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「自分自身に対するリハビリテーションのすすめ」


理学療法学科長

私は、これまで理学療法士として35年間、障害をも
たれた方のリハビリテーションに従事してきた。突然
の病気やけがで障害をもってしまうと、それまでの本
人と家族の生活は連続性を失い、描いていた将来展望
は修正を余儀なくされてしまう。誰しも悲嘆にくれ、
混乱する状態にある中で、現代の医療は早期在宅復帰
を迫らざるを得ない状況にあり、時間的にも彼らを追
い詰める結果となっている。
リハビリテーションとは、Re−再び、Habilitate−
適した状態になるという語源をもつが、障害をもって
もなお潜在能力を最大限に発揮して、自分らしい豊か
な人生を送ることが目標となる。決して世間で使われ
ている機能訓練と同義の意味ではない。
しかし、現実では潜在能力は十分に引き出されない
まま、介護負担を減らすために日常生活活動の自立度
を上げることに注力され、十分な生活能力を身につけ
る猶予もないまま自宅や介護施設に退院となることが
多い。働きたい人も元の仕事ができずに会社や社会に
おける居場所を失い、もはや何を自分が望めるのかも
わからずに生きる意味や希望を失ってしまうことがあ
る。そのような人を目の前にして、理学療法士として
何かお役に立ちたいが、何ができるのか途方に暮れる
ことも多い。
私の研究室に１枚の絵と横長の半紙に書かれた直筆
の手紙が飾ってある。その絵には青森の立ち佞武多と
「決してあきらめない」という文字が書かれている。
それを書いたのは、以前働いていた病院でお会いした
脳梗塞右片麻痺の男性である。この方は、阪神淡路大
震災の日に大阪で病気を発症し、入院先の病院で満足
できるリハサービスが受けられず、わざわざ大阪から
群馬までリハ目的で転院して来られた。立つこともで
きず、右手も麻痺していたため、利き手ながら日常生
活に使うことはできなかった。この方は、大阪でウナ
ギの卸しをする店の責任者であり、歩けるようになっ
て何とか職場復帰するのが目標であった。やや病弱だ
が明るい性格の奥さんと二人三脚で、厳しい理学療法
や作業療法の試練を乗り越えて、杖なしで歩き、右手
も何とか使えるようになって退院された。しかし、職
場は彼を受け入れず、退職となったため、彼らは大阪

吉
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剛

の家を処分して、病気を通して知り合えた友人がいる
群馬に移り住んできたのである。そして、群馬のリン
ゴ農家などを手伝いながら、水彩画を学び、麻痺して
いた右手で風景を描く画家になったのである。東北を
旅して、有名なランプの宿に逗留して描いた絵は、ラ
ンプの宿のご主人に気に入られ、絵葉書として売られ
るようになり、毎日人に感謝しながら、「決してあき
らめない」
、
「半歩でも前へ」をモットーに、笑顔で生
きておられる。この方は、今の自分があるのは、私の
おかげとおっしゃるけれども、この方の生き方にどれ
だけ私自身が救われ、そして彼のように生きられたら
と思っているか。
彼は、
脳梗塞のおかげで、
仕事に忙殺されていた日々
から、豊かな人生に転換できたのだと言っている。で
は、まだ健康である我々は、彼のように幸せに活き活
きと生きているだろうか。
リハビリテーション概論Ⅱという講義の中で、リハ
ビリテーションの目的は、QOL（Quality of Life：人
生の質）の向上であると教えている。それでは、リハ
ビリテーションサービスの提供者である私たち理学療
法士自身のQOLはどうであろうか。
学生の中には、望めば何でもできるけれども、理学
療法士の仕事が自分の望むものとは違うと言って去っ
ていく者もいる。また、
頑張ってもできないと言って、
自分は向いていないのだと言う者もいる。しかし、障
害をもった彼らには、もはや多くの選択肢はない。そ
の場に根を張り、
花を咲かせることこそが幸せとなる。
それは決して妥協ではない。できないことも根気強く
取り組み、
徐々にできていく喜びを前に進む糧にして、
できないことを嘆くのではなく、できることが増えた
喜びを自信に変えていくことで幸せになるのである。
そうやって私たち一人一人が幸せになるために日々
リハビリテーションをしているのが人生ではないだろ
うか。自分自身が苦しみながらも明るい未来に向かっ
て自分自身のリハビリテーションに取り組み、対象者
の方たちの純粋な頑張りに力をもらい、皆で明るく笑
顔で豊かな人生を送れるような世の中にしたいと強く
願う。
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私の薦める１冊の本
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『ファクトフルネス FACT FULNESS』 ハンス・ロスリングほか 著 上杉周作ほか 訳 日経BP社 2019
健康福祉学部医療情報学科教授 松
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本書では、人間の脳には人類が生き延びるために必要だった、

情報技術の急速な発展に伴い、データサ
イエンスやビッグデータなど、データ利活

「ドラマチックすぎる世界の見方」をさせる10の「本能」がある

用への関心が大きくなっています。本書は、

としており、
「ファクトフルネス」は本能に左右されずに正答を

「世界中の１歳児の中で、なんらかの病気

導く対策です。客観的事実に基づいて世界を見ることで冷静な

に対して予防接種を受けている子供はどのくらいいるでしょう

判断を行ない、思い込みや心配による誤った判断を防ぐ知恵が

か？Ａ. 20％ , Ｂ. 50％ , Ｃ. 80％」といった、人口増や貧困など

述べられています。情報科学者だけでなく、これからのデジタ

に関する13問の質問から始まります。著者はスウェーデンの医

ル社会で活躍する幅広い分野の方へお薦めできる一冊です。

師、公衆衛生学研究者ですが、TEDトークでも絶大な人気を誇
るスピーカでもありました。欧米での多くの講演でこの質問を
実施したところ、驚くことに聴衆の正答率はランダムに回答す
るときの正答率33％に及ばなかったのです。
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『クジラのおなかからプラスチック』 保坂直紀 著 旬報社 2018


健康福祉学部社会福祉学科助手

六本木麻奈

日頃ごみの分別について考えながら生活

めている方法に従ってきちんと捨てる、無駄なレジ袋はもらわ

されていますか。今あなたが手に持っている

ない等できることはたくさんあります。私たちにできることは何

ペットボトル飲料。飲み終えた後、どのよう

かを考え、早速今日から始めてみませんか。

に処分しますか。本書は、プラスチックごみ
を減らすために私たちに何ができるのか、プラスチックごみは
今どれだけ増えているのか、なぜプラスチックごみは困るのか。
そして、海の汚染問題、食物連鎖における問題。今世界が協力
してプラスチックごみを減らそうとしていることをとても分かり
やすく説明しており、あっという間に読み終えることができる一
冊です。本書を読むと、地球をこれ以上プラスチックごみで汚
さないよう、ごみの分別をきちんとしようという気持ちになりま
す。
不要になったプラスチックは皆さんの住んでいる市や町が決
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『武器としての交渉思考（星海社新書）』 瀧本哲史 著 講談社 2012
健康福祉学部健康栄養学科助手 町
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約７年前。飲み会の時間までの暇つぶし

があります。そのためには自分の主張を言うよりもまず、相手

に入った本屋で何となく買った一冊。あまり

の主張を聞くことが大切です。そして、自分と相手の利害が完

に面白くて飲み会の最中ずっと読んでいまし

全に対立しないかぎりは、双方の利益を増やせる「落とし所」

た（最近こういう空気を読まない行動は少な

を探します。しかし非合理的な判断をする相手だと、利益を提
示しても合意に至らない場合があります。その場合、相手のタ

くなりました。
）
。

イプに合わせて交渉を進める必要があります。みたいなことが

人は日常生活のあらゆる場面で交渉を行っています。例えば

書いてあります。詳しくは読んでみてください。

友達と出かけるときに「何時に集まるか」
「何を食べるか」を決
めるのにも交渉が必要です。人が２人以上集まれば、
必ずといっ

著者の瀧本哲史さんは本書の他にも『僕は君たちに武器を配

ていいほど交渉の場面が出てきます。交渉とは合意を形成する

りたい』
『ミライの授業』などいくつかの名著を残して2019年８

ための手段です。自分の都合だけを主張していては、合意は形

月に亡くなりました。47歳でした。天才は早く死にます。私は

成できません。相手のメリットを考え、具体的に提示する必要

長生きできそうです。
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『アライバル』 ショーン・タン 著 小林美幸 訳 河出書房新社 2011
人間発達学部子ども教育学科准教授 今
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絵本のテーマは、今問題として取り上げられている『移民』

たまには「絵本」を読んでみてはいかが

です。作者ショーン・タンの父親も移民としてオーストラリアに

でしょうか。

来たという経歴があり、移民の姿や思い、移民せざるを得ない

ただ、読むと言っても…この絵本「アラ

背景など、時間をかけて取材をし、完成した作品といわれてい

イバル」は、
「グラフィック・ノヴェル」と

ます。世界的にも注目され、23 ヵ国で出版されている絵本です。

いわれる作品で文章が一文もありません。文がなくても、ペー

この絵本は、
「人はどのように人を理解し、自分を理解しても

ジをめくるうちにショーン・タンが創り出すリアルで幻想的な世
界に引き込まれるはずです。緻密に描かれた絵は、貧困、迫害、

らうのか」ということも問いかけています。そこに言葉は必要

戦争という絶望の世界と、希望と博愛があふれる未知の世界の

でしょうか。
文章のない絵本「アライバル」を読んで、物語を感じてくだ

人間ドラマを描き出しています。そして、
時の流れや季節の変化、

さい。

人々の心情、会話さえも…読んでいる人の想像力を掻き立てま
す。
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『新・日本の階級社会』 橋本健二 著 講談社 2018

保健医療学部学部長 鈴
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格差をめぐる対立の構図を解析し格差の縮小にむけて合意形成

「一億総中流」といわれた時代は過去とな

の道筋を考察している。

り、貧困・格差が日本の社会をむしばんでい
る。バブル崩壊後にいっきに加速した貧困・

平成時代の代表的な流行語である「格差社会」は身近な問題

格差に対して自己責任論を容認し有効な政

である。格差拡大は倫理的な問題だけでなく社会的コストを増
大させる。
「格差」に対していろいろな考え方はあるが、社会

策はとられず、ひとり親世帯の半数が貧困層、
男性の３割が経済的理由で結婚できない、生活に不安を覚える

の構成員としてこのままでよいのか、無関心では済まされない。

人々や社会の不条理に不満を持つ人々の増加など拡大した格差

貧困・格差についての教養書として本書はコンパクトにまとまっ

は日本の社会に影をおとしている。

ており、ぜひ一読をお薦めする。

著者は日本の現状を従来の「格差社会」レベルを超え日本型
「階級社会」の出現状況にあるとしている。最近の社会調査デー
タをもとに分析し、示された日本社会の実態は900万人にものぼ
る新しい下層階級を生み「階級社会」となっているとの指摘は
説得力がある。また、後半ではより平等な社会の実現に向けて、

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

『14歳のための時間論』 佐治晴夫 著 春秋社 2012

保健医療学部理学療法学科助教 高
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いて良く考えたことがなかった、というのが本書を手に取るきっ

いま、あなたは「時間が過ぎ去っていく」

かけでした。

のを感じています。しかし、過ぎ去った時
間や、まだ来ていない未来の時間を使って、

本書の素晴らしいところは、時間の基本的な性質を地球の自

何か仕事をすることはできません。でもね、

転・公転の周期性や原子の振動といった物理学の側面から説明

いま、目の前を過ぎ去ろうとしている時間を、あなたは“使う”こ

した後に、各々が持っている時間の速度は、各々の心の動き、

とができます。

それに伴う心拍数の変化、細胞のリズムによって決められ、こ
の瞬間を“使う”のは自分にしかできないと哲学的な視点からも

これは、本書に登場する文章です。このような文章はよく耳
にしますし、私自身も本書を読むまではこの文章の意味するこ

説明が続くことです。自分にとって、
本当に有用な時間の使い方、

とは理解しているつもりでいました。時間に縛られたり、時間

さらには生き方について考え、見直したくなる一冊です。

にお金が支払われたり、現代社会を生きる上で時間という概念
は無くてはならないものですが、あえて立ち止まって時間につ

3

私の薦める１冊の本
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『冒険投資家ジム・ロジャーズ 世界大発見』 ジム・ロジャーズ 著 林康史 訳 望月衛 訳 日本経済新聞出版社 2005
薬学部薬学科准教授 高



橋

成

周

に思われる。この詳細についてはここでは敢えて言及しない。

ジョージ・ソロスとクォンタムファンドを

是非、各自が読んで自分のアタマで考えてほしい。

運営した伝説的投資家ジム・ロジャーズが
車で世界一周した時の記録である。ジムの

日本は経済教育に関して後進国である。このため、能動的に

鋭い考察とともに世界の国々について、知

動かないと経済に関する知識を得ることは難しい。本書は、投

ることができる貴重な本といえる。だいぶ昔の本（16年ほど前

資および投資家を理解する一助となるだろう。そして、一流投

の本だ）であるが、歴史から学ぶジムの考察は奥が深く、その

資家の投資に対するアプローチを教えてくれるのだから一石二

内容は時が立つほど輝きを増している。読者は、本書が出版さ

鳥である。単純に旅行記としても面白いので、経済や海外旅行

れてから16年後の答え合わせをできる立場にあるわけだが、ジ

に興味がある人ならば推薦できる一冊である。

ムの先見性と洞察力に驚くことになるだろう。日本に関する考
察もなされているが、かなりネガティブな内容を指摘している。
そして困ったことに、指摘された問題が日々悪化しているよう

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

『発酵食品学』 小泉武夫 著 講談社 2012


農学部生物生産学科助教

辻
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発酵食品が並んでいますが、正しい知識を知ると選び方も変わ

発酵と腐敗の違いについて考えたことは

るかもしれません。

ありますか？どちらも微生物の作用で性質

また、発酵と腐敗を分ける大きな点として文化があります。

が変化した食品ですが、一般的には人間に

文化の異なる集団では発酵と腐敗の分け方は異なります。例え

とって有用な場合は発酵、有害な場合には
腐敗となります。発酵食品は身近なものですが、身近過ぎて案

ば納豆は日本の発酵食品ですが、海外では食品とは認識されに

外知らないことの多い食品でもあります。本書は肉眼では見え

くいなど文化の違いが大きく影響します。オリンピックも近づ

ない乳酸菌や酵母などの微生物たちがどのように働き発酵食品

き海外の方々と触れ合う機会も増えると思われます。この機会

が作られていくのかについて、科学や文化、歴史を含めて体系

に本書を読んで身近な発酵食品について詳しくなることで、日

的にまとめられた一冊です。醤油や清酒などの日本の発酵食品

本文化に詳しい人として異文化交流してみませんか。

をはじめとして、ウイスキーやチーズなど各国の発酵食品につ
いても学ぶことができます。スーパーなどの売り場には多様な

司書の薦める１冊の本
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『つみびと』
山田詠美 著
中央公論新社

『よのなかルールブック』
高濱正伸 監修 林ユミ 絵
日本図書センター 2019

2019

子どものための本ですが、ぜひ大学生の

本作は2010年に起きた大阪二児餓死事件

みなさんに読んでほしい１冊です。

に着想を得て創作されました。重苦しい内容

文字数も少なくすぐに読み終わりますが、言葉だけを受けと

ですが、これから子どもに関わるであろう皆さんに読んでもら

めて「大切だよね」で終わりにしないでください。この本を入

いたい１冊です。ここで一部抜粋し紹介します。
「子供というものが（中略）可愛くてたまらない自分の分身、

り口にして、言葉の意味を考え、その中から自分に必要なもの

と何の屈託もなく思い込むためには周囲の助けがいるものだ」

を取り入れてほしいと思います。最後に、締めにぴったりなルー

（p.223より）
。悲劇を繰り返さぬよう、手を差し伸べられる人・

ルを紹介します。
「ルール19 知識はどんどん使って自分のもの
にする。
」
（p.46より抜粋）

助けを求められる人になってください。
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電子ジャーナル利用回数ベスト３（2019年１月～ 12月）
順位

タイトル

回数

どんな電子ジャーナル？

１

Nature（PPVも利用可能）

831

1869年創刊。科学分野の論文を掲載。

２

Journal of Biological Chemistry

641

1905年創刊。生物化学に関する論文を掲載。

３

Science

586

1880年創刊。科学系学術雑誌。

※PPV…論文ごとにDLできるサービス。本学ではNature関連誌とElsevier（Science Direct）が利用できます。

2020年１月より、下記タイトルの購入を始めました。ぜひご活用ください！
●AJP：Lung Cellular and Molecular Physiology（呼吸器等）
●AJP：Regulatory Integrative and Comparative Physiology（遺伝子組換え生物の規制等）
●American Journal of Agricultural Economics（農業経済学）
●Crop Science（作物の育種と遺伝学等）

年間貸出ベスト20（2019年１月～ 12月）
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。

本
回数
35
16
14
13
13
12
11
11
11
10

書 名
日本十進分類法 改訂10版
クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2019
そして、バトンは渡された
管理栄養士国家試験過去問解説集 2019
クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2016
図書館職員採用試験対策問題集 司書もん 第１巻
管理栄養士国家試験過去問解説集 2018
クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2018
管理栄養士国家試験過去問解説集 2020
クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2017

分
回数
20
19
19
14
14
12
11
11
10
10

館
著者名
もり・きよし 原編
医療情報科学研究所
瀬尾まいこ 著
管理栄養士国試対策研究会
医療情報科学研究所
後藤敏行 著
管理栄養士国試対策研究会
医療情報科学研究所
管理栄養士国試対策研究会
医療情報科学研究所

10
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8

管理栄養士国家試験過去問解説集 2017 管理栄養士国試対策研究会
内定を決める！面接の極意 2020年度版 酒井正敬 著
ともだちや
内田麟太郎 作
生化学 第３版（栄養科学イラストレイテッド） 薗田勝 編
ひと
小野寺史宜 著
管理栄養士国家試験受験必修過去問集 2020 女子栄養大学管理栄養士国家試験対策委員会
むらさきのスカートの女
今村夏子 著
沈黙のパレード
東野圭吾 著
思い出が消えないうちに
川口俊和 著
内定者はこう書いた！エントリーシート・履歴書・志望動機・自己PR '21年度版 坂本直文 著
フードスペシャリスト資格認定試験過去問題集 2019年版 日本フードスペシャリスト協会

著者名
医療情報科学研究所
医療情報科学研究所
石井慎一郎 編著
医療情報科学研究所
道免和久 編
潮見泰藏 編
畠中泰彦 編
山岸茂則 編集
藤澤宏幸 編
医療情報科学研究所

10
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8

PT･OTのための臨床技能とOSCE
リハビリテーション運動生理学
内部障害に対する運動療法
クエスチョン･バンク理学療法士国家試験問題解説 2019
イラストレイテッド神経科学
クエスチョン･バンク理学療法士国家試験問題解説 2018
病気がみえる １ 消化器 第５版
PT症例レポート赤ペン添削ビフォー＆アフター
脳卒中の機能評価
極める！脳卒中リハビリテーション必須スキル
五十肩のリハビリテーション

著者名
薬学ゼミナール 編
薬学ゼミナール 編
薬学ゼミナール 編
薬学ゼミナール 編
薬学ゼミナール 編
薬学ゼミナール 編
薬学ゼミナール 編
薬学ゼミナール 編
薬学ゼミナール 編
医療情報科学研究所

17
17
16
16
15
15
15
15
14
14

薬がみえる ２
医療情報科学研究所
薬剤師国家試験問題解答・解説 104回（2019） 薬学教育センター 編
薬剤師国家試験問題解答・解説 96回（23年春） 村上泰興、ほか
薬剤師国家試験問題解答・解説 103回（2018） 村上泰興、ほか
薬剤師国家試験問題解答・解説 81回（８年春） 村上泰興、ほか
薬剤師国家試験問題解答・解説 83回（10年春） 村上泰興、ほか
コアカリ・マスター １
薬学ゼミナール 編
薬がみえる ３
医療情報科学研究所
コアカリ・マスター ３
薬学ゼミナール 編
薬剤師国家試験問題解答・解説 82回（９年春） 村上泰興,ほか

館

書 名
病気がみえる ２ 循環器 第４版
病気がみえる ７ 脳･神経 第２版
動作分析臨床活用講座
病気がみえる 11 運動器･整形外科
脳卒中機能評価･予後予測マニュアル
脳卒中患者に対する課題指向型トレーニング
PT・OTビジュアルテキスト 姿勢･動作･歩行分析
臨床実践動きのとらえかた
データに基づく臨床動作分析
病気がみえる ４ 呼吸器 第３版

金田嘉清
解良武士 編集
古川順光
医療情報科学研究所
Richard A. Harvey
医療情報科学研究所
医療情報科学研究所
相澤純也
千野直一
gene編集
山本良彦 編

薬学部図書･資料室
回数
31
28
26
21
21
18
18
18
17
17

書 名
薬剤師国家試験過去問題集 第95回
薬剤師国家試験回数別既出問題集 第103回
薬剤師国家試験既出問題集 第96回
薬剤師国家試験過去問題集 第94回
薬剤師国家試験既出問題集 第100回
薬剤師国家試験既出問題集 第98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92回
薬剤師国家試験回数別既出問題集 第101回
薬がみえる １
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図書館の窓

今年度の図書館活動報告です。図書館は、大学生活を送るうえで欠かせない学修のお手伝いを
しています。みなさんもぜひ図書館をご活用ください。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

図書館全体
図書館活動
６月 ・メディカルオンライン・イーブックスライブラリー トライアル‘19.7.1-10.31
８月 ・私立大学図書館協会研究大会（帝京大学八王子キャンパス）
（司書２名）‘19.8.30
９月 ・令和元年度図書館（室）職員実務研修（群馬県立図書館）
（司書３名）‘19.9.26
・拡大読書器利用研修（本館実施）（司書６名）‘19.9.18 写真①

本

館
特

図書館活動
４月 ・農学部開設により、図書750冊、雑誌25誌、視聴覚20点設置（継続中）
・図書館利用ガイダンス（全15回 85名）‘19.4.15-5.23
・学生サポーター今年度活動開始（２名 後期から１名追加）
‘19.4.1-実施中 p.7上
５月 ・電子ジャーナルガイダンス（全１回 １名）‘19.5.13-21
・図書館利用ガイダンス（社会福祉学科ゼミ生 ７名）‘19.5.13
６月 ・社会福祉学科図書館ツアー（社会福祉学科１年生）‘19.6.6
・CiNii利用ガイダンス（全５回 ９名）‘19.6.10-21
・おすすめ本、レファレンスブックの紹介（司書課程履修生作品の展示）
７月 ・苦手科目克服!!（「学習支援センター」とのコラボ展示）
８月 ・オーストラリア語学研修（司書１名）‘19.8.30-9.15
・教員免許状更新講習会場（講習生25名）‘19.8.20

p.8

10月 ・図書館利用クイズ、新聞記事調べ（講義で図書館利用）‘19.10.9,16

写真②

集

４月 学生生活応援!!、平成、本屋大賞
５月病に負けない！、レポート作成
５月
法集めました
６月 フィンランド外交関係樹立100周年
７月 夏を感じるvol.2
８月 栄養の日
９月 自殺予防週間
10月 AI ってなんだ？
読書週間、SDGs ～持続可能な開発
11月
目標～
年末年始におすすめの12冊！、イン
12月 フルエンザ予防と対策、アルファ
ベットえほん

11月 ・電子ブック利用ガイダンス ‘19.11.25-29

分

館
特

図書館活動
４月 ・毎週月曜日20時開館 正式決定 ‘19.4・データベースガイダンス（全10回 354名）‘19.4-実施中 写真③
・院生向けデータベースガイダンス
（全２回 ７名
（4/20）
４名
（6/8）
）
‘19.4.20、
6.8
・ScienceDirectPPVガイダンス（保健医療学部常勤教員・院生）‘19.4-‘20.3
・図書館利用ガイダンス ‘19.4.8（保健医療学部１年生）
５月 ・資料検索ガイダンス ‘19.5.6（看護学科１年生）
６月 ・やるベンチャーウィーク（職場体験学習）実施（中学生２名）
‘19.6.11-13
・認定看護師教育課程向け図書館利用ガイダンス（29名）‘19.6.3

p.7下

集

６月 医療小説等集めてみました
７月 理学療法の日
自殺予防週間、老人週間、結核予防
９月
週間
10月 薬と健康の週間、レントゲンの日
11月 第55回全国糖尿病週間
医療安全推進週間、冬の絵本 集め
12月
ました

10月 ・書架の案内表示追加
12月 ・学生用PC10台リプレース‘19.12.25-26

薬学部図書・資料室
特

図書館活動
４月

・ScienceDirectPPVガイダンス（常勤教員・院生）‘19.4-‘20.3
・SciFinder登録・ガイダンス ‘19.4.17

６月

・日本薬学図書館協議会定期総会（北里大学）‘19.6.7
・第15回学術情報ソリューションセミナー（日本橋三井ホール）‘19.6.18

７月 ・ジャパンサーチ説明会（国立国会図書館）‘19.7.17
９月 ・JUSTICE2019年度版元提案説明会（一橋大学）‘19.9.12-13
11月

・令 和元年度第２回日本薬学図書館協議会関東地区協議会（日本薬科大学
さいたまキャンパス）‘19.11.20

12月 ・学生用PC12台リプレース‘19.12.23-24

集

４月
５月
７月
８月

ようこそ高崎健大へ
感染症関連図書・特集
地域包括ケア関連図書特集
夏バテに効く漢方特集
薬と健康の週間、祝ドラマ化!!『決
10月
してマネしないでください。
』
12月 薬剤耐性菌関連図書特集

写真④

写真① 本館のビデオブースに設置 写真② 講義で図書館を利用。図書 写真③ データベースガイダンスは 写真④ 薬学部図書・資料室、分館
中の拡大読書器の使い方を確認。
館クイズと新聞記事調べを行った。 通年実施。申込は各図書館へ。
の学生用PCを入替え。
（写真は薬学部）
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図書館サポーター紹介
図書館では、図書館司書資格取得を目指す学生の中から「図書館サポーター」を募り、活動しています。
主な活動内容は、資料を本棚へ戻す配架作業、本棚の整理、資料にバーコードやラベルを貼付する装備です。
サポーターになりたい学生は、図書館本館司書にご相談ください。

 健康福祉学部医療情報学科



横

井

４年



希未予



図書館サポーターは、保護者宛
に届いた健大通信の中で募集して
いることを知りました。もともと
本や図書館が好きだったので、ぜ
ひやってみたいと思い司書の方に
声をかけました。
you!!
Thank
図書館サポーターの活動はどれ
も地道にコツコツという言葉が似
合うような作業ではありますが、この活動を通して出会った
本や得たものはたくさんあります。単純に本に触れる機会が
増えるので、普段自分が読まないジャンルの本を読むきっか
けになりましたし、作業をやっているうちにどの棚にどんな
本があるのかがなんとなくわかってくるので、図書館を利用
するときにはすぐに目当ての本を探し出すことができるよう
になりました。
その他にも、図書館に新しく入ってきた本がどのような作
業を経て本棚に並ぶのか実際に体験することができたり、作
業中に資料の所在について聞いてくれた学生さんにその場所
まで案内したりと、サポーターになっていなかったらできな
かった貴重な経験をすることができました。
これまで司書の方々にはたくさんのことを丁寧に教えてい
ただき、大変お世話になりました。皆様のおかげで毎週楽し
く活動することができました。本当にありがとうございまし
た。

健康福祉学部社会福祉学科

藤

本

愛

４年

実

私が図書館サポーターを始めたのは、司書の先生に図書館
の手伝いをやってみないかとお誘いいただき、元々本が好き
だったこともあり、是非やってみたいと思ったことがきっか
けです。サポーター活動を通し、どのように本が配置されて
いるのか、雑誌や紀要の管理、配置などを知ることができと
ても良い経験になりました。
私は主に配架、雑誌の入れ替え、書架整理、シール貼り等
を行いました。２年生の時には書庫の整理もさせていただき
ました。最初の頃は、どの本がどこに配置されているのか曖
昧で、配架に時間がかかってしまいました。ですが、サポー
ター活動を続けているうちに、本の配置されている場所やよ
く利用されている場所などが分かるようになり配架作業のス
ピードが上がりました。また、配架をすることで読んでみ
たいと思う本に出会うこともあり、
楽しく作業をさせていただきまし
た。
いつも優しく教えてくださった
司書の方々、健大図書館関係者の
方々へ。配架や書架整理など実際
の図書館司書の方が行う仕事を経
験させていただけるという貴重な
体験をさせていただき、ありがと
you!!
うございました。長い間、大変お
Thank
世話になりました。

やるベンチャーウィーク（職場体験学習）実施報告
●実施日時：2019年６月11日（火）～ 13日（木） ８：45 ～ 16：00
●人
数：高崎市立倉賀野中学校の生徒さん２名
●主な作業：カウンター業務、書架整理、文献複写、相互貸借、図書・雑誌装備等

３日間という短い期間の中、普段は目にしない作業等を体験されて、それぞれお気に入りの作業が見つかったよ
うで、とても熱心に取り組まれていました。また、分館出入口付近に貼りだした掲示物は、お２人の力作ですので
５号館へお立ち寄りの際はぜひご覧ください。
「表には見られない仕事もたくさんあると知り、今まで自分たちが不便なく本を借りることが当たり前なんじゃな
いと学んだ。」、「他の図書館とも協力して進めないといけないので、仕事では人間関係をしっかり築いていかなくて
はいけないと思った。」といった感想がお２人から寄せられました。今回の体験を生かし、今後の学校生活を実りあ
るものにしていただけたらと思います。
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海外研修報告

大学の海外研修に図書館職員１名が引率として参加しました。


８月30日から９月15日までの約２週間、引率としてオース
トラリア海外研修に参加させていただきました。
海外旅行には何度か行ったことがあるものの、２週間とい
う期間の滞在は初めてだったので、若干の不安がありました。
しかし、オーストラリアで見聞きするすべて、起こる出来事、
出会う人々から大きな刺激を受け、とても短く感じた２週間
でした。
まず、苦労したのはやはり英語でのコミュニケーションで
す。語学学校での授業、街での買い物、バスや電車での移動、
ホストファミリーとの会話など、生活のすべてのやりとりを、
当たり前ですが英語で行わなければならないため、慣れない
うちはとても大変でした。しかし、この環境によって、英語
を話すための瞬発力が鍛えられたのではないかと思います。
また、文化の違いをあらゆる面で感じました。街を歩け
ば、本当にさまざまな国や人種の人々を目にすることに驚い
たり、オーストラリアは乾燥していて水が貴重なため、シャ
ワーは何分まで、と決められている家庭がたくさんあったり、
バス停には名前がなく、次の停車場所のアナウンスもされな
いので、降りたいバス停で降りるのに苦労しました。
午前中の語学学校の授業の後には、さまざまなところに行
きました。美術館や博物館などは、多くの素晴らしい作品や

図書館本館

司書

嘉

部

井

茜

遺物を展示していながら、入館料が無料であることが多く、
オーストラリアの人々の芸術や文化に対する理解の深さを感
じました。
その中でもやはり、私の興味を引いたのは図書館です。州
立図書館、町の公共図書館、大学図書館、博物館の中の図書
館を見学しました。それぞれの館種に合ったコレクション、
展示などを見ることができました。
例えば、町の公共図書館では、子どもからお年寄りまでさ
まざまな人が利用します。そのため、
児童書や一般向け雑誌、
CDなどが多く収蔵され、館内には、廃棄された本を使った
かわいいオブジェが飾られていて目を引きました。
大学図書館ではやはりその性質から、調査や学習用の机が
多く配置され、情報検索用のパソコンも多く設置されていま
した。展示専用のガラスケースもあり、古い貴重な図書など
が説明文とともに展示されていて、興味をそそられついつい
見入ってしまいました。
今回の海外研修に参加させていただくにあたり、快く送り
出していただいた皆様に、心より御礼申し上げます。この研
修で学んださまざまなことを、司書としての業務に役立てて
いきたいと思います。

オペラハウス
有名カフェの

スイカケーキ

シドニー大学

キャンパス

カスタムズハウス

図書館

ルナパーク

ハーバーブリッジ

ライカート

図書館

ニューサウスウェールズ

州立図書館

ク ー ジ ー ･コ ス タ ル･
ウォーク

編集後記
経済協力開発機構（OECD）は、加盟国を含む79カ国・地域の15歳を対象に2018年実施の学習到達度調査（PISA）の
結果を公表した。かつて１位だった日本の高校１年生の読解力は15位であった。日本人の読解力が心配だ。しかし本学
には、知の宝庫である図書館がある。図書、新聞、雑誌、電子情報など様々な形式のメディアがある。PCの操作に慣れ
る初歩的なことから、情報にアクセスし取り出す力、質と信憑性を評価する力をつけることまで自分のペースでできる。
リモートで利用できるe-bookを強化し、農学部向電子ジャーナルも加えた。ますます充実した電子情報環境に合わせて、
本紙の先生方からの「私の薦める１冊の本」をご活用いただけると幸いである。
今号も吉田剛先生をはじめ、たくさんの方々にご協力いただいた。感謝申し上げる。

（太田克子）
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