
 

RAPPORT 
April  2022  Number 37 

青森県立保健大学附属図書館だより 

 

紙の「本」とそうでは無い「本」 

 
青森県立保健大学 学長  吉池 信男 

社会福祉学科教授   瀧澤 透 

図書館には天使がいる。 

教職員のおすすめ本 
看護学科助手     工藤 若子 

理学療法学科教授   尾﨑 勇 

前社会福祉学科助教  東田 全央 

キャリア開発・研究推進課主事  髙谷 憲 

栄養学科准教授    浅田 豊 

学生の図書館活用方法 
看護学科 3年     音喜多 芽衣 

シリーズ 図書館を使いこなそう 第 37回 

 
メディカルオンライン最新情報 

『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。 

Rapport：フランス語で、関係・関連・類似点 

理学療法学科 3年   Ａ．Ｓ 

図書館へ行こう！ 
栄養学科教授     鹿内 彩子 

 

ブックハンティング 2021 

 



 

 

   

 

紙の「本」とそうでは無い「本」 

吉池 信男 
青森県立保健大学 学長 

ヨシイケ    ノブオ 

図書館にたくさん置かれている「本」は、「書物」「書籍」などとも呼ばれますが、

説明的に表現すると、「何かが描かれている紙の束を綴ったもの」と言えるでしょう。

私たち大学教員にとって、自分の研究を論文として発表することが大事な務めです

が、論文のことを称して“paper”と呼ぶこともあります（例：「あの教授は何百もの

ペーパーを出している」）。そう、従来の感覚としては、古代のパピルスの時代から

「紙」が大事にされてきました。 

インターネットさらには SNS 世代の学生諸君においては、「紙離れ」あるいは「ネッ

ト依存」が普通になっていると思いますが、研究の世界でも印刷された紙の論文をコ

ピー機で複写して・・・等といった作業は「もう勘弁して」という状況です。ポイン

トは、たくさんの本や論文などから自分が求めたいものを見つけ出すためには、電子

情報の検索が不可欠だということです。実際にほとんどの研究論文の要約やキーワー

ド等はデータベース化され、インターネットで瞬時に、そしてそれなりの厳密さで検

索できるようになっています（30 年程前には、ものすごく厚くて細かい字がびっしり

と書かれている索引帳みたいなもので必要な論文を探していました）。そして多くの論

文は、インターネットからすべての内容を入手することができます（かなりの金額を

とられる場合も少なく無いのですが）。 

一方、いわゆる「書籍」についても、専門的な教科書を含めて「電子化」がかなり

進んできています。なんと言っても厚さ 5mm 程度のタブレット端末にものすごい分量

の本が収まるのは便利ですし、Amazon 等で英語の電子書籍を購入すると、単語を自動

で調べてくれたり、読み上げてくれたりなど、うまく使うと英語の勉強にも使えま

す。さらに私自身は、これを「読書」と言って良いかどうかは別として、スポーツジ

ムで、話題の本の朗読を聴きながら筋トレをして、脳みそと筋肉を同時に鍛えること
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を習慣としています。さりとて、半分くらいは「紙の本」を購入し、手元に置いて

「読書」しています。 

これからの時代、さらに IT 化が急速に進み、「本」の未来がどのようになるか予測

は難しいのですが、人生 100 年時代において「本」と仲良く暮らすことは、豊かな人

生のためにも変わらず大切なことだと思っています。 
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「ベルリン・天使の詩」という映画には印象的な図書館のシーンがある。静寂の中で

勉強や読書に励む利用者―小学生から高齢者まで―に天使が寄り添うシーンだ。天使は

ロングコートを着ていて人間とそっくりな姿をしている。そして人間の心の声を聴くこ

とができる。もちろん人間には天使が見えない。触れられていることもわからない。天

使は学生の横に座り、肩にそっと手を乗せたりノートをのぞき込んだりする。ただ心の

声に耳を傾けるだけで人生には決して関与しない。天使は人間を見守るだけだ。 

映画「ベルリン・天使の詩（原題 Der Himmel über Berlin）」は、ベルリンの壁が崩

壊する前の 1987 年にヴィム・ヴェンダース監督によって製作された。この映画は、ど

んよりとした都会のビル群やアウトバーンなど西ベルリン市街の空撮から始まる。冒頭

は主人公の男性天使しか登場しない。監督が好む長回しの映像は天使の視点となってい

た。空から見た大都会はやがて、マンションの窓から人々の生活の中へと入っていく。

主人公の天使には、街に暮らす人間の様々な心の声―小さな悩み、不満、後悔、絶望―

が聴こえてくる。 

ところが図書館のシーンになると一変する。急にたくさんの天使が登場するのだ。女

性や青年、壮年などの姿をした天使たちが、図書館の中でお互いに挨拶をしたりアイコ

ンタクトを取っていた。図書館は明らかに天使の居場所となっていた。そして天使たち

は熱心に勉強している利用者に近づき、心の声をそっと聴いていた。天使は皆、嬉しそ

うだった。この映画では「天使は図書館で勉強に励む者が大好きである」と、はっきり

描写されていたのだ。 

私は青森県立保健大学の図書館で一生懸命に勉強をしている学生を見かけると、「天

使が横にいるのではないか」と時々考えることがある。「課題学習も試験勉強も、国試

対策も卒業研究も、勉学に努力する学生は皆、天使に見守られているのだ」と私は今で

も少し信じている。 

瀧澤 透 

社会福祉学科教授 

タキザワ  トオル 

図書館には天使がいる。 
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本表紙に、「『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」とあります。また、「ラポール」という言葉は、私の担当する栄養教育

においても、対象者に寄り添い安心して食生活の課題について話してもらえるよう信頼

を得る、相互信頼の構築を学生の皆さんに説明する言葉でもあり、親しみを感じるタイ

トルです。そこから、私の本とのつながり、本に楽しみや安らぎ、心の充足を求めて図

書館に通っていたのはいつ頃からだったかな？と思い返してみました。小学生の頃には

学校の図書室の棚にある本を全部読みたいと放課後には足しげく図書室に通い、友達の

家に遊びに行っても知らない本がある本棚の前に行くと夢中になって本を読ませてもら

うような本を読むことが大好きな子供でした。それ以来、中学、高校時代と、勉強のた

めというよりは、宇宙や世界の不思議を想像し、恐竜やその恐竜が繁栄した時代に思い

を巡らせ、遠い国の人々の生活や自然の景色が載った写真集を眺め、古今東西の名作に

心を打たれ、なかなか購入できずにいた読みたい本たちに会える楽しみ…そんなワクワ

ク感、本と親密な雰囲気になれる図書館に通い読書を楽しんでいたんだと思い出しまし

た。ですが、いつのころからか、図書館は仕事に関連する図書や雑誌を必要な時に探す

場になっていました。もしかすると、私の生活は殺伐としているのでは？！ということ

に気が付かされました。皆さんはどうでしょうか？大学生として図書館の様々な機能や

たくさんの資料を活用して勉強に励むことはもちろんとても大切なことですが、体を元

気にするためにおいしい食べ物を楽しんで食べるように、本から心に栄養を注入し、心

を元気にして「学びたい！」と思う状態に整えることも大切ですね。春です。新しい本

との出会い、心からのワクワクを求めて、図書館に行こう！ 

鹿内 彩子 
栄養学科教授 

シカナイ    サイコ 

図書館へ行こう！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楽しく学べる本との出会い 
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教職員のおすすめ本 

 

この本との出会いは、5年程前に札幌で行

われた学会に参加した時でした。当時私は、

消化器外科病棟で看護師として働いていま

した。学会参加の経験が少なかったので雰囲

気を楽しみながら、発表を見たり、聞いたり

しました。 

そんな中、学会に関連した書籍がずらりと

並んでおり、ビビっときたのがこの本でし

た。まず、表紙の「ドレーンは語る」に興味

を引かれ、中を確認後購入を即決定しまし

た。消化器外科病棟では、術後ドレーン管理

が必要な患者さんが沢山おり、まさにドレー

ンの How to が 1 冊に分かりやすくまとめ

て書いていました。この本の良い所は、「可

愛らしさ」「読みやすさ」です。「はたらく細

胞」というアニメのように難しい病態を可愛

くキャラクター付きで記載しているページ

もあります。患者さんにドレーンが挿入され

てから、抜去されるまでどのような看護が必

要かを楽しく学べる本だと思います。また、

正常な経過だけではなく、術後合併症が起き

てしまった時の看護も書いているので、役に

立ちました。 

今では教員として、急性期実習で病院に行

く時に持参し、学生におすすめ本として紹介

する時もあります。 

他にも、可愛らしい表紙に引かれて購入し

た本がいくつかあります（心電図を見るとド

キドキする人のためのモニター心電図レッ

スン；医学書院、オールカラーまるごと図解

循環器疾患；照林社）。皆さんも、表紙が好

きな本を見つけて、勉強してみるのもいいか

もしれませんね。 

『まるごと図解

循環器疾患 :  

オールカラー』 

大八木秀和 

照林社 

492.926||O94 

『ドレーンは語

る  : 消化器外

科術後アセスメ

ント』 

夏目誠治 

メディカ出版 

494.65||N58 

『心電図を見ると

ドキドキする人の

ためのモニター

心電図レッスン : 

practical ECG 

monitoring』 

大八木秀和 

医学書院 

492.123||O94 

クドウ   ワカコ 

看護学科助手 工藤 若子 

 

https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784840461153)
https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784260016179)
https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784796523066)


 

  

平和と戦争は表裏一体の関係にあります。

昨年来、欧州における NATO 拡大と将来のウ

クライナ加入の可否を巡ってロシアと欧米

諸国は対立していましたが、2 月 24 日早朝

に突如としてロシアはウクライナに軍事侵

攻して戦争状態になりました。その火種はナ

イチンゲールが看護婦として従軍したクリ

ミア戦争の頃(19 世紀中頃)に遡ることがで

きます。日本ではこれからも平和が存続する

のでしょうか。鎖国の江戸時代に別れを告げ

て、明治の日本は富国強兵へと国家の近代化

を図りました。日露戦争で勝利を収めたのち

も、なぜか日本は戦争をくり返して昭和 20

『戦争という

もの』 

半藤一利 

PHP研究所 

210.75||H29 

年には全国が焦土と化しました。それから七

十余年経過して戦争の体験談を聞く機会も

なくなりつつあります。現代史は入試問題の

対象にならないこともあり学校教育では避

けられていますが、未来の日本が平和であり

続けるためどうすれば良いのかを考える上

で、若人の皆さんには戦争のことを是非知っ

てほしいと思います。昨年亡くなった半藤一

利氏には戦争に関する多くの著書がありま

すが「戦争というもの」は入門書としては読

みやすいと思います。その延長線上になりま

すが、戦争に至った現代から遡って日本の国

の成り立ちを知る上で、司馬遼太郎の「この

国のかたち」もお勧めします。すると明治以

後の日本が戦争に負けるべくして負けたの

だということが良くわかります。 

 明治の文豪夏目漱石の小説「三四郎」の中

で、ある先生が「日本で誇れるものは富士山

くらいだ。自然以外にはない。」と言い、三四

郎が「日本もこれから伸びていくのでは」と

の問いかけに「いや滅びるね」と答えます。

昭和 20 年を予言していたかのようでした。

口語体の文章の完成は漱石に始まるとも言

われていますので、「坊ちゃん」と合わせ一
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教職員のおすすめ本 

『 この国のかた

ち』 

第 1巻～第 6巻 

司馬遼太郎 

文春文庫 

文藝春秋 

914.6||Sh15||1～6 

『坊っちゃん』 

夏目漱石 

新潮文庫 

新潮社 

913.6||N58 

『三四郎』 

夏目漱石 

新潮文庫 

新潮社 

913.6||N58 

 

理学療法学科教授 

尾﨑 勇 
オザキ   イサム 

https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784569849652)
https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?ID=(001749654 OR  001749662 OR 001749670 OR 001749688 OR 001749696 OR 001749704)
https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784101010045)
https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784101010038)


 

 

読をお勧めします。明治時代の日常の雰囲気

を感じることができると思います。昭和の戦

争前後時代では青森が生んだ太宰治の文学

をお勧めします。短編小説の「津軽」「女生

徒」「ヴィヨンの妻」「人間失格」などなど現

在では i 文庫でたくさん楽しむことができ

ます。 
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教職員のおすすめ本 

『ヴィヨンの

妻』 

太宰治 

新潮文庫 

新潮社 

913.6||D49 

 

『人間失格』 

太宰治 

新潮文庫 

新潮社 

913.6||D49 

『津軽』 

太宰治 

新潮文庫 

新潮社 

913.6||D49 

『女生徒』 

太宰治 

角川文庫 

角川書店 

913.6||D49 

i 文庫とは・・・ 

iPad・iPhone・iPod touch で 

電子書籍を読むためのアプリケーションです。 

 インストールすると、 

青空文庫に収録されている１万冊以上の本を読むことができます。 

青空文庫は、著作権が消滅した名著や著者が許諾した作品を集めて電子化し、 

無料公開しているサイトです。 

青空文庫へは iOS 以外からでもアクセス可能です。 

https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784101006048)
https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784041099155)
https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784101006031)
https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784101006055)
https://ipn.sakura.ne.jp/ibunko/
https://ipn.sakura.ne.jp/ibunko/
https://www.aozora.gr.jp/
https://www.aozora.gr.jp/
https://www.aozora.gr.jp/
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精神保健福祉にかかわる生活支援活動や運

動を行ってきた民間団体の知と経験がコン

パクトに凝縮された一冊です。ソーシャルワ

ークは価値に根ざした専門職と言われるこ

とがありますが、大切にすべき視点や姿勢を

読者に問いかけます。 

『もう一つのソーシャルワーク実践―障害

分野・災害支援・国際開発のフロンティアか

ら』東田全央 大阪公立大学共同出版会 

 災害被災地や「障害と開発」等における実

践事例を通じてミクロからマクロのレベル

までのソーシャルワークの可能性と課題を

問う一冊です。なお、国際開発におけるソー

シャルワークに関心のある方には、拙著「国

際開発ソーシャルワーク入門」（大阪公立大

学共同出版会）もおすすめです。 

『もう一つの社会心理学―社会行動学の転

換に向けて』K.J.ガーゲン（著） 杉万俊夫

ら（監訳）ナカニシヤ出版 

 現実は社会的に構築されるという社会構

成主義の観点から、理論実証主義に対して批

判的な考察を繰り広げる名著です。ガーゲン

の書籍は他にもいくつか翻訳されており、ど

の書籍からでも多くを学ぶことができます。 

『「もう 1 つの価値」に出会

う : 50 のエピソードで綴る

50のヒント』 

やどかりの里 50 周年記念出版編

集委員会編 

やどかり出版 

369.28||Y13 

 社会福祉士や精神保健福祉士の国家資格

の取得を目指すためには、諸科目で使用され

る養成用テキスト等を活用して基本的な知

識や技術を学ぶことは重要です。しかし、大

学生として、それらに加えて、より多角的な

視点を養うことも期待されます。そこで、「も

う一つ」の視点を学ぶきっかけとなりうる３

冊をご紹介します。 

『「もう１つの価値」に出会う―50のエピソ

ードで綴る 50のヒント』やどかり出版 

 法制度が整っていない 1970年代から地域 

 

 

『もう一つのソーシャルワ

ーク実践 : 障害分野・災

害支援・国際開発のフロン

ティアから』 

東田全央 

大阪公立大学共同出版会 

369.16||H55 

『もう一つの社会心理学 : 

社会行動学の転換に向け

て』 

Kenneth J.Gergen 

杉万俊夫ほか監訳 

ナカニシヤ出版 

361.4||G36 

東田 全央 
ヒガシダ   マサテル 

前社会福祉学科助教 

https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784904185483)
https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784909933195)
https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(4888484023)
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教職員のおすすめ本 

日常に刻まれた読書は我々に、教養や研

究、趣味、リフレッシュなど実に多様な目的

を省察させてくれます。ここに紹介する図書

も、まだ見ぬひらめきや共鳴を与えてくれる

のではないでしょうか。 

コロナ禍の今日、リモートやハイブリッド

において学びを深化させる時、授業者側には

技術が、学習者側には準備が求められます。

社会全体ではテレワークも推奨されていま

す。『医療者のための教える技術』『新型コロ

ナウィルス感染症からの教訓』では、そのこ

とに資する具体的な指針が示されています。 

また学修の中には用具的側面があり、読解

や探索の力が重要であると同様に、表現、創

造に加え、実社会の中で課題を発見する、あ

るいは他者と議論・交流する力の育成が不可

欠です。『知的文章術入門』、『グループディ

スカッション』から得られるものは大きいと

思います。 

さて、日常の中で皆さんは何かに依存して

いるということはありますでしょうか。筆者

は朝昼晩のコーヒーをもう少し量を減らさ

なければいけないなと感じています。自分を

客観的に見つめ直すためにも、『あなたもき

っと依存症』は非常に役に立つと思います。 

花吹雪が希望を語る季節、新入生の皆さん

ご入学おめでとうございます。学生の皆さ

ん、我々大学教職員一同がそれぞれに、大学

教育の在り方を今一度捉えなおすことは、有

意義ではないでしょうか。『大学での学び』

に参考となる知見が示されています。 

大学図書館という名の推論や感性の銀河

に、心ゆくまでその身をうずめ、観念をとき

放ちつつも、読書の冒険を通じて、新しい自

分と出会い対話することを是非、楽しんでく

ださい。 

『医療者のための教える技術 : 

オンラインと対面のハイブリッド

教育研修』 

杉浦真由美 

メディカ出版 

490.7||Su48 

『新型コロナウイルス感染症

<COVID-19>からの教訓  : こ

れまでの検証と今後への提言』 

帝京大学大学院公衆衛生学研究科編 

大修館書店 

498.6||Te25 

『グループディスカッション  : 

心理学から考える活性化の

方法』 

西口利文ほか 

金子書房 

電子書籍 

『あなたもき

っと依存症 : 

「快と不安」

の病』 

原田隆之 

文春新書 

文藝春秋 

493.74||H32 

『知的文章

術入門』 

黒木登志夫 

岩波新書 

岩波書店 

816||Ku75 

 

『大学での学び : その哲学と

拡がり』 

田中俊也 

関西大学出版部 

電子書籍 

 

 

栄養学科准教授 

アサダ   ユタカ 

浅田 豊 

 

https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784840475808)
https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784469269215)
https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784004318972)
https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784166613045)
https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784760824359)
https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784873547251)
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教職員のおすすめ本 

 

私は音楽―とりわけロックが好きで、中で

も愛してやまないのが GOING UNDER GROUND

というバンドである。このバンドメンバーと

親交が深い小説家、中村航の作品もまた、愛

してやまない。 

中村氏もかつてはバンドマンであり、工業

系の大学を卒業後は、エンジニアとして働い

ていたという。その経験からか、作中には音

楽ネタや、本筋には無関係のような機械類が

『あなたがここ

にいて欲しい』 

中村航 

祥伝社 

913.6||N37 

『あのとき始ま

ったことのす

べて』 

中村航 

角川書店 

913.6||N37 

登場することが多い。『ぐるぐるまわるすべ

り台（2004年）』『あなたがここにいて欲しい

（2007年）』は、超有名バンドの曲名の和訳

でもある（同曲は作中にも登場する）。他に

も金属を磁化する「マグネタイザー」や、重

いものをエア圧で持ち上げる「バランサー」

といった機械が登場するのだが、これらは物

語の中で重要なモチーフとなる。 

 自分の経験が、後にどのような影響をもた

らすかは不確定だ。だけど、全て繋がってい

ることは確かで、その結末が報われること

を、私たちは祈らずにはいられない。『あの

とき始まったことのすべて（2010年）』は、

私の一番のお気に入りだ。 

保健大では、保健・医療・福祉の専門分野

を学ぶことができ、社会ではそれらの知識を

存分に活かすことができる。学生の皆さんに

は、学業のみならず、学生生活で起こる一つ

一つを心に留め、4年間を精彩に富み、厚み

のあるものにしてほしいと思う。全ては今こ

の瞬間に始まり、まだ見ぬ未来のあなたに集

約していく、その連続なのだから。 

『ぐるぐるまわ

るすべり台』 

中村航 

文藝春秋 

913.6||N37 

 

タカヤ   ケン 

髙谷 憲 

キャリア開発・研究推進課主事 

https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(4163230009)
https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784396632885)
https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784048740425)


 

『100 回泣くこ

と』 

中村航 

小学館 

913.6||N37 

『僕の好きな

人が、よく眠

れますように』 

中村航 

角川書店 

913.6||N37 

『絶対、最強

の恋のうた』 

中村航 

小学館 

913.6||N37 

『トリガール!』 

中村航 

角川マガジンズ 

913.6||N37 

『リレキショ』 

中村航 

河出書房新社 

913.6||N37 

『夏休み』 

中村航 

河出書房新社 

913.6||N37 
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https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784048738880)
https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784047318687)
https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(4093861773)
https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(4093861544)
https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(4309015522)
https://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(4309015158)


 

保健大生の皆さん、こんにちは！大学生

活は充実しているでしょうか。友人との時

間やサークル活動、アルバイトなど様々な

時間の中で最も大切なのは学業であると

思います。しかし家にいるとどうしても勉

強できなかったり、必要な情報が足りなか

ったり…。そんな時に図書館の良さに気づ

いた私は、充実した毎日を送っています！

ここで皆さんにも図書館利用のメリット

を紹介したいと思います。 

 まず、大学生活においてレポートを書く

機会が多くなってきます。本学の図書館で

は医療に特化した書籍が多く、蔵書検索に

より簡単に利用することが出来ます。自主

学習の際にも、授業で使う教科書や参考書

などが豊富に取り揃えられているため、質

の良い学習に取り組むことが出来ます。私

は、実習前に自分の行く病棟の主な疾患に

ついての情報収集にとても役立ちました。 

 二つ目は無人開館についてです。通常開

館以外に朝は 6:00 から、夜は 24:00 まで

開館しています。テスト期間、長い時間集

中して勉強に取り組みたい人にオススメ

です。また、授業が終わってからやアルバ

イトまでの隙間時間、テスト当日に朝から

直前まで頭に詰め込みたい！というとき

など様々な場面で活用できます。休日に早

起きをして図書館で勉強すると、時間を有

効活用出来て、成績アップにもつながるの

では？ 

 三つ目は友人が周りで頑張っている姿

を見ることで、「みんなも頑張っているか

ら自分も頑張ろう！」「自分も負けたくな

い」と勉強へのモチベーションにつながる

ことです。テスト期間は勉強が思うように

うまくいかず、悩むことが多かったです

が、図書館に行くと頑張っている友人が沢

山。「自分も頑張らなきゃ」と毎日勉強に励

むことが出来ました。一人だとどうしても

勉強に身が入らない…そんな人は是非！

図書館で勉強してみては？ 

 図書館活用で豊富な知識が手に入るだ

けでなく、友人の大切さまで感じることが

出来ています。皆さんも図書館利用のルー

ルをしっかり守りながら、4 年間の大学生

活を質の良い濃い時間とするため、図書館

に足を運んでみてはいかがでしょうか。新

しい発見があるかもしれません！ 

学生の図書館活用方法 

看護学科 3年 

音喜多 芽衣 

図書館のいいところって？ 

学生の図書館活用術 
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私が図書館を使わせていただく一番の

目的は何と言っても勉強である。やらなけ

ればいけない課題や定期試験への勉強を

頑張りたいと思うとき、私は迷わず図書館

へ足を運ぶ。私が図書館を頻繁に勉強に利

用する理由は大きく 3 つある。1 つ目は学

生にとっての必要な資料が豊富であると

いう点だ。課題に行き詰ったときは気軽に

参考の資料を探すことが出来る。また、蔵

書検索によってキーワードから自分の探

したいものを素早くピックアップできる

のも便利な点である。3 階の書庫の中から

も探すことが出来たり、検索の幅も広い。

集中できる環境に加えて、困ったときの助

けがあることは学生にとって大変ありが

たいことである。2 つ目は自分に合ったス

タイルで勉強出来るという点である。座席

数が多いことに加えて、完全個別のスペー

スも設置されている。私は集中して暗記し

たいと望んだ日には、よく完全個室で勉強

する。また、調べたいものがたくさんある

ときは本棚が近いスペースで勉強するな

どの工夫もできる。本や資料によってかな

り場所が細分化されている点も便利であ

る。3 つ目は学生にとってかなり長い開館

時間である。19時以降の無人開館により 24

時まで利用可能であり、今日は絶対に頑張

らないといけないという日などは決まっ

て足を運ぶ。私自身、自宅での勉強は集中

力が低下してしまう傾向があるため図書

館が長時間開館されているというのは非

常にありがたい。その上で、行き詰った時

には冷静に本や資料も探すことが出来る

ため集中力も保ちやすい。しかしその分、

夜遅くまで巡回してくださる警備員の方

や、大学に感謝し節度を持った利用をする

ことを心掛けている。私たち学生への信頼

の上で開館されていることを忘れずに、集

中できる環境づくりが何よりも大切であ

る。まとめとして、勉強に対して必要な環

境と数多くの資料が整えられていること

が、私が図書館を利用する理由である。 

理学療法学科 3年 

A.S 

図書館と私の勉強 
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執筆者本人の希望で匿名となっています。 



シリーズ「図書館を使いこなそう」第 37回 

 

メディカルオンライン最新情報 

新たな情報管理ツール「Myコレクション」と 

変わる「リモートアクセス方法」 
 

 

メディカルオンラインは、日本国内で発行された医学系雑誌と電子書籍を閲覧できる Web サイ

ト（有料）です。 

今回は、2022 年 1 月に追加された情報管理ツール「My コレクション」と、2022 年 4 月から変わ

るリモートアクセス方法についてご紹介します。自宅や実習先からメディカルオンラインを利用する

人は、この機会にぜひ確認してください。 

 

 

１ My コレクションでできること 

以前から、メディカルオンラインには My ページという機能がありましたが、この My ページの中

に My コレクションという新しいメニューが追加されました。 

 

 My コレクションの主な機能 

➢ 「文献」「イーブックス（電子書籍）」の情報もお気に入りとして登録・管理できる 

➢ 外部の Web サイト、Youtubeへのリンクも登録・管理できる 

➢ 登録した文献の書誌データを外部の文献管理ソフト (Endnote、Mendeley、Refworks、

Zotero など)へエクスポートすることができる 

➢ Pubmed から書誌データをインポートすることもできる 

 

以前の My ページでは、「くすり（医薬品）」「プロダクト（医療機器）」の情報をお気に入りとして登

録することができましたが、さらに「文献」「イーブックス（電子書籍）」の情報も登録することができ

るようになりました。以前、お気に入りとして登録したデータは、My コレクションへ移行されます。 

My ページ（My コレクションを含む）を利用するためには、My ページ登録が必要です。登録手順

については、「４ Myページの登録手順」をご覧ください。 
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２ My コレクションの使い方  

メディカルオンラインの提供元である株式会社メテオが作成した、各機能の紹介動画（YouTube 

チャンネル）があります。詳細については、ぜひ動画をご覧ください。 

       

参照 URL（2022/3/28） 

https://www.youtube.com/watch?v=2gipFBWPtwI&list=PL9BirAY--QlCzXprUHZ72mIUAUCXHvSBZ&index=1 

 

（１）My コレクション概要  

My コレクションと従来の Myページとの違いを紹介しています。 

https://www.youtube.com/watch?v=2gipFBWPtwI&list=PL9BirAY--QlCzXprUHZ72mIUAUCXHvSBZ&index=1 

 

（２）My コレクションへの追加 

検索結果から My コレクションへ保存する方法を紹介しています。 

https://www.youtube.com/watch?v=hSy4jnIU4Ao&list=PL9BirAY--QlCzXprUHZ72mIUAUCXHvSBZ&index=2 

 

（３）雑誌の追加、新着情報 

メディカルオンラインに収録されている雑誌を My コレクションへ登録すると、最新号掲載のお

知らせが届くほか、雑誌単位でバックナンバーの文献情報を表示させることができること等が紹

介されています。 

https://www.youtube.com/watch?v=yMrhE-fJRvo&list=PL9BirAY--QlCzXprUHZ72mIUAUCXHvSBZ&index=3 

 

（４）ラベル付け・絞り込み 

My コレクションに保存したデータにラベルを付けることによって、データをラベル単位で整理

することができるそうです。また、ラベルによって、「文献」「電子書籍」といった各コンテンツの保

存したデータを横断的に絞り込むことができると紹介されています。 

https://www.youtube.com/watch?v=PwvX1zdqhcY&list=PL9BirAY--QlCzXprUHZ72mIUAUCXHvSBZ&index=4 
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（５）書誌データ（インポート、エクスポート） 

My コレクションで管理している文献・電子書籍の書誌データをエクスポートする方法と、

PubMed から文献の書誌データをインポートする方法が紹介されています。 

https://www.youtube.com/watch?v=XdbarRw1SyM&list=PL9BirAY--QlCzXprUHZ72mIUAUCXHvSBZ&index=5 

 

（６）Web サイト、YouTube動画の追加 

Web サイトや Youtube にアップされている動画を My コレクションに登録する方法が紹介され

ています。登録する場合は、事前に My コレクションの拡張機能を Google Chrome にインストー

ルする必要がありますが、その手順も紹介されています。 

https://www.youtube.com/watch?v=mRPOm0TOToU&list=PL9BirAY--lCzXprUHZ72mIUAUCXHvSBZ&index=6 

 

 

３ 新しいリモートアクセス方法（令和 4年 4 月 1日から） 

 リモートアクセスとは、学内ネットワーク又は大学 Wi-Fi の外からアクセスして利用することをい

います。このリモートアクセスを利用できる人は、現在本学に在籍している学部学生・大学院生・

教職員に限られます。在籍していない人（学外者、卒業生を含む）は利用できませんのでご注意く

ださい。 

 

【従来のアクセス方法】 

 図書館からお知らせする ID・パスワードを使って、メディカルオンラインのサイトにログインする。 

 

 

 

 

【新しいアクセス方法】 

リモートアクセスを利用したい人が、事前に、学内ネットワーク又は大学 Wi-Fi 経由でメディカル

オンラインにアクセスし、Myページ登録をする。 

リモートアクセス時には、登録時に入力したメールアドレス（ログイン ID）とパスワードでログイン

する。 
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４ Myページの登録手順 

（１） 学内ネットワーク又は大学 Wi-Fi経由で、メディカルオンラインのサイトを開き、「Myページ

新規登録」をクリックする 

   【URL】https://www.medicalonline.jp/ 

        

※学内ネットワーク又は大学 Wi-Fi 経由でアクセスすると、右側に大学名が表示される 

 

（２）会員規約と個人情報の取扱いについて同意した上で、名前等の情報を登録する 

   ※入力したメールアドレスは、今後 Myページにログインするための ID となります。 

     メールアドレスは、自由です。大学のドメイン（auhw.ac.jp）である必要はありません。 

          

  

   

  →登録後すぐ、入力したメールアドレス宛に「仮登録」のお知らせメールが届く 

Myページ新規登録 
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（３）メール到着後 24時間以内に、学内ネットワーク又は大学 Wi-Fi 経由でメール本文に書かれ

ている URLへアクセスする 

 

＜通知メール＞ 

 

   ＜メール本文＞ 

         
 

（４）パスワードを入力し、登録を完了する 

   ※自分のパスワードを 6文字以上 20文字以内（半角英数）で設定してください。 

        

  

 

   ※Myページ登録の有効期限について 

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日までの間に Myページ登録した場合の ID・パ

スワードの有効期限は、令和 5年 3月 31日となります。令和 5年 4月 1日以降に登録した

場合の有効期限は未定です。 
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５ Myページへのログイン 

【学内ネットワーク又は大学 Wi-Fi 経由でアクセスする場合】 

メディカルオンラインのトップページから Myページにログインしてください。 

        

        

【学外からアクセスする場合】 

メディカルオンラインにアクセスし、「リモートログインはこちらへ」をクリックしてください。リモート

アクセス認証の画面が開きますので、自分の ID・パスワードを入力してログインしてください。 

                       

Myページログイン 

※スマートフォンからアクセスした画面 
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参加者本人の希望で匿名のことがあります。 

 

 

  
「図書館にあったらいいな」と思う本を学生さんに選

んでもらうブックハンティング。2021年度は 5名が参

加し、インターネット書店での選書のほか、本の展示

とポップの作成にも挑戦してもらいました。 

展示の様子と併せて、選ばれた本をご紹介します。 

看護学科 3年 S．Kさん 

書名 著者名 出版社名 ISBN 請求記号 

これからの時代のお金に強い人、弱い人  
サチン・チョードリー

著 
フォレスト出版 9784894519886 159||C57 

1%の努力  ひろゆき著 ダイヤモンド社 9784478108499 159||H75 

多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。  Jam マンガ・文 
サンクチュアリ出

版 
9784801400535 159||J17||1 

多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 続: 

孤独も悪くない編 
Jam マンガ・文 

サンクチュアリ出

版 
9784801400825 159||J17||2 

お前のために生きてないから大丈夫です : カマ

たくの人生ざっくり相談室  
カマたく著 KADOKAWA 9784046803627 159||Ka31 

装いの心理と行動 : 被服心理学へのいざない  
小林茂雄, 藤田雅夫編

著 

アイ・ケイコーポ

レーション 
9784874923481 383.1||Ko12 

看護師のための語彙力・対話力 : あなたの印象

と評価を変える知っておきたい"言葉のマナー"  
吉田裕子著 日本医療企画 9784864397247 492.9014||Y86 

一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」

をください!  
井戸美枝著 日経 BP 9784296106028 591||I19 

52 ヘルツのクジラたち  町田そのこ著 中央公論新社 9784120052989 913.6||Ma16 

満月珈琲店の星詠み  
望月麻衣著 ; 桜田千

尋画 
文藝春秋 9784167914004 913.6||Mo12 

推し、燃ゆ  宇佐見りん著 河出書房新社 9784309029160 913.6||U92 

世界は救えないけど豚の角煮は作れる  にゃんたこ著 KADOKAWA 9784048969253 914.6||N99 

仕事は楽しいかね? : 会社の宝になる方法  
デイル・ドーテン[著] ; 

太田清五郎監訳 
きこ書房 9784877712112 933.7||D45 

仕事は楽しいかね? : 最終講義  
デ イ ル ・ ド ー テ ン 

[著] ; 中村佐千江訳 
きこ書房 9784877712976 933.7||D45 

仕事は楽しいかね? [1] 
デイル・ドーテン著 ; 

野津智子訳 
きこ書房 9784877710781 933.7||D45||1 

仕事は楽しいかね?  2 
デイル・ドーテン著 ; 

野津智子訳 
きこ書房 9784877710835 933.7||D45||2 
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理学療法学科 3年 2名 

書名 著者名 出版社名 ISBN 請求記号 

セラピスト達のための教化書 : 臨床家諸君!! 山口光國執筆 メジカルビュー社 9784758318921 492.5||Y24 

リハで読むべき運動器画像 瀧田勇二著 メジカルビュー社 9784758319201 493.6||Ta73 

阪和人工関節センターTKA マニュアル : basic 

course 
格谷義徳著 メジカルビュー社 9784758318679 494.77||Ka14 

知りたいことがよく分かる整形外科 Q&A ハンド

ブック 
井尻慎一郎著 創元社 9784422410937 電子書籍 

 

 

社会福祉学科 4年 内田慈朗さん 

書名 著者名 出版社名 ISBN 請求記号 

大衆の反逆  
オルテガ・イ・ガセット著 ; 佐々木

孝訳 
岩波書店 9784003423110 136||O71 

歴史とは何か  E.H. カー著 ; 清水幾太郎訳 岩波書店 4004130018 201||C22 

コミンテルンとスペイン内戦  E.H.カー [著] ; 富田武訳 岩波書店 9784000271653 236||C22 

幻のオリンピック  川成洋著 筑摩書房 4480041613 236||Ka96 

永遠のファシズム  
ウンベルト・エーコ [著] ; 和田忠

彦訳 
岩波書店 9784006003883 311.8||E19 

ロバート・キャパ写真集  
[ロバート・キャパ写真] ; ICP ロバ

ート・キャパ・アーカイブ編 
岩波書店 9784003358016 748||C16 

老人と海  ヘミングウェイ [著] ; 高見浩訳 新潮社 9784102100189 933.7||H52 

誰がために鐘は鳴る 上巻 ヘミングウェイ [著] ; 高見浩訳 新潮社 9784102100165 933.7||H52||1 

誰がために鐘は鳴る 下巻 ヘミングウェイ [著] ; 高見浩訳 新潮社 9784102100172 933.7||H52||2 

1984 
ジョージ・オーウェル[著] ; 田内志

文訳 
KADOKAWA 9784041092453 933.7||O71 

パリ・ロンドン放浪記  
ジョージ・オーウェル作 ; 小野寺

健訳 
岩波書店 4003226224 936||O71 

カタロニア讃歌  
ジョージ・オーウェル著 ; 都築忠

七訳 
岩波書店 4003226232 936||O71 

王道  
アンドレ・マルロー [著] ; 渡辺淳

訳 
講談社 4061982095 953.7||Ma39 

希望 上巻 アンドレ・マルロー著 ; 岩崎力訳 新潮社 410200405X 953.7||Ma39||1 

希望 下巻 アンドレ・マルロー著 ; 岩崎力訳 新潮社 4102004068 953.7||Ma39||2 

ダイヤモンド広場  
マルセー・ルドゥレダ作 ; 田澤耕

訳 
岩波書店 9784003273913 959.9||R59 

サラミスの兵士たち  
ハビエル・セルカス著 ; 宇野和美

訳 
 9784309205038 963||C29 
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栄養学科 4年 奥山ほのかさん 

書名 著者名 出版社名 ISBN 請求記号 

「繊細さん」の本 : 「気がつきすぎて疲れ

る」が驚くほどなくなる  
武田友紀著 飛鳥新社 9784864106269 146.8||Ta59 

+(プラス)1cm(センチ) Love(ラブ) : たっ

た 1cm の差があなたの愛をがらりと変え

る  

キム・ウンジュ文 ; ヤン・ヒョ

ンジョンイラスト ; カン・バ

ンファ, 文響社編集部訳 

文響社 9784866511504 159||Ki31 

+(プラス)1cm(センチ)Life(ライフ) : たっ

た 1cm の差があなたの未来をがらりと変

える  

キム・ウンジュ文 ; キム・ジェ

ヨンイラスト ; 小笠原藤子訳 
文響社 9784866513430 159||Ki31 

+(プラス)1cm(センチ) : たった 1cm の差

があなたの世界をがらりと変える  

キムウンジュ文 ; ヤンヒョン

ジョンイラスト ; 簗田順子, 

文響社編集部訳 

文響社 9784905073352 159||Ki31 

イラッとされないビジネスマナー社会常識

の正解  
尾形圭子監修 

サンクチュアリ

出版 
9784861139505 336.47||I63 

栄養素図鑑と食べ方テク : もっとキレイ

に、ずーっと健康  
中村丁次監修 朝日新聞出版 9784023331570 498.55||A82 

一生役立つきちんとわかる栄養学 : マン

ガで図解で見てわかる : 最新データ対応!  
飯田薫子, 寺本あい監修 西東社 9784791626229 498.55||I85 

オトナ女子のための美しい食べ方マナー  諏内えみ著 三笠書房 9784837926900 596.8||Su73 

下ごしらえと調理テク : もっとおいしく、

料理の腕が上がる!  
朝日新聞出版編著 朝日新聞出版 9784023330917 596||A82 

新謎解きはディナーのあとで  東川篤哉著 小学館 9784093866088 913.6||H55 

掟上今日子の退職願  西尾維新著 講談社 9784062199063 913.6||N86 

掟上今日子の家計簿  西尾維新著 講談社 9784062202701 913.6||N86 
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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 37号  

 

令和 4年 4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 

 

青森市で山というと八甲田連峰です。大学からもよく見えます。 

一方、津軽富士として有名な岩木山は、弘前市やその周辺の市町村の山と

いうイメージがありました。 

実は、図書館 3階の自習室の窓からは、岩木山が見えます。天気の良い日、

特に夕焼けのきれいなときがオススメです。 

同じく図書館 3階の研究個室で勉強していた学生さんから、花火が見えた

と聞いたことがあります。 

今日もがんばって勉強しているあなたを見守ってくれているかもしれませ

ん。 

図書館 3階からの眺め 




