
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

論理が伝わる 

 

論理が伝わる世界標準の 「議論の技術」 
Win-Win へと導く 5 つの技法 

倉島保美 著 講談社 
  

学問だけでなく、仕事
においても論理的に説
明することで理解しても
らえる、議論をすること
で建設的な結論を導く
ことが必要である。 
日本人は議論が下手

なのは、「議論の技術」
を知らないだけなのだ
と著者はいう。伝達の
技術や質問の技術、 

議論のルールを学んで、「議論上手な人」にな
るようにしよう。議論上手な人は、相手の話を
注意深く聴いて相手の主張の矛盾を見つけて
いる。論点を捉え、提案を論証型反論によって
深めていくことが議論上手だ。 

 

 

 

 

それでも僕は夢を見る 
水野敬也 作 鉄拳 画 
文響社 

 

「夢」はずっと僕の 
そばにいた。けれど、 
いつまでも「夢」を追う 
のが辛くなった僕は、 
ある日彼を捨てた-- 。 
老いた主人公がひとり 
病室で横たわるとき、 
捨てたはずの「夢」が 
戻ってくる。 
「夢」に励まされ、主人公 

が最期に書上げた一通の手紙とは? 
動き出しそうになめらかなモノクロの絵

と、静かな余韻を残す物語。 
読む人によって、それぞれが違う感動を

味わえる、しっとり泣けてほんわか温かくな
れる珠玉の一冊です。 

 

 
 
 
地方消滅  
-東京一極集中が招く人口急減 

増田寛也 編著 中央公論新社 
  

このままでは８９６の 
自治体が消滅しかねない-。 
減少を続ける若年女性人口 
の予測から導き出された 
衝撃のデータである。 

若者が子育て環境の悪い 
東京圏へ移動し続けた結果、 
日本は人口減少社会に 
突入した。多くの地方では 
すでに高齢者すら減り始め 
大都市では高齢者が激増 
してゆく。 

豊富なデータをもとに日本の未来図を 
描き出し、地方に人々がとどまり、希望 
どおりに子どもを持てる社会へ変わる 
ための戦略を考える。 
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◆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＞ 

◆図書委員会おすすめ図書 

「大学生のための学び方」（図書館入口） 
 

新入生や在学生の皆さんの新生活を応援するために 

レポートの書き方に関する図書を中心に 

大学生活に関連する図書を集めて展示・貸出します 

講義（大学ナビ講座）にも役立ててください 

「新生活を応援します！」（1階閲覧室奥） 
 

春から新生活を始める皆さんに 

とっておきの図書を選びました 

料理、読書、自分みがきに 

チャレンジしてはいかがですか？ 

大分は初めてという方！大分県関連コーナーの

図書もおすすめです 

 
 
 
解放老人 
認知症の豊かな体験世界 

野村進 著 講談社 
 

シュールな幻想を語る 

ハナさん、病棟からの 

脱出を試みる源さん、 

悪罵と怨嗟の限りを 

叫び続ける徳子さん。 

なぜ、そのような行動 

を続けるのか？ 

重度認知症治療病棟 

のお年寄りたちに長期間 

密着。 認知症を‟救い” 

の視点から見直す、 

この難病を全く新しい 

角度から見つめた画期的ルポ。 

<環境保健学> 甲斐倫明先生 <言語学 > 宮内信治先生 

<総務グループ> 橋本満男リーダー <成人・老年看護学> 中釜英里佳先生 

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

リクエスト …

予約 …

研究、学習等に必要な図書や、読んでみたい図書などの購入希望を受け付けて

います。「図書購入リクエスト申込書」に記入して、図書館員にお渡しくださいね。

貸出中の資料は予約できます。

《 予約・リクエストのご案内 》 ※学内の方のみ利用できます

今日は、図書館長の藤内です。本学の図書館をご利用していただき、 

ありがとうございます。本学は 7万冊以上を蔵書しており、医療、 

看護系の図書や雑誌は大変充実しています。看護職の方はもちろん、 

一般の方にもより快適にご活用いただきたいと考えております。 

今年度は図書システムもリプレイスする計画ですが、この「図書 

館だより」をご覧いただき、皆様方にとって、利用しやすい図書館 

にするためのアイデアやご要望などをいただけると幸甚です。 
附属図書館長 

藤内 美保 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 

３月に行った蔵書点検で行方不明だった本・雑誌を探しています。 

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！ 

◆本を探しています 

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/ 

◆図書館の使い⽅ ＜視聴覚資料コーナー＞ 

◆図書館カレンダー（2015 年 7 ⽉〜9 ⽉） 

図書館だより  Vol.3 2015 年 7 ⽉発⾏ ⼤分県⽴看護科学⼤学図書委員会 

視聴覚資料の場所 
今回は「視聴覚資料コーナー」をご紹介します 

貸出点数・貸出期間 

◆学⽣からのメッセージ 

9 時～20 時     9 時～17 時     9 時～16 時(入試準備のため)    休館日 
 

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       

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

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

◆看護学部 3 年 山口真央さん◆ 
 

昔から図書館が好きだったこともあり、 

よく利用しています。どうしても読む本の傾

向が偏ってしまいがちなので、図書館に来

た時は、できるだけ普段読まないような本

の棚を覗きに行っています。 

直感に頼ったり、タイトルや表紙の装丁を

じっくり見比べながら選んでみたり、読み

始めてみると印象が変わる本があったり

と、いつも楽しんでいます。 

◆ 大学院 1 年 秋田紗也香さん ◆ 
 

論文のための文献を探したり、好きな 

  本や新聞を読んだり、時には勉強をしたり、 

図書館は私にとって、大学の中でも最も 

落ち着ける場所です。 

司書さんたちもとても親切で図書館に行くた

び癒されています。 

あわただしい時でも、図書館に行くとふっと

気持ちが軽くなると思いますよ。 

DVD プレーヤー貸出します 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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背表紙に⻩⾊のシール   が貼ってある 
視聴覚資料は学外貸出可能です。 
著作権法によりそれ以外の資料は学外へ 
持出できませんので学内でご利⽤ください。 

※学外の⽅の視聴覚資料の視聴は図書館内でお願いします 

図書館⼊⼝を⼊って左⼿、 
新着資料コーナーの奥に視聴覚資料を置いています。 

◆季節のミニ企画展⽰ ＜1階閲覧室奥の丸テーブルに展示しています＞ 

図書館では DVD 視聴⽤のポータブルプレーヤーを 
希望者に貸出しています。図書館内・学内で DVD を 
御覧になりたい⽅はカウンターまでお申し込みください。 
ビデオ視聴の際は館内 1 階検索端末の横にある 
ビデオデッキをご利⽤ください。 

図書館 
⼊⼝ 

「曇ときどき雨」（1階閲覧室奥） 
 

梅雨の季節ですね 

雨の事典、気象の話、小説など 

雨にちなんだ本を集めてみました 

 

雨の日に     どうぞ 

視聴覚資料ｺｰﾅｰ

書名（出版社）
ラベルの

番号 出版年 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ番号

臨床研修⼿技・処置ベッドサイド⼿帖  （ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社） 492/RI 2012 000658874

臨床研修わたしたちのなんでも⼿帖  （ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社） 492/RI 2013 000689984

診察と⼿技がみえる Vol.2  （メディックメディア） 492/SH/2 2010 000585965

内科主訴25の確定診断術 　(⽂光堂) 492.1/NA 2013 000683166

症候からたどる鑑別診断ロジカルシンキング　 (ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社) 492.1/SH 2011 000624855

レジデントのためのやさしイイ呼吸器教室　 (⽇本医事新報社) 493.3/RE 2013 000676434

Expert Nurse (ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽ）　Vol.30 No.3 （照林社） 2014 400470694

Expert Nurse (ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽ）　Vol.30 No.4 （照林社） 2014 400472568

HEART Nursing (ﾊｰﾄﾅｰｼﾝｸﾞ)　Vol.27 No.2（照林社） 2014 400458760

図
 
 
書

雑
誌

点　数 期　間
学部⽣ ２点 ３⽇間

教員・院⽣ ４点 １週間
学外の⽅ １点 当⽇限り※

＜視聴覚資料貸出＞


