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図書館の世界にようこそ 
附属図書館長 神成 一哉 

ブックハンティング 2020 
看護学科 2 名  理学療法学科 1 名 

社会福祉学科 1 名  栄養学科 4 名 

図書館活用術 第 10 回 

栄養学科准教授 浅田 豊 

自著紹介 第 10 回 

看護学科教授 反町 吉秀 

シリーズ 図書館を使いこなそう 第 35 回

「PubMed」がリニューアルされました！ 

ヘルスリテラシー関連図書の紹介 第 5 回

特集 

青森県立保健大学附属図書館だより 

『ラポール』は、人間同士（学生＆教職員＆地域住民＆県民）のつながりを意味します。 
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オンライン授業と図書館

『セーフティプロモーション 安全・安心を創る科学と実践』 



「おっ，この絵はブルージュに違いない。」本学図書館に足を踏み入れると，カウンター

の上に掲げてある絵が目に飛び込んできます。以前から気になっていたので図書館職員の

方に由来を確認したところ，この絵は平成 24年（2012年）3月まで本学栄養学科教授を務

められた松江一先生の奥様，明子夫人作の油絵（平成 21 年度第 51 回青森県美術展覧会入

選作品「水辺（ブルージュ）」）を寄贈いただいたものだそうです。この絵を見るたびに，私

がスイス留学中に旅行で訪れたブルージュのイメージがよみがえってきます。30 年ほど前

のことになってしまいましたが，ブルージュは印象に強く残っている町のひとつです。その

美しく静謐な佇まいは図書館の雰囲気にマッチしていて，この場にふさわしい絵だといつ

も思います。図書館を訪れた際はぜひカウンターの上の絵にも少し目を向けてみてくださ

い。 

神成 一哉 

図書館の世界にようこそ 

附属図書館長 
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カンナリ   カズヤ 



ベルギー北部にあるブルージュ (Bruges）は小さな町ですが，運河沿いの旧市街は大変美し

いです。 

1990年 4月 7日撮影。 

図書館の歴史はヨーロッパにおける大学の形成や発展，さらには修道院などと密接に結

びついています。そのためヨーロッパには古い歴史を持つ美しい図書館が数多くあります。

ここに私が訪問し，撮影した図書館のいくつかをご紹介しておきます。 

チェコのプラハにあるストラホフ修道院の図書館。「哲学の間」（左）と「神学の間」（右）。

写真撮影のみ可能で，残念ながら内部には立ち入りできません。 

2012年 6月 11日撮影。 
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アムステルダム国立美術館の中にある，カイパース図書

館。オランダで最も美術史の本がある図書館だそうです。

二階からのみ写真撮影可能です。 

2017年 6月 15日撮影。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて，学生の皆さんは大学生になる前にも学校や町の図書館を利用されたことがあるは

ずですが，大学の図書館に入ると，これまで知っている図書館とは何か違う厳粛さ，あるい

は威厳のようなものが感じられるのではないでしょうか。大学の図書館は，単に本がたくさ

んあって自由に読める場所，あるいは静かに勉強する場所といった機能だけではない，重要

な役割を担っているからです。それは一言でいえば大学における知の総合拠点としての役

割です。具体的には，学生や教員が学習，教育，及び研究活動を行う上で必要な学術情報を

提供する場であるということです。本学では健康，保健，医療，福祉に関する専門雑誌や専

門書を中心に多数の資料をそろえており，日々学生，教員に利用していただいています。 

知の総合拠点としての大学図書館の基本的役割は今も昔も変わらないとはいえ，情報の

電子化，ネットワーク化の流れに合わせ，図書館も大きく変貌してきています。本学図書館

においても，視聴覚資料の増加，電子ジャーナルの増加，オンライン検索の導入，パソコン

の整備など，電子化の波は留まるところがなく，今後もこの流れは加速していくものと思い

ます。また，図書館にはさらなる情報集約，地域社会への貢献や情報公開なども要求されて

います。そのひとつの形態として，図書館を書籍にとどまらず情報関連の総合的拠点として

整備する，いわゆる「メディアセンター」化という考え方があり，一部の大学では実践され

ています。本学においても，その方向性の検討を始めているところです。 

一方現実に目を向けると，限られた予算の中で何がどこまでできるかという問題も立ち

はだかっています。電子化，ネットワーク化に要する整備費用だけでなく，例えば電子ジャ

ーナルの年々の高騰は学術の発展を妨げるものとして世界的問題にもなっています。大学

としては費用と効果を勘案しながら図書館を整備していく必要があります。図書館を利用

される皆様には，大学および図書館のスタッフが，より充実した使いやすい図書館となるよ

う苦心しながら図書館を運営していることを頭の片隅に置いていただけたら幸いです。 
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 『まざあ・ぐうす』 

北原白秋訳 

スズキコージ絵 

復刊ドットコム 

931||Ma99 

 イギリス伝統の童謡を北原白秋が訳した本です。マ

ザーグースの独特な雰囲気が日本語のニュアンス

で楽しめます。 

私は友達と二人でこのブックハン

ティングに参加しました。参加してみ

て感じたのは、友達の気になる本を知

ってまたさらにその人のことが分か

ったような感じがしました。また、自

分だけが読みたい本や他の人にこれ

は読んでもらいたい！と思って選ん

だ本のどちらも取り寄せることが出

来るのがこのブックハンティングの

良いところだと感じました。来年もま

た是非参加したいと思います。 
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ブックハンティング 2020 

ブックハンティングに参加して 

看護学科 1年 亀谷 紗季 

ブックハンティング 2020 
 

「図書館にあったらいいな」と思う本を選んでもらうブックハンティング。 

今年はインターネットを通して、本を選んでもらいました。 

http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784835451008)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『美味礼讃』 

ブリア=サヴァラン 

玉村豊男編訳・解説 

新潮社 

596||B73 

  『特別料理』 

スタンリイ・エリン 

田中融二訳 

ハヤカワ・ミステリ文庫 

早川書房 

933.7||E48 

 

 『デミアン』 

ヘルマン・ヘッセ 

高橋健二訳 

新潮文庫 

新潮社 

943.7||H53 

  『虹の岬の喫茶店』 

森沢明夫 

幻冬舎文庫 

幻冬舎 

913.6||Mo63 

 『アンドロイドは電気羊

の夢を見るか?』 

フィリップ・K・ディック 

浅倉久志訳 

ハヤカワ文庫 

早川書房 

933.7||D72 
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ブックハンティング 2020 

フランスの美食家が書いた本です。食事

について哲学的に考察をしていきます。 

10 本の短編が収録されています。「アミ

ルスタン羊」とは何なのか？想像しなが

ら読んでください。 

第一次世界大戦中に発表された作品で

す。少年の葛藤の日々を描いています。

東京喰種という漫画である一部分が引

用されていました。 

2014年に映画化されている小説です。コ

ーヒーの匂いや喫茶店の景色や空気が伝

わってくるようなストーリーです。 

http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?ID=(001705557 OR 001271063 OR 001266527 OR 001266535)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784150719562)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784102001028)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784344421073)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784150102296)


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

『勉強が楽しく

なっちゃう本』 

QuizKnock 

朝日新聞出版 

379.7||Q8 

 『勉強大全:ひと

りひとりにフィッ

トする 1 からの

勉強法』 

伊沢拓司 

KADOKAWA 

376.8||I98 

   

『もしものせか

い』 

ヨシタケシンスケ 

赤ちゃんとママ社 

726.6||Y92 

 『それしかない

わけないでしょ

う』 

ヨシタケシンスケ 

白泉社 

726.6||Y92 

   

『桜のような僕の

恋人』 
宇山佳佑 

集英社文庫 

集英社 

913.6||U98 

 『カケラ』 

湊かなえ 

集英社 

913.6||Mi39 

執筆者本人の希望で匿名となっています。 

読みたいけれど買ってずっと家に置いておくに

はちょっと…という本が私には多く、ブックハン

ティングはこんな私のわがままも叶えてくれる素

敵な企画だと思いました。私が今回選んだ

QuizKnock さんやその CEO である伊沢拓司さん

の勉強に関する本は、勉強だけにとどまらず、日

常生活でも活かせることが学べます。ヨシタケシ

ンスケさんの絵本はとても考えさせられる内容

で、絵本だからこそ伝わってくるものがあります。 
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ブックハンティング 2020 

看護学科 1年 A・M  

第二の本棚に 

 

湊かなえ『カケラ』を読んで 

 

理学療法学科 2年 

自分が無意識に容姿でその人の性格や生活を決めつけていることや、イメージ付けをさ

れていること、目に見えるものが全てではないと言うことに改めて気づかされた。自分の

容姿に悩むことは、人によっては「些細な事」なのかもしれないけれど、小さなきっかけ

でずっと悩み続ける人や生き方が変わってしまう人がいるということも理解すべきであ

ると感じた。 

 

http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784023318953)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784040653730)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784870141469)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784592762379)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784087455489)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784087717167)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『花のあと』 
藤沢周平 

文春文庫 

文芸春秋 

913.6||F66 

 次に紹介するのは、時代小説の第一人者である藤沢周平の短編

集、「花のあと」です。時代小説では往々にして、武士を中心とし

た武家ものの物語が描かれますが、この本では、定番の武家ものの

みならず、町人を題材とした町人ものの物語も読むことができま

す。収録されている七編のどれを読んでも、人々の哀歓の世界と、

悲劇的な美しさをもつ自然描写を味わえること請け合いです。他

にも、同じ作者の作品として、「霧の果て」や「よろずや平四郎活

人劇」といった本も選んだので、藤沢周平作品に触れるきっかけに

していただければ幸いです。 

 『雲霧仁左衛門』 
前編 
池波正太郎 

新潮文庫 

新潮社 

913.6||I34||1 

 まず、初めに紹介するのは池波正太郎の「雲霧仁左衛門」上下巻

です。この本は、神出鬼没の怪盗、雲霧仁左衛門を頭とする雲霧一

党と、彼らの捕縛を目指す、安部式部率いる火付盗賊改方の攻防を

描いた作品です。読み進めていくうちに、雲霧一党の盗みが上手く

いくことを祈る自分と、火付盗賊改方の活躍を望む自分の矛盾し

た存在に気付くことでしょう。この作品は、ドラマ化もされてお

り、近いうちにシーズン５が放送される予定になっています。初見

でも楽しめるようになっているので、これを機に、原作とドラマの

両方を楽しんでみてはいかがでしょうか。主演の中井貴一がとて

もかっこいいですよ！ 

 『雲霧仁左衛門』 
後編 
池波正太郎 

新潮文庫 

新潮社 

913.6||I34||2 

 

去年に引き続き、二度目のブックハンティングへ参加させていただきました。比較的多様なジャンルの本

を選んだ昨年とは異なり、今年は好きなジャンルである時代小説のみを選びました。コロナの影響により、

どこにも出かけられない状況ではありましたが、ブックハンティングで選んだ本により、戦国時代の美濃か

ら、江戸時代の武蔵まで様々な場所を旅することができたように思います。本稿では、次にこれらの本を手

に取る方のために、読書による旅路の案内として、選んだ本のうちいくつかの本の紹介をさせていただこう

と思います。 
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ブックハンティング 2020 

執筆者本人の希望で匿名となっています。 

社会福祉学科 2年 

本を読んで旅へ出る 

http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?ID=(001705672 OR 001705680)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?ID=(001705672 OR 001705680)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784167192235)


 

 

 

 『斎藤道三』前編 

国盗り物語 

第 1 巻 

司馬遼太郎 

新潮文庫 

新潮社 

913.6||Sh15||1 

最後に紹介するのは、司馬遼太郎の「国盗り物語」です。この本では、

今年の大河ドラマ、「麒麟がくる」にも登場した斎藤道三と織田信長の、

まさに国を盗るまでの策謀と活躍を見ることができます。一介の牢人に過

ぎなかった斎藤道三と、尾張の大うつけと呼ばれた織田信長の栄枯衰退の

物語は、痛快でありながら、世の無常を感じることができる傑作です。大

河ドラマを見て、明智光秀や帰蝶に興味を持った皆様方、是非その世界観

をこの本でより掘り下げてみてください。 

 『斎藤道三』後編 

国盗り物語 

第 2 巻 

司馬遼太郎 

新潮文庫 

新潮社 

913.6||Sh15||2 

  『織田信長』前編 

国盗り物語 

第 3 巻 

司馬遼太郎 

新潮文庫 

新潮社 

913.6||Sh15||3 

  『織田信長』後編 

国盗り物語 

第 4巻 

司馬遼太郎 

新潮文庫 

新潮社 

913.6||Sh15||4 

 『霧の果て :神谷

玄次郎捕物控』 

藤沢周平 

文春文庫 

文藝春秋 

913.6||F66 

  『よろずや平四

郎活人剣』上 

藤沢周平 

文春文庫 

文藝春秋 

913.6||F66||1 

  『よろずや平四

郎活人剣』下 

藤沢周平 

文春文庫 

文藝春秋 

913.6||F66||2 
 

 『まるまるの毬』 

西條奈加 

講談社文庫 

講談社 

913.6||Sa19 

  『剣客商売』 

剣客商売 1 

池波正太郎 

新潮文庫 

新潮社 

913.6||I34||1 

  『辻斬り』 

剣客商売 2 

池波正太郎 

新潮文庫 

新潮社 

913.6||I34||2 

 『さぶ』 

山本周五郎 

角川文庫 

KADOKAWA 

913.6||Y31 

  『一人ならじ』 

山本周五郎 

新潮文庫 

新潮社 

913.6||Y31 

  『さわらびの譜』 

葉室麟 

角川文庫 

KADOKAWA 

913.6||H26 

このように、コロナで鬱屈とした日々の中でも、本を読めば、どの時代のどこへでも出かけることがで

きます。家を出られない今だからこそ、読書を思う存分楽しむのも良いのではないでしょうか。今回はつ

いつい自分の好きな分野の本のみを選んでしまいましたが、来年もまたブックハンティングに参加する機

会があったら、今度はより広い分野の本を選んでみたいと思います。この度は、心躍る体験をさせていた

だき、ありがとうございました。 
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ブックハンティング 2020 

執筆者本人の希望で匿名となっています。 

 

http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?ID=(001705631 OR 001705649 OR 001705656 OR 001705664)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?ID=(001705631 OR 001705649 OR 001705656 OR 001705664)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?ID=(001705631 OR 001705649 OR 001705656 OR 001705664)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?ID=(001705631 OR 001705649 OR 001705656 OR 001705664)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784041062340)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(4101134316)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784041036495)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784167192471)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?ID=(001705698 OR 001705706)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?ID=(001705698 OR 001705706)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784062936873)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?ID=(001705755 OR 001705748)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?ID=(001705755 OR 001705748)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『むかしむかし

あるところに、

死体がありまし

た。』 
青柳碧人 

双葉社 

913.6||A57 

 
 

 

 
『新釈グリム童
話 :めでたし、
めでたし?』 
谷瑞恵ほか 

集英社オレンジ

文庫 

集英社 

913.6||Ta87 

  『四畳半タイムマ

シンブルース』 
森見登美彦 

上田誠原案 

KADOKAWA 

913.6||Mo54 

        

日々やりくりしながら生活する中で、娯楽

のために算出できるお金に余裕はなく、読み

たいと思う本はあれど、リストに書き加える

だけで手が出せずにいました。 

 そんなときに目にしたのが、今回参加させ

ていただいたブックハンティング 2020 のポ

スターでした。「こんなにも美味しい企画があ

るのか！？」と思い、参加を即決断しまし

た。 

 ブックハンティングで本を選定するにあた

って、オンライン書店サイトを初めて利用し

ましたが、今期の売上ランキングや、書店員

さんのオススメの本などが掲載されていて、

オンライン書店サイトを眺めているだけでも楽し

かったです。そんなオンライン書店サイトを利用

して選んだのは、小さい頃から親しんでいた物語

が全く新しい顔を見せる「むかしむかしあるとこ

ろに、死体がありました。」「新釈 グリム童話」、

非現実を謳歌できる「四畳半タイムマシンブルー

ス」など、今まで読書感想文を書くためだけにし

か読書したことがない～なんて方にも読みやす

く、夢中になれるような本です。 

私自身、今回ブックハンティングで購入してい

ただいた本を読むのが楽しみですし、これらの本

を手に取っていただいた方も、素敵な読書時間を

過ごせましょう。 
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ブックハンティング 2020 

栄養学科 1年 松本 倖実 

魅力的で美味しい企画 

http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784575241662)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784086800723)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784041095638)


 

 

 

 

 『春雷』 

テンペスト第 1巻 

池上永一 

角川文庫 

角川書店 

913.6||I33||1 

 
 

 

 
『夏雲』 
テンペスト第 2巻 

池上永一 

角川文庫 

角川書店 

913.6||I33||2 

  『秋雨』 
テンペスト第 3巻 

池上永一 

角川文庫 

角川書店 

913.6||I33||3 

 『冬虹』 
テンペスト第 4巻 

池上永一 

角川文庫 

角川書店 

913.6||I33||4 
 

  『 き の うの世

界』上 
恩田陸 

講談社文庫 

講談社 

913.6||O65||1 

  『 き の うの世

界』下 
恩田陸 

講談社文庫 

講談社 

913.6||O65||2 

 『ギフト』 
日明恩 

双葉文庫 

双葉社 

913.6||Ta15 

 
 

 

 
『きのこ』 
ミリアム・ブラン 

グラフィック社 

657.82||B54 

  『魔女』 
ドミニク・フゥフェル 

いぶきけい訳 

グラフィック社 

387||F36 

 『オーデュボン

の祈り』 
伊坂幸太郎 

新潮文庫 

新潮社 

913.6||I68 

  『アイネクライ

ネナハトムジー

ク』 
伊坂幸太郎 

幻冬舎文庫 

幻冬舎 

913.6||I68 
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http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?ID=(001709831 OR 001709849 OR 001709997 OR 001709856)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?ID=(001709831 OR 001709849 OR 001709997 OR 001709856)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?ID=(001709831 OR 001709849 OR 001709997 OR 001709856)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?ID=(001709831 OR 001709849 OR 001709997 OR 001709856)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?ID=(001709864 OR 001709872)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?ID=(001709864 OR 001709872)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784575522334)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784766128987)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784766134322)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784101250212)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784344426313)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『有名すぎる文学作
品をだいたい 10 ペー
ジくらいの漫画で読
む。』  
ドリヤス工場 

リイド社 

726.1||D87 

  『失敗図鑑:すごい人ほどダメだった!』  
大野正人 

文響社 

280||O67 

 

 『世界一美味しい手抜

きごはん :最速 !やる気

のいらない 100レシピ』 

はらぺこグリズリー 

KADOKAWA 

596||H32 

 「世界一美味しい手抜きごはん」は、作業工程が全てイラス

ト付きで説明されていて、これまで出会ったどの料理本より

も分かりやすいのでとてもお勧めです。 

本を読むのが大好きで今回参加させていただきました。自分は気が向いたときに本屋に行ってどんな本

が増えているか見に行くのが楽しみなのですが、気になる作品はあっても金銭的な問題で諦めることが多

くありました。そのため、今回のブックハンティングはとても楽しみながら選ばせてもらいました。予算

も余裕があり、今まで気になっていたけど買えなかったものを中心に他の方にも読んで欲しい本を選びま

した。唯一心配だったブックハンティング後の記事の執筆でしたが、過去の先輩方の書いた記事を見ると

そんな気負うものではなく、感想をかける範囲で書いていたので心配いりませんでした。 

こんな贅沢な企画に参加させて頂きとても感謝しています。本が好きな方は是非参加してみてください。 
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ブックハンティング 2020 

執筆者本人の希望で匿名となっています。 

本好きにはたまらない企画 

栄養学科 3年 E・N 

「有名すぎる文学作品をだいたい 10ページくらいの漫画で読む。」や、「失敗図鑑すごい人ほどダメだっ

た！」を選んだのは、名前は知っているけど過去の偉人が何をしたのか自分も含め知らない人も多いので

はないかと思ったからです。イラストが多く、簡単にまとめてくれているので気軽に読んでみてくださ

い。 

http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784845844159)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784866510590)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784046023476)


 

 

 『フリーランスで行こ
う ! : 会社に頼らな
い、新しい「働き方」 :
マンガ』  
高田ゲンキ 

インプレス 

366.8||Ta55 

  『自分で「始めた」女たち:「好き」を仕事にするた
めの最良のアドバイス&インスピレーション』  
グレース・ボニー 

月谷真紀訳 

海と月社 

159.4||B64 

 

 『つぶやき養

生』 

櫻井大典 

幻冬舎 

498.3||Sa47 

  『観察の練習』 

菅俊一 

Numabooks 

757||Su31 

  『だから僕は、グ

グらない。 : 面

白い!を生み出す

妄想術』 

浅生鴨 

大和出版 

141.5||A93 

  

『完全菜食が

あなたと地球

を救うヴィー

ガン:おいしい

実践マニュア

ル付』 

垣本充ほか 

ロングセラーズ 

498.5||Ka25 

   

『大河の一滴』 

五木寛之 

幻冬舎文庫 

幻冬舎 

914.6||I91 

   

『記憶喪失にな

ったぼくが見た

世界』 

坪倉優介 

朝日文庫 

朝日新聞出版 

916||Ts16 

 『ぼくはイエロー

でホワイトで、ち

ょっとブルー 

:the real British 

secondary 

school days』 

ブレイディみかこ 

新潮社 

376.333||B71 

 

「マンガフリーランスで行こう！」や、「自分で『始めた』女たち」は、将来の働き方に疑問や不安をも

っている方にこういう道、生き方があるのだというヒントになればと思います。 
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ブックハンティング 2020 

執筆者本人の希望で匿名となっています。 

 

http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784295004578)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784903212661)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784344034150)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784909242013)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784804718613)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784845424542)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(4877287043)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784022619891)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784103526810)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『かりふわマフィ

ンとしっとりパウ

ンド :エイミーズ・

ベイクショップ』 
吉野陽美 

学研プラス 

596.65||Y92 

  『バターはどこへ

溶けた?』 
ディーン・リップルウッド 

吉沢深雪イラスト 

道出版 

913.6||R46 

  『誰でも 1回で味

が決まるロジカ

ル調理:レシピな

しでおいしく作れ

るようになる』  
主婦の友社編 

主婦の友社 

596||Sh99 

  

『新しい卵ドリル:

おうちの卵料理

が見違える!』 

松浦達也 

マガジンハウス 

596.3||Ma89 

   
『白崎茶会のあ
たらしいおやつ : 
小麦粉を使わな
いかんたんレシ
ピ』  
白崎裕子 

マガジンハウス 

596.65||Sh85 

   

『クッキー作りの

美感テクニック :

プラスワンで味

も見た目もハイ

グレード』 
熊谷裕子 

旭屋出版 
596.65||Ku33 

  

『あしたのお弁

当』 

飯島奈美 

主婦と生活社 

596.4||I27 

   

『ふわふわ、しっ

とり、とろけるシ

フォン :予約の取

れないお菓子教

室 

「chiffon chiffon」

のベストレシピ』  

中山真由美 

家の光協会 

596.65||N45 
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このブックハンティングでは、普段から興味関心のある、料理に関する本を多く選ば

せていただきました。本を探しているうちに、オススメなどで出てくる、普段あまり見

る機会の少ない本や、興味のある本に出会うことができ、とても楽しかったです。この

ブックハンティングを機に、今まで自分が持っていなかった知識・技術を身につけたい

と考えています。 

参加させていただき、誠にありがとうございました。 

ブックハンティング 2020 

執筆者本人の希望で匿名になっています。 

ブックハンティングを終えての感想 

 

栄養学科 3年 

http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784058010976)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(4944154356)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784074295654)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784838728985)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784838728916)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784751111628)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784391138511)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784259566586)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

『日本人の知
らない日本一
の国語辞典』 
松井栄一 

小学館新書 

小学館 

813.1||Ma77 

 『 世界の傑作
200 点』 
ブラッド・ハニーカット

ほか 

北川玲訳 

創元社 

708.7||H84 

   

『12 星座とギリ
シャ神話の絵
本』 
沼澤茂美ほか 

中島梨絵絵 

あすなろ書房 

443.8||N99 

 『美しい曲線の
幾 何 学 模 様 : 
花と葉とつる草
の芸術』 
リサ・デロング 

山田美明訳 

創元社 

727||D55 

   

『世界をまどわ
せた地図』 
エドワード・ブルック=

ヒッチング 

関谷冬華訳 

日経ナショナルジ

オグラフィック社

448.9||B76 

 『めんどくさがりな

きみのための文章

教室』 
はやみねかおる 

飛鳥新社 

816||H47 

 今回初めてブックハンティングに参加しまし

た。何冊か購入できないものもあるかと思いま

したがすべての本がブックハンティング可能と

のことで、なかなか楽しい経験となりました。本

を探す過程で、関連書籍等から普段見ない本な

どに触れる機会も多く、貴重なひと時でした。自

分が気になっていた本だけを集めた独特なライ

ンナップとなっているかもしれないため、ほか

の人の結果と並んだ時がとても楽しみです。 
 特に気になっていた本は「めんどくさがりな

きみのための文章教室」で、タイトルで心惹かれ

ていたところに、小学生の頃の愛読書の著者が

書いたものと知り、強く興味を持ちました。文章

を書くことに興味はあっても中々踏ん切りがつ

かずにいたため、この機会に少し文章を書いて

みたいと心境の変化が生まれました。 
 今回このブックハンティングに参加すること

が出来て、本当に良かったと思います。 
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ブックハンティング 2020 
執筆者本人の希望で匿名となっています。 

 

ブックハンティングを通して 

栄養学科 3 年 

http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784098252046)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784422700779)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784751528136)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784422214627)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784863133914)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784864106719)


 

 

 

 

 

 

三密防止対策が進む中、マスク着用やア

ルコール消毒を徹底しつつも、多人数での

対話はオンライン上とするなどの試行的

工夫を今年度前期より続けてきました。オ

ンデマンド型教材づくりやＤＶＤ制作と

いった、2007 年度以降の筆者の取り組み

は今後もさらに発展させていき、遠隔講

義・教育活動の充実に結実させたいと思っ

ています。そのためには、有効な資源であ

る本学図書館と教職員が連携した相互支援が不可欠になります。支援されるべき対象であ

る学習者には、どのようなニーズがあるでしょうか。見通しをもって安心感のもとで、教材・

課題に出会い、読解、資料収集、分析、考察へと進めていきたい、との思いを持つのではな

いでしょうか。その際には、体系化された電子コンテンツ（書籍・ジャーナル）や検索デー

タベース（法令・情報・ニュース記事）、統計資料、事典辞書類が大変に役に立つかと思わ

れます。 

次に、自身の理解状況を客観的に振り返り、予習復習・自己学習へつなげ、また表現につ

なげることの必要性を実感するのではないでしょうか。小テストを自己採点できる仕組み

やレポートの書き方・プレゼンのし方そのものに関する補助教材があってもよいと考えら

れます。この時、一人ひとりの感じる充実感は重要です。オンラインまたはメールでの質問・

相談対応が適宜求められるでしょう。 

そして、学修プロセス全体を通じて、一人ひとりの達成感を是非とも自信へと変え、次な

る課題・研究への意欲につなげられれば大変幸いです。以上をまとめるならば、方法知・内

容知・実践知の統合への支援と言えるでし

ょうか。学び合いやチャット機能といっ

た、オンラインと対面のよい部分を適切に

活かしながら、新しい講義運営がこれから

様々な形で展開されていくのではないで

しょうか。本学図書館と一教職員として力

を合わせながら、知の基盤形成に今後も寄

与していきたいと考えています。 

図書館 
活用術 

オンライン授業と図書館 

第 10回 

栄養学科准教授 

 

浅田 豊 

Rapport  No.35  16 

 

図書館活用術 

アサダ     ユタカ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書は、ヘルスリテラシー群全学共通科目「セーフティプロモーション」（2 年生後期）

の教科書です。セーフティプロモーション（safety promotion: SP）とは、事故や暴力等に

よるケガや死亡等の安全・安心を脅かす要因を、多分野協働を基盤とする介入により予防す

る取組みで、WHOの政策にも取り入れられています。ヘルスプロモーション（HP）が全ての

人々の健康の確保を目指すこととパラレルに、SPも基本的人権としてすべての人々の安全・

安心の確保を目指しています。したがって、SPは HPの妹分とも言えます。本書は、SPにつ

いての我が国における最初の教科書です。日本セーフティプロモーション学会が企画編集

しました。本書により、SP の斬新な理論を知ることができるとともに、その実践について

も学べます。学生のみなさんだけでなく、教職員のみなさまにも本書を是非手に取っていた

だき、SPの新しい視点と取組みを知っていただきたいと思います。 

 

 

日本セーフティプロモーション学会編 

晃洋書房 

2019年 9月発行 

498||N71 

『セーフティプロモーション 安全・安心を創る科学と実践』 

反町 吉秀 

自著紹介 

看護学科教授 
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自著紹介 
第 10回 

 

ソリマチ   ヨシヒデ 

http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784771032583)


ｍｅｍｏ 



「PubMed」が
リニューアルされました︕

シリーズ「図書館を使いこなそう」第35回

22020年5⽉より
PubMedがリニューアル

 スマートフォンなど、モバイル端末からのアク
セスに適した画⾯表⽰へ

 検索結果の表⽰順が「Most Recent」(新着順)
から「Best Match」（関連度順）へ変更

3PubMedで英語の⽂献を探す

 医中誌のシソーラス（統制語）⽤語と
PubMedのMeSH

 検索⽅法

 ⽂献情報の⾒⽅

4医中誌のシソーラス参照から
PubMedのMeSH検索へ①

図書館を使いこなそう
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5
医中誌のシソーラス参照から
PubMedのMeSH検索へ②

「栄養教育」の医中誌におけるシソーラスとして
「栄養指導」が表⽰された
シソーラスの⽂字の上で左クリック

「キーワードの詳細情報を⾒る」をクリック

6
医中誌のシソーラス参照から
PubMedのMeSH検索へ③

PubMed
検索結果

PubMedを検索すると
きに使えそうなキーワ
ードのてがかりになる
※医中誌とPubMedが
必ずしも対応している
わけではないので注意

対応するMeSH⽤語が
表⽰されている場合は
クリックすると
PubMed検索結果が表
⽰される

PubMed（パブメド）とは

 世界７0カ国以上、約5,600誌の論⽂を検索できる医学⽂献データベース
 ⽇本の雑誌で収録されているのは約640誌、そのうち現在もデータが収録され

ているのは161誌
 ⽶国国⽴医学図書館（NLM）が作成、1997年からインターネットでの無料公

開（Free MEDLINE）を開始
 収録対象︓⽣物医学（看護学、医学、薬学、⻭学、獣医学、健康科学を含

む）
 収録範囲︓1946年から現在

＊1946年以前は IndexCat（1880〜1961）を使⽤
（URL  http://indexcat.nlm.nih.gov/）

7 8PubMed アクセス⽅法

 図書館ホームページから
のアイコンを

クリック
（検索結果に の
アイコンが表⽰され、フ
ルテキストのチェックや
複写依頼に便利）

＊⼤学外からアクセスする
ときは、検索エンジンな
どで「PubMed」と検索、
または下記URLを⼊⼒
（無料、ただし
は表⽰されない）

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

図書館を使いこなそう
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9
PubMedの検索画⾯
 検索ボックス（Search Box）に探したい論⽂のキーワードや著者名な

どを⼊⼒する

特定論文の
簡易検索

MeSHデータベース

雑誌の確認
クイック
マニュアル

10検索⽅法 ①キーワードの⼊⼒
 検索ボックスに探したい論⽂のキーワードを⼊⼒

・キーワードはスペースで区切りながら⼊⼒
・⾃動⽤語マッピング機能が働く

 ⼊⼒後、 ボタンをクリック
 例 calcium

使用頻度の高い用語が
表示されるので、該当
する用語があれば、ク
リックすると検索が実
行される

11

検索⽅法 ②検索結果１

ヒット件数

年ごとの件数
をグラフ化

絞り込み条件
(filterの設定)

検索⽅法 ②検索結果２ 12

抄録中から検索語に
関連度が高そうな部分
が書誌情報の下に抜
き出されて表示される。
※抄録を全て読まなく
てもわかるように

図書館を使いこなそう
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13
検索⽅法 ②検索結果３
 Summary形式、1ページ10件ずつ、検索結果により近い関連度（Best Match)

順に表⽰される
 表⽰形式等は変更可能

PubMedに収録された
新しい順

関連度順

収載誌発⾏順

表⽰件数の切替

14
検索⽅法 ③キーワードの追加

 検索ボックスの中に追加するキーワードを⼊⼒し、 ボタンをク
リック

 複数の単語から成るキーワードをバラバラにしたくないときは、
キーワードの前後に“（ダブルコーテーション）を付けるとフレーズ
検索となる
例 “Recommended Dietary Allowances”（⾷事摂取基準）

 キーワードを追加するときは、検索件数を⾒ながら、1語ずつ検索ボックス
に加えていく

キーワードを追加
していく

15⽂献情報の⾒⽅ ①

収載誌名
The American journal of clinical nutrition
の略誌名

出版年月 巻（号）ページ

論題
（論文名）

PubMed番号

著者名

16
⽂献情報の⾒⽅ ②

本文がドイツ語の論文
＊本文が英語以外の場合に
表示あり

無料で全文閲覧可能
“Free PMC Article”
の表示も閲覧可能

Print版未掲載

図書館を使いこなそう
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17
⽂献情報の⾒⽅ ③詳細表⽰1

論題をクリックするとAbstract形式のデータが表⽰され
る

電子ジャーナルの
アイコンがあった
ら、クリック！
＊ID・PWを入力する画面

が表示されたら、読むこ
とができない論文

・収載誌名にポインターを当てると、正式誌名が
表示される
・クリックすると、PubMed検索、NLM Catalogの
検索（雑誌の詳細情報の確認）、検索ボックスへ
の追加ができる

18
⽂献情報の⾒⽅ ③詳細表⽰2
 記事のタイプ、MeSH Termを表⽰するにはここをクリック

またはページを下にスクロール

 MeSH Termのうち、*（アスタリスク）が付いている
ものは論⽂の中⼼的な主題を⽰す（Major Topic）

19
⽂献情報の⾒⽅ ③詳細表⽰3

 図書館ホームページのこのアイコン からPubMedにアク
セスしている場合、⼤学で契約している雑誌や電⼦ジャーナルの有
無を確認するときに便利なアイコン が表⽰される

20
⽂献情報の⾒⽅ ③詳細表⽰4

クリックすると、無料公開
されている⽂献が⾒つかる
ことがあります。

クリックすると、蔵書検索結果
画⾯が開き、図書館に所蔵があ
るかどうかを確認することがで
きます。
蔵書検索結果で「EJ」のアイコ
ンが表⽰されるときは、「EJ」
のアイコンをクリックすると電
⼦ジャーナルを利⽤することが
できます。

クリックすると、⽂献の複写の取り寄せ
（有料）に進みます。
※上のリンクをすべてクリックしても全
⽂が読めない場合に申し込んでください。

 をクリックすると、すぐに⼊⼿できるか確認する画⾯
（Full Text Finder）が開く

図書館を使いこなそう
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21
⽂献情報の⾒⽅ ③詳細表⽰5

PDFをクリック

Logoffの文字があったら、
最後にクリックする

 をクリックすると、電⼦ジャーナルの画⾯が表⽰されるこ
とがある（画⾯は電⼦ジャーナルの提供元によって異なる）

22
絞り込み(filter) ①

 検索結果が多い
場合、サイド
バーのフィル
ターで絞り込む
ことができる

 例）calcium
“Recommende
d Dietary
Allowances”の
検索結果を、
「65歳以上の⾼
齢者を研究対象
とした、5年以
内に発⾏された、
無料で本⽂が読
める英語の⽂
献」に絞り込む

サイドバー

23絞り込み(filter) ②
“Free full text” をクリック

すると、チェックが付いて
絞り込み検索が行われる
（画面が更新されるまで少
し待ってください）

“5 years” をクリックする

と、チェックが付いて絞込
み検索が行われる

（画面が更新されるまで少
し待ってください）

さらに絞り込み条件を追加
するときに”Additional
filters”をクリック
→“Languages”と”Ages”に
チェックを付け、 を
クリック

その都度絞り込み検索結果
と絞り込み条件が表示され
る

“English” を
クリック

24
絞り込み(filter) ③

“Aged: 65+ years” 
をクリック

追加表示された項目

図書館を使いこなそう
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25

絞り込み(filter) ④
139件から25件に絞り込まれた

すべてのフィルターを解除するときは”Reset all filters”を
クリック

26
絞り込み(filter) ⑤

 フィルターは、解除するまですべての検索に適⽤されるため、注意︕

フィルター適用中

すべてのフィルターを解除するとき
は”Clear all”をクリック

27
⽂字⼊⼒とストップワード

 ⽂字⼊⼒
キーワードは基本的に英語で⼊⼒
⽂字は⼤⽂字・⼩⽂字の区別なし
ギリシア⽂字は読みの英語綴り α → alpha

ハイフンはスペースに
アポストロフィー、ウムラウトなどのアクセント記号は省略

 ストップワード
a, and, by, for, if, in, no, of, on, the, to, with などはストップワードとみ
なされて、検索語として⼊⼒しても無視される
（ただし、論理演算⼦の⼤⽂字のAND, OR, NOT は別）

28
主題で検索
 疾患名・薬品名など思いついたキーワードを⼊⼒
 思いついたキーワードを⼊⼒して検索すると、適切なMeSH

に⾃動的に変換し、MeSHと⾃由語と両⽅の語で検索される
 例︓egg allergy（卵アレルギー）

図書館を使いこなそう
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29
キーワードの検索式

1. 検索式を確認するときは、検索ボックスの下にある
”Advanced”をクリック

2. “Detalls”の をクリックする

30
PubMed まとめ

 PubMed で⽂献を探す
・思いついたキーワードで検索すると⾃動⽤語マッピング機能が

働いて、もれのない検索ができる
・キーワードを⼊⼒するときは、検索ボックスにスペースで区

切って⼊⼒し、ヒットした論⽂の件数を⾒ながら、キーワード
を追加していく

・検索結果は印刷のほか、ファイルのダウンロード（図書館では
メディアスペースのパソコンのみ可能）、電⼦メールで送信、
クリップボードへの保存ができる ※補⾜資料参照

 検索結果が多い場合には、フィルターを使って絞り込むことができ
る

 基本的な検索は、主題（疾病名など）
 著者名、雑誌名からも検索できる（補⾜資料参照）

31

PubMed 補⾜資料

32
検索結果の印刷

 検索結果を印刷する場合は、ブラウザーの「印刷」機能を使う

 特定の論⽂を選択して印刷する場合は
1. ⽂献情報の左にあるチェックボックス□に

チェックを⼊れる
2. “Send to”をクリックして

”Clipboard”を選択
→チェックした⽂献だけが表⽰される

（現状と同じものを選択してもOK）
3. 検索ボックス下にある”Clipboard” をクリック
4. 印刷

１

3

２

図書館を使いこなそう
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33

検索結果の保存
①ファイルのダウンロード
 必要な⽂献のチェックボックスをクリックしてから

（チェックを⼊れない場合は、表⽰されている検索結果す
べてが対象となる）”Save”をクリック

 Selection（選択）とFormat（データ形式）を選択
 をクリックすると、テキストを開くか、または保存

するかが表⽰される
 保存する
※Format（データ形式）の

PMIDはIDしか出ないため注意

＊ファイルのダウンロードは、図書館の検索用パソコンではできません（情報処理教室・
自習室は可能です。メディアスペースは可能ですがメール添付などが必要です）

34

検索結果の保存 ②クリップボード1
1. 必要な⽂献のチェックボックスをクリッ

クしてから、”Send to“ をクリック
2. ”Clipboard”を選択
3. 検索BOXの下にあるClipboardをクリッ

ク
4. クリップボードに保存できるのは8時間、

500件まで

クリップボードの
現在のデータ数

保存中のデータで
あることを表示

35
検索結果の保存 ②クリップボード２

 クリップボードに保存したアイテムは、検索BOXの下にある
Clipboardをクリックすると表⽰される

クリップボードから全件削除したいとき
は”Remove all”をクリック

クリップボードから1件削除したいとき
は”Remove from clipboard”をクリック

36

検索結果の保存
③電⼦メールで送信
 必要な⽂献のチェックボックスをク

リックしてから、“Send to”をクリッ
ク

 E-mail （メールアドレス）を⼊⼒
 必要に応じて件名を⼊⼒し、メールの

本⽂を⼊⼒
 Selection(選択）とFormat （データ

形式）を選択
 クリックするとチェックが⼊る
 ボタンをクリック

※”Selection”で”All results”を選択し
て”Send email” をクリックすると、最初
の200件が送信されますと表⽰されます。

図書館を使いこなそう
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37
著者名で検索①
 姓（フル） 名（イニシャル）で⼊⼒

例︓Smith R
 2002年以降出版の論⽂は、フルネームで検索可

Smith Rだけを
（Smith RWなどを含
まずに）検索したい
ときは最後に@をつ
ける

例） Smith R@

38
著者名で検索②
リニューアルにより、Abstractで表⽰のときは著者名が

フルネームで表⽰されるようになった

39
雑誌名で検索
 フルタイトル、略誌名、ISSN のいずれかから検索できる
 例 略誌名: Br J  Nutr

(フルタイトル : British journal of nutrition)
（ISSN ︓ 1475-2662 電⼦ジャーナル）

40検索フィールドの指定
 検索フィールドを指定して、検索することができる

＊⾃動⽤語マッピング機能が働かないので注意︕
 例1︓キーワードが論題に出てくるものだけに限定する

metabolic syndrome [TI] 
 例2︓雑誌名 Science で検索すると、論題や抄録なども

ヒットするので、雑誌名に限定して検索する
science[TA]

 主な検索フィールド
著者名 Author [AU] ⾔語 Language [LA]

MeSH ⽤語 MeSH Terms [MH] 出版年 Publication Date [DP]
略誌名 Journal Title [TA] 論題 Title [TI]

図書館を使いこなそう
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41その他の検索⽅法 ①前⽅⼀致検索

 前⽅⼀致検索
語尾の最後にアスタリスク ＊をつけて検索
例︓bacter*
（bacteria、bacterium などbacterで始まる語をまとめて検索で

きる）

＊⾃動⽤語マッピング機能が働かないので注意

42その他の検索⽅法 ②フレーズ検索

 ダブルクォーテーション“ ”で囲んで⼊⼒すると、熟語として
検索される
例 “egg allergy” と⼊⼒

検索式 “egg allergy "[All Fields]
＊ただし、多くのフレーズはPubMedが⾃動検知してくれる
＊⾃動⽤語マッピング機能が働かないので注意

egg allergyで検索したときの検索式
“egg hypersensitivity”[MeSH Terms] OR (“egg”[All Fields] AND  

“hypersensitivity”[All Fields]) OR “egg hypersensitivity” [All Fields] 

OR (“egg”[All Fields] AND “allergy”[All Fields]) OR “egg allergy"[All Fields]

43MeSHを使った検索①⽤語の統⼀

 PubMedでは、⾃動⽤語マッピング機能が働いており、
思いついたキーワードで⼊⼒してもMeSHに導いた検索をしている

例）「癌」は、cancer,  neoplasm,  tumor など複数の⽤語があ
るが、MeSH では neoplasms に統⼀されている

44MeSHを使った検索②階層構造

 MeSH⽤語はすべて⼀般的な広い意味の⽤語から狭い意味の⽤語
まで、階層構造になっている

 MeSH⽤語での検索の際は、下位語を含めて検索するようになっ
ている。

 適当なものがない場合には、上位のMeSH⽤語で検索

胃疾患

上位語

下位語

図書館を使いこなそう
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45MeSHを使った検索③
副標⽬Subheadings
 副標⽬Subheadingとは MeSH⽤語をより限定するための補助キー

ワード
主標⽬（Main Heading)に対する総称

 例「⼼臓疾患の治療法」の検索
①MeSH⽤語︓⼼臓疾患 Heart Diseases
②Subheadingの中から適当な治療法の⽤語
（drug therapyやradiotherapyなど）を選択する

46
MeSHを使った検索④
MeSH Database 1
 PubMedトップページ More ResourceにあるMeSH

Databaseをクリック
 画⾯上部のボックスにキーワードを⼊⼒
 ボタンをクリック

47

MeSHを使った検索④
MeSH Database 2
 ⼊⼒したキーワードの関連したMeSH⽤語が簡単な説明と⼀緒に

表⽰される
 ⽤語をクリックすると、そのMeSH⽤語で使⽤できる

Subheadingsが表⽰される

下位語を含めないとき
に”Do not include Mesh 
terms found below this 
term in the MeSH
hierarchy”にチェックを
入れる

このMeSH用語を中心に扱った

論文に限定する場合に
“Restrict to MeSH Major Topic”
にチェックを入れる

48
MeSHを使った検索④
MeSH Database 3
 階層構造

例）breast neoplasmsの
場合は2種類の階層構造
が表⽰される

上位語や下位語に適当な語が
あれば、その語をクリックし
て変更できる

図書館を使いこなそう
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49

MeSHを使った検索④
MeSH Database 4
 Subheadingsなどを設定するときは、
 ⼿順① 設定したい項⽬にチェックを⼊れる
 ⼿順② PubMed Search Builderの をクリックすると、検

索式が作成されるので、必要に応じて編集する
 ⼿順③ ボタンをクリックすると、検索実⾏

50

MeSHを使った検索④
MeSH Database 5

 Subheadingsなどを設
定せずにMeSHをその
まま使⽤するときは、
Related infomationの
中の”PubMed”をク
リックすると検索実⾏

51
MeSHを使った検索のまとめ

MeSH（Medical Subject Headings）とは
 PubMedで使われているシソーラス
様々な医学⽤語をできるだけ統⼀して使えるよう

にまとめられた⽤語集のこと
①⽤語の統⼀
②階層構造
③副標⽬（Subheadings）

ノイズの少ない検索を⾏い、的確な論⽂のみ探す
ことができる

52MeSHを使った検索の弱点

MeSHが索引付けされる前の論⽂が検索できない
→最新のデータがヒットしない場合がある

新しく発⾒された疾患や治療法などについても適
当なMeSH⽤語がまだない場合がある

図書館を使いこなそう
Rapport  No.35　　31



おまけ 検索式や検索履歴の確認① 53

 PubMedでも医中誌のようにシソーラス（MeSH）と
Mapping機能があり、検索式が⾃動作成されている

 検索式や検索履歴を確認したいときは、「Advanced」
をクリック

 検索式は「Details」から
（次スライド参照）

おまけ 検索式や検索履歴の確認② 54

 「Details」の「＞」をクリックすると、検索式が表⽰される

おまけ 検索履歴の削除 55

 「Delete」をクリックすると、検索履歴を削除できる
★図書館の検索コーナーのパソコンなどの共有パソコンで
PubMedを利⽤した場合は、検索履歴が残るため、利⽤を終了す
る前に履歴を削除しておくとよい。

わからないことがあったら、

いつでも図書館カウンターへ

どうぞ！

図書館を使いこなそう
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２０１５年、青森県立保健大学では県民の健やか力（ヘルスリテラシー）向上を目指して、

「健やか力（ヘルスリテラシー）向上サポート宣言」をしました。 

図書館ではヘルスリテラシーに関連する図書を集め、展示しています。展示図書９０冊の

中の１冊をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ヘルスリテラシー関連図書の紹介 

 

 

塩分の摂り過ぎはからだに悪い…わかっているけ

どなかなか減らせません。 

調味料や加工品の塩分カタログなど、わかりやすく

役立つデータがいっぱい。 

塩分を減らす食べ方のくふうや外食メニューで賢

く塩分を減らすコツを紹介しています。 

「ヘルスリテラシーブックフェア」と題し

て、ヘルスリテラシー関連図書のコーナーを設

置しています。 

図書館1階エレベーター前にて展示中です。 

どうぞご利用ください。 

『減塩のコツ早わかり :塩分を減

らす食べ方がひと目でわかる』 

女子栄養大学出版部 

女子栄養大学出版部 

2015 年 5 月発行 

第 5 回 

ヘルスリテラシーブックフェアのポスター 

看護学科特任教授 大西基喜 

ヘルスリテラシー関連図書の紹介 



 

 

 

図書館広報キャラクター「トリゾウ」 

２０１１年３月、社会福祉学科成田悠介さん・

福士悠輔さん・牧野祥諒さんのアイデアをもと

に誕生。図書館の広報活動で活躍しています。 

青森県立保健大学附属図書館だより ラポール 第 35 号

令和 2 年 11 月 発行 

発行者 青森県立保健大学附属図書館 

〒030-8505 青森県青森市大字浜館字間瀬 58-1   

電話  017-765-2011  

ＵＲＬ http://www.auhw.ac.jp/library/index.html 

TOPICS 

図書館では COVID-19対策として、パソコンキーボードとマウス、AVブース、トイレ入口外

側のドアノブ、エレベーターボタン、出口ゲートのバー、階段手摺、研究個室ドアノブと電気

スタンドのスイッチ、自動貸出機やコピー機など、皆さんがよく手を触れる箇所を 1 日 2 回

程度スタッフが消毒しています。

図書館の各階に消毒液を設置していますので、ご自由にお使いください。 

空調の稼働していない時期には、約 2 時間おきにスタッフによる換気を行っています。空

調稼働時は、建築物環境衛生管理基準を満たしているため、スタッフによる換気は行いませ

ん。 

皆さんに三密を避けていただくため、館内の閲覧席は対面を避け 1 席おきの利用としてい

ます。グループ学習室は窓がないため原則として使用不可、グループワークルームは人数を

限り窓を開けながらの使用となります。 

COVID-19 の影響により、これまでのように図書館を利用できず、不便な面もあるかと思い

ますが、みなさんの学習環境を少しでも良いものにするため、図書館のオンラインサービス

をご紹介します。 

・データベース、電子ジャーナル、電子書籍はリモートアクセスで図書館外からもアクセス

できます（学内者限定）。 

・令和 2 年度から電子書籍を積極的に購入する方針となり、今後アクセスできる電子書籍

が増えていきます。

 新しい生活様式を意識しながら、この機会に図書館のオンラインサービス 

も活用してください。 

図書館の COVID-19対策について 
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