ISSN

0919 ̶4029

第２巻第17号

2018年３月１日

編集・発行

高崎健康福祉大学図書館
http://www.takasaki-u.ac.jp/library/
〒370-0033 高崎市中大類町37-1
TEL.（027）352-1290 ㈹
FAX.（027）353-2055

高崎健康福祉大学図書館報
[ 巻頭随筆 ]

赤とんぼ・高崎・お母さん


図書館長

中

村

博

生

夕焼け 小焼けの
あかとんぼ
負われて見たのは
いつの日か。

山の畑の
桑の実を
小籠に つんだは
まぼろしか。

十五で ねえやは
嫁にゆき
お里の たよりも
たえはてた。

夕やけ 小やけの
赤とんぼ
とまっているよ
竿の先。

待ったが、／ただひとり。
」また、
「桜の下」では、
「お
かっさん、／まっても、かへらない、／ひとりぽっち
で、／涙を、ながす、／桜の花の、ちる下で。
」と謡っ
た。
入学式には母と手をつないで行きたかっただろう。
しかし、露風は回想録（
『森林商法』
、1959）で「赤と
んぼ」について次のように述べている。
 で頼んだ子守娘がいた。その娘が、私を負うていた。
家
西の山の上に、夕焼していた。草の広場に、赤とん
ぼが飛んでいた。それを負われている私は見た。そ
のことをおぼえている。北海道で、赤とんぼを見て、
思い出したことである。

三木露風の作詞による「赤とんぼ」である。露風は
1889年（明治22年）に兵庫県たつの市に生まれた。「赤
とんぼ」は、1920年の秋、露風が北海道で書いた。翌
年「赤蜻蛉」として発表された。山田耕筰によって曲
がつけられたのは、1927年であった。「赤とんぼ」は、
戦前はあまり人気がなかった。1947年に文部省の国定
教科書『５年生の音楽』で採用され、人気がでた。し
かし、ここでひとつ問題があった。教材としての「赤
とんぼ」は、第３連が削除された。理由は、15歳での
結婚は憲法違反であり、さらに「姐や」は差別用語で
あるということであった。後に同じ理由で教科書に掲
載されなくなった１）。
1955年松竹映画『ここに泉あり』という作品の中の
感動的な場面で「赤とんぼ」が歌われた。映画を見た
客からこの歌への問い合わせが多く寄せられた。あら
すじは次のようであった。

北海道で見た赤とんぼは、竿の先にとまっていた。そ
れを見て思い出した。ねえやに負われたのは「いつの
日か」である。桑の実を小籠につんだのは「まぼろし
か」である。第１連と第２連の記憶は定かでない。し
かし、第３連は、はっきりしている。母がいなくなっ
て、そしてずっといない。ねえやもいなくなった。母
からの便りさえも届かなくなった。
今 まで姐やを通じて母の便りを聞いていた、つまり
姐やは母との連絡役であった。ところが、嫁に行っ
てからはもはや母からの便りを聞くすべもなくなっ
た。「お里のたより」とは、母の実家からの便りであ
り、母の様子や生活など近況を伝えてくれていたが、
それも絶えて、母が何をしているかも分からなくなっ
たというのである３）。

終 戦後、荒んだ日本人の心を和ませようと群馬県高
崎市で市民フィルハーモニーが結成された。しかし、
努力にもかかわらず楽団員たちの生活すらままなら
ないほど。脱会者が出る一方で山奥の小学校や療養
所などを回り、自分たちの音楽を楽しみ喜んでくれ
る人々に出会い、苦労を忘れる。山の子供たちは峠
まで一行を見送り、声を限りに歌うのだった。その
歌こそが「赤とんぼ」だったのである２）。

露風は20代のころから、看護婦になった母と交流し
ており、病に倒れた時は母が看護にあたっていた。そ
れでも幼い時の母の喪失感は根強い。母が亡くなった
時は、母の嫁ぎ先の許しを得て、通夜に亡き母（91歳）
と並んで添い寝している３）。「赤とんぼ」に「母」は
出てこない。ねえやとの思い出の詩と受け取ってもよ
い。母を待つ子の思いと受け取ってもよい。いずれに
せよ、
「赤とんぼ」は、お母さんなくしてはうまれて
こなかった童謡であることは間違いない。露風は、母
が亡くなった２年後の1964年（昭和39年）に交通事故
で亡くなった。75歳であった。

この映画で、
「赤とんぼ」は、再び人々の注目の的となっ
た。この時、第３連も歌われた。「負われて見たのは」
は、おんぶしてもらって、夕焼け空の赤とんぼを見た
のである。誰に負われていたのか。第３連がなければ
分からない。ねえやは、露風の家で子守のために頼ん
だ娘である。
露風の両親は、幼い時に父親の放蕩が原因で離婚し
た。母は二度と戻らなかった。小学校入学前であった。
「赤とんぼ」を作ったころ、露風は別の詩「青鷺」の
２連と３連で次のように謡っていた。「母に去（い）な
れて、／しょんぼりと、／池の汀（みぎは）に、／た
ちつくす。」「明日も明後日も、／かへらうか。／三年

参考資料

１）㈶三鷹市芸術文化振興団（2007）
『三鷹で暮らした「赤とんぼ」の
詩人 三木露風の歩み』はる書房．
２）合田道人（2012）．『案外、知らずに歌ってた童謡の謎』祥伝社．
３）若井勲夫（2008）
．
『童謡・わらべ歌新釈（上）
』京都産業大学論集．
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『蘭学事始』 杉田玄白著 片桐一男訳注 講談社（講談社学術文庫） 2000


健康福祉学部医療情報学科教授

石

川

雅

弘

「蘭学事始」
（掲書は現代語訳付）は、江戸中期にオランダ

教科書に載る時に無機質に感じる事柄も、生身の人間たち
が積み重ねてきたものだ。

語版の解剖書から「解体新書」を訳出した一人である杉田玄

それらの人々がどのように生き、どのようにその問題に取り

白が残した回想録として大変よく知られているが、正直なと

組んだのかを知ると、無機質さの中にも血が通って見えてく

ころ読み物としてはそれほどオモシロイものではない。しか

ることもあるだろう。

し、解剖も一度見学しただけ、アルファベットも知らず、満

そんなことを考えてという訳ではないが、
学生時代には
「数

足な辞書すらないという状況下で邦訳作業に踏み出した彼ら

学をつくった人びと」などの列伝もの、「ファラデーの生涯」

の熱意が、歴史年表の一項目としての冷たさを超えて伝わっ

や「朝からキャビアを」（ビタミンCの発見などで知られる

てくる。
一時教科書を脇に置き、少しそんなものも読んでみると、

セントジェルジ）などの伝記・評伝もの、また「ご冗談でしょ
う、ファインマンさん」のようなエッセイ的な読み物なども

また教科書とにらめっこする気力が湧いてくるかも知れませ

楽しみながら読んできた。

ん。
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『朗読者』 ベルンハルト・シュリンク著 松永美穂訳 新潮社 2000


健康福祉学部社会福祉学科准教授

池

田

朋

広

ナチス時代のアウシュビッツ強制収容所で起きた出来事を

も共通する問題も取り上げている。さらに、文盲というハン

テーマにして、戦争犯罪について、責任感について、誠実で

ディキャップを持ちながらも、それを隠して孤独に生き抜く

あろうとすること、恋愛感情と不器用さ、恥や不安といった

女性を描くことで、劣等感や羞恥心が、人生の歯車を狂わせ

感情との葛藤など、あらゆる事柄を扱いながらも、それらが、

ていく経過を、繊細かつリアルに表現している。
被害者の側を描いた作品の代表的なもののひとつに「夜と

読み手によって違うとらえ方に映るものとなっており、読者
へいくつもの問いを投げかけている作品である。著者はベル

霧（新版）
」
（ヴィクトール・E・フランク著

リンにある大学法学部教授でありながら、憲法裁判所判事で

子

もある。彼が学者でありながらも、社会に問いかける手段と

アウシュヴィッツ強制収容所で起こった悲惨な出来後につい

して文学を選んだのは、戦争犯罪と責任の問題について、出

て、誠実に向き合い、考えを深めるきっかけになるものと思

来事の上澄みだけで結論付けるのではく、当時の個々人の物

われる。

訳

/

池田香代

みすず書房2002）がある。あわせて読んで頂くと、

この作品は、「愛を読む人」という作品で、映画化もされ

語（ナラティブ）に立ち返って、より深く考え直してもらい

ているが、個人的には小説の方が心打たれるものがあった。

たかったからではないだろうか？

是非ご一読ください。

そしてこの作品は、加害者側の生育環境、刑務所出所後の
生活支援、高齢受刑者の問題、自殺といった現代の我が国に

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

『アヒルと鴨のコインロッカー』 伊坂幸太郎著 東京創元社（創元推理文庫） 2006


健康福祉学部健康栄養学科助手

町

田

大

輔

最後にはまさかのどんでん返しが…。前半張られた伏線が、

強盗・拷問・動物虐待など、けっこう残酷な内容を扱って

後半見事に回収されていく。
『隣の隣』
。ネタバレするのでこ

いるのに温かい気持ちになれる。そんなミステリー小説。

れ以上は書けない。

舞台は東北地方のとある町。大学一年生の椎名が語る「現
在」とペットショップで働く琴美が語る「二年前」の二つの

本書を初めて読んだのは大学生の時。夜中に読み始め、夢

時間を交互に行き来しながら、物語が進められます。二つの

中で読み進め、気づけば朝。イッキに読み終えました。その

時間に共通して登場するのが、大学院生の河﨑とブータンか

後、何度も読み返しています。展開の秀逸さだけでなく、各

らの留学生のドルジ。ある日椎名は、河﨑から「一緒に本屋

所にちりばめられている名言も魅力の一つ。ぜひお気に入り

を襲わないか？」と提案されます。一方の琴美は、ドルジと

の名言を見つけてください。映画化もされているので、そち

一緒に行方不明の犬を探している途中、意外な現場に遭遇し

らから入るのもアリです。

ます。徐々につながっていく「現在」と「二年前」の物語。
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『諦める力』 為末大著 プレジデント社 2013


人間発達学部子ども教育学科助教

村

田

美

和

為末大さんといえば、オリンピックに３度出場した経験の

ない。そうすることによって、新たな「手段」にチャレンジ

ある、日本を代表する陸上選手である。本書の中で、為末氏

できるようになり、自分が本来達成したいと感じている真の

は「手段を諦めることと目的を諦めることの違い」について

目的に近づける。

「勝つことを諦めたくないから、100メートルを諦めて400メー

一方で、
「諦めてはいけない」
「できないのは努力が足りな

トルハードルに変更した」と説明している。そういった自身

いからもっと努力しなければならない」
「一度決めたら継続

の体験談に基づき、
「何でも続けることはいいことなのか？」
、

しなければならない」
といった呪縛に苦しめられている人が、

「できないのは努力が足りないからか？」、「諦めないことの

日本には多くいるような気がしてならない。合わない「手段」

代償」など、日本で一般に常識とされてきた概念に対して、

を継続することにより、
鬱病を発症してしまう大人もいれば、

自身の理論を痛快に展開している。

学校に行けなくなってしまう児童もいる。自分にとって本当

本書の中での「諦める力」とは、「継続してきたことをや

に諦めたくない真の「目的」は何なのかを考えさせられる一

めてみる力」とか「手段を変更する勇気」、
「自分にとっての

冊である。

最善を探る力」という風に言い換えることができるかもしれ

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

『抗生物質と人間 ―マイクロバイオームの危機』 山本太郎著 岩波新書（新赤版） 1679
岩波書店

2017

保健医療学部看護学科准教授 安

野

朝

子

ヒトの体の中には100兆個もの腸内細菌叢が共生している

となっています。医療関連感染対策は、個人と集団の両面か

ことをご存知ですか？ヒトの遺伝子の100倍もの遺伝子が、

ら、抗菌薬、手指衛生や隔離・教育などの予防策、感染症情

私たちの身体内で常時発現していると本書では述べていま

報を組み合わせて行われています。本書は更にヒトの中で腸

す。この腸内細菌叢のことをマイクロバイオームと呼び、
様々

内細菌叢に何が起きているのか、抗菌薬でどのような影響が

な疾患との関連が解明されつつあります。近い将来腸内細菌

あったのか、ヒトの集団で何が起きているのかをもっと知る

叢を変えることができれば、人類の様々な疾患が改善するか

必要があることを伝えてくれます。

もしれません。しかし、「抗菌薬によってマイクロバイオー

これからのポスト抗菌薬時代を生きていかなければならな

ムが危機にさらされている」と本書は警笛をならしています。

い私達にとって、感染症との付き合い方を考え直す良い機会

また、抗菌薬の過剰使用が薬剤耐性菌を生み出しています。

になるでしょう。ぜひご一読を。

全世界で薬剤耐性菌をコントロールし減少させることが課題

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

『この一冊でわかる！アクティブラーニング』 小山英樹ら著 PHP 2016


保健医療学部理学療法学科講師

篠

原

智

行

今年６月に本学のFD研修会で講師をして頂いた小山先生

アクティブラーニングでは教えることに終始せず、学生が

の著書です。FD研修会をきっかけに、自分の授業デザイン

“育つ”支援を担います。私は理学療法士ですが、クライアン

の見直しやペアワークの活用などを始めました。まだまだ試

トの生活の自立支援を役割の一つとしています。理学療法士

行錯誤ですが、楽しめながらやっております。アクティブ

の関与がないと、クライアントが生活できない状態は自立と

ラーニングは授業だけではなく、面談やゼミなど、学生と関

は言えません。また、
先日参加した娘の中学校のPTA研修で、

わる場面でも活用できます。声のかけ方には意味を持ったバ

何を目標に子育てをしているか？いう問いに、一番多かった

リエーションがあり、なぜ？なのか何？なのか、発言の主語

回答は子供の自立、でした。それぞれ、アクティブラーニン

は誰なのか、自分の立場はどこにあるのか、時には沈黙を大

グの目指すところに共通しています。

切にします。学生とのやりとりの際、私がいろいろ考え過ぎ

教員として、専門職として、親として、汎用性のある示唆

てどぎまぎし、話しづらいこともありましたが、
、
、
。

を得られたと思います。
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『アクロイド殺人事件』 アガサ・クリスティ著 茅野美ど里訳 偕成社文庫 1998


薬学部薬学科助教

三

反

崎

聖

ここ最近は子供と一緒に絵本を読んでばかりなので、私はこ

は瞬間的に良し悪しの判定をつけることが多い。その結果、記

れとすぐに思いつくような本は読んでいない。そこでどんな本

されている物事に対しての読解力や思考力を培う機会は減って

をおすすめしようか考えて、推理小説が良いと考えた。それは

いるのではないかと感じる。この前観たテレビ番組でも速読法

未解決の事件における犯人捜しは、皆が問題を解くことといく

の習得により活字に対する抵抗を減らし、国語や英語の問題を

つかの点で同じであると感じるからである。

うまく解くことができたことが放送されていた。

警察や探偵になって犯人を推理するためには、本文に記され

アガサ・クリスティの著書の中でも本作は名作といわれ、ト

た中から正しい事実を順序立てて整理し、犯人や登場人物達の

リックについても多く議論されており、読んだ後にもう一度読

アリバイ・動機・心情そして著者の考えまで思考を巡らせてあ

まずにいられない。あ、間違ってもこの本を検索して、犯人を

なたの灰色の脳細胞を使う必要がある。しかし現在では、イン

すぐに見てはだめですよ。

ターネットを通じて大抵の答えを瞬時に知ることができ、SNS

高崎市やるベンチャーウィーク（職場体験学習）実施報告
平成29年６月12日（月）から16日（金）の５日間、
高崎市立倉賀野中学校の生徒さん２名を迎え、
図書館業務を体験していただきました。
「高崎市やるベンチャーウィーク」とは、高崎
市と高崎市内の中学校が「生きる力」や「豊か
な心」の育成を目指し、生徒が学校を離れ地域
の中で自ら主体的に活動する事業です。本学図
書館に依頼があり、地域貢献の一環として引き
受けることとなりました。
期間中は主に、開館前準備・カウンター業務・
文献複写・新着資料の受入等を体験していただ
きました。利用者のみなさんには、図書館の仕
事というとカウンターでPCを操作しての資料の
貸出と返却という部分しか見えないかと思いま
すが、資料を利用してもらうまでには様々な作
業があるということを知り、大変な中でもやり
がいを感じていたようでした。
生徒さんからは「１日の勤務時間が短くて物
足りない、もっとやりたい」、「将来は健大図書
館で働きたい」といった感想が寄せられました。
今回の体験を生かし、今後の学校生活を頑張っ
ていただきたいと思います。
スケジュール
8:45

開館前準備
閲覧机水拭き、新聞の整理、PC起動、ゲートカウントチェック、
書架整理、8号館返却ポスト確認

9:00

開館
蔵書検索の仕方、カウンター業務、
新着資料目録作成作業（図書・雑誌）
、郵便物整理、
分館・薬学部図書・資料室への巡回、
ILL（文献複写：資料のコピーを取る、発送作業等）

12:00

お昼休み

13:00

カウンター業務、学生サポーターと返却図書の配架・書架整理、
新着資料装備（蔵書印押印、ラベル貼り等）
、
納品図書の検収、掲示物貼替、図書館だより作成

15:00

帰宅
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2017 電子ジャーナルの利用
2017年１月〜 12月に、
全文ダウンロード回数が多かった電子ジャーナルについて紹介します。本学で購入しているタイトルは、
図書館ホームページ「電子ジャーナル検索」でご確認いただけますので、ご利用ください。
順位

回

数

誌

名

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

693
511
430
356
297
297
281
233
203
188
174

Journal of Biological Chemistry
Nature
Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS
Drug Metabolism and Disposition
The Journal of Immunology
Cell
Blood
Scientific Reports    
Science
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics
Biochemical and Biophysical Research Communications*

12

163

Nature Medicine    

13
14
15
16
17
18
19
20

143
135
128
111
108
102
102
101

Cancer Research
Molecular and Cellular Biology
Molecular Pharmacology
Nature Communications*
Oncogene*
Cell Reports
Value in Health*
European Journal of Pharmacology*

1

*印のあるジャーナルはPPVによるダウンロードです

2018年も、NatureとScienceDirectについてはPPVを購入いたしました。ダウンロード数に上限がありますので、ご利用の際
には論文の厳選をお願いいたします。
また、
フルテキストを収録する医学総合データベース「ProQuest Health & Medical Collection」も引き続き契約しております。
「ProQuest」では、Nature関連誌のバックナンバーをはじめ、医学系文献のフルテキストを閲覧できる場合がありますので、ぜ
ひ、ご活用ください。
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新書庫完成・引っ越し完了の報告
2017年9月29日、1号館北側の駐車場だったスペースに図書館の新書庫が完成しました。2階建
ての建物の1階部分が書庫です。
2017年3月から新書庫への引っ越し準備のため、全館閉館しての作業日が多くなり、教職員・学
生の皆様にはご不便をおかけしましたが、10月に無事引っ越しを完了することができました。ご協
力ありがとうございました。
今後、館内の整理・除籍を実施しながら、新しい書庫に大切な資料を収めていくことになります。
皆様の研究・学修に役立てるよう、より一層資料の収集・保存に努めてまいりますので、ぜひ図書
館をご活用ください。よろしくお願いいたします。

新書庫引越しまでのスケジュール
2017年

3月

4号館5階旧書庫の整理
除籍図書の選定等(〜8月)

8月

旧書庫の整理(最終チェック)
新書庫へ移動する図書：本館への仮置きへ向けての準備
業者による新書庫移動予定図書の箱詰め、箱を本館へ移動

9月

新書庫配架

調整

新書庫配架

概ね決定

新書庫完成、引き渡し
10月

本館仮置き資料を新書庫へ引っ越し
新書庫 見学会実施(教職員向け)

6

本館へ資料を移動させた後の旧書庫内

建設中の新書庫

新書庫完成

本館へ仮置きしていた資料の配架完了

新書庫概要
●延床面積（１階） 130.0㎡
●固定棚（単式

固定

6段

5連） １台

●移動棚（複式

移動

6段

5連）30台

●棚1段：90cm
●収容可能冊数

全1,830段

1,647m

45,750冊

●棚板90cm当たり25冊（文科省基準） 棚板（m）÷ 0.9（m）×25（冊）
●内部湿度・温度：湿度55％

温度25℃
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年間ベストリーダー
この１年間（2017年１月〜 12月）に貸出回数の多かったものを「ベスト30」として紹介します。
なお、同一書名でかつ図書IDの異なるものは回数をまとめてあります。（※英語多読は除く）

本
回数
29
19
18
17
15
14
14
14
13
12
12
12
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9

館

書 名
クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2016
君の膵臓をたべたい
クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2015
コンビニ人間
クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2017
管理栄養士国家試験問題と解答 2017
基礎からしっかり学ぼう!管理栄養士国家試験の要点 2017年版
クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2014
聲の形 5
管理栄養士国家試験問題と解答 2016
管理栄養士国家試験受験必修キーワード集
夜行
管理栄養士国家試験過去問解説集 2017
はたらく細胞02
聲の形 1
聲の形 3
聲の形 4
聲の形 6
聲の形 7
火花
蜜蜂と遠雷
コーヒーが冷めないうちに
はたらく細胞04
日本食品標準成分表 七訂 本編
畑中敦子の数的処理
夜は短し歩けよ乙女
内定を決める!面接の極意 2018年度版
嫌われる勇気
栄養士・管理栄養士のためのなぜ?どうして? 6
告白
はたらく細胞01
はたらく細胞03

分
著者名
医療情報科学研究所 編集
住野よる 著
医療情報科学研究所 編集
村田沙耶香 著
医療情報科学研究所 編集
日本栄養士会栄養指導・情報センター 編
栄養セントラル学院 編著
医療情報科学研究所 編集
大今良時 著
日本栄養士会栄養指導・情報センター 編
女子栄養大学管理栄養士国家試験対策委員会 編
森見登美彦 著
管理栄養士国試対策研究会 編
清水茜 著
大今良時 著
大今良時 著
大今良時 著
大今良時 著
大今良時 著
又吉直樹 著
恩田陸 著
川口俊和 著
清水茜 著
文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会 編
畑中敦子 著
森見登美彦著
酒井正敬 著
岸見一郎
医療情報科学研究所 編
湊かなえ 著
清水茜 著
清水茜 著

回数
59
56
51
49
42
38
36
34
32
31
30
29
27
27
26
25
24
24
23
23
23
22
20
19
19
19
18
18
18
18
18

館

書 名
疾患別看護過程の展開 第5版
病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図 第2版
エビデンスに基づく疾患別看護ケア関連図 改訂版
疾患別小児看護 基礎知識・関連図と実践事例
生活機能からみた老年看護過程 +病態・生活機能関連図. 第2版
病気がみえる 2 循環器 第4版
疾患別看護過程の展開 第4版
根拠がわかる疾患別看護過程
発達段階からみた小児看護過程+病態関連図 第2版
領域別看護過程展開ガイド
ケアの基本がわかる重症心身障害児の看護
看護診断ハンドブック 第10版
病気がみえる 1 消化器 第5版
脳卒中理学療法の理論と技術 改訂第2版
症状別看護過程 アセスメント・看護計画がわかる!
ウエルネスからみた母性看護過程+病態関連図 第2版
病気がみえる 3 糖尿病・代謝・内分泌 第4版
現場ですぐ使える標準看護計画 第1巻
病気がみえる 2 循環器 第3版
理学療法評価学 障害別・関節別評価のポイントと実際
病態関連図が書ける観察・アセスメントガイド
高齢者と成人の周手術期看護 2 第2版
エビデンスに基づく症状別看護ケア関連図 改訂版
姿勢・動作・歩行分析 PT・OTビジュアルテキスト
経過別看護過程の展開
経過がみえる疾患別病態関連マップ
動作分析臨床活用講座
臨床実践動きのとらえかた
重症心身障害児・者診療・看護ケア実践マニュアル
看護師・看護学生のためのなぜ?どうして? 7 小児看護 第6版
病気がみえる 8 腎・泌尿器 第2版

著者名
山口瑞穂子
井上智子
山本則子
本間昭子
山田律子
医療情報科学研究所
山口瑞穂子
新見明子
石黒彩子
任和子
倉田慶子
リンダ J. カルペニート
医療情報科学研究所
原寛美
小田正枝
佐世正勝
医療情報科学研究所
香川大学医学部附属病院看護部標準看護計画検討会
医療情報科学研究所
市橋則明
鈴木美穂
竹内登美子
小板橋喜久代
畠中泰彦
関口恵子
山口瑞穂子
石井慎一郎
山岸茂則
北住映二
医療情報科学研究所
医療情報科学研究所

薬学部図書・資料室
回数
51
42
40
31
30
29
26
26
25
24
24
24
22
19
19
19
18
17
16
16
16
16
15
15
15
15
15
14
14
14

書 名
薬剤師国家試験過去問題集 第 94 回
薬剤師国家試験過去問題集 第 93 回
薬剤師国家試験過去問題集 第 95 回
薬剤師国家試験過去問題集 第 92 回
薬剤師国家試験過去問題集 第 86 回
薬剤師国家試験過去問題集 第 91 回
薬剤師国家試験過去問題集 第 87 回
薬剤師国家試験過去問題集 第 85 回
薬剤師国家試験過去問題集 第 90 回
薬剤師国家試験過去問題集 第 89 回
薬剤師国家試験過去問題集 第 88 回
薬剤師国家試験既出問題集 第 96 回
Study guide and student solutions manual 8th ed organic chemistry
薬剤師国家試験問題解答・解説 90 回（17 年春）
薬剤師国家試験問題解答・解説 95 回（22 年春）
薬剤師国家試験既出問題集 第 98 回
薬がみえる 2
薬剤師国家試験問題解答・解説 88 回（15 年春）
薬剤師国家試験問題解答・解説 93 回（20 年春）
薬剤師国家試験問題解答・解説 91 回（18 年春）
薬剤師国家試験問題解答・解説 94 回（21 年春）
薬剤師国家試験既出問題集 第 100 回
薬剤師国家試験問題解答・解説 99 回（2014）
薬剤師国家試験問題解答・解説 92 回（19 年春）
薬剤師国家試験問題解答・解説 84 回（11 年春）
薬剤師国家試験問題解答・解説 83 回（10 年春）
薬がみえる 3
薬剤師国家試験問題解答・解説 82 回（9 年春）
薬剤師国家試験問題解答・解説 89 回（16 年春）
薬剤師国家試験問題解答・解説 85 回（12 年春）

著者名
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
Susan McMurry
村上泰興 [ ほか ] 著
村上泰興 [ ほか ] 著
薬学ゼミナール
医療情報科学研究所
村上泰興 [ ほか ] 著
村上泰興 [ ほか ] 著
村上泰興 [ ほか ] 著
村上泰興 [ ほか ] 著
薬学ゼミナール
薬学教育センター
村上泰興 [ ほか ] 著
村上泰興 [ ほか ] 著
村上泰興 [ ほか ] 著
医療情報科学研究所
村上泰興 [ ほか ] 著
村上泰興 [ ほか ] 著
村上泰興 [ ほか ] 著

編集後記
今年も、図書館報「藤波」第17号をお届けします。原稿
をお寄せくださったみなさま、ありがとうございました。今
年度は４号館旧書庫を撤収、１号館北に新書庫建設・引越
という大きな事業がありました。開館しながら、引越のため
の作業（資料の選別・除籍など）は大変でしたが、資料出
納の利便性も高まり、より一層みなさまのお役に立てること
と思います。新書庫のお披露目「新書庫ツアー」では、参
加者に重い書庫をハンドルで簡単に軽く移動できる集密書
庫を体験してもらいました。また、今年度は、職場体験とし
て地域の中学生を受け入れました。既に地域に図書館開放
をしていますが、更に地域に貢献していきます。
さて、図書館には研究や授業に必要な図書はもちろん、
あらゆるジャンルの資料があります。データベースも充実し
ています。おすすめコーナー、掲示はあなたの知性を刺激
します。今年度から図書館メール・マガジンを開始しました。
リモートアクセスでe-bookも読めます。図書館を使いこなす
力はあなたの一生の財産になることでしょう。図書館ととも
に、実りある大学生活をお送りください。
（太田克子）
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