊ 新着図書リストより(抜粋)＊
請求記号

書名

著者名

出版事項

140.7:Shi

質問紙調査と心理測定尺度

宮本聡介他編

サイエンス社 2014.7

146.3:Jir

事例で学ぶアセスメントとマネジメント

湊真季子[ほか]著

岩崎学術出版社 2014.8

146.8:Ong

音楽療法

笠嶋道子他編

クオリティケア 2009.2

209.5:Fer

フェルメールの帽子

ティモシー・ブルック[著] 岩波書店 2014.5

336.2:Mak

マッキンゼー流入社1年目ロジカルシンキ
大嶋祥誉著
ングの教科書

SBクリエイティブ 2014.4

361.454:Kph

KP法

川嶋直著

みくに出版 2013.10

377.7:Sai

採択される科研費申請ノウハウ

岡田益男著

アグネ技術センター 2014.8

385.6:Shi

身体巡礼 ドイツ・オーストリア・チェコ編

養老孟司著

新潮社 2014.5

464:Buo

ヴォート基礎生化学

D. Voet他著

東京化学同人 2014.9

481.78:Shi

死を悼む動物たち

バーバラ・J・キング著

草思社 2014.8

490:Ken

研修医はじめの一歩

リブロ・サイエンス編集部
リブロ・サイエンス 2013.3ー
編

490.19:Iry

医療統計学入門

比江島欣慎著

オーム社 2014.8

490.19:Sta

Stataによる医療系データ分析入門

浦島充佳著

東京図書 2014.5

490.2:Iga

医学は歴史をどう変えてきたか

アン・ルーニー著

東京書籍 2014.9

490.7:Ron

論文作成ABC

松原茂樹著

東京医学社 2014.2

490.9:Kan

漢方医学入門

後山尚久著

診断と治療社 2014.3

491.1:Nat:03

なっとく解剖生理学 ぐるぐる回る呼吸器

五十嵐雅著

文光堂 2014.6

491.2:Mua
491.3:Sei
491.3:Shu

ムーア人体発生学
生理学実習書
カラーイラストで学ぶ集中講義生理学

Keith L. Moore他原著

医歯薬出版 2011.3
日本生理学会教育委員会監 南江堂 2013.9
岡田隆夫編
メジカルビュー社 2014.10

491.343:Yok

よくわかる摂食・嚥下のメカニズム

山田好秋著

医歯薬出版 2013.11

491.8:Kis

基礎免疫学

Abul K. Abbas他著

エルゼビア・ジャパン 2014.9

492.1:Nai

内科診断学

武内重五郎著

南江堂 2011.4

492.907:Bun

文献レビューのきほん

大木秀一著

医歯薬出版 2013.9

492.908:Kei:01 系統看護学講座 総合医療論他

小泉俊三他[著]

医学書院 2013.1

492.908:Shi:01 新看護学 1他

河原克雅他執筆

医学書院 2014.1

492.911:Kom

公衆衛生学

柳川洋,萱場一則編集

中外医学社 2014.4

493.73:Jis

自信がもてる!せん妄診療はじめの一歩

小川朝生著

羊土社 2014.10

493.73:Sai:2

日本臨床 最新臨床脳卒中学 下

495.46:Dar

誰も教えてくれなかった乳腺エコー

何森亜由美著

医学書院 2014.5

495.9:Jyo:5

助産学講座 2他

横尾京子編

医学書院 2013.1-

498.9:Oto

オートプシーイメージングAiはどこまで事
実に迫るか

臼井章仁[ほか]執筆

医歯薬出版 2014.8

830.79:Off

The official guide to the TOEFL test

913.6:Nus

ぬしさまへ

畠中恵著

新潮社 2003.5

916:Yam

病み上がりの夜空に

矢幡洋著

講談社 2014.7

逐次刊行物:Kou:26

厚生労働白書 26年版

厚生労働省編

厚生労働省 2014.8

日本臨牀社 2014

McGraw-Hill c2012
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雑 誌 名

巻 号

特 集 記 事

胸部外科

67巻12号 (11月1日号）

心臓・大血管手術後の胆道感染症および無石性胆嚢炎の臨床像

内科

114巻5号 （11月1日号）

高齢者の感染症はこう診る

medicina

51巻10号 （10月10日号）

すぐ役に立つ呼吸器薬の標準的使い方

増刊

51巻11号 （11月1日号）

CT・MRI”戦略的”活用ガイド

クリニカルスタディ

35巻12号 （11月10日号）

解剖生理・病態生理から読む画像検査

増刊

35巻13号 （11月10日号）

看護師国試 2015 重要疾患パーフェクトドリル

プチナース

23巻12号 （10月10日号）

【特集1】実習で出合う看護技術のギモン解決
いけない！

増刊

23巻13号 （10月10日号）

看護師国師2015パーフェクト予想問題集

エキスパートナース

30巻13号 （10月20日号）

【特集1】酸素と加湿「困ってること」解決！ 【特集2】褥瘡での発赤の見わけ方

30巻14号 （10月20日号）

急変サインの見抜き方

34巻13号 （10月20日号）

【特集１】酸素療法がうまくいく10の鉄則

34巻12 号（10月10日号）

重症患者の重点ケア

看護教育

55巻11号 （10月25日号）

基礎と臨床がともに学ぶ場をつくる

看護技術

60巻13号 （10月20日号）

心臓デバイス植え込み患者のケア

看護研究

47巻6号 （10月15日号）

看護ケアプログラムの体系化に向けて

看護展望

39巻12号 （10月25日号）

ヒューマンエラーを防ぐTeamSTEPPS

検査と技術

42巻12号 (11月1日号）

多発性キャッスルマン病

公衆衛生

78巻11号 （10月15日号）

脳血管疾患最前線

遺伝

68巻6号 （11月1日号）

地球温暖化と海洋微生物

生体の科学

65巻5号 （10月15日号）

生命動態システム科学

化学

69巻11号 （11月1日号）

ジアリールボリニウムイオンの開発

こころの科学

178号（11月1日号）

治療のゆきづまり―”次の一手”を工夫する

〃

〃

〃

〃

増刊

月刊ナーシング
〃

増刊

そだちの科学

23号 （10月10日号）

【特集2】実習でコレやっては

【特集2】異変発見！すぐ、みる技術

非行・犯罪とそだち

Newton

34巻12号 （10月25日号）

青色LED大革命

実験医学

32巻18号（11月1日号）

化学感覚と脳

“新着図書”よりご紹介
《「こども時間」を届ける臨床道化師
/ 塚原成幸 オフィスエム 》
入院している子どもたちの成長をサポートしな
がら生きる力を育む臨床道化師＝クリニクラウン。
国内初の臨床道化師が医師や保育士、家族の声とと
もに綴る、小児病棟の「今」を生き抜く子どもたち
の姿。

《 あなたのプレゼン誰も聞いてませんよ！
/渡部欣忍

南江堂 》

すばらしい研究内容、なのに眠くなってしま
う・・・。どうすれば聴衆を飽きさせない、よいプレゼ
ンテーションができるのか？
多数の賞を受賞してきた著者が、『シンプルプレゼ
ン』をベースに、これまで実践してきた研究発表のプレ
ゼン・テクニックを解説した一冊。

《 死を悼む動物たち / 秋山勝 訳
草思社 》
大切な者の死を前にして、彼らは深い悲しみを
示していた。 猫、犬、馬、ウサギ、ゾウ、サ
ル、鳥、イルカ、クジラ・・・。
さまざまな動物たちの悲嘆の行動の向こうに
見えてくるもの。

《 音楽嗜好症 / 太田直子訳

早川書房 》

落雷による臨死状態から回復するやピアノ演
奏にのめり込みだした医師。指揮や歌うことは
できても、物事を数秒しか覚えていられない音
楽家など、音楽に「憑りつかれた」患者を温か
く見守る、医学エッセイ。

