
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 

 
 
The Children’s Illustrated Bible 
Stories retold by Selina Hastings, 
Illustrated by Eric Thomas  Dorling Kindersley 
 

TheChildren’s Illustrated 
Bible is a one-volume  
edition containing all of the 
most famous stories of the 
bible. It has over 500 
illustrations, photographs 
and maps to help readers 
understand the stories.  
The illustrations are very 
beautiful, and the photographs 
and maps are very useful 
and interesting.  
It is a children’s book, but  
it can be read with great 

enjoyment by both adults and children, and also by 
English language-learners. Most of the stories are  
just one or two pages long. They have been rewritten 
to make them easier to read and understand, but the 
stories themselves are accurate. There is also much 
background information to help understand the stories. 
There is a copy of this book in our library. If you 
haven’t read it, I really hope you do. 

 

 
 
アルケミスト ―夢を旅した少年  
パウロ・コエーリョ【著】  
山川紘矢、山川亜希子【訳】 KADOKAWA 
 

羊飼いの少年サンチャゴ 

は「ピラミッドに自分を待つ 

宝物が隠されている」 と 

いう夢を見、導かれるよう 

に長く険しい旅へと出かけ 

ます。 彼は夢を追う意味 

を何度も悩み、その度に 

人々との出会いや大自然 

との会話を通して様々な 

ことを学びます。 

夢は曖昧で信じ続けるのは難しいことですが、 

夢を追う全ての瞬間が学びであり、その道筋こそ 

が人生を形作る礎になるのだと、この物語は励ま 

してくれるようです。夢を追っている人にも、夢を 

追っていた人にもおすすめしたい一冊です。 

 
 
 
2020 年 6 月 30 日にまたここで会おう 
瀧本哲史伝説の東大講義 
瀧本哲史 【著】 星海社新書  

京都大学客員准教授、エン 

ジェル投資家、教育者と様々 

な肩書をもつ瀧本哲史さんが 

2012 年 6 月 30 日に東京大学 

で行った講義の記録です。 

「自ら明かりを燈
と も

せ」 「仲間 

をつくれ」 「自分の頭で考え 

行動しろ」 と瀧本さんは熱く 

語りかけます。 これからを 

生きる若者に 「教養を武器 

にして世の中を変えてほしい」と未来を託しています。 

2019 年 8 月に瀧本さんは夭折し、再び会うことはかない

ませんが、私達に多くのメッセージを遺してくれました。 

講義の 後は瀧本さんの好きな言葉 「Von voyage !! 

よき航海をゆけ」で締めくくられます。明日に向かう勇気 

をもらえる素晴らしい本です。ぜひ読んでみてください。 

  
 
 
 

自分では気づかない、ココロの盲点  
完全版 本当の自分を知る練習問題 
池谷裕二【著】 講談社 ブルーバックス 
 

火災報知器が鳴って 

いたら、あなたなら 

「①誤報かな？ 様子を 

見よう」、「②火事だ！ 

逃げよう！」のどちらの 

対応をしますか？  

脳は警告を楽観的な 

方向に解釈し、起こり 

うる災害を過小評価 

しがちなのだそうです。 

本書では、「脳のクセ」 

について、簡潔に解説されています。 

脳科学者である著者が称する「人間が好きに 

になる脳の取り扱い説明書」を読んで、「ココロ

の盲点」に気づいてみませんか。 

<言語学>Gerald Thomas Shirley 先生 

＜図書館＞   甲斐 信行 さん 

<看護アセスメント学> 石田佳代子 先生 

＜図書館＞    白川 裕子 さん 

 

          

          

          

          

          

    

◆企画展⽰紹介  皆さんにおすすめしたい図書を集めて図書館⼊⼝に展⽰しています 

図書館だより 

◆◆◆ ご挨拶 ◆◆◆ 

2020 年 7 ⽉  
Vol.13 

大分県立看護科学大学 
図書委員会 

◆闘病記  新刊コーナーに展⽰しています 

附属図書館長  藤内 美保 

新型コロナウイルス感染の蔓延により、令和 2 年度の本学の始まりは、全てオンライン授業に変更し、地域看護 

学実習や在宅看護論実習は学内演習に切り替え、図書館も外部の方のご利用を一時休止せざるを得ない状況に 

なりました。入学式は 3 つの講義室に分かれて実施、全学オリエンテーション、若葉祭、ホームカミングデイは中止、 

会議もオンラインで開催など、当たり前に意識せずにやっていたことを切り替え、新しい方法を見出し、実践し、 

適応していく中で、新たな発見や異なる空気感に触れることもありました。 前例のないことに挑戦し、当たり前の 

日常に感謝し、より良い社会のためにどうしたらよいのか、一人一人が考えることもできました。  

このコロナ禍は、図書館のありかたを考える上でも例外ではなく、新たな時代にふさわしい図書館、学びを創発 

する図書館のあるべき姿を真剣に模索する好機なのかもしれません。 

◆図書委員会おすすめ図書 

闘病記を読むことは看護学生が患者の思いを理解する方法として、とても有効な手段です。展示図書以外 

にも図書館にはたくさんの闘病記があります。 闘病記リストも置いていますので参考にしてください。 
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在一般の方の利用を休止させていだいております。 
スケジュールは変更する場合がありますので 新の情報は図書館ホームページでご確認ください。 

⼤分県⽴看護科学⼤学附属図書館   TEL 097-586-4330  FAX 097-586-4373   
E-mail: library@oita-nhs.ac.jp   URL: http://www.oita-nhs.ac.jp/library/ 

◆図書館カレンダー（2020 年 7 ⽉〜9 ⽉） 

図書館だより  Vol.13 2020 年 7 月発行 大分県立看護科学大学図書委員会 

9時～17時 休館日 9 時～15 時 （入試準備のため） 

◆⾃宅でも利⽤できるデータベース等 

◆図書館のコロナ対策 

助産学研究室    種 恵理子先生 保健管理学研究室  谷村 優香先生 *--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--

◆看護学部 3 年 渡部 望雄磨 さん◆ 
 

僕にとって図書館は悩みを解決してくれる大切な

場所です。試験前やレポート作成時には図書館を

利用します。大学の図書館はきれい、静か、雰囲気

がいいなど、とにかく集中できます。それに加えて

わからない問題があった場合にはすぐに調べられ

る 高の場所だと思います。勉強だけでなくとも、

図書館で本と向き合うというのも非常に心が落ち着

くので皆さんもぜひ図書館を利用してみてください。 

◆大学院 2 年  黒岩 千翔 さん◆ 
 

毎月、図書館からお知らせのある“新着資料リスト” 

は私のひそかな楽しみです。研究や課題で追われ、 

なかなか図書館に行けない時、新刊の案内を見ると 

私の読書欲がかき立てられます。タイトルだけでも 

魅力的な本を多く受け入れているので、皆さんも 

是非リストをチェックして図書館に行ってみてください。 

ちなみに、新刊は図書館入口の新刊図書コーナー 

に置いてあるので探しやすいですよ。 

病気がみえる  
Vol.10 産科  
 
医学情報科学研究所【編】 
メディックメディア 

現在貸出中の図書は利用が再開となってから返却をお願いします。 

今後の状況は図書館ホームページでお知らせいたします。  

ご不便をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。 

イラストと写真が豊富で、覚えに

くいことも表や図で分かりやすく

整理されているため、学生時代

に一番お世話になった本です。 

ところどころ出てくる「コラム」も、

読んでいると胸に迫るものがあり

ます。母性・助産に苦手意識が

ある人こそ、ぜひ手に取ってほし

い１冊です。 

背ラベルの番号 
492/BY 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため,、図書館では一部サービスの制限を行いながら開館しています。 

皆さんご自身のため、また大切な家族や身近な人を守るため、感染防止にご協力をお願いします。 

新型コロナウイルス感染症拡大に対する大学への支援として、出版社等のご厚意によりＩＤ・パスワードを使って
自宅からもデータベースや映像教材を利用することができます。 

国内看護文献検索 海外看護文献検索 

図書館入口と検索用パソコンの横に手指消毒剤を置いています カウンターの前にビニールシートを設置しました 

入館時、パソコンの使用前後 

には手指消毒をお願いします 

咳エチケットに 

ご協力ください 
閲覧席では他の利用者と 

距離をとってください 

スタディルームは換気を行い 

3 名以内ででご利用ください 

咳 
ｴﾁｹｯﾄ

図書館の感染防止対策 

消毒 距離 換気 

以下のデータベース・映像教材は期間に関係なく、ＩＤ・パスワードを使って自宅からの利用が可能です。 

飛沫防止 

図書館は平日 9 時～17 時まで開館しています。 ご利用の際は感染防止にご協力ください。 

医中誌 Web Educational  
Video Online 

Nursing  
Reference  
Center Plus 

CINAHL with  
Full Text  

ビジュラン 

クラウド  

新看護 
索引 Web  

EBSCO の看護系 
臨床支援ツール 

丸善の映像教材 
配信サービス 

医学映像教育センターの映像教材配信システム 

国内看護・ 
医学文献検索 

ＩＤ-パスワードは図書館 MyOPAC にあります 

いつでも 
利用可能 

 

学内者 
限定 

7/31 まで 
 8/31 まで 

 9/30 まで 

◆学⽣からのメッセージ 

学内の方へ 

一般の方のご利用は当分の間休止させていただきます。 

手指消毒 

その先の看護を変える気づき  
学び続けるナースたち  
 
柳田邦男、陣田泰子、 
佐藤紀子【編集】 医学書院 

学生、看護師、看護師長とそれぞれ

の立場での経験と気づきを綴った 

エッセイと講評。 自分は本当に 

看護師になりたいのか… 

自分の道に迷ったときに読み、  

あらためて看護師という職の魅力を

思い出させてもらいました。 背ラベルの番号 
N040/SO 

一般利用者の皆様へ

◆学⽣時代にお世話になった 1 冊  先⽣⽅が学⽣時代に使っていた本を紹介します 

利用期間が 8 月末 
までに延長されました 


