
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

         

◆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＞ 

◆◆◆ ご挨拶 ◆◆◆ 

 

 

◆⼤分臨海ロータリークラブ様より図書を御寄贈いただきました 

学長 村嶋 幸代 

◆ 1 年⽣が友⼈にすすめたい本・好きな本  ＜新刊コーナー横に展示しています＞ 
NP コース   吉村幸永 先生 保健管理学   矢野亜紀子 先生 

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

◆学⽣時代にお世話になった 1 冊  先生方が学生時代に読んだ本を紹介します 

◆⾸藤晃良様より絵画を御寄贈いただきました 

世界一清潔な空港の清掃人  

この本との出会いは、あるテレビ 

番組で紹介され、自分に与えられた 

場所、選んだ道で責任を果たす強く 

優しい新津さんをもっと知りたいと 

思い、購入しました。心を込めて、 

相手のためにどこまでできるかを 

常に考えて清掃をすること、余裕が 

ないと優しい気持ちは出てこない、 

という言葉が印象に残り、少し疲れ 

るとこの本を読むようにしています。 

本屋大賞は全国書店員が 
選んだいちばん売りたい本 
です。2022 年度の１位から 
10 位までの本と、翻訳部門 
の受賞作 3 冊を展示して 
います。素晴らしい本が 
揃っていますので、 
この機会にぜひ 
話題の本を読んで 
みてください。 

「図書館活用法」の授業の中で 
１年生の皆さんに 
「友人にすすめたい本・好きな本」を 
きいてみました。友だちがすすめる本を 
あなたも読んでみませんか？ 

大分臨海ロータリークラブ様より小児外科医吉岡秀人先生の著作を御寄贈いただきました。 

吉岡先生は NPO 法人ジャパンハートを立ち上げ、アジアの途上国で 25 年以上無償で医療活動を行っています。 

吉岡先生の熱い思いが伝わってくる著作をぜひ手にとってみてください。 

ロシアによるウクライナ侵略には言いようのない怒りを覚える。日本では、それに端を発した原油 

高騰等による物価高が続く。 身近に感じるのは食料品であるが、実は、図書館の本・雑誌も高くなって 

いる。特に図書館を脅かしているのが、円安である。 6 月 13 日円相場は 1998 年以来 24 年ぶりの 

安値（1 ドル=135 円台前半）となった。しかも、円安のペースが加速しているという。円安が進むと相対 

的に洋雑誌が高騰し、図書館に大きな影響が及ぶ。 

本学の図書館は、３年に 1 回購入雑誌を見直すが、今回、今まで購入していた洋雑誌が、いくつも購入

停止に追い込まれている。 これは大きな問題である。対策は図書館の経費を増額することであるが、 

残念ながらままならない。全学で経費節約に努め図書費を確保するとともに、CINAHL 等のデータベース

も最大限生かすことであろう。一方で、手に取ることのできる雑誌は、一定程度確保すべきだと思う。 

首藤晃良様が描かれた 

絵画をご本人より本学に 

寄贈していただきました.。 

10 号のキャンパスの 

油彩画で、多くの方に 

御覧いただきたいと考え、 

図書館 1 階に展示しています。 

図書館にお越しの際は 

是非ご鑑賞ください。 

 世代交代  
(To The Next Generation)  

古伊賀花生の花と赤とんぼ  

私自身大病をしたことがなく、実習 

等で出会う患者さんの経験や思い 

をどこまで理解できているだろうか？ 

と思っていた頃に手にしました。 

29 歳で夭折した天才棋士の生涯を 

描くノンフィクションです。幼少期に 

腎ネフローゼを患い、入退院を繰り 

返す中で将棋と出会い、それを生き 

がいに人生を切り拓いていきます。 

病気とともに育ち、ともに生きていく 

ということ、それを支える家族や 

きょうだい児の思いに触れることが 

できる一冊です。 

新津春子【著】  
朝日新聞出版 

聖の青春 大崎善生 【著】 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 
＜複数の人がすすめていた本＞ 

上記以外にもたくさんのおすすめ本を展示しています。ぜひ御覧ください。 

2022 年 7 月  
Vol.17 

大分県立看護科学大学 
図書委員会 

図書館だより 

書名 著者 出版社

嫌われる勇気 岸見  一郎 ダイヤモンド社

桜のような僕の恋人 宇山  佳佑 集英社

そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ 文藝春秋

２０代で得た知見 F KADOKAWA

仲本 りさ いろは出版

僕はロボットごしの君に恋をする 山田 悠介 河出書房新社

夢をかなえるゾウ 水野 敬也 文響社

私は私のままで生きることにした キム スヒョン ワニブックス

病院というヘンテコな場所が
教えてくれたコト。

書　　名 出版社

1度きりの人生だから絶対に後悔したくない!だけど、まわりの目が怖くて、

なかなか動けない。そんな20代の君が1歩を踏み出す50のコトバ
すばる舎

救う力： 人のために、自分のために、いまあなたができること 広済堂出版

死にゆく子どもを救え : 途上国医療現場の日記
冨山房

インターナショ ナル

飛べない鳥たちへ ：無償無給の国際医療ボランティア「ジャパンハート」の挑戦 風媒社



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 7 ⽉〜9 ⽉） 

図書館だより  Vol.17 2022 年 7 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） 

◆生体科学研究室・濱中良志先⽣おすすめの本 ◆学⽣・職員からのメッセージ 

◆看護学部 1 年 河原 百花 さん◆ 

私は読書が嫌いでした。このような私が図書館に

通い始めるようになったのは高校 3 年生の時です。

小論文対策として色々な種類の本を借りました。 

初めは嫌々読書をしていましたが、次第に気分転換

の１つになっていきました。なぜなら、読書を通して

色々な考え方や言葉に触れることに楽しさを覚えた

からです。私にとって図書館は、無料で幅広い種類

の本に出会わせくれる最強スポットです。様々な考え

方を知ることは、広い視野を持つことに繋がるはずで

す。私は普段、「表紙の絵が好きだから」「インスタで

おすすめされていたから」等、ちょっとした理由で本を

借りています。これからも図書館でたくさんの本を読

んで、知識を身に付けていきたいです。 

◆財務グループ 伊東 美穂 主幹◆ 

子どもの頃は、毎日のように図書館に行き、よく

本を読んでいました。特に外国文学が大好きで、

「大草原の小さな家」の世界観にハマった時には、

こんな所に住んでみたいと遠いアメリカのミネソタ州

に思いを馳せたものです。本は私の好奇心を刺激

してくれるツールでした。そんな私も、大人になるに

つれて段々と本に触れる機会が減って来ていまし

た。昨年大学に着任し、こんな立派な図書館が身近

にあることがとても嬉しいです。子どもの頃に感じた

ワクワク感が、この歳になってまた蘇りつつありま

す。 静かな館内で、たくさんの蔵書の中から気に

なる一冊を手に取り、パラパラとめくっていると、 

まるで幼い頃にタイムスリップしたような気分になり

ます。その一冊が、私の感情にどんな刺激を与えて

くれるのかワクワクしながら、今日も家に連れて帰

ろうと思います。 

 

◆雑誌購読アンケートを⾏いました 

沈黙 
遠藤周作【著】  

新潮社 

生物と 
無生物の 
あいだ 
福岡伸一【著】  

講談社 

64 
横山秀夫【著】  
 文藝春秋 

皆さんご存じのように、 
木村拓哉さん主演で 
マスカレード・シリーズが 
映画化されています。 
その作目で、気軽に 
読める売れっ子作家の 
サスペンスです。 

以前、人間関係学の 
関根先生も紹介され 
ましたが、信念を貫くか 
信念を捨てて人を守る 
ために生きるか、重い 
テーマですが、一度は 
読む価値があります。 
因みに、数年前に 
映画化もされました。 

長編（上下巻） 
アドベンチャーもの 
ですが、1000 年後の 
日本が描かれています。 
最後に衝撃の事実が 
明かされます。 
夏休みに挑戦して 
みては如何でしょうか。 

7 日間しかなかった昭和
64 年に起きた事件の 
真相を追う刑事の執念
と刑事の家族との葛藤
が鮮やかに描写されて
います。 

コロナ渦の閉塞感を感じ
るときにほっこりとする
小説です。癒されたい方
にお勧めです。 

作者が生命科学者であ
り、研究者目線で生命
の本質に迫るミステリー
仕掛けの読みやすい 
小説です。 

新世界より 
貴志祐介【著】  

講談社 

マスカレード・ 
ゲーム 

東野圭吾【著】  
集英社 

生体科学研究室の濱中先生から 
学生の皆さんに 
おすすめしたい本を 
紹介していただきました。 
面白い本ばかりですので 
是非読んでみてください。 

図書館では 3 年に 1 度、購読雑誌の 

見直しを行っています。 

今年度は雑誌見直しの年にあたり、 

教員だけでなく学生の皆さんにも 

アンケートに参加していだきました。 

お忙しい中、ご協力ありがとうございました。 

皆様のご意見を参考に、ご希望の多かった 

雑誌を選びました。図書館で直接雑誌を 

手に取り、最新の情報にふれてみてください。 
アンケートは Web フォームと 
館内掲示により行いました。 

漁港の 
肉子ちゃん 
西加奈子【著】  

幻冬舎 

◆教務学⽣グループ ・原⽥千夏さんおすすめの本  

濱中良志先生 
おすすめの 

6 冊 

この本はお金についての入門編

です。お金に困らない人生を送る

ための「貯める・稼ぐ・増やす・守

る・使う」という５つの力について、

わかりやすく教えてくれます。 

保険ってどうしたらいいの？ 

固定費ってなに？株ってなに？ 

複利ってなに？NISA ってなに？ 

と思った人は、この本でお金の 

基礎を学んでみませんか？ 

2 冊目は、本田健さんの小説 
「金持ちゾウさん、貧乏ゾウさん」 
です。これは、ある小さなゾウの村の 
物語です。「カネー村」で幸せに暮らす 
ゾウ達に降ってわいた投資話。最初は 
懐疑的だったゾウ達が次々に巻き込ま 
れていき‥・平和だった村が大混乱に。 
この本は「お金と幸せ」について考え 

るきっかけをくれます。ぜひ本書最後 
の解説「これからお金とどうつきあい 
ますか？」まで読んでください。 

今あなたが持っているお金、これから手にするお金をどう 
使うかで、人生が全く違うものになるかもしれません。 

金持ちゾウさん、貧乏ゾウさん
人

本田健【著】  
PHP 研究所 お金の大学 両＠リベ大学長 【著】 朝日新聞出版 

皆さんは「お金の勉強」をしたことがありますか？海外では小学校低学年の頃からお金についてのスキル 

（マネーリテラシー）を学びます。 一方、とても大切なことなのに、日本の学校ではお金の話はタブー 

という空気があり、お金の教育をほとんどしません。人生の早い時期にお金について学んでおくこと。 

それは、きっと皆さんの人生を助けてくれると思います。 

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

9時～20時 

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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