
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
論理が伝わる 

 
  

私たちはどこから来て、どこへ行くのか
―科学に「いのち」の根源を問う 

森 達也【著】  筑摩書房 
 

 
とにかく刺激的で面白い 

科学読み物。映画監督・ 
作家の森達也が現代科 
学の精鋭達との対談に 
よって、「私たちはどこから 
来て、どこへ行くのか」を 
分子生物、宇宙物理、 
人類学、進化生態学、 
脳科学から探る。 

脳研究者の池谷裕二 
は、ヒトはメタ認知能力を 
獲得していて、「自分って 

何だろう」という問いを自ら投げかける傾向が 
脳にはあるという。科学によって究極の真理 
に近づけば近づくほど、不思議なことが増え 
ていくことのヒントがここにあるようだ。 

 

 
 

 

 

道をひらく 
松下幸之助 【著】 PHP 研究所 

 

他人の道に心をうばわれ 

思案にくれて立ちすくんで 

いても、道はすこしもひらけ 

ない。道をひらくためには 

まず歩まねばならぬ。 

心を定め、懸命に歩まね 

ばならぬ。それがたとえ 

遠い道のように思えても、 

休まず歩む姿からは必ず 

新たな道がひらけてくる。 

深い喜びも生まれてくる。 

------本文より 

私が院生の時にこの本に出会いました。 

本書は人生のあらゆる場面で、自分に必要な 

言葉を選んで読むことができる珠玉の短編 

随想集です。皆さんも読んでみてください。 

 
 
 

パッチ・アダムスと夢の病院  
パッチ・アダムス，モーリーン・マイランダー 【著】 
新谷 寿美香 【訳】 主婦の友社 

  
               この本は大学院のレポート 

で、オバマケアについて調 

べている時に、私の逃避 

行動から巡り合い、一気に 

読破した本です。 

これから、医療の世界に 

入っていく学生さん達に、 

医療者と患者の関係を 

考える機会になったらと 

思います。また、この本の 

根底には「健康になるため 

には幸せになることから」が流れています。 

幸せって、人との交流から感じられるもの 

なのです。人との交流や夢、笑い、死が 

この本でキーワードになります。色々と感じて 

下さい。 

  
 
 
 

現代語訳 武士道 （ちくま新書） 
新渡戸 稲造【著】/山本 博文【訳・解説】  
筑摩書房 

 
旧五千円札に描かれて 

いた人物、新渡戸稲造が、 
１９世紀末にアメリカ人に 
対し日本人の精神を説明 
するために英語で書いた 
本です。外国人向けに 
書いたものであることから、 
現代の私たちにとって 
大変わかりやすいものと 
なっています。 

私が、前の職場（国際 
政策課）で、ブラジル大分 
県人会の方々との交流を 

通じ、「日本人とは何者か」と自問自答する 
中で、偶然、この『武士道』に出会いました。 

この本が、皆さんにとっても、日本を学び、 
国際交流するきっかけになれば幸いです。 

<環境保健学> 甲斐 倫明先生 

<看護アセスメント学＞ 山田 貴子先生 

<総務グループ> 石倉 順リーダー 

<成人・老年看護学> 堀 裕子先生 

 

 

 

◆企画展示紹介  図書館からおすすめしたい図書を集めて展示しています 

デジタル社会は私たちと書籍との関係を変えようとしています。本屋さんの店頭に並んだ 

新刊を手にとってパラパラとページをめくることも少なくなりました。Kindle などを使った電子 

書籍は手軽に何百冊の書籍を鞄に入れて運べるようにしました。図書館がデジタル化を追求 

しなければならないのは図書館の所蔵能力を超えてきたからでもあります。 

ある時、便利さの中でふと気付くのです。デジタルは脳の処理能力を簡単に超えてしまう。 

普段の読書には身の丈にあったアナログ書籍が相応しいのかもしれないと。それでも、私たち 

はデジタルの良さと欠点を自覚しながら使い分けていくことになるのでしょう。 

 
 今回の図書館だより Vol.5 に掲載している図書委員会 

おすすめ図書と本学教員の執筆図書、そして日本看護協会 

会長坂本すが先生の愛読書（日本経済新聞 2016 年 5 月 

15 日“リーダーの本棚”掲載）を展示しています。 

ぜひ手に取って読んでみてください。 

◆⾏⽅不明になった本を探しています 

３月に行った蔵書点検で行方不明だった本のリストを図書館入口のドアに 

貼っています。ご存じの方は図書館カウンターまで持ってきてくださいね！ 

*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*---*--*--*--*--*--* 

*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*---*--*--*--*--*--* 

図書館だより 

◆◆◆ 巻頭言 ◆◆◆ 図書委員長 甲斐 倫明 

防災について 

「そのうち準備しようと思っていたけど、 

何をそろえたらいいのか判らない」等々 

先日の地震で防災の備えが足りず、 

慌てた方も多いのではないでしょうか？ 

いざという時のために、過去の教訓も踏まえて 

もう一度防災について、見直してみませんか？ 

2016 年 7 月  
Vol.5 

大分県立看護科学大学 

図書委員会 

 

図書委員会おすすめ図書 

―展示場所：図書館入口― 

―展示場所：1階閲覧室奥 丸テーブル― 

※「パッチ・アダムスと夢の病院」は、現在書店では 
購入できません。図書館で御覧ください。 

◆図書委員会おすすめ図書 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「看護白書 

 平成 27 年版」 

日本看護協会 編 

日本看護協会出版会  

2016 年 

「ナースが症状を 
マネジメントする！ 
  症状別アセスメント」 
塚本容子、石川倫子、 
福田広美 編著 
メヂカルフレンド社  
2016 年 

この本は、看護倫理の国際的な発展に影響を与えた看護倫理に関する基礎的 

研究や実践の文献を収集した 3 巻の刊行本です。 

第 1 巻： 看護倫理のための理論的基礎と開発  

第 2 巻： 看護倫理教育学と実践  

第 3 巻： 看護倫理の政治と今後の方向性 

からなります。第 3 巻に日本の文化を反映した看護倫理の研究として、私を含む 

研究チームの研究論文が掲載されています。論文では日本の看護師の実践から 

導き出された価値観としての「調和（Harmony）」について述べています。 

興味のある方はぜひ手にとってみてください。 

SAGE LIBRARY OF NURSING 

NURSING ETHICS  
 (3-Volume Set)  
edited by  
Megan-Jane Johnstone  
Sage  
2015 年 

皆さんは、看護の現場で患者さんの訴えや症状を 

アセスメントする力を高めたいと思いませんか？ 

本書は、看護職の皆さんが、患者の主訴や症状、 

身体所見をもとに、アセスメント力を高めるための 

一冊です。本書では、臨床現場で身近に遭遇する、 

発熱、腹痛、めまい等の症状別にアセスメントの方法 

を学んでいきます。高いアセスメント力をもつナース 

プラクティショナーの解説が、皆さんのアセスメント力 

アップを後押しします。 

◆看護学部 1 年 園木裕子さん◆ 
 

私が図書館でよく利用するものは、新聞です。 

一人暮らしの私にとって、図書館の新聞は手軽に 

情報を得られるとても便利なものです。図書館では

一週間分の新聞が常備され、複数の新聞社のもの

が取り揃えられているので、幅広い話題に触れる 

ことができます。また、図書館の学習スペースは 

静かな雰囲気で落ち着くことができるので、よく利用

するお気に入りの場所です。これからも図書館を 

どんどん活用したいです。 

◆ 大学院 1 年 川村弘樹さん ◆ 
 
本学の図書館は私が大学院(NP コース)を 

志望した理由の一つです。大学院説明会で 

医療・看護系の図書の豊富さに感銘したことを 

覚えています。図書に加えて、様々なジャーナル、

先輩方の論文も閲覧することができます。 

また、視聴覚教材も豊富であり、演習や実習 

に活用したいです。司書の方々は文献検索に 

おいて丁寧に対応してくれました。 

これから、大学院生として本学の 

図書館を利用できることに喜びを 

感じています。 

図書館では土曜日に学部生・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（2016 年７⽉〜９⽉） 

図書館だより  Vol.5 2016 年 7 ⽉発⾏ ⼤分県⽴看護科学⼤学図書委員会 

これまで探しにくかった NP 関連の視聴覚資料を 
１ヶ所にまとめて置きました。 視聴覚資料コーナー 
コピー機の横の棚にありますのでぜひご利用ください。 

平成 27 年 10 月から「特定行為に係る看護師の研修制

度」が制度化し施行されました。本制度創設により、保健師

助産師看護師法の第 37 条 2 が改正され、看護師の業務に

関する法律改正は 70 年ぶりとなります。 

「特定行為に係る看護師の研修制度」に至る契機となった

のは、本学が日本で初めて大学院修士課程で開始した 

「ナースプラクティショナー（ＮＰ）」の教育によるものです。 

ＮＰ教育開始までの経緯や開始した理由、教育の特徴、 

特定行為研修と大学院修士課程の NP 教育、課題と展望 

などをまとめていますので、ぜひご一読ください。 

日 ⽉ 火 水 木 ⾦ 土 日 ⽉ 火 水 木 ⾦ 土 日 ⽉ 火 水 木 ⾦ 土
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3

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

7⽉ 8⽉ 9⽉

9 時～20 時 9 時～17 時 休館日 9 時～16 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） 

村嶋幸代 学長  
藤内美保 学部長  小野美喜 教授 執筆 

「看護白書 平成 27 年版」 
-特定行為に係る看護研修制度について- 

福田先生より 

福田広美 教授 （保健管理学研究室） 編著 
  

「ナースが症状をマネジメントする！  
症状別アセスメント」  

＊------------------------------ 

------------------------------＊ 

小野美喜 教授 （成人・老年看護学研究室）執筆  
Nursing Ethics 第 3 巻 

Politics and Future Directions of Nursing Ethics : Part4 Cross Cultural Perspective 
「The Japanese Value of Harmony and Nursing Ethics」 

Emiko Konishi, Michiko Yahiro, Naoko Nakajima, Miki Ono 

藤内先生より 

小野先生より 

＊------------------------------ 

＊------------------------------ 

------------------------------＊ 

------------------------------＊ 

◆教員執筆図書紹介   執筆された先生方ご自身に図書を紹介していただきました 

◆NP 視聴覚資料コーナー 

この表示が目印です 

NP 関連教材 

◆学生からのメッセージ 


