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第４号

新春号

図書館だより
トピックス
■図書館ビューティークラブ（TBC）が行ったアンケート調査結果を公表！
教員・学生を対象にしたアンケート調査の結果を、図書館内にある特集コーナーに
掲示しています。是非ご覧ください。

■ iPad を学内のどこでも使えます！
詳しくは「知って得する iPad」を参照。
図書館だよりは、毎回ち
ょっと新しいニュース
をお伝えするとともに、
お薦め図書や耳よりな
図書館利用方法などを
紹介します。

■紀伊国屋書店（新宿本店）にて「選書ツアー」を行いました！
TBC メンバーと教員が、書店で本を直接手にとって選ぶことができる「選書ツアー」
に参加しました。詳しくは裏面で。

■図書館で印刷できるようになります！
近日中に、図書館にあるパソコン２台でレポート作成や
印刷が出来るようになります。こうご期待。

第４号は、iPad の新し
い使い方や、学生ラウン
ジにある図書の利用法
について紹介します。

■卒業後・修了後も図書館を利用できます！
平日のみ図書館を利用することができます。
・身分証明書（勤務先の職員証・運転免許証など）を提示してください。
・「卒業生です、修了生です」と職員に伝えてください。
《利用時間》
平日 9:30～20:00
《利用できるサービス》資料閲覧・コピー・DVD 試聴などの
館内利用貸出利用登録ができます。４冊まで貸出可能です。
詳しくは、図書館カウンターにお訊ねください。
大学図書館 HP「学外の皆様へ」を参照。

皆さま、図書館へ
ぜひ足を
運んで
くださいね。

図書館開館スケジュール
～広尾館～

知って得する iPad
iPad がますます使いやすくなりました！
皆さん、iPad を図書館で貸出していることをご存じですか?
平成 25 年から保護者会寄付金により iPad 10 台の貸出サービ
スを行っています。
図書館内、学生ラウンジなど、学内であればどこでも持ち出して
利用できます。お昼休みや空き時間に、ひとりでも、グループで
《利用
《利用

も一緒に自由に使うことができます。
申込》 学生証をお持ちの上、図書館カウンターまでお越しください。
時間》 平日 9:30～19:30 / （土）10:00～16:30

《返却受付時間》平日 ～19:30 まで

/ （土）～16:30 まで

■iPad 用キーボードやタブレットスタンドも同時に貸出しています。
■Word・Excel・Power Point も使えます。(注意:USB はご利用できません。)
利用法
OneDrive などのオンラインストレージを利用しての文書作成も可能です。
文書編集の際は、事前にアカウントを作成の上ﾃﾞｰﾀをｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞしてご利用ください。
New!! 館内の電波環境が改善されたのでインターネットをより快適につかえます。
自習時もグループ学習室でも便利につかえますので、ぜひお試しください！
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武蔵野館：平日開館
開館時間の詳細は HP を参照
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■１階にある図書館の掲示版をより見やすくなるよう、正面入口の一番手前
に移動しました。
■日本赤十字看護大学図書館 Facebook に是非アクセスを！
■TBC メンバーを随時募集中です。本や図書館に関心がある本学の学部
生・編入生・大学院生の皆さん、TBC で一緒に活動しませんか？
活動の様子を見てるだけでも大歓迎です！
まずは谷津 yatsu@redcross.ac.jp までご連絡ください。
お待ちしています♪

私と図書館

新春号

新着図書情報

図書館からのお知らせ

コラム

第４号

文献探しの不思議

卒業論文作成中。右も左も分からず文献を集める私。豊富な所蔵数を誇る我が
大学の図書館はとても便利ですが、お目当ての文献の場所が私の思っている
場所と微妙にずれている･･･。「きっと私の前に使った人が間違えたんだな」と
思いながら文献探しに四苦八苦。母音がアルファベット順（a,b,c,d･･･）では
なく、何故かあいうえお順（a,I,u,e,o）だと勘違いしていたことに気づいたのは
数日後でした。
先生のお手伝いで英文献を探していたのですが、1940 年代の古い文献も
所蔵されていて、こんなに古いものをどこから集めてきたんだろう？と驚きま
した。史料を探すときにはとても便利だと思います。（修士２年）

～2 月の棚より～
今月は新書が沢山到着していました！
いつもは 1～2 段ですが、3 段きっちり
新書が入荷しています。
「大学生活の迷い方」学習に進路に
恋愛に就職に・・・悩み多き方へお勧め
でしょうか。「ネルソンマンデラ」偉人
の生き方から学ぶことも多いでしょう。
「英語研究論文の書き方」英語論文の
読み書きを試みている・関心のある方へ
お勧めでしょうか。これを読んで投稿で
きた方はご一報を。「美しい人体図鑑」
職業柄なのか、失われつつある美への
羨望なのか興味がわいてくる書名です。
色々と揃っておりますので、せひ、
空き時間に新書を手に取って貴方の目
で感性でお確かめを。
E. Saito

講義でプレゼンをすることになったのですが、私たちは映画を題材にするこ
とにしました。そこで、図書館のグループ学習室を予約して、映画を観ながら
グループでディスカッションをしました。必要な時はその場で文献をもってく
ることができ、スムーズにディスカッションをすることができ、プレゼンも
好評でした！（修士２年）

選書ツアーに行ってきました！
先月１６日、図書館運営学生部会（TBC）メンバーにより、
店頭選書ツアーを行いました。新宿の大きな書店さんのご協
力のもと、図書館に是非置いてほしい本、みんなに読んで欲
しい本、図書館にあったら楽しくなると思える本などを選び
ました。ひとりひとりバーコードリーダーを持ち、広い書店
内を探索し、これだ！と思える本をピックアップ。看護や医
学書に限らず、文学、洋書、実用書、社会・人文・哲学書な
ど、幅広いジャンルから選定しました。近頃、本はオンライ
ンショッピングで購入することが多く、インターネット書店
で表示される“おすすめ本”ばかりを買ってしまう傾向にあ
ります。一方で書店では、自由に本を見て回ることで、普段
あまり視界に入っていなかったような分野の本を手に取るこ
とができます。選書ツアーでは、そのような偶然の本との出
会いの楽しみを感じることができました。本を手に取った時
の匂いや感触に始まり、表
紙の印象に思わずジャケ買
い。ペラペラと頁をめくっ
た時に偶然目に飛び込んで
来た文字の鮮烈な印象に動
かされることも。私たちの
大学図書館はとても充実し
た蔵書を誇っています。図
書館でゆっくりと本との偶
然の出会いの喜びを味わっ
ていただけたら、と思います。

イラスト

Aya Shiraki

私は受験生のとき、自宅に近い図書館によく通い詰めた
経験から、図書館は“勉強する場所”というイメージにな
っていました。昔は嫌々勉強していましたので図書館が
嫌いでした。でも今は、自分の好きな小児看護を学んでい
るせいか、いろいろ知り合い気持ちが先行し、わからない
ことがあったら自然と図書館に足が向いていました。図書
館に行けばヒントがあり、答えを導いてくれる場所へとイ
メージが変わりました。図書館っていいですね。（修士２
年）

本学周辺図書館のご案内
次の図書館は、東京都内に在住・通勤・在学している人は、
貸出の登録ができます！詳しくは HP で。
★渋谷区立臨川みんなの図書館
（本学より徒歩数分）
★港区立麻布図書館
（麻布十番駅徒歩２分）

編集・発行

★港区立赤坂図書館
（青山 1 丁目駅すぐ）
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図書館運営委員会

