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開館時間

開館カレンダー

LIBRARY NEWS

平日（通常）
9時～21時
平日（夏季・冬季・春季休業期間） 9時～17時
※利用制限時間があります。この時間は入館および館内に滞在するこ
とはできません。
平日（通常） 8時45分～9時, 20時55分～21時
平日（休業期） 8時45分～9時, 16時55分～17時

特別利用
カレンダーの背景色は、特別利用の期間を表しています。特別利用とは、
閉館後でも図書館が利用できるものです。
学生のみなさんが特別利用をするには、学年毎に実施する特別利用説
明会への参加と、利用申請が必要です。
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 図書館長のご挨拶
私のお勧め本

～新学期特別版～
神成陽子先生・春見達郎先生ほか

 お知らせ

詳細は、「学生生活のしおり」「図書館利用規程」「特別利用細則」、
図書館ホームページをご覧ください。
http://lib.asahikawa-med.ac.jp

開館カレンダー・イベント予定・ガジェットダイスキ。（仮）

図書館長のご挨拶～新入生の活躍に期待して
生命倫理学の基本を学ぼう
旭川医科大学図書館長

今年もやります！楽しいイベント
「図書館ツアー」
大学図書館が初めての方も、
そうでない方も、どなたでも参加できます。
おおよそ２０分で館内を巡ってご紹介します。
ポスターや図書館のお知らせをご覧ください。ご参
加をお待ちしています！
「ブックハンティング」
学生のみなさんが、図書館に置く本を選べ
るイベントです。本屋さんに出かける回と、
図書館内にミニミニ本屋さんを開く回があり
ます。お出かけの回は7月を予定していま
す。また、今年のミニミニ本屋さんは、職員
の方にも選んでいただける予定です。
どうぞお楽しみに！

皆さんは普段どれだけの文房具を持ち歩いて
いますか？ 最近は板書もスマホでカシャッと済ませるから
いつも手ぶらだよ～なんて人は流石にいませんよね!? しっかりペンケースを持ち
歩いている人でも、ホッチキスを常備しているのは少数派なようで、
図書館のカウンターにはレポート提出日になると沢山の方が借りに来
ます。でも閉館時には対応できませんし、基本的に文房具類は自分で
用意して頂きたい…。そこで小さくて邪魔にならないタイプなら如何
でしょう。「たためるホッチキス」「コンパクトホッチキス」等の商
品名で各社から発売中。キーホルダーにできるのもありますよ！

新棟

ちなみに、昔は自由に使って貰えるようコピー機近くに置いてあったのですが、
何個も何個も何個も持って行かれてしまったため、とうとう置けなくなった、
という悲しい歴史があります。サービスにも限界はあるのです。あ、あと、
もし ”持ってる友達に毎回借りてるから大丈夫”という人がいたら、ホドホド
にしといたほうがいいですよ…気付かないうちに陰で嫌われてたなんてことにな
るかもしれません…。ジャイアン、ダメ、ゼッタイ。

館内でできること・できないことetc…

「サイエンスカフェ」
本学の先生が、ご自身の研究を！臨床を！
夢や生活を！熱く語るイベントです。
図書館内のオープンなスペースで開催しま
すので、お気軽にご参加ください。
もちろん、参加者のみなさんとの質疑応答も
ありますよ！
～展示いろいろ～
テーマを決めた展示を随時行っています。
４月は、新入生向け「教員・職員からのオス
スメ本」です。医療従事者には欠かせない
生物の基礎を学ぶ本、新生活や自炊に役
立つ本を１階の展示コーナーに並べていま
す。ぜひお越しください！

視聴覚コーナーでは、
AV資料を使わない
自習はできません。

利用者用
コンセントが
利用
できます。

入り口
ホールで
食べて
ください。

試行中

通話は、
携帯電話
ボックスで
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藤尾 均

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。皆さんの学生生活が実り
豊かなものになるよう祈っています。
このライブラリーニュースは平成24年４月に第１号を出し、以来、月１
回のペースでコンスタントに発行してきました。Ａ４サイズわずか２頁
（今号は特別に４頁）のささやかなチラシですが、ブックハンティングや
サイエンスカフェなど図書館イベントの案内、教員によるお薦め本の紹介、
利用手続きをはじめとする大切なお知らせなど、毎回、小粒でもピリリと
辛い内容になっていて、学生・教員を問わず本紙の固定的なファンも少な
くありません。皆さんの学生生活にもぜひ本紙を生かしていってください。
バックナンバーはすべて図書館ホームページで読むことができます。
医学といえば最も基本となる学問分野は解剖学で、同様に看護学といえば基礎看護学でしょう。そ
こで本年度初回にあたる今号では、その解剖学と基礎看護学のエキスパートである春見先生と神成先
増築棟外観
生に、新入生向けのお薦め本を紹介していただきました。さらに、図書館長である私からも、自己紹
介も兼ねて１冊紹介します。
医師も看護職者（看護師・保健師・助産師）も、患者さんのいのちに深くかかわる職種ですから、
いのちにかかわる倫理を探究する生命倫理学は、極めて大切な学問分野です。入学を機に、まずはこ
の学問分野の基本を把握しておくとよいでしょう。私は、ここ３年ほどは教壇から遠ざかっています
が、かつては１年生を対象に、医学科では「医療概論Ⅰ」、看護学科では「看護社会論」「医療史・
医療哲学」の中で、生命倫理学の講義を担当してきました。
丸善出版から「シリーズ生命倫理学」全20巻が平成24年に刊行され始めましたが、私が皆さんにお
薦めしたいのは、その第１巻にあたる『生命倫理学の基本構図』（今井道夫・森下直貴編）です。本
書の帯には、昨年105歳で亡くなられた医学界の重鎮・日野原重明先生（聖路加国際病院理事長・名
誉院長）が寄せてくださった推薦の言葉が載っています（ちなみに
日野原先生は、かつて長年にわたって本学の参与を務められ、本学は
先生から数々の貴重な御助言・御指導を賜りました）。これ１冊で生
命倫理学の基本を、無理なく無駄なく斑（むら）なく把握できます。
じつは私も 本巻の執筆者の一人で、担当した「西洋の伝統的医療倫
理」の章では、2500年余にわたる西洋の医療倫理のあゆみを１時間で
学べるように工夫しました。皆さんが高校の倫理の教科書で学んだプ
ラトン、モンテーニュ、ベーコン、ルソー、ヤスパースといった偉大
な哲学者たちが、医学・医療に関してどのような発言をしているか、
図書館での場所・
ぜひ一度、耳を傾けてみてください。高校までの学習から大学での学
背ラベルです。
習へのギアチェンジを図る貴重な機会となると信じます。
生命倫理学の
図書館を有効に活用して、疑問点はその日のうちに解消する習慣を
基本構図
身につけてください。また、授業だけでは物足りない方々は、発展学
図・2F開架/医
習のために図書館の蔵書を大いに活用してください。御健闘を祈りま
学専門
す。
W/50/Sei

＜第45回＞私のお勧め本～新学期特別版～
神成陽子先生 看護学講座

春見達郎先生 解剖学講座（顕微解剖学）
本書は、邦題から連想されるような、戦争反対の宣伝でも英雄譚でもありません。米国陸軍士
官学校（ウェストポイント）はエリート軍人を作る学校（大学）です。その1966年卒の卒業生（ウェス
トポインター）は、最も多くヴェトナム戦争で戦死し、また早期退役が最も多かったという特異な期
で、その学生時代からヴェトナム戦争の後までを描いた群像ルポルタージュです。医大の学生さ
んと同じように、ウェストポイントに集った生徒も先輩後輩の序列の下でときには馬鹿をやり、ま
た単位を取るのに苦労して卒業していきます。時はヴェトナム戦争まっただ中、一方で反戦運動
も盛り上がっている中、勇んで戦場に行く者、出来れば避けたいと画策する者、色々な人生が描
かれます。そして逝く者も、生き残る者も出てヴェトナム戦争は終結します。続いて、その後のそ
れぞれの身の振り方や家族とのかかわりに焦点を当てていきます。
上下巻で1000ページを超える大作の中では、将来へのレールが敷かれたはずのウェストポイ
ンター達でも、そのレールがさまざまであることが描かれています。読み手がウエストポイントの
学生と同年代であるときと、その20年後に読む時では本書に対する感じ方は変わってくるでしょう。
そういう意味で、長らく手元において、忙しい生活の中の息抜きにパラパラとめくって見るだけで
も良いかと思い推薦しました。ただ、図書館には用意して頂きましたが、惜しむらくは絶版ですの
で手元におくためにはamazon等で手に入れるしかありません。
書名・著者など
図書館での
配架場所

彼らはヴェトナムへ行った : 陸軍士官学校‘66年クラス 上・下
/ リック・アトキンソン [著] ; 平賀秀明訳
図書館の本は、
図・2F文庫新書コーナー BS/Kar
背ラベルの記号

先輩方のお勧め！
この本で英語
を勉強すると、
ついでに剣術
の奥義も身に
付く！世界に
羽ばたき和の
心を尊ぶアナ
タは是非読ん
でみて。

対訳・五輪書 = The book of five rings
/ 宮本武蔵著 ; ウィリアム・スコット・
ウィルソン英訳 ; 松本道弘現代語訳
図・2F開架/一般教養 837/Tai
]

この背ラベル順
に並んでいます。

直感力 / 羽生善治著
図・2F文庫新書コーナー BS/Cho
看護学生、看護師、看護師長それぞれ本人が語る本人の物語と
ノンフィクション作家の柳田邦男氏、豊富な看護経験を持つ陣田泰子
氏、看護の臨床の知を探求されている佐藤紀子氏のコメントをまとめ
た１冊です。物語の章は自分も看護をしているような感覚になります。
「マニュアルに書いていないよ～。どうすればいいの？」「看護は大
変！ってセンパイが言ってた！！」と怯えているかもしれないあなた
に「看護は面白そう」「看護をやってみよう」というエネルギーを心に
届け、「気づきの引き出し」が増えていくこと請け合いです。

その先の看護を変える気づき : 学びつづけるナースたち / 柳田邦男, 陣田泰子,
佐藤紀子編集
図・2F開架/看護学 ＷＹ/87/Son

週末作り置きのタイム
スケジュールや冷蔵庫
の活用法など、レシピ
だけではなく見ていて
も楽しめる内容です。
一人暮らしの強い味方
になる一冊だと思いま
す。
つくおき 3：時短、かんたん、パターンいろいろ/
nozomi [著]
図・2F開架/一般教養 596/Jit

本書では「直感とは、論理的思考を瞬時におこなわれるようなもの」（p.22）
と述べられています。看護でも「あれ？」「おや？」という直感が患者さんに
必要な看護を導き出すことがあります。本書は将棋棋士である羽生善治氏
が著者ですので、看護のことは書かれておりません。しかし、日常から「イン
プット以上にアウトプットを」「分からないことこそ、やってみる」など直感を磨
く行動や考え方が書かれています。将棋を全く知らない方にも、羽生と言え
ば五輪二大会連続金メダリストが思い浮かぶ方にもお薦めできる１冊です。

昨年の１年生がたくさん使った本 ～上半期の貸出上位本～

キャンベル
生物学
図・2F開架
/一般教養
460/Cam

カフーを待ちわびて/原田マハ
図・２F文庫新書コーナー BS/Kａｆ

看護技術の基本
図・2F開架/看護学
WY/100/Kan

つくおき
シリーズあります！

医歯系の物理学
図・2F開架/一般教養
420/Ish

このシリーズは分かりやすく
解説してあって、理解しやす
いのでオススメです！

ムーア人体発生学
図・2F開架/医学専門
QS/604/Moo

「なぜ?どうして? : 看護
師・看護学生のための」
シリーズ
図・2F開架/看護学
WY/18/Naz
テーマ毎に出版されてい
ます。
※人気シリーズのため、
前の版も棚に出していま
す。

染色体異常 : ヒトの細胞遺伝学
図・2F電動・旧版/医学専門
QS/677/Sen

受精卵からヒトになるまで :
基礎的発生学と先天異常
図・2F開架/看護学
WY100/Kan

トンプソン&トンプソン
遺伝医学
図・2F開架/医学専門
QZ/50/Tom

