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ブックハンティング・リスト 

ブックハンティング！ 

* 働かないアリに意義がある / 長谷川英祐著 
* 先生、シマリスがヘビの頭をかじっています! / 小林朋道著 
* 臨床心理学のすべてがわかる本  / 松原達哉編著 
* 井沢元彦の学校では教えてくれない日本史の授業 / 井沢元彦著 
* ニッポン工場の鳥肌技術 / ひょっとこproduction企画・編集 
* 東京★千円で酔えるBAR / さくらいよしえ著 
* 松岡修造の人生を強く生きる83の言葉 : 弱い自分に負けないために/ 松岡修 
* フリーフォントデザイン1016 : すぐに使えるアートワーク / ミモザ著 
* よくわかる医療業界 / 川越満 
* 迷惑な進化 : 病気の遺伝子はどこから来たのか / シャロン・モアレム  

                        などなど・・・ 

ブックハンティングの様子 

6月28日（火）「本の学校 今井ブックセン
ター」で学生さんによるブックハンティングを
行いました。
医学図書館では、毎年2回開催していますが、

今回も200冊以上の図書を選んでいただきまし
た。どうぞご利用下さい。
ご参加いただきました学生さん、本当にお忙

しいところ有難うございました。



       [お問い合わせ先]     鳥取大学医学図書館   
    Tel  : 0859-38-6462（内線6462） /  Fax : 0859-38-6469（内線6469） 

    E-mail : ac-igakujo@adm.tottori-u.ac.jp 

医学図書館内での展示のご紹介 

 

写真部の作品を
展示しています!

医学図書館１階ロビーにて、

医学部 写真部の作品展示を行っています。

どなたでもご自由に閲覧いただけますので、

図書館にいらした際は是非お立ち寄り下さい。

（～7月15日)

いろいろなお知らせ 

Cold Spring Harbor Protocols
のトライアル  
 

生物学・生命科学関連のプロトコ

ル集です 

 

 <7月末日まで  トライアル中！> 

 

  ★ 急いでアクセス↓ 

http://www.cshprotocols.org/ 
 

     ◆湊山中学生職場体験◆ 
      

      7月6日(水）鳥取大学医学部の職場  

                      体験の一環として、湊山中学2年生に 

 医学図書館の仕事を体験してもらい 

 ました。 

◆科学あそび◆ 
 

 7月9日(土)境港市民 

 会館にて、入学センター 

     森川先生に音や光の実験をして頂き、参加された 

   親子５０名の皆さんに楽しんでいただきました。 

ブックカバーに挑
戦する中学生達 

夏季休業に伴い、長期貸出を まで
行います。雑誌は対象外です。返却期限は１０月１１日です。

● 休館日
8 月 11 日(木）～ 17 日(水）
8 月 20 日(土）～ 21 日(日）

８月18日(木）～19日(金）
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＊  新着図書リスト 6月～7月＊  
請求記号 書名 著者名 出版事項 

090 Tot 2 Tottori tetete   未来 2010.10- 

140.4 Nih   心理学ワールド : 50号刊行記念出版 日本心理学会編 
 日本心理学会 

2011.3 

141 Hor 6 現実社会とかかわる「集団・組織・適応」 松井豊, 宮本聡介編 サイエンス社 2011.3 

141 Hor 5 個人から社会へ「自己・対人関係・価値観」 
吉田富二雄, 宮本聡介

編 
サイエンス社 2011.3 

302.53 Ike   そうだったのか!アメリカ 池上彰著 集英社 2009.6 

317.4 Suz   
合格率100%のカリスマ講師が教える 

 公務員試験の勉強法 
鈴木俊士著 中経出版 2009 

336.49 Rei   ガー・レイノルズ シンプルプレゼン ガー・レイノルズ著 日経BP社  2011 

365 Mor   
浪費するアメリカ人  

 なぜ要らないものまで欲しがるか 

ジュリエット・B. ショア 

[著] 
岩波書店 2011.3 

367.21 Ohi   子育てと出会うとき 大日向雅美著 
日本放送出版協会 

1999 

369.27 Sen   おれアペール症でも大丈夫 
先天性四肢障害児父母

の会編著 
 三省堂 2011.3 

376.8 Yas   医学部推薦入試「地域枠」を目指す 安武繁著 久美 2010.11 

377.21 Mor   東大が倒産する日 森毅著 ; 豊田充聞き手 筑摩書房 2011.3 

377.9 Toy 12 就職四季報 東洋経済新報社編 
東洋経済新報社 

2002 

377.9 Zet 12 服装・マナー 杉村太郎著 
ダイヤモンド社 

2009.9- 

377.9 Hac 13 8割が落とされる「Webテスト」完全突破法! SPIノートの会編著 洋泉社 2004 

377.9 Spi 13 CAB・GAB完全突破法! : 必勝・就職試験! SPIノートの会編著 洋泉社 2011.5 

377.9 Ofi 13 史上最強SPI &テストセンター超実戦問題集 オフィス海著 ナツメ社 [2009.9]- 

379.6 Nak   ワークショップ : 新しい学びと創造の場 中野民夫著 岩波書店 2001.1 

379.7 Ito   夢をかなえる勉強法 伊藤真著 
サンマーク出版 

2011.4 

519.9 Tak   
リスク・マネジメントと公共政策  

 経済学・政治学・法律学による学際的研究 
高橋滋, 渡辺智之編著 第一法規 2011.3 

816.5 Kur   
知的文章とプレゼンテーション : 

日本語の場合、英語の場合 
黒木登志夫著 中央公論新社 2011.4 

837 Knu   Simply Shakespeare : Two tragic stories  Jim Knudsen,著 南雲堂 2011.2 

837.5 Ish [1-4] 
1日1分!英字新聞 

 : 大丈夫!この学習法なら続けられる 
石田健著 祥伝社 2003.7- 

908 Sek 3-3 わたしは英国王に給仕した （世界文学全集 ） ボフミル・フラバル著  
河出書房新社 

2010.10 
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請求記号 書名 著者名 出版事項 

417 Igu   
マンガ統計学入門 : 学びたい人のための最短

コース 
井口耕二訳 講談社 2010.4 

463 Nak   Essential細胞生物学 Bruce Alberts  著  南江堂 2011.3 

M01.45 Sup   スピリチュアルケア事例検討集 作成グループ編 
日本ホスピス・緩和ケア 

研究振興財団 2011 

M02 Nak   明治政府によるドイツの法学および医学の採用 仲宗根玄吉 
有斐閣学術センター 

2011 

M07.9 Let   First aid for the USMLE step 1 2011 Tao Le, Vikas Bhushan,  McGraw-Hill2011 

M13.43 Nih   

第3分野摂食・嚥下障害の評価 :  

日本摂食・嚥下リハビリテーション学会eラーニン

グ対応 

日本摂食・嚥下リハビリテー

ション学会 
医歯薬出版 2011.1 

M13.71 Ogu   記憶の細胞生物学 小倉明彦, 冨永恵子著 朝倉書店 2011.2 

M2 Nis 1-2 
デキレジ : 聖路加チーフレジデントが 

あなたをデキるレジデントにします 
岡田定編集  医学出版 2011.9 

M21.23 Sug   
心電図・不整脈 : ホルター心電図でひもとく循環

器診療 
杉山裕章著 医学書院 2011.4 

M29.9 Kin   Essentials地域看護学 木下由美子編集代表 医歯薬出版 2009.2 

M37 Tan   アメリカ精神科ER : 緊急救命室の患者たち 田中芳文訳 
新興医学出版社 

2007.3 

M37.3 Oma   
実践嚥下内視鏡検査(VE)  

 動画でみる嚥下診療マニュアル 
大前由紀雄, 著 インテルナ出版 2011.2 

M79 Kik   高齢者の口腔機能評価Navi 
菊谷武編著 ; 田村文誉

著 
医歯薬出版 2010.7 

M81.63 Fuk   
世界標準のトヨタ流病院経営 

: 明日から病院を変える46のポイント 
福岡藤乃訳 薬事日報社 2011.1 

M90.21 Mat   
Seishu Hanaoka and his medicine 

 : a Japanese pioneer of anesthesia and surgery 
by Akitomo Matsuki 弘前大学出版 2011 

M90.9 Iya   

実例薬剤経済学  

 447研究から学ぶポリシー形成のための視点と

分析アプローチ 

医薬経済研究会編 医薬経済社 2009.1 

M93.5 Aok   無機化学 青木伸編 化学同人 2011.5 

請求記号 書名 著者名 出版事項 

908 Sek 3-5 
短篇コレクション = Collected stories （世界文学

全集） 
木村榮一訳 

河出書房新社 2010.7

- 

908 Sek 3-2 黒檀 （世界文学全集 / 池澤夏樹編） 工藤幸雄訳 河出書房新社 2010.8 

908 Sek 3-4 苦海浄土  （世界文学全集 / 池澤夏樹編） 石牟礼道子著  河出書房新社 2011.1 

913.6 Mat   TATARA(たたら) 松本薫著 
伯耆国たたら顕彰会 

2010.10 




