
今月のミニ展示： 

  ・ブックハンティング（学生による書店での選書）第1回目 

  ・教員著作コーナー出張所 ・就活応援  

今月の注目： 

  ・聞蔵II 戦前・明治・大正が追加されました！ 

  ・８月３１日午前中は完全閉館いたします。 

  ・夏休み長期貸出開始（7/19～9/26） 

  ・コラム 「読書の夏」 

発行日 ２０１１．８．５ 

２０１１年８月号 

聞蔵II（朝日新聞記事データベース） 

 利用範囲が拡大しました！ 

ミニ展示 

ブックハンティング 

6月２０日（月）、第1回目ブックハンティング 

（学生による書店での選書）を行いました。 

１６時３０分 図書館に集合し、 

今井書店吉成店にLet’s GO! 

図書館に置いてほしい本、 

勉強や研究に役立ちそうな本、 

読みたい本、皆におすすめしたい本 

などを、学生のみなさんに選んでいただきまし

た。 
まとめて、館内に展示していますので 

ご利用ください。 

なお、１１月は米子で２回目を予定しています。 

皆様の参加をお待ちしています♪ 

鳥取大学附属図書館中央図書館からのお知らせです。 

聞蔵IIの利用範囲が８月１日から拡大しました！ 

新たに 

明治・大正紙面データベース 

昭和（戦前）紙面データベース 

が利用できるようになりました。 

これにより鳥大で利用できる聞蔵Ⅱの範囲は以下のようになりました。 

  ・1985年以降の朝日新聞・週刊朝日・AERAの記事 

  ・1879年以降の朝日新聞縮刷版の紙面 

  ・朝日新聞歴史写真アーカイブ 

  ・人物データベース 

今月の図書館     オープンキャンパス♪ 

「イチオシ！」 

 皆様のイチオシ本の紹介も 

 同時募集中♪ 

「教員著作コーナー出張所」 

本学教員著作をコーナー展示しています。 

改めて、この大学で学べることを考えてみま

せんか。 

「ガンバレ！就活」 

環日本海交流室より協力用図書を

お借りしています。 

１人2冊２週間まで借りられます。 

どうぞご利用ください。 

８月３１日午前中は 

完全閉館 

月末整理日の午前中もLC(ラーニング

コモンズ）と新着雑誌・新聞コーナー等

を開放しておりましたが、８月３１日は

特別清掃のため、完全閉館いたしま

す。 

夏休み長期貸出実施中 

学生の夏季休暇に応じ、長期貸出を

実施中です。 

冊数：学部生５冊、院生10冊 

返却期限１０月１１日（火） 

どうぞ、ご利用ください。 

※教職員、学外者は除きます。 

環日本海交流室 

協力用図書 

就職活動に役に立ちそうな図書を展示中。 

図書リストもあります。また、HPからリストをダウ

ンロードできます。 

 どうぞご利用ください。 

同時アクセス数２ 

HP＞論文などを探す＞聞蔵II 

図書館正面玄関周りは自転車駐

輪場ではありません。所定の位置

に駐輪をお願い致します。 

また交通の邪魔にならないよう、

道路への駐輪はご遠慮ください。 

お願い 自転車の駐輪 

お知らせ 



７月の新着図書 
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今月の図書館     オープンキャンパス♪ 

３月１１日の東北地方太平洋沖地震について、被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げるとともに、犠牲になられた方々とご

遺族に深くお悔やみ申し上げます。 
また４月中は図書館の義援金募金箱にご寄付をありがとうございました。大学全体で取りまとめて寄付を行います。第二次募金を行っておりますので、今後ともご

協力をよろしくお願い致します。 

総  記 （文庫・新書を含む） 

キュレーションの時代 : 「つながり」の情報革命が始まる / 佐々木俊尚著 新着図書コーナー 007.3:Kyu 

図書館を演出する : 今、求められるアイデアと実践 / 尼川ゆら, 多賀谷津也子, 尼川洋子著 新着図書コーナー 012:Tos 

絵草紙屋江戸の浮世絵ショップ / 鈴木俊幸著 新着図書コーナー 023.1:Ezo 

ギネス世界記録 / クレア・フォルカード編 ; 石原尚子 [ほか] 編集・翻訳 新着図書コーナー 031.5:Gin:(11) 

ウィキリークスの時代 / グレッグ・ミッチェル [著] ; 宮前ゆかり訳 新着図書コーナー 070.14:Wik 

   
哲  学 

エピソードでつかむ青年心理学 / 大野久編著 ベストセラー図書コーナー 143:Shi:(04) 

働く君に贈る25の言葉 / 佐々木常夫著 人間力関係図書コーナー 159.4:Hat 

新「伸びる人」の条件 : 天才じゃなくても結果が出る「5つの力」の鍛え方 / 安達元一著 人間力関係図書コーナー 159.4:Shi 

突破する力 / 猪瀬直樹著 人間力関係図書コーナー 159.4:Top 

20代にやっておいてよかったこと / 中谷彰宏著 人間力関係図書コーナー 159.7:Nij 

ブッダの言葉 : 超訳 / 小池龍之介編訳 人間力関係図書コーナー 184:Bud 

   
歴 史      地   理 

危険な世界史 / 中野京子著 新着図書コーナー 209.5:Kik 

教科書には出てこない江戸時代 : 将軍・武士たちの実像 / 山本博文著 新着図書コーナー 210.5:Kyo 

江戸知識人の世界認識 / 井田清子著 新着図書コーナー 210.55:Edo 

事実は真実の敵なり / 野依良治著 ベストセラー図書コーナー 289.1:Jij 

世界旅ガール、70億人と友だちになる : 笑顔と度胸の「規格外」旅行記 / 中鉢明子著 新着図書コーナー 290.9:Sek 

さんぽの時間 : 歳時記てくてく / Yuzuko〔著〕 新着図書コーナー 291.36:San 

自然の魅力を伝えつづけて逝った : 中国山地を中心とした30年間の自然案内の記録 / 小林

一彦著 ; 小林京子編集 
新着図書コーナー 291.7:Shi 

   

社会科学 

日本を知る105章 / コロナ・ブックス編集部編 新着図書コーナー 302.1:Nih 

未来を変えるための33のアイデア : worldshift / WorldShift Osaka実行委員会編 人間力関係図書コーナー 304:Mir 

先見と行動 : 時代の風を読む / 渋沢栄一著 ; 国書刊行会編集部現代語訳 人間力関係図書コーナー 304:Sen 

ドラッカー経営学 / 藤屋伸二著 新着図書コーナー 335.1:Dor 

カンブリア宮殿就職ガイド : 村上龍×73人の経済人 / 村上龍著 ; テレビ東京報道局編 人間力関係図書コーナー 335.13:Kan 

社長のメモ : どんな時代でも生き残れる力をつくる! / 渡邉幸義著 人間力関係図書コーナー 335.13:Sha 

キャラクター精神分析 : マンガ・文学・日本人 / 斎藤環著 新着図書コーナー 361.5:Kya 

女性のキャリアデザイン : 働き方・生き方の選択 / 青島祐子著 人間力関係図書コーナー 366.38:Jos 

闘う日本 : 東日本大震災1カ月の全記録 / 産経新聞社著 新着図書コーナー 369.31:Tat 

東大で生まれた究極のエントリーシート / 中尾政之 [ほか] 著 新着図書コーナー 377.9:Tod 

図書館内では、蓋の付いた飲み物以外はご遠慮いた

だいています。 

またLC（ラーニングコモンズ）以外では、お静かにお願

いいたします。 

ゴミはお持ち帰りいただくか、鳥取市のゴミ規定に即し

て捨ててください。 

お願い 館内でのマナー について 

省エネルギー・節電のご協力をよろしくお願い致しま

す。 

前期試験終了後、８月から9月半ばまで、第４閲覧室

は閉室いたします。 

窓際も昼間は消灯いたします。また、エレベーターの

ご利用は控えめにお願い致します。 

お願い 省エネルギー、節電 について 
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２０１１年８月号 

お願い ＜文献複写依頼時の注意点＞ 
レポート、卒論等の作成時、本学に目的の文献がない場合、

学外に文献複写の依頼ができます。 

その際、以下の手順を踏んで、文献が直接入手出来ないこと

を確認のうえ、カウンター備付の文献複写申込書を提出してくだ

さい。 

1. まず、学内の所蔵を[ＯＰＡＣ（蔵書検索）]で調べてください。 

2. 次に、[横断検索]で県内の図書館の所蔵の有無を調べてく

ださい。 

3. さらに、電子ジャーナル、機関リポジトリ等で論文がWEBで

入手できないか調べてください。 

 鳥取大学電子ジャーナルリスト(A-to-Z)] 

 

また、文献複写申込書の記入については、論文名、著者、

出版年、巻号、ページ等、わかる範囲で結構ですから、全て記

入してください。 

自然科学 

感動する科学体験100 : 世界の不思議を楽しもう / NewScientist編 ; 樋口容視子訳 新着図書コーナー 404:Kan 

即断力が身につく数学おもしろセンス : 目からウロコの数学入門 / 関根章道著 新着図書コーナー 410:Sok 

とんでもなく役に立つ数学 / 西成活裕著 人間力関係図書コーナー 410:Ton 

化学を学ぶ人のレポート・論文・発表マスターガイド / 今田泰嗣, 大嶋孝志, 廣瀬敬治著 新着図書コーナー 430.7:Kag 

SciFinder活用法 : 賢い化学情報検索のために / 時実象一著 新着図書コーナー 430.7:Sci 

深海3,000フィートの生物(ヴィーナス)たち : 萌え学イラストガイド / 北村雄一著 ; 深海生物

フューチャー・ラボ編 
新着図書コーナー 481.74:Shi 

   

技  術 

原子力発電で本当に私たちが知りたい120の基礎知識 / 広瀬隆, 藤田祐幸著 ベストセラー図書コーナー 543.5:Gen 

原発事故残留汚染の危険性 : われわれの健康は守られるのか / 武田邦彦著 ベストセラー図書コーナー 543.5:Gen 

図解ネットワーク仕事で使える基本の知識 / 増田若奈著 新着図書コーナー 547.483:Zuk 

写真でわかるきもの用語辞典 / 森荷葉監修 新着図書コーナー 593.8:Sha 

食費が減るおかずbest 500 / 主婦の友社編 新着図書コーナー 596:Sho 

夕ごはんどうする?安うまレシピ537 : 保存版 新着図書コーナー 596:Yug 

   

産  業 

食と農のいま / 池上甲一, 原山浩介編 新着図書コーナー 610.4:Sho 

TPPと日本の論点 / 農山漁村文化協会編 ベストセラー図書コーナー 611.48:Tpp 

消費者の歴史 : 江戸から現代まで / 田村正紀著 新着図書コーナー 672.1:Sho 

東京R不動産 / 東京R不動産著 ; 馬場正尊, 安田洋平編 新着図書コーナー 673.99:Tok:(02) 

フェアトレード学 : 私たちが創る新経済秩序 / 渡辺龍也著 新着図書コーナー 678.2:Fea 

   

芸  術 

猫の絵画館 / コロナ・ブックス編集部編 新着図書コーナー 721.02:Nek 

妖怪図巻 / 京極夏彦文 ; 多田克己編・解説 新着図書コーナー 721.087:Yok 

「怖い絵」で人間を読む / 中野京子著 新着図書コーナー 723:Kow 

星守る犬 / 村上たかし著 ベストセラー図書コーナー 726.1:Hos:(Z) 

岩合光昭のネコ : 47都道府県の408にゃんこ / 岩合光昭写真・文 新着図書コーナー 748:Iwa 

未来ちゃん / 川島小鳥著 ベストセラー図書コーナー 748:Mir 

   

言   語 

留学生と日本人学生のためのレポート・論文表現ハンドブック / 二通信子 [ほか] 著 新着図書コーナー 816.5:Ryu 

中国英雄列伝を漢文で読んでみる / 幸重敬郎著 新着図書コーナー 827.5:Chu 

ピンチに役立つ英語表現辞典 / 松浦庸夫著 新着図書コーナー 837.8:Pin 

   

文  学 

真夏の方程式 / 東野圭吾著 ベストセラー図書コーナー 913.6:Hig 

偉大なる、しゅららぼん / 万城目学著 ベストセラー図書コーナー 913.6:Mak 

ヴォイド・シェイパ = The void shaper / 森博嗣著 ベストセラー図書コーナー 913.6:Mor 

きみとぼくの壊れた世界 / 西尾維新著 新着図書コーナー 913.6:Nis 

ばらばら死体の夜 / 桜庭一樹著 新着図書コーナー 913.6:Sak 

周平独言 / 藤沢周平著 新着図書コーナー 914.6:Fuj 



 [問合先] 資料サービス担当 

電話 0857（31）5672 

Email: ac-shiryousa@adm.tottori-u.ac.jp 

お電話でのお問い合わせは平日9～１７時でお願い致します。 

鳥取大学附属図書館 中央図書館 

ホームページもご覧ください。 
http://www.lib.tottori-u.ac.jp/ 

ご存知ですか？移動図書館車 
毎月第2木曜日の12:20-13:00に図書館前へ、本を3000冊も積ん

だ鳥取市立図書館の移動図書館車がやってきます。 
 

 

鳥取市立図書館の貸出カードで本を借りることができます。 

その場でカードが作れます。 

 

[スケジュール] ８月：１１日  ９月：８日・２２日 

 この号が発行される頃は前期試験の終盤だと思うが、試

験が終われば夏季休業が始まる。この長い休みを利用して

専門書以外の普段読むことのできない本を読んでみてはい

かがだろうか？ 

図書館は開館時間の拡充で、休み中の８月、９月も利用

できる時間が増えた。そのまま涼しい館内でじっくりと読

むのもよし、長期貸出を利用して自宅など好きな場所で本

を開くもよし。あなたの今後の人生を歩んでいく上での何

らかのヒント、指針を与えてくれる 

本との出会いがきっとあると思う。 

                                      

（松） 

再来年(2013年)のＮＨＫ大河ドラマは、幕末の東北会津

出身の新島八重を主人公にした「八重の桜」に決定した

との報道があった。八重の夫となるのは、新島 襄(にい

じま じょう)。 

彼は若いころ聖書の最初の言葉「初めに神が天と地を

創造された。」（創世記１章１節）を読んだ瞬間、天地

の創造主であるGodを信じたと言われている。そしてこの

ことが聖書に基づくキリスト教主義の大学の創設に繋

がった。現在の同志社大学である。 

このように１冊の本がその人の価値観、生き方を決定

づけることがよくある。 

コラム 「読書の夏」 
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☆８月３１日の午前中は、 

特別清掃のため、 

完全閉館いたします。 

 

☆夏休み長期貸出は 

7/19～9/26です。 

 

 


