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年末・年始の休館・文献複写申込について 

１．休館について 

   12月28日（火）～1月3日（月）の間、図書館は休館いたします。 

   ご迷惑をおかけいたします。 

 

２．文献複写申込について 

 １）年末年始、大学等図書館協力申込みシステムが停止するため、12月27日（月）  

  17時から1月4日までのお申込は、1月5日に外部手配いたします。 

   通常よりも文献入手までの日数がかかりますことをご了承ください。 

 

 ２）平成22年度に関して、科学研究費での文献複写料のお支払いは、1月14日（金） 

  申込分までとさせていただきます。  

試験期（1～2月）開館時間の延長について 

2011 年1 月～2 月の試験期間中の土曜・休日、

開館時間の延長を行います。 

 

9 時～22 時まで（□で囲んだ8 日間） 

どうぞご利用ください。 

 

＊なお、2 月5 日（土）は入試のため休館いたします。 

アンケート結果でご要望の多かった試験期間

開館時間延長について試行いたします。 

開館日、開館時間の詳細は、医学図書館

HPの開館カレンダーをご確認ください。 



今年入った
新しい絵本
は上側にあ
ります。t

クリスマス
特集してい
ます。

香陽文庫（絵本）

雑誌「医学図書館」 57巻3号（2010）には、医師、看護師の立場から絵
本を使って、療養環境（QOL)の向上、病気・治療を理解するツールとして
の事例などが掲載されています。
興味のある方はメディカルオンラインから読んでいただくことができます。
また、冊子を借用希望の方は事前に医学図書館までご連絡ください。

どうぞ香陽文庫の絵本をお役立てください。

©Kayo Sato

＊お薦めの本＊ 長田弘『詩ふたつ』

誰にも訪れる、愛する人を失うという経験。

「死」の悲しみをやさしく癒し、大切な人との
「絆」を静かに伝えてくれる一冊。
画家クリムトの絵とともに。

 [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 

 Ｔｒｉａｌしています（お試し版） 

 ＊いろいろなお知らせです＊ 

●Up to Date（米子地区のみ） 12月31日まで

日常の診療で生じる臨床的な疑問に対して、具体的で実用
的な回答を素早く容易に得るための情報源です。

●ヨミダス歴史館（読売新聞記事索引） 12月27日まで

読売新聞、The Daily Yomiuriの記事や人物情報の検索が
できます。（同時アクセス５ユーザ）

講習会
EndNote Web、Web of Scienceを実施！

EndNote Web
・Web ブラウザさえあればどこからでもアクセス可能
・共同研究者・ゼミ内で論文を共有できる
・参考・引用文献の書式が簡単に変更

＊デスクトップ版を購入される前にまずは使ってみられませんか？

Web of Science（ Pubmedとの違い）
・分析ができる
引用レポートの作成・・・見やすいグラフで重要度が即わかる
引用マップ・・・引用文献のつながりを視覚化、論文の引用関係を発見

・何と言っても、インパクトファクターに直結
＊Pubmedの７割の論文がWeb of Scienceに掲載

【ユニークな機能】
著者所属に郵便番号を入れても検索できちゃいます！お試しください！

電子ジャーナルリスト、リンクリゾルバ（1月中旬まで）

使
い
比
べ
て
、

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

現在の電子ジャーナルリスト お試しの電子ジャーナルリスト

現在のリンクリゾルバ お試しのリンクリゾルバ

リンクリゾルバとは

データベース等の検索結果から本文入手を支援するツール。本文閲覧可能な
電子ジャーナル、冊子体の所蔵、Web上の情報へのリンクなどを一括で表示。

 

 
次回の図書は 

1月13日頃です 

鳥取大学図書館携帯OPAC

携帯OPACから次のサービスが
利用できます。

蔵書検索
休館日

注意！通信料（パケット通信料等）は利用者の負担
になりますので、ご了承ください。

この本
あったっけ？

今日
休みかな？
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＊  新着図書リスト 11月～12月 ＊  
請求記号 書名 著者名 出版事項 

002 Fuk   学問のすすめ : 現代語訳 福沢諭吉著 ; 桧谷昭彦訳・解 東京 三笠書房 2010.11 

007.637 Miy   これからはじめるPhotoshopの本 宮川千春, 木俣カイ著 東京 技術評論社 2010.11 

049.1 Hob   ほぼ日刊イトイ新聞の謎。 ほぼ日刊イトイ新聞編 
東京 東京糸井重里事務所 

2007.1 

102.8 Ich   140字でつぶやく哲学 一条真也監修 東京 中経出版 2010.11 

104 Shi   
哲学の実践ノート : 人生の壁にニーチェやカントがど

う応えるか 
白取春彦著 東京 青春出版社 2010.8 

140 Iso   
よりよく生きるための心理学 : 9つの心理学と選択理

論 
磯部隆著 

浜松 ITSC静岡学術出版事

業部 2010.3 

140 Pop   
マンガでわかる心理学 : 座席の端に座りたがるの

は?幼いころの記憶がないのは? 
ポーポー・ポロダクション著 

東京 ソフトバンククリエイ

ティブ 2008.6 

140.4 Tsu   人生のサンタク : 迷いがなくなる心理学 津田秀樹著 東京 PHP研究所 2010.10 

140.7 Tak   樹木画テスト 高橋雅春, 高橋依子著 京都 北大路書房 2010.3 

140.7 Ura   心理学・社会科学研究のための調査系論文の読み 浦上昌則, 脇田貴文著 東京 東京図書 2008.7 

141.51 Miy   卖純接触効果研究の最前線 宮本聡介, 太田信夫編著 京都 北大路書房 2008.3 

146 Tam   臨床心理学 玉瀬耕治, 佐藤容子編著 東京 学文社 2009.3 

146.8 Tsu   音楽療法 : 実践者のためのガイドブック 津山祐子著 京都 ナカニシヤ出版 2008.3 

146.8 Ito   インテーク面接・初回セッション・応急処置 伊藤絵美著 東京 星和書店 2010.9 

147 Ich   愛する人を亡くした人へ : 悲しみを癒す15通の手紙 一条真也著 東京 現代書林 2007.7 

159 Wad   「大切な人」との出会いは3回目が勝負! 和田秀樹著 東京 新講社 2010.11 

159 Hon   30代にしておきたい17のこと 本田健著 東京 大和書房 2010.9 

159 Ric   
12の「行動」で人生が愉しくなる : 究極のセルフケア

術 

シェリル・リチャードソン著 ; 仲

田由美子訳 
東京 PHP研究所 2010.10 

159 Pit   成功をめざす人に知っておいてほしいこと 
リック・ピティーノ[著] ; 弓場隆

訳 

東京 ディスカヴァー・トゥエ

ンティワン 2010.9 

159 Nak   
君たちに伝えたい3つのこと : 仕事と人生について科

学者からのメッセージ 
中山敬一著 東京 ダイヤモンド社 2010.7 

159.4 Yam   
残念な人の仕事の習慣 : 人間関係、段取り、時間の

使い方 
山崎将志著 東京 アスコム 2010.9 

159.4 Kab   精神科医が教える1億稼ぐ人の心理戦術 樺沢紫苑著 東京 中経出版 2009.2 

159.6 Sim   
しあわせ読書のすすめ : 本のソムリエが教える悩ん

だときに読んでほしい53冊 
清水克衛著 東京 辰巳出版 2010.9 

281.04 Eno   完全図説戦国姫君列伝 榎本秋著 東京 朝日新聞出版 2010.10 

289.1 Sak   龍馬を愛した女たち 坂本優二著 東京 グラフ社 2010.5 

289.1 Sai   
これなら読める龍馬からの手紙 : 日本を今一度、洗

濯いたし申し候 
齋藤孝著 東京 小学館 2010.2 

290.2 Yon   市民が選んだよなごの宝八十八 よなごの宝88選実行委員会編 
[米子] よなごの宝88選実行

委員会 2010.3 

332.06 Vie   
ハーバードの「世界を動かす授業」 : ビジネスエリー

トが学ぶグローバル経済の読み解き方 

リチャード・ヴィートー, 仲條亮

子共著 
東京 徳間書店 2010.8 

336 Mat   
経営にカウンセリングを活かす : インテグラル産業カ

ウンセリング 
松村一生著 東京 コスモス・ライブラリー  

350.1 Asa   実習で学ぶSPSSと統計学の基礎 浅野弘明著 
安曇野 プレアデス出版 

2010.10 
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請求記号 書名 著者名 出版事項 

385.6 Has   お父さん、「葬式はいらない」って言わないで 橋爪謙一郎著 東京 小学館 2010.6 

409.1 Hay   理科系冷遇社会 : 沈没する日本の科学技術 林幸秀著 東京 中央公論新社 2010.10 

417 Ish   SPSSでやさしく学ぶ多変量解析 石村貞夫, 石村友二郎著 東京 東京図書 2010.10 

417 Tak   3要因の分散分析をすべてカバー 竹原卓真著 京都 北大路書房 2010.7 

460 Kin   ZEROからの生命科学 木下勉, 小林秀明, 浅賀宏昭 東京 单山堂 2010.1 

460 Nud   生命の研究はどこまで自由か : 科学者との対話から 橳島次郎著 東京 岩波書店 2010.2 

467.5 Coy   進化のなぜを解明する 
ジェリー・A・コイン著 ; 塩原通

緒訳 

東京 日経BP出版センター 

(発売) 2010.2 

596.7 Kum   紅茶を楽しむ : ゆったり贅沢なティータイム 熊崎俊太郎監修 東京 大泉書店 2009.4 

686.067 Hir   京浜急行電鉄 広岡友紀著 東京 毎日新聞社 2010.7 

686.21 Sak   女子と鉄道 酒井順子著 東京 光文社 2009.7 

721.025 Kan   江戸絵画の不都合な真実 狩野博幸著 東京 筑摩書房 2010.10 

748 Nak   Tottori blue 中谷英明著 
[米子] 今井出版(発売) 

2010.10 

789 Uch   武道的思考 内田樹著 東京 筑摩書房 2010.10 

810.49 Aco   困ったときのベタ辞典 アコナイトレコード編 東京 大和書房 2010.7 

M21.23 Ata   P波が判れば心電図は読める! 新博次著 東京 総合医学社 2010.7 

M29 Rin   心臓外科看護の知識と実際 上田裕一編著 吹田 メディカ出版 2009.7 

M29.07 Yam   看護研究のための文献検索ガイド 山崎茂明, 六本木淑恵著 東京 日本看護協会出版会 

M29.12 Hon   記載例でわかる看護記録時短・改善 本田みき子著 名古屋 日総研出版 2010.7 

M37 Iwa   生の暴発、死の誘惑 : 「生きがい」を見失うとき 岩波明著 東京 中央公論新社 2010.10 

M37.2 Yam   誤診のおこるとき : 精神科診断の宿命と使命 山下格 [著] 東京 みすず書房 2009.11 

M37.58 Bry   私は私になっていく : 痴呆とダンスを クリスティーン・ブライデン著 ; 京都 クリエイツかもがわ  

M55 Oka   これならわかる産科学 : 学生から研修医までをトー 岡村州博編集 東京 单山堂 2010.9 

M81.3 Sak   医療費と保険が一番わかる : 豊富な症例で費用の 坂本憲枝, 長谷川聖治共著 東京 技術評論社 2009.11 

M88 Tak   
認知行動療法による対人援助スキルアップ・マニュ

アル 
竹田伸也著 三鷹 遠見書房 2010.7 

913.6 Asa   チア男子!! 朝井リョウ著 東京 集英社 2010.10 

913.6 Ari   阪急電車 有川浩〔著〕 東京 幻冬舎 2010.8 

913.6 Kur   それは、自殺5分前からのパワープレー 黒岩勉著 東京 泰文堂 2010.12 

913.6 Mor   有頂天家族 森見登美彦〔著〕 東京 幻冬舎 2010.8 

913.6 Kai   ブレイズメス1990 海堂尊著 東京 講談社 2010.7 

913.6 Hig   謎解きはディナーのあとで 東川篤哉著 東京 小学館 2010.9 

913.6 Har   星がひとつほしいとの祈り 原田マハ著 東京 実業之日本社 2010.4 

913.6 Min   往復書簡 湊かなえ著 東京 幻冬舎 2010.9 

913.6 Asa   晩夏のプレイボール あさのあつこ〔著〕 東京 角川書店 2010.6 

913.6 Shi   寝ても覚めても 柴崎友香著 東京 河出書房新社 2010.9 

913.6 Min   警視庁特命遊撃班 : 書下ろし長編サスペンス 单英男著 東京 祥伝社 2010.6 

913.6 Ari   シアター! 有川浩 [著] 東京 アスキー・メディアワー

913.6 Shi   つばさものがたり 雫井脩介著 東京 小学館 2010.8 


