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医学図書館広報誌の統一について 

 医学図書館では、昭和33年より広報誌「医学図書館ニュース」を年2回発行していますが、年2回では情報の

タイムラグが生じることがありました。タイムラグの解消とインターネット普及により、平成15年より

「Medical Library eNews」を作成し、インターネット及びメールにてタイムリーな情報を提供していまし

た。 

 平成20年途中に一度休刊しましたが、今年度10月よりこの「医学図書館Today」と名前を変更し、毎月発行

を開始しました。 

 そこで、来年度より「医学図書館ニュース」は「医学図書館Today」と統合し、速報性のある情報を提供す

ることに、平成22年度第5回の医学図書館運営委員会（平成23年2月14日開催）で決定いたしました。 

 今後とも、タイムリーな情報や報告を毎月提供したいと考えます。 

 皆さまもご意見、ご要望がありましたらどうぞお寄せください。 

ホームページが リニューアル

★新しくなったトップページ★

クイックリンクは、よく

使われるサイトに、ワン

クリックでアクセス。

（OPAC, 電子ジャーナル、

PubMed, 医中誌Web、鳥

取大学研究成果リポジトリ

など）

文献・論文を探したい時は、こちら。
（Web of Science, メディカルオンライン、
JCR、CiNii、CINAHL、Cochrane など）

My Libraryにワンクリック。

返却期限、貸出履歴、予約

資料の確認ができます。

延長も１回のみ可能。

院生以上の方は文献複写・

貸借の申込が可能です。

初めて文献の申込・図書購入さ
れる場合はこちらをご覧ください。
各種様式ダウンロードや講習会
の申込もこちら。

公共図書館から取寄せする場
合の様式はこちらです。

Yonago Acta medica情報、医学部
業績集、医学図書館Today など

本や雑誌を探したい時は、こちら。
（横断検索、闘病記文庫、香陽文庫、
Webcat Plus、NDL‐OPAC など）



 [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 

  

香陽文庫には、大人も読める絵本を中心に約300冊揃えています。

医学図書館のひとつのコーナーである香陽文庫からお薦めする絵本をご紹介

桂書房,  2007.05

©Kayo Sato

「つららの坊や」
青木 新門 著

映画『納棺夫日記』の著者青木新門の創作絵本で
す。故郷五箇山が舞台となっています。

生まれたばかりのちいさなつららの坊や。ぐんぐん
成長して大きくなります。しかし、春がきて・・・。

死をテーマにしながら温かく、 壮大な命の交響曲

が聞こえてきます。そして、「いのち」は、次へと受け

継がれていきます。その様子が、わかりやすく描か

れています。

あ お き しんもん

 図書館から借りておられ

る資料がないか 、今一度ご確

認いただき、利用者カードと

共にご返却ください。 

 なお、離職等されても、

一般の利用者として当館を 

利用していただけます。 

  どうぞご利用ください。 

    ２階閲覧室はすべて個人机に！ 

 ２階閲覧室の４人掛けの机を、より集中して学習等していただけるよう

すべて個人机にしました。 

 また、視聴コーナーはビデオルームに移動、OPAC用パソコンは、

OPACやデータベースで不明な点を尋ねていただきやすくするために、

よりカウンター近くに移動しました。 

離職される方へお願い 

簡易検索は、フリーワードの

ボックスにキーワードとなる言葉

を入力します。

ISBN(国際標準図書番号)や、ISSN

（国際標準逐次刊行物番号）、また、

図書IDで検索する事も可能です。

③ 簡易検索と詳細検索

今回は、簡易検索、
詳細検索です

詳細検索画面

簡易検索画面

詳細検索は、それぞれ細かい

フィールドに分かれていますので、
特に指定したいフィールドにキー
ワードを入力します。

「書名」や「著者名」など正し
い表記がわからない時は、すべて
全角カタカナによるヨミで入力し
た方がヒットしやすいです。

医学図書館の新学期を前に待望の特別企画！

臓器・骨の模型
見て触って人体を感じてみよう！

日 時：３月１０日（木）14:30-16:00

場 所：２１１講義室（アレスコ棟１階）

案内人：中根裕信先生 （医学科ゲノム形態学分野）
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＊  新着図書リスト 2月～3月＊  

請求記号 書名 著者名 出版事項 

002.7 Tak 質的研究を科学する 高木廣文著 医学書院 2011.1 

134.2 Ish カント信じるための哲学 : 「わたし」から「世界」を考える 石川輝吉著 
日本放送出版協会 

2009.6 

146.1 Mel 精神分析と美 ドナルド・メルツァー[著] みすず書房 2010.8 

368 Nhk 助けてと言えない : いま30代に何が 
NHKクローズアップ現代取

材班編著 
文藝春秋 2010.10 

369.17 Sat 人はなぜひとを「ケア」するのか : 老いを生きる、いのちを支える 佐藤幹夫著 岩波書店 2010.11 

369.7 Wav いまあなたにできる、50のこと : 社会貢献、はじめの一歩 WAVE出版編  WAVE出版 2009.8 

379.7 Sai 偉人たちのブレイクスルー勉強術 : ドラッカーから村上春樹まで 齋藤孝著 文藝春秋 2010.11 

401 Mur 人間にとって科学とは何か 村上陽一郎著 新潮社 2010.6 

417 Nak 
悩めるみんなの統計学入門 : 統計学で必ず押さえたい6つのキー

ワード 
中西達夫著 技術評論社 2010.12 

421 Yos 思考の飛躍 : アインシュタインの頭脳 吉田伸夫著 新潮社 2010.5 

463.9 Nis 
知っているようで知らない免疫の話 : ヒトの免疫はミミズの免疫とどう

違う? 
西村尚子著 技術評論社 2010.8 

464.1 Ide よくわかる分子生物学の基本としくみ 井出利憲著 秀和システム 2007.12 

467.25 Nak RNA工学の基礎と応用 中村義一, 大内将司監修 
シーエムシー出版 

2010.9 

467.3 Ike オスは生きてるムダなのか 池田清彦著 
角川ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝ

ｸﾞ 2009.10 

547.33 Iiz iPod touch徹底活用ガイド 飯塚直著 
毎日コミュニケーショ

ンズ 

582.33 Has 
Wordのイライラ根こそぎ解消術 : 「おせっかい」と「使いにくい」を一掃

する 
長谷川裕行著 講談社 2011.1 

675 Kat アロマのある空間 : 五感に響く、香りマーケティング 
片岡郷編著 ; 宮澤三雄監

修・共著 

日経BPコンサルティン

グ  

780.19 Tad 
よくわかるドーピングの検査と実際 : ドーピングに関わる事を図解で

学ぶ! : 規定と事例 

多田光毅, 入江源太, 石田

晃士著 
秀和システム 2010.6 

780.19 Fri スポーツマッサージ : 運動・フィットネス・リハビリテーションのケア 
S. フリッツ著 ; 乗松尋道 

[ほか] 訳 
西村書店 2010.7 

780.19 Gar スポーツ運動科学 : バイオメカニクスと生理学 ギャレット, カーケンダル編 西村書店 2010.10 

816 Sai 誰も教えてくれない人を動かす文章術 齋藤孝著 講談社 2010.12 

913.6 Asa きことわ 朝吹真理子著 新潮社 2011.1 

916 Kob 性犯罪被害とたたかうということ 小林美佳著 
朝日新聞出版 

2010.10 

916 Had 
僕たちは世界を変えることができない。 : But, we wanna build a 

school in Cambodia 
葉田甲太著 小学館 2010.12 

930.268 Ike ラフカディオ・ハーンの日本 池田雅之著 角川学芸出版  

M01.5 Nih 救急医療における終末期医療に関する提言(ガイドライン) 日本救急医学会監修 へるす出版 2010.6 

M01.5 Nag 「死にざま」の医学 永田勝太郎著 
日本放送出版協会 

2006.10 

M01.54 Kom いのちの選択 : 今、考えたい脳死・臓器移植 
小松美彦, 市野川容孝, 田

中智彦編 
岩波書店 2010.5 
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請求記号 書名 著者名 出版事項 

M11 Sak 人体解剖の実習中継 : 医学部で見た体の不思議と命の尊さ 坂井建雄著 技術評論社 2010.10 

M13.6 Man エッセンシャル・キネシオロジー : 機能的運動学の基礎と臨床 
Paul Jackson Mansfield, 

Donald A.Neumann著 
南江堂 2010.10 

M15 Nak リベンジ薬理学 中原保裕, 中原さとみ著 秀和システム 2007.8 

M16.9 Chi 遺伝カウンセラーのための臨床遺伝学講義ノート 千代豪昭監修 オーム社 2010.10 

M18 Sak 新しい自然免疫学 : 免疫システムの真の主役 
坂野上淳著 ; 審良静男研

究室監修 
技術評論社 2010.12 

M2 Fuk 当直医パニックマニュアル 
福岡大学医学部同窓会企

画・編集 
海馬書房 2010.11 

M22.7 Agi 究極のデトックス : 血液浄化 阿岸鉄三著 金原出版 2010.9 

M22.9 Kon 救急初期診療パーフェクト : 必須症候・手技をきわめる 今明秀編 羊土社 2010.10 

M24.371 Mom 正常画像と並べてわかる新編頭部CT : ここが読影のポイント 百島祐貴著 羊土社 2010.9 

M25 Ant イラストでわかるPT・OT・STのための神経内科学 安徳恭演著 メディカ出版 2010.8 

M29.11 Ino 栄養管理のエキスパートになる本 : 看護の「常識」を疑ってみよう! 
井上善文著 ; 多田歩実マ

ンガ 
照林社 2010.4 

M29.83 Kaw モチベーションアップの目標管理 : 看護マネジメントが変わる 河野秀一著 
メヂカルフレンド社 

2010.8 

M31.85 Bre もの忘れと認知症 : "ふつうの老化"をおそれるまえに 
ジョーン・カーソン・ブライト

ン [著] 
みすず書房 2010.8 

M33.9 Lig 胸膜疾患のすべて リチャード・W.ライト著 診断と治療社 2010.10 

M34.6 Nih カプセル内視鏡スタンダードテキスト : 初心者,コメディカルにも役立つ 
日本カプセル内視鏡研究

会編集 
南江堂 2010.10 

M37.4 Ter 
一歩リードできる片頭痛治療 : ガイドラインが小さく見えてくるようにな

る! 
  診断と治療社 2010.10 

M37.4 Miz 正しく知る不安障害 : 不安を理解し怖れを手放す 水島広子著 技術評論社 2010.10 

M39.37 Zuc 性同一性障害 : 児童期・青年期の問題と理解 ケネス・J・ズッカー [著]  みすず書房 2010.6 

M42.84 Hir 
新弾性ストッキング・コンダクター : 静脈疾患・リンパ浮腫における圧

迫療法の基礎と臨床応用 
平井正文, 岩井武尚編集 

東京 へるす出版 

2010.6 

M45 Nih 苦痛緩和のための鎮静に関するガイドライン 
日本緩和医療学会緩和医

療編集 
金原出版 2010.6 

M48 Yam 
全ての診療科で役立つ皮膚診療のコツ : これだけは知っておきたい

症例60 
山崎雄一郎監修 羊土社 2010.5 

M49.3 Nai 
知っておきたい腹膜透析実践マニュアル : 経験豊富なエキスパートに

よる簡潔かつ実務的なガイダンス 
内藤秀宗, 大平整爾編集 診断と治療社 2010.11 

M54.8 Yos 生殖医療の未来学 : 生まれてくる子のために 吉村泰典著 診断と治療社 2010.4 

M62 Kaw 身につく眼底検査のコツ 川崎勉著 金原出版 2010.11 

M68 Tak 
医師・歯科医師のための口腔診療必携 : 困ったときのマニュアル・ヒ

ント集202 

高戸毅監修 ; 青木茂樹編

集 

東京 金原出版 

2010.10 

M80.21 Ise まちに病院を! : 住民が地域医療をつくる 伊関友伸著 岩波書店 2010.8 

M88.9 Oto 多数傷病者対応 大友康裕編集 永井書店 2010.8 

M89.4 Wat 死体の視かた 渡辺博司, 斎藤一之著 東京法令出版 2010.2 

M89.4 Iwa 法医学者、死者と語る : 解剖室で聴く異状死体、最期の声 岩瀬博太郎著 WAVE出版 2010.8 

M90.2 Dil 薬学の歴史 ルネ・ファーブル著 白水社 1994.12 

©Ichiro Naruse  


