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裏面は・・・ 図書館達人への道、開館カレンダー、九看

◇『看護管理の視座Ⅰ
～看護における危機～』

Allan J. Sutherland
看護学科
准教授 開田ひとみ

My Mother recruited me into the public library as soon as, if not before, I could start to
read, and we went there together to get our books. My mother and grandmother read
for me, very quickly I was reading books for myself. Despite that library being a
considerable walk from our house, by 6 years old I was walking there weekly alone,
more often in the dark of winter, to get more glorious books of Enid Blyton adventures,
children’s classics, Stevenson, Dickens, Verne, and more. My Mother often requested
me to choose and borrow books for her, marvelling I always knew what she enjoyed.
That library, an imposing Victorian, neo-Gothic sandstone building, with heavy wooden
doors, and interior, presented at the end of cold, wet dark streets a bright, warm cavern
full of words, and stories, stocked with knowledge to be indulged and absorbed. Its
books inspired fantasy play building tunnels and hideaways, and informed my hobbies
of bird watching, stamp collecting, and model aeroplane making. The reach of the
library seemed limitless. When we moved, aged 11, the public library became a modern
building, amidst houses with neat gardens. There I discovered more writers, books on
photographic processing. ecology, plants, design, Freud, Herman Hesse, the Mersey
beat poets, and other boundless wonders hinting at the cornucopia. As a teenager, a
good friend, Gillian, became a librarian; she ensured that any book I needed the library
soon bought. My first college library met the more rigorous engagement that college
demanded, compared to the autodidact with books of fiction, poetry, drama, economic
history, philosophy, social sciences, art history and culture. Books by Goethe, Ibsen,
Camus, Balzac, Andre Gide, Sartre, Kafka, Orwell, Auden, Kierkegaard, and books on
science, the welfare state, social economics, and politics. I also discovered that college
librarian, Alistair, was brewing elderberry wine and beers in the library’s office, giving
the library a fruity, yeasty odour, and understood library staff who dominated their
domain with determined rigor and strictness could be utterly eccentric. At university,
where students too often condescended library staff, respectfully befriending the
librarians was beneficial. Thus, tall, severe Mrs Ferguson who dominated Glasgow
University library’s social science floor, and the no-nonsense chief faculty library
librarian both welcomed me daily with a smile, by name. Then those libraries became
mine as for few other students. Many years later, when I inadvertently met that chief
librarian, I was surprised that she still spoke my name given all the students she dealt
with daily, and we talked as old friends, and I learned of her life and family. The Library.
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少子高齢社会において、疾病構造の変化に伴
う医療ニーズは高度化、多様化している。それ
に相関するように看護に対する期待や役割拡大、
質の充実は求められている。これらの課題にど
のように対応していくのか。それらが看護管理
者に突き付けられた課題であると言っても過言
ではない。少子高齢社会における看護管理の在
り方、課題について考える時の一助になれば・・
と考え編集した本である。

九州地区大学図書館協議会
LibraryLovers ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 2012
のご紹介
≪10 月 22 日（月）～11 日１9 日（月）≫

裏面でお知らせしている本学図書館ウィーク
より一足先に
「Library Lovers キャンペーン 2012」
が始まりますので、ご紹介します！
合同企画「本で、旅する。-九州文学地図-」
では九州ゆかりの本を利用者のみなさんに
紹介してもらい、地図をつくります。
各県ごとの用紙がありますので、たくさん
の本を教えてください。他大学で集まった本
も随時紹介していきます。
その他、「九州地区大学図書館貸出ランキング」
もあり、ブログなどで情報発信します。
図書館 HP にある上記のバナーをクリックして、
キャンペーンホームページをぜひご覧下さい。
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裏面は・・・ 開館カレンダー、九巻大生のすがた２０１２、図書館の達人、図書館からのお知らせ

特集 1 図書館調査の数値に見る
九看大生のすがた☆2012 発表！！

准教授

教員近著

おススメ図書

図書館だより

1
教員エッセイ

教員エッセイ

№１８ ２０１２．１０

開館カレンダー

図書館調査の数値にみる

201２年１０月～１２月
日付 …休館日

日付 …館内整理日

日付 ・・・短縮開館（9：30～18：00）

10 月
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滞在時間は・・

利用頻度は・・・

1 時間
が一番多い
回答

半分以上が、
月に 1～2 回
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11 月
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1

2

3

10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
4

5

6

7

25 26 27 28

8

9

暇な時にすごすと
こ・・・

日 月 火 水 木 金 土
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ひとりで、友達
と一緒に、2 階
が人気、
持ち込んだ本で
もお勉強

29 30

12 月

2

利用形態・・・

年間貸出冊数
・・・
～4 冊 29％
～9 冊 20％

1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

1 位 食堂
２位 学生自習室
3 位 図書館

1 年間の本の
購入費・・・
ほとんど買わない
40％
～10 冊以内 44％

自由記載欄より
「閉館時間が早いので、テスト期間中だけでも長くしてほしい
です。
」
「試験期間中だけでもよいので、もっと長く開けてほしい。
」
→ Ａ. 試験期間の開館を 20：00 まで延長しました。

今回のひとこと
青春の生活の中で、もっぱら
幸福を与えてくれる本質的
なものは、友情の贈り物である。
（オスラー）
意味を知りたい人は・・・
成語林別冊『世界の名言・名句』

44 頁へどうぞ♪

「トイレに手洗い用の洗剤を置いてほしい。」
→ A. 設置しました。ご利用下さい。
「選書ツアーを開催してください。」
→ A. 10 月中旬に開催しました。現在、選書した本を

スペースを設けました。
配架場所：参考図書棚
請求番号 813.4||O14
5

調査結果は今後も改善に活かしていきます。
さまざまな貴重なご意見、ありがとうございました。
6

アンケートのご要望にお応
えして、喫茶スペースを設け
ました。場所は１階、入口か
ら入って左手です。椅子とテ
ーブルを設置していますの
で、どうぞご利用下さい。

「データベースを知ろう！」

：OPAC って九看大に何があるかはわかるけど、雑誌の中の
論文ひとつ、ひとつは分からないだよな。
：そんなときは！データベースが便利だよ。
：データベース？使ってないかも・・・。
：もったいない！！
データベースは大学全体で契約してるから、九看大の学生の
みんなは無料で利用できるんだ。使わなくっちゃ、損損！
：そっか。
：それに、インターネットの情報よりずっと正確だし、分野
ごとだから、たくさんの論文を探せるよ。より詳しく
探すための検索機能も充実してるし。
：へぇ、そうなんだ。たとえば、どんなのがあるの？
：そうこなくっちゃ！まずはご紹介！
：了解！
：九看大で契約しているのは、次のデータベースだよ。
◇医学中央雑誌（同時アクセス 4 件まで）。
医学・看護関係の論文を検索できます。
◇Magazine Plus（同時アクセス 1 件まで）。
『雑誌記索引』に加え、年次研究報告や学術論文集、
一般誌などの索引も含めた国内最大のデータベースです。
◇聞蔵Ⅱ（朝日新聞記事検索データベース）
新聞記事に加え、週刊朝日などの記事も検索できます。
◇熊本日日新聞記事検索データベース
地域情報が掲載された新聞記事が検索できます。
◇EBSCOhost データベース(CINAHL は同時アクセス 1)
（CINAHL, MEDLINE, SocIndex, ERIC）
医学、看護、社会学、教育学の外国文献を検索できます。
◇メディカルオンライン
国内で刊行された医学系（看護を含む）の学会誌、商業
誌の全文が利用できます。
◇CiNii（サイニィ）
学外閲覧可 http://ci.nii.ac.jp/
国内外で作成されたデータベースが検索できます。
全分野をカバーし、日本の学協会及び各大学の発行する
学術雑誌・紀要から論文を探し、その頁を開覧、印刷で
きます。
◇メディカルオンライン
国内で刊行された医学系（看護を含む）の学会誌、商業
誌全文が利用できます。
：使うときは図書館 HP トップページにある「データベース」
をクリックしてね。
ここだよ。

◎図書館ウィークを開催します。
≪10 月 27 日（土）～11 日 9 日（金）≫
今年もたくさんのご参加お待ちしています。
◇廃棄雑誌配布
廃棄予定の一般雑誌を無償配布します。期間中、図書館
ロビーにおいていますので、ご希望の方はご自由にお持
ち帰りください。
◇雑誌ふろくくじ引き
期間中に本を借りると、くじ引きが 1 回できます。
何が当たるかお楽しみに♪ ※数に限りがあります。
◇ホワイトボード設置
図書館入り口に自由に記入できるホワイトボードを設置
します。図書館で勉強しているお友達に、自分にも？、
応援メッセージはいかがですか？
◇第 5 回好きな本の会
１１月 7 日（水）1５：００～１６：00
好きな本についてみんなで話そう！たくさんのご参加、
お待ちしています！お菓子もあるよ♪
◇聞蔵Ⅱ講習会
10 月 30 日（水）、11 月 9 日（金）
16：30～18：00
インターネットで新聞を簡単検索！レポート作成、就活に
だって役立ちます。また、ウィーク期間中は、聞蔵Ⅱの
同時アクセス数が 50 にアップ！
◇本を読んで、1 アクション！
本を読んで思ったこと、感じたことを表現してみません
か？ 内容は文章でも、イラストや絵でもＯＫ♪
その他、絵画ポスター展示・配布、教職員作品展示などを
予定しています。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
表紙の学生紹介
今回の表紙は、看護学科の授業風景
でした。みなさん真剣です。
夢に向かってがんばってくださいね！

展示中ですので、ぜひご利用ください。
「（他図書館は）飲食できるからよかった」
→ A. お知らせにも記載していますが、１階に喫茶

お知らせ
◎喫茶スペースを設けました！

その 4
今年のオリエンテーションでも、アンケートにご協力いただ
き、本当にありがとうございました。集計結果に基づき、図書
館での標準的な「九看大生のすがた☆2012」を発表します！
あなたは標準的な九看大生？それとも、図書館をたくさん利
用しているパワフル九看大生！？

福太郎：九看大の 3 年生
ものしり九看鳥（のヒヨコ）

九看大生のすがた☆2012

日 月 火 水 木 金 土
1

図書館の達人への道

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

：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

編集後記
今年も図書館ウィークを開催します。新企画も
登場しました。表面でご紹介した九州地区大学
図書館協議会の LibraryLover’s の合同企画も
２本立てです。盛りだくさんの内容ですので、
たくさんのご参加お待ちしています。
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