
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 

 
  

鎌田實の人生図書館 
―あなたを変える本と映画と絵本たち４００ 

鎌田實 【著】 マガジンハウス 
 

著者の鎌田實先生は 

長野県茅野市の諏訪 

中央病院の医師として 

住民とともにつくる地 

域医療への活動や、 

チェルノブイリ、イラク、 

東日本大震災の被災 

地支援に取り組んで 

きた方です。 
 

400 を超える本や絵本、映画を取り上げ、生きる

こと・死ぬこと、人生の面白さを伝えています。 

開いたページが心を和ませ、なによりの友に 

なってくれることがあります。 みんな！お気に 

入りの本や絵本、映画を見つけましょう！ 

 

 

 

言の葉連想辞典 
あわい【絵】 遊泳舎【編】 遊泳舎 

  

日本語には日常生活では 

あまり使うことのない美しい 

言葉がたくさんあります。 

この本にはジャンル別に 

選び抜かれた言葉が説明 

文やイラストとともに載って 

いて、とても見やすくなって 

います。 辞典というと分厚 

くて見るのが面倒だな・・・と 

思いますが、これは一般的 

な単行本と同じ厚さなので 

そんな心配もありません。 

自分の気になる所から見るのもよし、目を閉じてパッと 

開いたページから見てみるのも楽しいと思います。  

イラストでほっこりしながら 語彙力を増やして、あなた 

のお気に入りの言葉を見つけてください。    

 
 
 
いのちは輝く 
わが子の障害を受け入れるとき 
松永正訓 【著】 中央公論新社 

Web での連載時に読んで、 

大きな衝撃を受けました。 

なるべくして本になったと 

思います。題名だけ聞くと、 

押しつけがましい説教話の 

ような印象を受けるのが 

残念です。著者は小児科の 

開業医です。大学病院の 

勤務医だった頃の、風前の 

灯火の乳児の命を救う仕事 

の話が主として語られます。 

親の振る舞いのため救えなかった事例も示されます。 

自分がもっと若い頃に読みたかったと思いました。いいえ、

その頃の自分だったら、今とは全く違う受け止め方をしたに

違いありません。若い皆さんは、どう感じるでしょうか。 

  
 
 
 

やめてみた。 

―本当に必要なものが見えてくる、暮らし方・考え方 

わたなべぽん 【著】 幻冬舎 
以前、朝の情報番組に著者が 

出演していて、その際のトーク 

や本のタイトル、著者の名前に 

興味をそそられ、早速読みまし 

た。何かを「やめてみる」ことで 

生活が変わり暮らしやすくなる 

というお話です。炊飯器にテレ 

ビ、ごみ箱やファンデーション、 

モヤモヤとしていた友人関係 

･･･と、やめてみても案外大丈 

夫なのかなあと思い、自分の 

回りをあれこれ見直してはいるものの、今のとこ、何も 

やめてません(>_<)。 マンガでほっこりした内容なので、 

さらーっと読めると思います。  自分の生活を見直す 

きっかけになるかも･･･。 ちなみにこの 「やめてみた」 

シリーズは、 第２弾 「もっと、やめてみた」、 第３弾  

「さらに、やめてみた」 へと続いてま～す♪ 

＜地域看護学＞  赤星 琴美 先生 

＜図書館＞   斧田 智恵 さん 

<事務局財務グループ> 矢部 美香 主幹 

＜図書館＞   川上 裕 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 2021 年 1 月  
Vol.14 

大分県立看護科学大学 
図書委員会 

学長  村嶋 幸代 

新年、おめでとうございます。年の初めに、今年の目標を決めた方も多いのではないでしょうか。 

時間は有限で、皆に平等に与えられています。それをどのように活用するかによって、10 年後、 

20 年後の自分が決まってきます。時間をどのようにマネジメントして目標を達成するかは、学生 

にも教職員にも大きな課題です。本学図書館には、マネジメントの重要性を提唱したドラッカー 

（P. F. Drucker）の本が 14 冊も入っています。中には、「17 歳からのドラッカー」や「もし高校 

野球の女子マネジャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」や 「もし……『イノベー 

ションと企業家精神』を読んだら」もあります。大学生活のサバイバルには、各人にマネジメント 

能力が育つことが必要です。 本学図書館を活用することで、皆さんの人生がより豊かになることを 

願っています。 

◆ドラッカーの本  ＜新刊コーナーに展示しています＞ 

村嶋学長推薦のドラッカーの本を図書館入口に展示しています。 

ドラッカーは 「成果をあげる者は仕事からスタートしない。時間 

からスタートする」 と言っています。ドラッカーの本を読んで 

時間の使い方を学び、マネジメントスキルを身につけてください。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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（2021 年 1 ⽉〜3 ⽉） 

図書館だより  Vol.14 2021 年 1 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） 

◆図書館の退館ゲートが新しくなりました 

◆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 

◆購⼊資料のご紹介  図書館で新しく購入した資料を紹介します 

◆看護学部 2 年 湯浅 澪乃 さん◆ 
 

私は勉強に集中したいとき図書館を利用します。

図書館はとても静かで、勉強するための環境が整っ

ています。その時の気分によって、1 階の広い机で

勉強をしたり 2 階の 1 人掛けの机で勉強したりしま

す。ちなみに私のお気に入りの場所は、2 階の 1 人

掛けの机です。皆さんもぜひ、自分のお気に入りの

勉強場所を探しに図書館で勉強してみてはどうです

か？案外いい場所が見つかるかも？ 

◆大学院 1 年  宮本 翔平さん◆ 
 

  論文を読む上では予備知識が必要ですが、 

新の論文だけでなく、古典を読むことも重要 

です。 古典は様々な要因で手に入りにくいの 

ですが、本学の閉架書庫はそのような貴重な 

本がたくさん眠っています。もちろん、 新の 

本もありますので、皆様も図書館に一度足を 

運んでみてください。新たな気づきを得るかも 

しれませんよ。 

図書館入口にある退館ゲートが新しくなりました。 

これまでのゲートは 1998 年の開学時から使用していましたが、 

経年劣化による誤作動等が増えたため、入替えを行いました。 

ゲートの耐用年数は 10 年ということですが、皆さんの使い方が 

丁寧なのでゲートも大変長持ちしました。 

新しくなったゲートで皆さんのご利用をお待ちしています。 

 

無名の語り  
- 保健師が「家族」に出会う１２の物語   
宮本ふみ【著】 医学書院 

地域看護学研究室  木嶋彩乃 先生 

生命とは何か  
物理的にみた生細胞  
シュレーディンガー【著】 
岡小天, 鎮目恭夫【訳】岩波書店 

熟練保健師の実話に基づくエピ
ソード集です。著者の温かさと
粘り強さに感動して、保健師へ
の思いがより強くなりました。 
就職してからは勇気づけられま
した。読み物としても楽しめると
思うので、保健師志望じゃない
方にも手に取ってみてもらいた
いです。 

「生命とは何か」を物理学者のシュレ
ディンガーが書いたことに好奇心から
手にとった新書。遺伝子の正体もまだ
解明されていない時代に、「負のエン
トロピー」という概念を使って生命の
本質にせまる内容は学生時代に も
嬉しかった出会いの書籍。小説以外
の科学読み物の面白さを知った一冊
です。 

環境保健学研究室    甲斐倫明 先生 

背ラベルの番号 
463/SE

*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-- 背ラベルの番号 
N810/MU

大型絵本とは、一度に大勢の人を対象に読み聞かせをするために、 作者の許可を得て 
拡大製作された絵本です。普通の絵本の 2 倍以上の大きさがあるので迫力満点です。 
今回、図書館では 4 冊の大型絵本を購入しました。実習での読み聞かせなどにも利用 
できますので、貸出ご希望の方は図書館カウンターまでお越しください。 

大型絵本 

 
★お願い★ 
ゲートの手前に手指消毒剤を置いています。 
図書館に入る前に手をきれいにしてくださいね！ 

「忙しくて本を開くのが面倒」 「目が疲れて細かい字が読めない」…そんな時は耳で読書を 
してみませんか？図書館では文学作品などを朗読した CD を購入しました。俳優や落語家 
など様々な方が朗読を行っています。CD-BOOK でいつもと違う読書を楽しんでみてください。 

はらぺこあおむし  
エリック・カール【作】  
もり ひさし【訳】 
偕成社 

スイミ―  
レオ・レオニ【作】  
谷川俊太郎【訳】 
好学社 

ぴょーん  
まつおか たつひで【作・絵】  
ポプラ社 

たまごのあかちゃん  
かんざわ としこ【文】  
やぎゅうけんいちろう【絵】  
福音館書店 

CD-BOOK

タイトル 出版社 著者 朗読者

 おはん 新潮社  宇野千代  藤岡琢也

 家紋 新潮社  松本清張  市原悦子

 たそがれ清兵衛 新潮社  藤沢周平  柳家花緑

 父と暮せば 新潮社  井上ひさし  すまけい、齋藤とも子

 罪と罰 新潮社  ドストエフスキー  江守徹

 闘牛 新潮社  井上靖  日下武史

 人間失格 新潮社  太宰治  仲代達矢

 禅と科学 新潮社

 人を動かす 創元社  D.カーネギー  高梨欣也

 鈴木大拙　＜講演＞CD BOOK は視聴覚資料コーナーの奥、閲覧席に 
いちばん近いの棚の 上段に置いています。 
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