＜コピーについて＞

学生から学生に発信する図書情報

～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。
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2020.3.1 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) 』。第 1 回目を発行してからもう 2 年が経ち、先輩や先生、仲間た
ちと協力しながら何とか第 3 回目を発行することができました。
第 3 回目のテーマは「今年度から多数導入された電子ブックについてと今年度新しく追加された学生選書の紹
介」です。これを読んで図書館の本と電子ブックの両方をうまく利用していただければ良いなと思います。

＜ビジュランクラウド＞
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！

＜図書館を利用するときのお願い＞

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!

・図書館内は飲食禁止です。
・図書館内は、通話やスマホ等でのカメラ撮影はできません。
＊紛失図書が出ています。本を借りるときはルールを守って借りてください。

Knowledge Friends Vol.3

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!

電子書籍

●新しい本を入荷しました！

●スマホからも図書館の本が読めるようになりました！

＜利用案内＞
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
～図書館の開館時間～
ます。また、図書館のホームページにも掲載されています。
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。
～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
～貸出について～
資料の種類
図書あるいは雑誌

対象
学部生

貸出期間
2 週間

借りられる冊数
各5冊

院生・別科生
4 週間
各 10 冊
視聴覚資料
学部生・院生・別科生
1 週間
3 点以内
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）
長期休業前には、長期貸出を実施しています。詳しくは、図書館までお問い合わせください。（対象：学部生）

編 集 ・ 発 行 ： 聖泉大学学生図書委員会
発 行 日 : 2020 年 3 月 1 日
学生図書委員 ： 北川
池田
小川
小川

学生選書

眞羽、政谷 礼奈、武田 純奈、隆 重
総揮、植西 諒、深尾 圭佑、松崎 圭佑
耀司、小尾野 欽矢、佐藤 綾子
奈央、堺 結希
学生図書委員メンバーを一部ご紹介

～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。

＜学生選書について＞
皆さんにめちゃ×２読んでほしいと思った本や、アンケートで皆さんが
希望された図書を参考に学生図書委員が選書しました！

下記の【MeL】は電子ブック
「Maruzen ebook Library」
です。

＜電子ブックについて＞
聖泉大学で閲覧できる電子ブックには、「Maruzen eBook Library」と「メディカルオンラインイーブックス」の二種類
があり、学内のパソコンやスマホなどから、いつでもどこでも本を読むことができます。(※1)
「Maruzen eBook Library」は学術書籍に特化した電子書籍が、「メディカルオンラインイーブックス」は国内で発行
されている医学・医療関連の電子書籍が閲覧できます。

★今回新しく入った本の一部を紹介（書名/著者）
◎人間学部におすすめ！！
コトラーのマーケティング・コンセプト

フィリップ・コトラー/恩蔵 直人/大川 修二

マネジメント論～管理，そして組織を考える～

田中 照純/小久保 みどり

グローバル経営入門(マネジメント・テキスト)

浅川 和宏

あなたの思い出、なおします。～宰相おもちゃクリニック～

雨野 マサキ

大人も眠れないほど恐ろしい初版 『グリム童話』
～メルヘンの奥にある血と残虐、秘められた性愛の香り～

由良 弥生

【MeL】かんたん合格 IT パスポート教科書 2019 年度

坂下 夕里/ラーニング編集部

ふたりのトトロ～宮崎駿と『となりのトトロ』の時代～

木原 浩勝

はじめてのかぶしき

ラジオ NIKKEI

～株のことをよくわからないけど始めたいあなたへ～

～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、右端のリストの『電子ブック』をクリック（赤い丸のところ）

「はじめてのかぶしき」制作班

◎看護学部におすすめ！！
【MeL】■写真でわかる助産技術アドバンス ―妊産婦の主体性を大切にしたケア、
安全で母子に優しい助産のわざ―（動画付・DL 不可）
【MeL】看護学生のための疾患別看護過程ナーシングプロセス 1 ，2
第 2 版（看護学生のためのよくわかる BOOKs）
説明できる病態生理～解剖・疾患・アセスメントにつながる!～

平澤 三惠子/村上 睦子

貝瀬 友子/真野 響子

②●Maruzen eBook Library の場合は『購読タイトル一覧』をクリックし、そのまま読みたい本を選択します。
学外などからアクセスしたい場合は学内のパソコンから『リモートアクセスのご案内』をクリックしてアカウント登録
の方法を確認し、Maruzen eBook Library のページの右上にある『アカウント』登録を行うことでアクセスすることが
できます。

竹田津 文俊

必修問題まんてん GET!～看護師国家試験対策ブック～<2020>
すごく役立つ周術期の全身管理

道又 元裕

～術前・術後ケアと尿・便・体温の疑問解決～
臨床事例で学ぶ急性期看護のアセスメント
～地域医療連携時代の系統的・周術期アセスメント～

小澤 知子

＜本の紹介文の一例＞
『世界から猫が消えたなら』 川村 元気 株式会社マガジンハウス

●メディカルオンラインイーブックスの場合はメディカルオンラインイーブックスのプラットフォームからアクセスします。
（赤い丸のところ）

・川村先生初の著書です。余命わずかと宣告された主人公が、延命の代わりに、世界からものを一つ消すという条件で悪魔と契約を交わし
て、日々生きていく物語です。

『３００億円赤字だったマックを六本木のバー店長がＶ字回復させた秘密』 足立光 ＷＡＶＥ出版
・経営危機にあった三代目の祐介が、偶然入った六本木のバーで作者である足立に出合い、「マーケティング」の極意を学んでいき、経営危機
から売り上げを伸ばした「ほぼ」実話です。

『これならわかるＩＣＵ看護～大事なポイント、全部みせます！～』 道又元裕 照林社
・写真付き・カラーで分かりやすくまとめられており，ＩＣＵ看護を基礎から学ぶのに最適です。

『読んでわかる解剖生理学 テキスト』 竹内修二/生理学ＴＮ編集委員会 著 医学教育出版社
・解剖生理学の知識がシンプルにまとめられたテキストの電子ブック版を入荷しました。これなら重たい教科書を持ち歩かずに好きな場所でパパ
ッと確認できちゃいます。

※1 「Maruzen eBook Library」はリモートアクセス設定をすることで、ご自身のパソコンやスマホから閲覧すること
も可能ですが、「メディカルオンラインイーブックス」は、ご自身のパソコンやスマホからのアクセスはできません。
※2 電子ブックの閲覧が終わったら必ず画面右上の『閲覧終了』ボタンをクリックしてください。

