
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 
 

 
  
百寺巡礼 第十巻 四国・九州 
五木寛之【著】 講談社 
 

作家・エッセイストの五木 

寛之さんが全国各地の百 

の寺々をめぐり、日本の 

原風景・原点とは何かを見

つめなおしている本です。 

第十巻は四国・九州の寺々

をめぐっており、長い旅の 

最後の章となっています。 

第九十九番目が国東半島

の富貴寺（豊後高田市）の 

こと、そして、第百番目が羅漢寺（中津市）のことが

書かれています。 昨年、国東半島宇佐地域六郷

満山開山 1300 年の節目を迎えました。  

連綿と受け継がれてきた神と仏の息づかいを感じ

てみませんか。 

 

 

 

乗りもの紳士録 
阿川弘之【著】 中央公論新社 
 

皆さんは乗りものが好き 

ですか？ 私は、鉄道は好き 

ですが飛行機は苦手です。 

この本にも飛行機ぎらいな 

人の話が出てきます。 

乗りものにまつわる楽しい 

話ばかりだろうと思って読み 

始めた本でしたが、作品で 

しか知らなかった作家の 

一面を知ったり、底本が古い 

だけに、"過去の日本"に触れるような思いをしたり 

もしました。 乗りものから広がる、知らないままに 

消えていってしまいそうな話を読んでみませんか。   

 
 
 
現代免疫物語 beyond 免疫が挑むがんと難病 

岸本忠三・中嶋彰 【著】 講談社 
 

「医師が選ぶ今年の漢字」は 

『免』。2018 年は、本庶佑先生が 

ノーベル賞を受賞し、がん免疫 

療法に注目が集まりました。 

本書はオプジーボの他、様々な 

免疫療法をわかりやすく紹介 

し             しています。加えてそれを上回る 

                熱量で描かれた研究者達の  

発見に至る軌跡にも引き込まれ 

てしまいます。本書から得た   

知識ですが、強力ながん免疫    

療法の一つに、免疫細胞を利用 

する治療法があるものの、その細胞の作製には大変な

時間と費用がかかるのだそうです。しかし、この弱点を

補うであろう 「iPS 細胞からがん細胞を見つける能力の

高いキラーＴ細胞の作製に成功」 というニュースを、 

最近、見ました。免疫「学者」が挑むがんと難病の物語、

本書の続編を期待しています.。   

  
 
 
 
Where the Wild Things Are 
Maurice Sendak 【著】 Harper Collins 

“Where the Wild 

 Things Are” is 

 probably the most  

popular picture 

book of the last  

60 years in the  

United States.  

It was written in  

1963 and remains  

a timeless classic.  

I read it when I was a child and have never forgotten 

the impact it made on me then. It is a children’s book 

but it can be read with enjoyment by both adults and 

children. The illustrations in the book are amazing and 

unforgettable. The story is about a little boy named Max 

and his journey to the land where the Wild Things are. 

There is a copy of this book in our library. Please read it 

and see for yourself what a wonderful book it is ! 

<地域看護学>  赤星 琴美 先生 

<看護アセスメント学> 石田 佳代子 先生 

<言語学> Gerald Thomas Shirley 先生 

<生体反応学>  定金 香里 先生 

 

 

          

          

          

          

          

    

◆企画展⽰紹介  皆さんにおすすめしたい図書を集めて展示しています 

図書館だより 
◆◆◆ ご挨拶 ◆◆◆ 

◆図書委員会おすすめ図書 2019 年 1 月  
Vol.10 

大分県立看護科学大学 
図書委員会 

図書委員長  赤星 琴美 

お正月は楽しみましたか？新しい年になると、急に人気者になるのがその年の干支。 

今年の干支は“亥（いのしし）”です。亥年は、十二支の中でも最後の年で、エネルギー 

を蓄えて次の世代へと向かう準備をする年という意味があるそうです。 

いのししは「万病を予防する」などといわれる縁起のいい動物でもあります。また、 

いのししの猪突猛進な性格から、「勇気と冒険の象徴」ともされています。 

「一年の計は元旦にあり」自分で目標を決めていろいろなことにチャレンジしてください。 

図書館は本との出会いの場所です。「知的な刺激」や「読む楽しみ」を与えてくれる 

図書館をぜひ活用してください。 

◆本で振り返る 1998 年   

大分県立看護科学大学は 

昨年、開学 20 周年を迎えました。 

1998 年の開学時にはどんな本が 

読まれていたでしょうか。 

当時のベストセラーの中から、 

図書館に所蔵している本をご紹介 

します。図書館入口に展示して 

いますので是非ご覧ください。 

◆1998 年のベストセラー◆ 

（トーハン調べ） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

図書館では土日祝日に学部生・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 1 ⽉〜3 ⽉） 

図書館だより  Vol.10 2019 年 1 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） 

10 時～18 時 （土日・祝日の開館日は学内者・卒業生のみ利用可能です） 

◆ビジュランクラウドのご案内 

◆学⽣からのメッセージ 

※2 月中旬～3 月の間、休日開館は行っておりません。 

◆ 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 

◆図書館のお仕事紹介 ＜図書が貸出できるようになるまで＞ 

◆看護学部 2 年 佐々木 萌 さん◆ 
 

「図書館」、それは大学のオアシスです。 

2 年生になり勉強量やレポートが増え、きつい 

なあと思うことが多々あります。そんな時に 

図書館へ行くと、そこにはいつも笑顔で迎えて 

くれる司書さんがいます。本を読むことは 

もちろん大好きですが、司書さんとの会話も 

私にとっては大きな癒しとなっています。 

皆さんも図書館を利用してみてはいかがですか？ 

◆大学院 2 年  原 光明 さん◆ 
 

 私にとって図書館は「成長したい」を応援 

してくれる場所です。多くの先輩方の書物より 

次の看護への知識と勇気をもらっています。 

購入依頼にも対応していただけるので、 

「成長したい」を叶えてくれます。 

更に、図書館への学生の要望も親身に応じて 

くれ、学びを支援してくれます。 

皆さんも是非、相談してみてはいかがでしょうか。 

⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟
1 2 3 4 5 1 2 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30

31

2019年1⽉ 2⽉ 3⽉

医学映像教育センターが提供する映像配信システム 

「ビジュランクラウド」では、医学・看護・健康保健分野の 

さまざまな映像コンテンツを視聴することができます。 

パソコンだけでなく、スマホ、タブレットからも利用可能です。 

映像資料はすべて３～７分のチャプターになっていて、見たい 

映像や知りたい情報をキーワード検索ですることができます。 

授業の事前事後の学習、実習準備などに活用してください。 

ビジュランクラウドは図書館 HP よりアクセスできます。IP 認証のため学内でご利用ください。 

ノートパソコン、スマホからご利用の場合は、学内無線 LAN に接続してアクセスしてください。 

皆さんの学習に役立つような看護、医学の図書や 

一般教養書を図書委員会で選んでいます。 

図書購入リクエストも受け付けていますので、 

読みたい本があれば図書館に申し込んでください。 

選書 発注・納品 

分類 

日本十進分類法（日本で使 

われている図書の分類法） 

に従って図書を分類します。 

本の背表紙のラベルの数字 

が分類番号です。 

書誌情報（書名・著者名・ 

発行所・発行年など）を作成。 

本にバーコードを貼って 

図書館システムに登録します。 

登録 

装備 配架 

登録した本の背表紙に分類番号を印字したラベルを 

貼ります。傷みやすい本や小説などには透明のシートを 

かけて保護します。 

装備した図書を所定の棚に並べます。 

これで貸出ができるようになりました。 

新しい図書は入口の新刊コーナーに置いています。 

選書された図書を書店に発注します。 

出版社から直接本を購入することも 

あります。本が届いたら、落丁乱丁 

などがないか確認します。図書館では 

毎月 100 冊以上の図書を購入しています。 

➀ ② 

③ ④

本を選びます 

本のデータを作成して登録します 

本を注文→ 
届いたら中身を確認します 

本の内容を見て分類番号を決めます 

本にラベルやシートを貼り 
貸出準備をします 

◆新着図書リストは毎月図書館ホームページに掲載しています。 http://www.oita-nhs.ac.jp/library/-top-4 

分類番号 

書名の頭文字を 
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄで記載 

巻号または発行年 
(ない場合もあります) 

⑤ ⑥ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本を棚に並べます 

看護師・看護学生のための 
なぜ？どうして？シリーズ 
医療情報科学研究所【編】 
メディックメディア 

地域看護学研究室  佐藤愛先生 

看護師のための  
早引き 検査値・パニック値 
ハンドブック 
西崎 統【編】 ナツメ社 

 
イラストが多いので 

気軽に国家試験の 

勉強が出来ます。 

バスの移動中や 

気分転換に◎。 

 
実習中はもちろん、
就職してからも、 
いつもナース服の 
右ポケットに入れて
いました。 

助産学研究室  大矢七瀬先生 

国家試験問題集の 
棚の上に置いています

*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-- 背ラベルの番号 
N212/KA


