
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 

  

 

 

          

          

          

          

          

    

◆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 ◆◆◆ 

◆図書委員会副委員⻑ 安部眞佐⼦先⽣ おすすめ図書 

図書委員長  林 猪都子 

新年あけましておめでとうございます。2022 年の干支は「壬寅（みずのえとら）」です。

「壬」は妊に通じ陽気を下にはらむ、「寅」は生命力あふれる草木が生ずると言われています。

そのため、「壬寅（みずのえとら）」は厳しい冬を超えて、芽吹き始め、新しい成長の礎となる

年です。私たちは一昨年からコロナ禍の中で、新しい生活様式を取り入れた生活を送ってい

ます。コロナ感染の増加や減少は周期をもって繰り返されており、まだまだ終わりの見えな

い自粛生活が続いています。その中で 2022 年は、この縁起の良い年の始まりとして、新しい

芽が成長する、新しい日常が始まる年になって欲しいものです。コロナ感染を心配すること

のない日常であることを願っています。 

◆総合⼈間学講師 副島賢和先⽣著作  ＜新刊コーナーに展示しています＞ 

総合人間学の講師 副島賢和先生の著作を 

新刊コーナーに置いています。 

精神看護学研究室の影山先生ご推薦です。 

貸出もできますので、ぜひご覧ください。 

2022 年 1 月  
Vol.16 

大分県立看護科学大学 
図書委員会 

◆事務局 教務学⽣グループ 原⽥千夏さん おすすめ図書 

為末メソッド 
為末大 【著】 日本図書センター 

1 冊目は陸上の元日本代表 

金メダリスト、 為末大さんの 

「為末メソッド」。 

この本では、各ページの左側に 

「成功よし、失敗なおよし」 

「苦しいときこそ種をまけ」 など 

自分をコントロールする 100 の 

メッセージが一つずつ紹介されて 

います。100 個もあるのできっと 

心に響く言葉に出会えるはず。 

あなたのお気に入りの 「メソッド」 

を見つけてみてください。 

＜紹介した図書は新刊コーナーに置いています。貸出もできますのでぜひご覧ください＞ 

キューバのカストロが残した言葉をタイトルとしたこの本は、ほぼ 30 年前に 

工作舎という出版社の新刊案内のために 67 名が書いたエッセイ集です。 

本を発端として自由に発想を広げ、さまざまなことが２、３ページにまとめられて 

います。両手で開いて読むのに良い大きさ、心地よい紙の手触り、背表紙つき 

の装丁で、本ってこんなだったなと思い出します。 
 

最後に残るのは本  工作社 【編】  工作社 

タイトルはセンセーショナルですが、著者は免疫学の重鎮です。コロナウイルスや、 

免疫の基礎的な知識をつけることができます。現在使われているワクチンに関して、 

当初は懐疑的であったようですが、色々な知見をもとに安全であると判断されて、 

ワクチンを推奨されています。その根拠も書かれています。 

ウイルスに関する情報リテラシーにも触れているので、しっかりした知識 

をつけるには役立つと思います。 

昔、文庫本で、岩石や火山といった地学の用語がたくさん出てきていましたが、あまり 

調べずに想像しながら読んでいました。わかりにくかった「イギリス海岸」や「楢ノ木大学士

の野宿」も宮沢賢治の文章に合わせて、注釈が下欄に写真つきで付いています。 

また、簡単な地学の知識を柴山元彦さんが図解していて、賢治の世界は 

こうだったんだと再認識します。 

宮沢賢治の地学読本  宮沢 賢治 【作】 柴山 元彦 【編】  創元社 

雨の日も、晴れ男 
水野 敬也 【著】 文藝春秋 

2 冊目は、ベストセラー「夢を 

かなえるゾウ」の著者が書いた 

「雨の日も晴れ男」。 

二人の幼い神様が、いたずら 

で主人公に次々と不幸な出来事 

を起こします。 最初は朝寝坊を 

させたり、 と可愛いいたずら 

だったのが、どんどんエスカ 

レート…。 主人公はそのとき 

どうするのか…。  とにかく 

笑ってしまう楽しいストーリーですが、主人公の生き方 

は 「大切なのは 『目の前で起こった事実にどう対応 

していくか』なんだ」 ということを読者に教えてくれます。 

今回は元気がでる本を 2 冊ご紹介します。 

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

立命館アジア太平洋大学（APU）の出口治明学長は、著書のなかで、人を成長させるのは「人・本・旅」 

と話していました。学生のみなさんが、これから先、たくさんの人に出会い、色んな本から気づきや学び 

を得て、様々な場所に自ら足を運び、豊かな人生を歩んでくれたら嬉しいです。 

新型コロナワクチン 本当の「真実」  宮坂 昌之 【著】  講談社 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2022 年 2 月 25 日(金)～3 月 3 日(木)は蔵書点検のため休館いたします。ご不便おかけしますがご了承ください。 

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: https://www.oita-nhs.ac.jp/library/ 

◆図書館カレンダー（2022 年 1 ⽉〜3 ⽉） 

図書館だより  Vol.16 2022 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） 

◆学⽣・職員からのメッセージ ◆図書館システムの新しい機能のお知らせ 

私は勉強をする時に図書館を利用しています。 

館内は静かなため物事に集中することができます。 

勉強の合間に雑誌を見ることが好きです。 

図書館には医療・保健分野の新しい雑誌が置いて 

あります。 私は教育課程を選択しているため、 

学校保健の雑誌を手に取って読むことが多いです。  

その他、今興味をもっていない内容の雑誌でも、 

手に取って読んでみると新しい発見があるので 

楽しいです。 得たものはどこがで役立つと思う 

ので、これからも図書館を利用して、知見を広げて 

いきたいです。 

昼休みに足が向くときには図書館に行きます。館内 
のお気に入りの場所は雑誌が置いてあるところです。 

ふと、後ろを見ると視聴覚資料の棚がありました。 
近頃、目が疲れるので、棚にあったオーディオブック 
を聞いてみることにしました。これは CD プレーヤーで 
聞けるので私の持っているラジカセで再生できます。 
夕ご飯準備の手を休めることなく、名著に触れることが 
できます。 オーディオブックは活字の本とは違って 
読み手が自分の印象と合っているかという相性もあり 
ます。松本清張の推理小説は読み手が自分にぴったり 
あうこともあって、推理の世界を楽しむことができました。 
「罪と罰」の読み手は江守徹でした。 
映画は自分が読んだ印象とは変わってしまいますが、 

朗読は音を聞いて想像していくので、読み手の印象が 
あうと自分の世界が広がります。 

2021 年 9 月に図書館システムのリプレイスを行いました。個人専用ページ MyOPAC のデザインが新しくなったほか、 

返却日リマインドメール機能の追加や蔵書検索画面に書影（本の表紙）が表示されるなど、より使いやすくなりました。 

 

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

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 20 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31
30 31

2022年1⽉ 2⽉ 3⽉

--------------------------------- 
通知日：2021/09/28 
利用者 ID：0000123456 
利用者名：〇〇〇〇 
 
附属図書館から貸出資料についての 
お知らせです。 
下記の資料はまもなく返却期限となります。 
期限までに返却をお願いします。 
--------------------------------- 
所蔵 ID：200029900 
書名：Lifetime data : models in reliability  
and survival analysis 
巻名：: alk. paper 
請求記号：461.9||J45 
貸出館：大分県立看護科学大学  
附属図書館 
貸出日：2021/09/28 
返却予定日：2021/10/01 
--------------------------------
-

① MyOPAC 画面 

返却期限の 3 日前に 
リマインドメールを 
お送りします 

＜ファセットナビゲーション＞ 
検索結果に対し、書誌種別、著者、出版者、分類 
などから絞り込み検索ができます 

＜所蔵表示＞ 
これまでは資料詳細画面で確認していた 
所蔵場所などの資料情報が、検索結果一覧画面から 
一目で確認できるようになりました 

＜ブックカバー表示＞ 
OpenDB よりブックカバーイメージを 
取得し、検索結果とともに表示します 

② 返却日リマインドメールー 

基礎看護学研究室  神矢 恵美 先生 

お坊さんが教える「悟り」入門 
長谷川 俊道【著】 ディスカヴァー・トゥエンティワン 

母性小児看護ポケットブック  
エキスパートナース編集部【編】 照林社 

◆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 

助産学研究室   矢野 杏子 先生 

院生の時に、いろんな分野の方の考え方

に関心をもち手にした本です。  

「喜捨」「諸法無我」などの仏教用語に 

ついて、禅の教えに沿って日常の具体例

を挙げて教示されています。 

食べる、学校/仕事に行く、人と出会う…

何気ない日常が有り難く、人として大切な

ことを教えてくれる本だと思います。  

いろいろな縁のつながりで成り立つ 

いのちを大切に、 「1 日 24 時間」平等に 

与えられた時間を、皆さんが前向きに、 

幸せにすごされますように☆ 

ポケットに入る嬉しいサイズ感の本 

です。実習までに目を通しておくと、 

ケアを行う際にも心強いと思います。

自分用として１冊手元に準備しておく

と付箋や書き込みを追加しながら、 

オリジナルの参考書になっていくの

で、国試の味方にもなってくれると 

思います。まずは実習に行く前に、 

図書館で手に取ってみてください。 

③ 検索結果画面 *--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--

◆看護学部 2 年 本松 愛海 さん◆ ◆事務局財務グループ 宮川 眞美さん◆ 

デザインが新しくなり 
より使いやすくなりました 


