学生から学生に発信する図書情報
学内にない文献のコピーまたは現物の資料を、有料で学外の機関からから取り寄せることができるサービスです。
① 貸出カウンター横の引き出しから文献複写申込書または現物貸借申込書を取り出す。
② 申込書に申込日、学籍番号、氏名、所属、到着後の連絡方法、速達にするかどうかを記す。
③ 裏面の注意事項をよく読み、図書館の職員に文献複写申込書と、取り寄せたい文献の情報を印刷した物を渡す。
※ 到着までの期間は約 1 週間かかります。
☆料金について…
文 献 コピ ー ： コピー料金（１枚平均 40 円）＋送料（約 120～200 円）＋速達料金（速達の場合のみ（通常 280 円））
現物図書 : 送料（往復で約 1,200 円～） ＋ 速達料金（速達の場合のみ（通常 280 円））
※ 場合によっては、振込手数料（約 100 円）が掛かります。
※ 資料のお渡しは、料金と引き換えになります。

Knowledge Friends
ナレッジフレンズ

Vol.2

2019.3.1 聖泉大学学生図書委員会 編集・発行

みんなに知ってもらいたい図書館活用術やオススメの本などをまとめた学生図書委員から学生に発信する
図書情報紙、『 Knowledge Friends (ﾅﾚｯｼﾞﾌﾚﾝｽﾞ) 』の第 2 回目を発行することになりました。
第 2 回目のテーマは「７月に行った図書館アンケートの集計結果と今年度の学生選書で新たに追加され
た本の紹介について」です。これを読んでたくさんの人が図書館に足を運んでもらえたらと思います。

〈7 月に行った学生図書委員会アンケートの結果について〉
対象者：564 人・回答者：118 人・回答率：約 20.9％

図書館のホームページからログインするだけで、簡単に看護で使う技術や知識に関する動画を視聴できるサービスです。
～使い方～
① 大学のホームページから図書館のホームページに入り、映像コンテンツの
を選択。
② next を選択。（学外からアクセスする場合は、以前配布された ID とパスワードを入力し、ログインする。）
③ 見たい動画を選択して、視聴する。
※ ビジュランクラウドを終了するときは、画面右上のログアウトをクリックして下さい。
☆ スマホでも見ることができ、利用しやすいのでおすすめ！
☆ 実習前や実技試験前に,もう一度技術を確認したり、イメージトレーニングしたりするのに便利！
※ 『目で見る解剖と生理（第２版）』や『実践！看護技術シリーズ』など、参考になるコンテンツがたくさん！

図書館の利用頻度の割合
週３以上
20%
図書館ガ
イダンス
の日以来
利用して
いない
10%

それ以下
23%

時間帯ごとの来館者の割合

週１～２
回
23%

月１～２
回
24%

5限目
16%

18時以降
23%
1限目
9%

4限目
21%

2限目
8%
3限目
12%

昼休み
11%

★曜日によっての来館者の差はありませんが、1 限・２限・昼休み・３限に来館すると答えた方が少ないので午前中に来館すると席が
確保しやすく、静かなのでオススメです！！
★図書館意見箱については知っていると答えた方が 54％、知らないと答えた方が 46％で若干知っていると答えた方のほうが多いで
すが、まだまだ知らない方も多いのでこれからアピールしていこうと考えています。

＜図書館を利用するおすすめの過ごし方＞
～過ごし方～
＊読書 興味のある分野の棚を回ってみると面白い本に出合えるかも♪

★図書館に入って歩いていくと右側に図書館意見箱があります。→→→

＊勉強 資格などの勉強をするのに最適✨
＊鑑賞 学習に関係のある DVD やビデオ、クラシック CD など視聴 ♫

Knowledge Friends Vol.2

Knowledge Friends へのご感想や図書館への
ご意見がありましたら、意見箱にお願いします！

編 集 ・ 発 行 ： 聖泉大学学生図書委員会
発 行 日 : 2019 年 3 月 1 日
学生図書委員 ： 大平
上田
國枝
西原
小島

龍聖、 猪田 早規、 山本 理沙、
典子、 狩野 繭姫、森居 恵子、
涼平、佐藤 綾子、松林 恵里華、
慎太郎、古川 知寿、青西 桃花、
唯
学生図書委員メンバーを一部ご紹介

〈教員用アンケートより 学生に薦めたい本〉
☆「アルジャーノンに花束を」 /ダニエル・キイス /早川書房
☆「ショートショートの広場」 /星新一 /講談社
☆「逃亡くそたわけ」 /絲山秋子 /講談社
☆「君たちはどう生きるか」 /吉野源三郎 /マガジンハウス、岩波書店
☆「子どもの脳を傷つける親たち」 /友田明美 / NHK 出版
☆「娘になった妻、のぶ代へ」 /砂川啓介 /双葉社
☆「看護学の総合的な知の構築に向けて」
/ペギー・L.チン メオーナ・K.クレイマー /エルゼビア・ジャパン
・「日野原重明の世界」 /新老人の会 他 /中央法規出版
・「生き心地の良い町～この自殺率の低さには理由がある～」 /岡檀 /講談社
・「遺体 ～震災、津波の果てに～」 /石井 光太 / 新潮社
・「だいじょうぶ だいじょうぶ」

先生方へのアンケートで、学生に
薦めたい本を教えていただきました！
☆印の本は、図書館で所蔵しています。
所蔵がない本は、リクエストできますので、
図書館カウンターでお尋ね下さい。

〈学生選書について〉

開館カレンダーは、図書館の掲示版やカウンターで確認
できます。また、図書館のホームページにも掲載されてい
ます。

・学生図書委員会では皆さんに是非読んでいただきたい！活用してほしい！と思った本やアンケート
で皆さんが希望された図書の一覧を参考に委員会のメンバーが年 2 回学生選書として新しく本
を入荷しています。

～図書館の開館時間～
月～金 ： 8 時 50 分～21 時
土曜日 ： 9 時～17 時
※ 春・夏・冬の長期休業中などの時間変更は、その都度お知らせします。

今回新しく入った本の一例 （タイトル／著者／出版社）
☆気分転換におすすめ！！
ざんねんないきもの事典
ざんねんな歴史人物～それでも名を残す人々～(新しい伝記シリーズ)
スマホを落としただけなのに
旅猫リポート
☆看護学部生におすすめ！！
面白くて眠れなくなる人体
みるみるナーシング 基礎医学
想定外の人体解剖学
ねじ子のぐっとくる体のみかた
姿勢の本 ～疲れない!痛まない!不調にならない!～
シスター・ヒロ子の看取りのレッスン
☆人間学部生におすすめ！！
好き嫌い ～行動科学最大の謎～
「不安」は悪いことじゃない
～脳科学と人文学が教える「こころの処方箋」～
モテすぎて中毒(ヤミツキ)になる男女の心理学
ずっと「イヤ」って言いたかった。
～“本当の自分”に戻るための５つのステップ～
脳はすすんでだまされたがる
～マジックが解き明かす錯覚の不思議～
消費者心理のしくみ～ヒット商品を生む！～(ＤＯ ＢＯＯＫＳ)

今泉忠明 監修
真山知幸
志駕晃
有川浩

高橋書店
学研
宝島社
講談社

～放課後のスクールバスのご案内～
聖泉大学のスクールバスは、放課後の時間でも対応しています。 （※授業期間中のみ）
【放課後対応 聖泉大学発のバスの時刻】
18：57 19：27 19：57 20：50 21：15

坂井建雄
テコム編集委員会 編
坂井建雄
森皆ねじ子
山口正貴
小出美樹

PHP 研究所
医学評論社
枻出版社
医学書院
さくら舎
KADOKAWA

～貸出について～
資料の種類

トム・ヴァンダービルト
/桃井緑美子 訳

早川書房

島薗進 /伊藤浩志

イースト・プレス

神岡真司

すばる舎

Meg. /心屋仁之助 監修

大和出版

スティーヴン・L.マクニック
角川書店
/スサナ・マルティネス=コンデ/ほか
梅沢伸嘉
同文舘出版

貸出期間
2 週間

院生・別科生
4 週間
視聴覚資料
学部生・院生・別科生
1 週間
カウンターで実習貸出の申し出があれば、4 週間貸出できます。（対象：学部生）

貸りられる冊数
各5 冊
各 10 冊
3 点以内

～返却について～
・カウンターまで返却して下さい。閉館しているときは、図書館入口近くのブックポストに返却できます。
・図書・雑誌は、予約をして待っている人がいなければ、1 回限り延長できます。返却期限日までに申し込んでください。

・図書館内は飲食禁止です。
・図書館内は、通話や、スマホ等のカメラでの撮影はできません。
・返却期限を守るようにしましょう。
資料の撮影はできませんが、コピー機や貸出が
利用できます！

本の紹介文の一例
『なんでやねん！ 根拠がわかる解剖学・生理学 要点 50』
川畑龍史・濱路政嗣
メディカ出版
・関西弁で話す竹田先生と助手の坂本さん、看護学科 2 年生の浜田さんが会話形式で楽しく、わかりやすく解剖生理学を
解説する本です。ごっつう難しい解剖生理学も関西弁でサクッと覚えられるで～！！
『からだからのメッセージが、人生を変える』 タッキー先生・水蓮 主婦と生活社
・体の不調のサインはいろんな場所から出され、その表現の種類も様々です。
この本は体のサインについて解剖学的に教えてくれる本で、またサインの表現の種類についても教えてくれます。

『色の心理学 ～心も身体も左右するのは色のチカラでした～』

図書あるいは雑誌

対象
学部生

カラーリスト 佐々木仁美 監修

えい

枻出版社

・色を通して本当の自分がわかる本です！！
「自分が好きな色の意味」や「色と恋愛の話」など様々な色の話が載っています（＾０＾）
『絶対役立つ社会心理学 日常の中の「あるある」と「なるほど」を探す』
藤田哲也 監修 ミネルヴァ書房
・日々の学生生活や社会人生活の中で社会心理学がどのように役立つのかを実感できるように、日常のトピックを取り上げな
がら、基本的な知見を解説する本です。古典的な研究から最新の研究までをふまえて、多様な視点を示します。

～コピーの仕方～
① 貸出カウンター横の引き出しのコピー申込書に、申込日、所属、学籍番号、氏名、資料名、コピーしたいページを書く。
② 図書館の職員に、コピーしたい図書館資料とコピー申込書を提出し、コピーしてもよいか確認する。
③ 利用者用コピー機でコピーをする。 （モノクロ ： 1 枚 10 円、 カラー ： 1 枚 30 円)
④ ミスプリントがあれば、コピー申込用紙に枚数を記入する。

注意!!
 最新号の雑誌、当日の新聞はコピーできません。
 刊行間隔が長い雑誌（週刊・月刊ではないもの）は、刊行後約 3 ヶ月経てば貸出・コピーができます。

