
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

ツバキ文具店 
小川 糸  【著】  幻冬舎 
  

古都鎌倉を舞台に、 

祖母の死後「代書屋」を 

継いだ二十代女性が、 

ご近所と触れ合いながら 

ラブレターや、認知症の 

母親への亡父の「天国 

からの手紙」 など、 

当人になりきって代筆を 

しています。今はＬＩＮＥやメールが主流ですが

手紙には手紙の良さがあると思います。 

四季の鎌倉も盛り込まれていますので、ぜひ 

お手に取ってみてください。   

 
 

 
  

The Lord of the Rings 
J.R.R. Tolkien  Illustrated by Alan Lee  
Houghton Mifflin 

This is a special edition 
of The Lord of the Rings 

published in 1991 to 

celebrate the 100-year 

anniversary of the birth of 

the author, J.R.R. Tolkien. 

It’s a one-volume edition 

containing all three books 

of LOTR, and fifty paintings 

specially commissioned from 

the English artist Alan Lee. 

The paintings are beautiful 

and unforgettable. LOTR is  

one of the greatest works of fantasy fiction of the  

twentieth century. I read it when I was in college and 

fell in love with the world the author created. I have  

reread it several times. There is a copy of this book  

in our library. If you haven’t read it, I really hope you 

do. However, I recommend that you read it before  

seeing the movies ! 

 
 
 
フィフティ・ピープル 
チョン セラン【著】 斎藤 真理子【訳】 亜紀書房 
   

この本は、韓国のある都市の 

大学病院に関わりのある 50 人 

が主人公の連作短編集です。  

患者、看護師、医師、病院の 

事務職員など様々な人々が、 

ある物語では主人公となり、 

また別の話では脇役で登場 

します。 暗い内容の話もあり 

ますが、別の章でその悲しみが 

救われることもあって、あたた

かな希望を感じさせてくれます。最後の映画館のシーンも

感動的で、何度でも読み返したくなるそんな一冊です。 

50 人の登場人物の中にはきっと自分に似た人、共感 

できる人がいると思います。 訳者あとがきも素晴らしい

ので、ぜひ最後まで読んでみてください。 

  
 
  
大人のための学習マンガ 

それゆけ！論理さん 
仲島 ひとみ【著】 野矢 茂樹【監修】 筑摩書房 
 

知識や意思があっても 

論理的な思考ができな 

ければ、それを適切に 

表現することは難しい 

かもしれません。そんな 

 "うまく伝えられない" 

歯痒さは、論理学が 

解決してくれるかも 

しれません。（恋心の 

告白には、論理学は無用かもしれませんが…。) 

この本は、論理学についてマンガと文章で 

楽しく書かれています。 あなたも "論理さん" 

になりませんか。 

<看護アセスメント学> 石田佳代子 先生 

＜図書館＞   工藤 信二 さん 

<言語学> Gerald Thomas Shirley 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 ◆◆◆ 

◆図書委員会おすすめ図書 

附属図書館長  藤内 美保 

本学の図書館は、現在 79,000 冊以上を蔵書し、看護系、医療系等の図書、雑誌、視聴覚 

教材などを豊富に所蔵しています。 専門的知識を深めるための図書はもちろんですが、 

社会で活躍するために必要な専門書以外の書籍もたくさん揃えています。図書館は、自分 

の知識を広げるだけでなく、人生の幅も広げるような出会いの場所でもあります。教職員 

のおすすめの一冊もぜひ手に取って読んでください。 

これからも、利用したいと思っていただけるような図書館を目指していきますので、皆様

からのご要望やアイデアをいただきながら、本学の図書館の良さをさらに発揮できるよう

努めていきます。 

◆2019 年本屋大賞   

2004 年に始まった本屋大賞は、出版業界を 

現場から盛り上げようという発想から始まった 

全国の書店員が作る文学賞です。 

一次投票で一人が 3 作品を選んで投票し、 

上位 10 作品がノミネート作品として発表され、 

二次投票により、大賞が決定します。 

2019 年の大賞受賞作は瀬尾まいこさんの  

「そして、バトンは渡された」。でした。 

図書館入口の新刊コーナーに展示しています 

のでぜひご覧ください。 

2019 年 7 月  
Vol.11 

大分県立看護科学大学 
図書委員会 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図書館では土曜日(夏期休業中を除く)に学部生・院生・卒業生を対象として休日開館を行っています。 

ぜひご利用ください。スケジュールは変更する場合がありますので最新情報は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（２０１９年７月～９月） 

図書館だより  Vol.11 2019 年 7 ⽉発⾏ ⼤分県⽴看護科学⼤学図書委員会 

9 時～20 時 9時～17時 休館日 9 時～15 時 （入試準備のため） 

12 時～17 時 （土曜の開館日は学内者・卒業生のみ利用可能です） 

◆高齢者の理解を深める図書 

◆学生からのメッセージ 

◆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 

◆休日開館のご案内  学内者・卒業生・修了生の方が利用できます 

◆看護学部 4 年 釘宮 百夏 さん◆ 
 

附属図書館を利用して 4 年目ですが、振り 

返ると私が図書館を利用するのは、不安がある 

時が多い気がします。1 年次はテスト前に、2 年 

次はフィジカルアセスメントの練習時に、3 年次 

は実習前や実習中に、4 年次は卒論作成中や 

将来の看護師像を模索している時に。   

是非あなたも図書館へ。 きっとあなたの不安に 

答えてくれると思います。 

◆大学院 2 年  岩下 惠子 さん◆ 
 

大学院に入学し、図書館の存在にいつも助け 

られています。講義の課題や研究の参考になる 

本が多く所蔵されているのは勿論、文献複写 

依頼にも早急に対応していただけるので非常に 

有り難く思っています。また、息抜きをしたい時は 

小説や医療系漫画コーナーが絶大な効果を 

もたらしています！図書館の存在に感謝し、 

これからも学業に励んでまいります。 

昨年度から引き続き、高齢者を 

理解してもらうための図書を 

集めて展示しています。病気に 

関する本や、園芸、折り紙、 

体操など様々な本を置いて 

います。「予防的家庭訪問実習」 

に役立ててください。 

「高齢者の理解を深める図書」は 1 階閲覧室奥のテーブルに置いています。 

附属図書館では学内者・卒業生・修了生の方に、図書館休館日(土日など)に貸出サービスを行って 
います。平日に来館できない方、土曜日に図書館を使いたいという方はぜひご利用ください。 

利用できる方 

・学生  ・教職員  ・卒業生  ・修了生 

今日の助産  
―マタニティサイクルの 
助産診断・実践過程―  
北川眞理子、内山和美【編】 
南江堂 

看護アセスメント学研究室 内倉佑介先生 

妖怪アパートの幽雅な日常１ 
香月日輪【著】 講談社 

助産学研究室  姫野綾先生 

背ラベルの番号 
N390/KO 

背ラベルの番号 
913.6/KA 

・図書の貸出と返却  ・館内資料のコピー 

＜登録方法＞ 
身分証明書（現住所が確認できるもの）を持って 

図書館開館日の平日(月～金)に図書館に 

お越しください、利用者カードを発行します。 

※休日開館日は登録できませんのでご注意ください 

冊数 期間 点数 期間

学部生 ５冊以内 ２週間以内 ２点以内 ３日以内

院生・教職員 10冊以内 １ヶ月以内 ４点以内 １週間以内

卒業生・修了生 ５冊以内 ２週間以内 ― ―

図書 視聴覚資料5 月～11 月の土曜日(12 時～17 時) 

12 月～2 月の土日祝日(10 時～18 時)に 

休日開館を行っています。 

（夏休みなどの長期休業期間を除く） 

大学行事等で閉館する場合もありますので、 

スケジュールは図書館 HP でご確認ください。 

休日開館日にできること 

休日開館日程 貸出冊数・期間 

卒業生・修了生の方へ 

休館日のお知らせや新着資料案内など、 

卒業後も図書館の情報をメールでお届けします。  

ご希望の方はカウンターで申し出るか、 

図書館までメールをお送りください。 

メールの宛先 ： library@oita-nhs.ac.jp 

実習中も就職後も大活躍！ 

「なぜ」という疑問の解決に

役立ちます。 

休日開館ご利用の際は利用登録が必要です 

 

高校生の主人公が借りた格安 

アパートは通称「妖怪アパート」 

だった。妖怪の住人たちと関わり 

ながら主人公が人間として成長 

していく物語です。大学に入学し、 

新たな環境になった皆さんにも 

共通するものがあると思います。 

面白い中にも心に残るものが 

あります。読みやすいので、 

勉学の合間のひと時にぜひ読ん

でみてください。 

卒業後も仕事や研究に 
図書館を役立ててください 

＜図書館の情報をメールでお届けします＞ 

⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟
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