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学生さんによる 選書会を開催しました！ 

 Photo by  
成瀬一郎名誉教授 

文献管理ソフト EndNote講習会を開催しました 

医学図書館では、㈱紀伊国屋書店より専任講師をお迎えして、文献管理ソフトEndNoteの説明を中心に講習

会を開催し、19名の参加がありました。 

今回のメインはEndNoteオンライン版でしたが、参加者の皆さまにはサーバの不具合によりEndNoteの実習を

して頂くことができず、物足りない結果となり申し訳ありませんでした。 

講習では、オンライン版の特長であるインターネットが利用できる環境であればどこ

からでもアクセス可能なこと、遠隔地の共同研究者の方とでも文献を共有できること、

OSのバージョンアップを気にしなくてもいいこと、フルテキストの保存（2GB分）が可能

であることなどの説明がありました。 

他にも、プラグインを使って大変簡単にできる引用文献リストの作成や変更など、

もっと皆さまに使って頂きたい機能がありますので、ご連絡頂ければ、ご希望の日時

や場所に図書館員が出向いて説明いたします。 

EndNote利用上の不明な点は日本語でも対応してもらえますのでご利用ください。 

＜トムソン・ロイター＞ フリーコール：0800-888-8855（平日9：30-18：00） 

            E-mail: ts.support.jp@thomsonreuters.com 

  11月10日(月)「本の学校 今井ブックセンター」で学生さんにおすすめ本を選んでいただきました。 

 医学図書館では学生さんの選書会行事を毎年春と秋の2回開催しています。 

 今回も話題の本から専門書までたくさんの本を選んでいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ご参加いただきました学生さんも勉強とは違った本をみて楽しい時間を過ごすことができました。 

 今回ご参加いただけなかった学生さんも機会があればぜひお願いします。 

 選書頂いた本は医学図書館の入り口横側ブラウジングコーナーの本棚に配置しています。 

 ご来館の際はぜひご利用ください。 

提供元であるトムソン・ロイター社のインターネット講習会もどうぞご利用ください。 

   インターネット講習会 接続先：https://thomsonreutersjp.webex.com/ 

   A2・・・今後の講習会 

A4・・・録音版 ＜2013年11月26日 初めての文献管理（EndNote basic）＞ 

＊初めてEndNoteを使われる方はこちらをご覧ください 
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お知らせ   

賢者のおくりもの/   オー･ヘンリー 作 ⽮川澄⼦訳      

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 

 

冨山房 , 1983年 12月 

 オー・ヘンリーの短編小説を絵本にした作品。 

「1ドル87セント。それですべてでした。」の書き出

しで始まる貧しい暮らしのジムとデラ。 

   そんな二人が考えたクリスマスプレゼント。ジムは

宝物にしていた金時計を売り、デラのために美しい櫛

を、デラは自慢の髪を切り、ジムのために金時計の鎖

を買いました。 

大切な人への贈り物とは…優しい気持ちになるお話。 

『マッキンゼー流入社1年目 

ロジカルシンキングの教科書』 

 この本から、ロジカルに考え発

想するための方法や、アウトプッ

トの方法について学ぶことができ

ます。 

 相手が身を乗り出したくなるよ

うな提案を生み出したい。それい

いね、と言ってもらえるような伝

え方を身につけたい。日々そのよ

うに思っている方に、「マッキン

ゼー流のロジカルシンキング」は

武器になります。ぜひ読んでいた

だきたいです。      A. A   

著者：大嶋 祥誉 

出版：SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ , 2014  

     ここにあります 

     

☆学生の  押し☆ 

ビブリオバトル参加本です！ 

文献複写等のお申込みについて 

 

 

 ★ 年末・年始は、大学等図書館協力申込 

システム（ILL）が停止します。 

 通常よりも文献入手までの日数がかかります

事をご了承ください。 

★ 図書館の休館日にご注意ください。 

((年末年始、センター試験と、休館日が多くなります)) 

 ★ 科学研究費 での 

文献複写文献複写
-- -- -- --

、、図書等資料購入図書等資料購入
-- -- -- -- -- -- --

のお申込みは、

会計等事務の都合上 

  1月16日（金） 
までとさせていただきます。 文献複写申込日時 手配日 

            ～12月25日（木）17時 12月25日（木） 

12月25日（木）17時～1月6日(火)9時 1月6日(火)9時～ 

 1月6日(火)9時～ 通常通り 

★ 医中誌Web  

     -OLD医中誌データ追加収載- 

限定して検索できます→ 
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＊  学生選書会 より(抜粋)＊  

請求記号 書名 著者名 出版事項 

002.7:Chi 知の編集術  松岡正剛著 講談社 2000.1 

146.1:Kir 嫌われる勇気  岸見一郎他著 ダイヤモンド社 2013.12 

175.973:Izu 出雲大社と千家氏の秘密 中見利男著 宝島社 2014.9 

233:Zus 図説「最悪」の仕事の歴史 トニー・ロビンソン 他著 原書房 2007.9 

289.1:Ats 熱く生きる 天野篤著 セブン&アイ出版 2014.2 

312:Sho 消滅した国々  吉田一郎著 社会評論社 2012.11 

361.454:Ait 相手に「伝わる」話し方  池上彰著 講談社 2002.8 

361.454:Dar 誰とでもラクに話せるコツ101  今井登茂子著 高橋書店 [2014.4] 

361.454:Hay 林修の仕事がうまくいく「話し方」講座 林修監修 宝島社 2014.9 

361.454:Zat 雑談の達人  内藤誼人著 大和書房 2013.11 

361.6:Kes:01 結衆・結社の日本史  福田アジオ編 山川出版社 2006.7 

369.26:Kor 
高齢者のための元気が出る!音楽レクリ

エーション 
オフィスリブスタイル監修 ナツメ社 2014.10 

377.9:Sai:16 最新最強の作文・小論文 '16年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 2006.8- 

383.1:Mit みっともない人体(からだ) バーナード・ルドフスキー著 鹿島出版会 1979.11 

385.6:Oya 
親が死んだ5分後にあなたがしなけれ

ばならないこと  
三村麻子 他監修 永岡書店 [2014.2] 

417:Kon この世で一番おもしろい統計学  アラン・ダブニー著 ダイヤモンド社 2014.1 

460.4:Dot 動的平衡ダイアローグ  福岡伸一著 木楽舎 2014.2 

467.3:Dek できそこないの男たち 福岡伸一著 光文社 2008.10 

490.7:Gak 学会発表のためのサバイバル英語術  マイク・ゲスト著 メジカルビュー社 2014.11 

490.7:Wak わかりやすい文章の書き方ガイド  林健一著 ライフサイエンス出版 2014.10 

491.11:Ips iPS細胞が再生医療の扉を開く 升井伸治著 シーアンドアール研究所 2009.10 

491.371:Sho 小説を愉しむ脳  苧阪直行編 新曜社 2014.9 

492.1:Nas ナースのための図解検査の話   学習研究社 2004.10 

492.9:Sya 写真でわかる急変時の看護  松月みどり監修 インターメディカ 2014.7 

493.2:Sub すべてがわかる循環器 明石嘉浩 他編集 照林社 2014.2 

513.8:Kyo 巨大重機の世界 高石賢一著 東京書籍 2014.2 

537.92:Kob 小林彰太郎名作選 1962-1989 小林彰太郎〔著〕 カーグラフィック 2014.11 

709:Rom ロマンティック世界遺産 アフロ写真 パイインターナショナル 2014.9 

757:Des Design basic book  生田信一 他著 ビー・エヌ・エヌ新社 2010.5 

789:Shu 修業論 内田樹著 光文社 2013.7 

913.6:Asu 明日の子供たち 有川浩著 幻冬舎 2014.8 

913.6:Asu アスクレピオスの愛人 林真理子 [著] 新潮社 2012.9 

913.6:Gas ガソリン生活 伊坂幸太郎著 朝日新聞出版 2013.3 

913.6:Nok 残り全部バケーション 伊坂幸太郎著 集英社 2012.12 

913.6:Oma:[01]

他 
お任せ!数学屋さん 1 他 向井湘吾著 ポプラ社 2013.6- 

916:Pek ペコロスの母の玉手箱 岡野雄一著 朝日新聞出版 2014.10 

936:Hot ホット・ゾーン  リチャード・プレストン著 飛鳥新社 2014.10 

953.7:Dar 誰が星の王子さまを殺したのか  安冨歩著 明石書店 2014.8 
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《 あなたの写真は一日で変わる！ 
       / 久野鎮 日本写真企画 》 
 

 ハウツーじゃない！だけど読めば前向きに写真

を撮りたくなる！こんな写真の本が欲しかった！ 

 過去の秀作と同じように撮りたいと思っている

人、「何かが違う･･･」悩んでいる人は必読！ 

《 西洋“珍”職業づくし  

      /ﾐﾋｬｴﾗ ﾌｨｰｻﾞｰ著 吉田正彦訳 悠書館  》 
 

 コーヒー嗅ぎ担当兵、気送郵便局員、何でも呑

みます屋、移動貸しトイレ業･･･ 

 今では姿を消してしまった、さまざまな稼業の

秘密が、時に楽しく、やがて哀しく、解き明かさ

れる。 

《ペコロスの母の玉手箱  / 岡野雄一  

             朝日新聞出版 》  
 

 長崎を舞台に、認知症で施設に暮らす91歳の母

の「今」と「昔」を、64歳の息子がどこまでも優

しく切なく漫画で描く。 

 ベストセラー『ペコロスの母に会いに行く』の

作者の第2弾。週刊朝日で好評連載中。 

雑 誌 名 巻 号 特 集 記 事 

medicina 51巻12号 （11月10日号） 関節リウマチ・膠原病 

クリニカルスタディ 35巻14号 （12月10日号） この冬追い込み勉強法 

プチナース 23巻14号 （11月10日号） 
【特集1】ニガテ科目克服教室 【特集2】イラストで理解する国

民衛生の動向 

エキスパートナース 30巻15号 （11月20日号） 
【特集1】ドレーン・カテーテルを「除去する」基準【特集2】不穏

への対応 

月刊ナーシング 34巻14号 （11月20日号） 
【特集１】看護ケアがうまくいかないときの次の一手 【特集2】

ナースのうつ対策 

がん看護 19巻7号 （11月20日号） がん治療に伴う変化をとらえる 

看護教育 55巻11号 （1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14号 （12月20日号） 遺伝性腫瘍に対する遺伝子診療と看護師の役割 

看護展望 39巻13号 （11月25日号） 変革の時代の経営思考を鍛えるケース・メソッド 

看護展望臨増 39巻2号 （12月25日号） 退院支援・地域連携 

検査と技術 42巻13号 (12月1日号） 成人T細胞白血病（ATL) 

公衆衛生 78巻12号 （12月15日号） 医療・介護の制度改革 

こころの科学 178号（11月1日号） うつの心理療法ーその真実 

Newton 34巻12号 （12月7日号） ひとりぼっちのプーチン 

実験医学 32巻19号（12月1日号） 原因か？結果か？がんのエピゲノム異常 

化学 69巻12号（12月1日号） ノーベル賞を読み解く 

“学生選書会”より ご紹介    
           ★図書館1Fブラウジングコーナーにあります 

《 明日の子供たち / 有川浩   幻冬舎 》 
 

 児童養護施設を舞台に繰り広げられるドラマ

ティック長篇。 

 施設で働く大人たち、そして子供たちの心の葛藤

や成長、明日へ踏み出そうとする力強い姿が描かれ

ています。 


