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教員著作紹介
◇『歩行を診る
～観察から始める理学療法実践～』
奈良勲監修 松尾善美編集
永﨑孝之ほか著
文光堂 2011 年

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科
准教授 永﨑孝之

リハビリテーション学科
学科長 濱田輝一

試験が終わったら

いよいよ夏休み！
特集 1

おすすめ図書２本立て！

理学療法に関する専門書が多数出版されてい

数枚のみの白班の葉と白花が時期をたがえず姿を見せ、めぐる季節を感じます。夏至は、秋の

る中、この「歩行を診る」は、歩行障害に対

夜長の読書の季節・冬至とは真逆の時期。一方、梅雨時からすれば、
「晴耕雨読」を思い浮かべ

する理学療法について、疾患（障害）別にお

る。しかし、現在はそれもゆるさず。様々な思いがめぐります。ここで、最近の書籍等につい

ける対象者に対し、いかに診断・評価し、ア

ての思いの一部を綴ります。

プローチしていくかという今までにない斬新

書籍、教科書や参考書、その他の印刷物で不思議に思うことはありませんか？句読点です。

な切り口で編集されています。その意味では

様々な組合せを目にされているでしょう。読点は文の区切り、句点は文末での使用ですね。さ

大変手前味噌ではありますが、秀逸な一冊に

てどの組み合わせが正式なのでしょう？

入るのではないかと自負しております。

読点には「 、，
」、句点は「。 ．」があります。正解

本書では、「歩行補助具を必要とする対象

生きています。これは世界大戦後の占領政策が関与したとのこと。ご存知でしたか？国が発行

者」の項を執筆させて頂きました。これも今

特集 2

する官報というものですらこれと違います。現在の私も用いる「 、。
」は、実は、文部科学省の

までにない独創的な構成で、学生や新人理学

九看大生★人気小説ベスト 10！

内規で、文書中で統一が取れているならば横書きでも「、
。」で良い、に従ったものです。

療法士が歩行補助具を必要とする対象者に対

表紙写真については最後のページへ Go!

1

前述の様々な書籍は、
「，．
」が多くなり、平仮名が増えています。他にも「・」やカギ括弧な

し、どのように歩行補助具を選択し理学療法

どの問題もありますが、実態からすれば、正解はない様です。
「ひと」が使うものとして、自分

を進めていくかの判断ポイントについて、可

と相手を考え、伝えること意識した使用が重要なのではないでしょうか。報告書・レポートの

能な限り臨床に即した形でまとめさせて頂き

作成の一助になれば幸いです。

ました。是非参考にして頂き、学習の一助と
して頂ければ幸いです。

最後に、この「伝える」の点で、学生に「何か良い本ないです
か？」と問われることがある。こんな時、学生時代を振返り、
「自
分が、分かりやすい本が良い本と思うよ。」と答えている。次に
1

何故ですか？問われるが、「理解できないものはないに等しいの
では」と。「他人が持っているから買って安心しているのは、頂

＜コラム＞
勉強のあいまのリフレッシュ法

けないね。自分のことを大事に考えては！」と。いかがなもので
しょう。

クイズ
OPAC でメモするのは？

答え：【請求記号】と【○○】 （丸に入る漢字２文字を考えよう！）

試験勉強で疲れた気分をリフレッ
シュ！ちょっとカラダを動かしたり、
音楽を聴いたりと、いろいろな方法が
ありますが、暑い夏、さわやかな香り
でのリフレッシュはいかがですか？
ぜひ一度、お試しあれ！

？ヒントは p5『図書館の達人への道』へ
○

2

３
4

裏面は・
・
・
教員著作②、図書館達人への道、開館カレンダー、貸出ベスト、お知らせ

季節は、夏至。庭にはハンゲショウ（半夏生：夏至の頃に咲く草花）が緑の互生葉の上端に

は、『文書は横書きとし、句読点は「 ，。」を用いるように』と昭和 27 年に定められ、現在も
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教員著作紹介
◇『シンプル理学療法学シリーズ
運動療法学テキスト』
細田多穂監修

植松光俊他編

永崎孝之、岡田裕隆執筆
南江堂 2010

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科
専任講師 岡田裕隆

九看大生★人気小説

2011 年 7 月～9 月

開館カレンダー
7月

貸出ベスト 10
（10 年 7 月～11 年 6 月集計）

日 月 火 水 木 金 土

「いつもの貸出ベストは、専門書
中心。小説で人気のあるものはな
んだろう？？？」

2
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10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
1

そんな声にお答えして、人気の
小説☆貸出ベスト 10 を大調査！
ベストセラー、人気作家 etc、
こんな本あったんだ！って思う
かも？

24 25 26 27 28 29 30
31
*7/26 定期試験のため通常開館

充実した生活、人生を謳歌するためには「健康」
というキーワードは必要不可欠なものであるが、そ

8月
日 月 火 水 木 金 土

葉は「運動会」にみるように、頻用され馴染み深い

5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

だけにぼんやりとした印象が強く、
科学的根拠につ

8/3～9/25 夏季休業のため時間短縮

いて無頓着に用いられやすい。今回紹介するこの本

8/3 振替休館日（7/26 分）

れが維持されている時は心地のいい言葉であり、動
もすれば自らに課せられた十字架ともなる。そこで
我々が健康維持、改善戦略の選択肢の一つとして取
り組むのが「運動」である。しかし、運動という言

は、運動を科学的視点より説明し、それを用いた身
体能力の維持の方法や治療方法を具体的に説明し
ている。主として理学療法士を志す学生を対象に作
成されており、今までの運動療法の教科書に比べ治
療根拠の記載を重視した点や学習目標を明確にし

1

2

3
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＜第 4 位＞
万城目学 『ﾌﾟﾘﾝｾｽ・トヨトミ』
（913.6||Ma34）

25 26 27 28 29 30

その 2「本の場所いろいろ」
・・ものしり九看鳥（のヒヨコ）
（前回、OPAC の使い方を九看鳥ヒヨコに教わった看子
ちゃん。今回も早速、本の検索にチャレンジ！）
：図書館の本は OPAC で検索！
大事なのは、
【請求記号】だよね。
しっかりメモして・・・。よし、探そう！
：ちょっと、待って！
：どうして？
：せっかく調べたのに、それじゃまだ探せないよ～。
【所在】もメモしなきゃ。
：そうだった！
：図書館の中でも、本がある場所はいくつも分かれ
てるからね。たとえば、この「開架（2 階）」って
いうのはメインの本棚。青い文字をクリックする
と、地図がでるよ。

所在
=本がある場所
押すと地図が出るよ

＜第 5 位＞
湊かなえ『夜行観覧車』
（913.6||Mi39）
＜第 6 位＞
Saint-Exupéry, Antoine de,
『星の王子さま』
（953||Sa22）

日 月 火 水 木 金 土

非多くの学生に一読頂きたい。

にも理解しやすい内容となっており、私自身も執筆

：看子：九看大の 1 年生

＜第 3 位＞
齋藤智裕 『KAGEROU』
（913.6||Sa25）

9月

に関わったことからそれに務めたつもりである。是

全体的にはその他の医療関係の仕事を目指す学生

＜第 2 位＞
村上春樹 『1Q84 』1
（913.6||Mu43）

8/9～8/16 夏期一斉休日のため休館
*△臨時開館 8/10（12：00～16：00）
8/12（9：30～13：30）
*オープンキャンパスのため開館
8/20（10：00～16：00）

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24

た構成など内容の濃いものとなっている。しかし、

＜第 1 位＞
岩崎夏海
『もし高校野球の女子ﾏﾈｰｼﾞｬが
ﾄﾞﾗｯｶｰの「ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ」を読んだら』
（913.6||I96）

図書館の達人への道

＜第 7 位＞
金沢伸明『王様ゲーム』
（913.6||Ka48）
第8位
夏川草介『神様のカルテ』
（913.6||N58）

請求番号
=本の背ラベルの番
号だよ
490.14
Ｆ16

＜第 10 位＞
水野敬也『夢をかなえるゾウ』
（913.6||Mi96）

朝寝は時間の出費である。

：地図の場所に行くと本棚の側面に「この番号は
ここ」ってが書いてあるから、その棚を探すんだ。

拡大！

棚を見てみると・・・

請求番号=本の背
ラベルの番号順に
並んでるよ。

書名の後ろにあるのは請求記号。
夏休みに早速、読んでみません
か？

（カーネギー）
意味を知りたい人は・・・

※所在はすべて【開架（2 階）】
です。

成語林別冊『世界の名言・名句』103 頁へどうぞ♪

配架場所：参考図書棚 請求番号 813.4||O14
||O14

5

490.14
Ｆ16
あった！

しかも、これほど高価な出費はない

6

◎春の図書館ウィークを開催しました！
去る５月９日～１４日、
『春の図書館ウィーク』を開
催しました。沢山のご参加ありがとうございました。
現在図書館入口では、期間中のイベント、読書会や
選書ツアーでのセレクト本を展示中です。どうぞご利
用下さい。
次回は読書週間である１０月 27 日～１１月７日に
『秋の図書館ウィーク』として開催予定です。廃棄雑
誌の配布や雑誌付録くじ
びきなど昨年好評だった
企画もバージョンアップ
します。
次回もたくさんのご参
加お待ちしています。

お知らせ
◎夏休み期間中のご案内
夏休み期間中（8 月 3 日～9 月 25 日）の開館に
ついてお知らせします。
1.開館時間 9：30～18：00
2.夏期休業日による閉館
8 月９日（火）～ 1６日（火）
ただし、次の日時は臨時開館します。
10 日（水）12：00～16：00
12 日（金） 9：30～13：30
3.その他の休館日などは規定の通りです。

◎夏の特別貸出

＜第 9 位＞
村上春樹『1Q84 』2
（913.6||Mu43）

今回のひとこと

図書館活動報告

：そのほかにも、【所在】には、雑誌架、参考図書、
新書・文庫、アトラス台、ビデオ書架・・・
：えー！そんなに？
：もっとたくさんあるよ。だから、
【請求記号】だけ
じゃなくて、
【所在】のメモもしっかりとってね。
：はーい。
※ は図書館のことをなんでも知っているひよこ。普
段は「秘密の場所」に隠れていますが、九看生が困っ
ていると助けに来てくれます。
7

７月 20 日（水）から特別貸出を実施します。
どうぞご利用ください。
≪返却日 9 月３０日（金）≫

◎第３回“好きな本の会”参加者募集中♪
☆日時：８月２日（火）15：００～１６：３０
☆場所：学食スタッフルーム
好きな本をみんなに紹介しませんか？
お気に入りの本持って大集合！お菓子もあるよ！
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
表紙の紹介
前回の好きな本の会の 1 シーン
です。次回は皆さんもぜひご参加
ください！スタッフ＆学生図書
委員一同おまちしています♪
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

編集後記
期末試験がもうすぐですね。
ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習室もぜひご利用ください。
試験が終わると夏休み！図書館では
今年も夏休み特別貸出を実施します。
8
休み明けの返却で OK です！
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