学生から学生に発信する図書情報

＜コピーについて＞
～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を記
入する。
②図書館の職員に、コピーしたい図書館資料と申込
書を提出し、許可を得る。
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、申込書に枚数を記入する。

＜ビジュランクラウド＞
図書館の HP で簡単に看護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 HP→MENU→附属機関→図書館 TOP→ﾋﾞ･ｼﾞ･
ｭ･ﾗ･ﾝ･ｸ･ﾗ･ｳ･ﾄﾞの順に選択。
②NEXT を選択。（スマホや学外からアクセスする場
合、以前配布された ID とパスワードでログインする。
また、RemoteXs からもアクセスできます。）
③見たい動画を選択して、視聴する。
※ﾋﾞ･ｼﾞ･ｭ･ﾗ･ﾝ･ｸ･ﾗ･ｳ･ﾄﾞを終了するときは、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るのでおすすめ！
★実習前や実技試験前に,もう一度確認したり、イメー
ジトレーニングしたりするのに便利！

学生の声
国家試験対策としてよく利用している方に、3 年生以下の
学生のみなさんに向けて、図書館利用についての紹介コメ
ントをいただきました♪
★静かで、教材もたくさんあり、集中して勉強できます。
是非利用してみて下さい！
(看護学部 4 年生 極川 葵さん)
★過去問や予想問題を解く場合は、静かな図書館でや
るのがオススメです。繰り返し解いて正解率 9 割超を
目指し頑張っていきましょう！
(看護学部 4 年生 村居 巧基さん)

先輩からの経験談
4 年間の学生図書委員会の活動を通して
看護学部 4 年生 佐藤綾子

私は大学に入学してから 4 年間、図書委員会に所
属しました。図書委員会に入りたいと思った理由は小
学校で 1 年間、中学校で半年間、高校で 3 年間図
書委員会に所属し、これからも大好きな本に関わりた
いと思ったことです。
図書委員会に入ってからは今までにやったことが無
い仕事内容にずっとワクワクが止まりませんでした。中で
も特に楽しかったなと思うのは図書館情報紙の作成で
す。
図書館情報紙は私が 1 年生の時に委員会の先生
から「学生が作る、学生のための情報紙を作ったらどう
か。」という提案があり、先生や司書の加納さんのアド
バイスを受けながら図書委員会の先輩方と一緒に企
画から編集作業までを行いました。そして情報紙の名
前は、「本と友達になれるお手伝いができる情報紙であ
ってほしい」、「本を探す時のお供に情報紙を活用して
ほしい」という願いを込めて「Knowledge Friends(知識
の友)」と名前をつけました。あれからもう 3 年経ち、今
回第４回目が完成してとても嬉しく思います。今年卒
業して、もう情報紙の作成に関わることができなくなっ
てしまうのは少し悲しいですが、これから後輩達がこの
Knowledge Friends の発行を伝統として引き継いでい
き、聖泉大学の学生、教員、大学に来た人たち皆に
読んでもらえたら良いなと思います。
図書委員会の仕事は大変なことも多かったですが、
その分やり甲斐や嬉しかったこともたくさんあり、図書
委員会に入って本当によかったと思います。
皆さん、4 年間本当にありがとうございました！

Knowledge Friends Vol.4
編 集 ・ 発 行 聖泉大学学生図書委員会
発 行 日 2021 年 3 月 1 日
学生図書委員
北川 眞羽、政谷 礼奈
周 暁妍、楊 珺 屹
片岡 伶衣、林 奏空
池田 総揮、植西 諒
小川 耀司、小尾野 欽矢
佐藤 綾子

Knowledge Friends
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ナレッジフレンズ

2021.3.1 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) 』。コロナ禍でなかなか集まれない中、図書委員会メンバー同士で知
恵を振り絞り、何とか作成することができました。
第４回目のテーマは、「コロナ禍でも頑張るあなたのために！新しい本とリモートアクセスのご紹介」です。
「ほっと一息つきたいな。」なんて時にはぜひ図書館で、ご自宅で、本と共に幸せなひと時を過ごしていただけたら幸い
です(^^)v
図書館を利用するときのお願い
ZOOM での図書委員
会の様子です。
初めての試みでちょっと
ドキドキ…

～図書館の開館時間～
月 ～金 曜 日：8 時 50 分～21 時
土 曜 日：9 時～17 時
～貸出について～
資料の種類
図書あるいは雑誌
視聴覚資料

・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
・資料の撮影はできないので、コピー機を利用してください

＊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。

新型コロナウイルスに伴う対応により
一部利用時間や利用人数が変更される場合があります。
詳しくは、学内メールや図書館の掲示板をご参照ください。

対象
学部生
院生・別科生
学部生・院生・別科生

貸出期間
2 週間
4 週間
1 週間

借りられる冊数
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。
～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

アンケートによって希望された図書や、図書
委員のオススメの本が図書館に入りまし
た！！ここで新しく入った本の一部をほんの
少し紹介します✨

＜リモートアクセスについて＞
学生、研究者、科学者がいつでもどこでも学内の電子コンテンツを有効に利用できるサービスです。例えば、大学へ行かずに自宅でレポートを書いたり調べ
たりしている時に自宅からでも大学にいる時と同じように資料を入手することができます。いつでもどこでも本を読むことができとても便利なシステムです。

★人間学部からのオススメ＆希望図書
～使い方～
心理学諸領域の知識や考え方、対象を心理学
全体の中に位置づけながら、豊富な図表を用い、
丁寧に解説しています。専門領域や実務に進む
上で必須の知識や最新動向の学習にも最適で
す。
『心理学 新版』
無藤 隆/森 敏昭/遠藤 由美/
他 有斐閣

1.聖泉大学図書館のサイトにアクセスして RemoteXs（リモートエックス）をクリックしてください。
高校 2 年生の蛍は、修学旅行中の交通事故によ
り亡くなった。「あっちの世界」に導くクロは、未練を 3
つ晴らさなければ、成仏できないと蛍に告げる。未練
の 1 つは片思いをしている蓮に告白することだが、蛍
は思いを伝えらず…。その秘密とは…？

『いつか、眠りにつく日』
いぬじゅん スターツ出版

2.Email アドレス・パスワードを入力してください。パスワード等が未設定の場合、下の写真の中の［パスワードを忘れましたか］を
クリックして、［パスワード設定方法］を見て設定してください。 ※Email アドレスは、学内メールアドレスです。

社会心理学の勉強はどうやって始めればいいですか？と、入
門のところで戸惑ってしまう初心者は少なくないでしょう。こ
の本は情報量が多い上に、有名な部分をわかりやすく簡潔
に書いているから、わからない理論などがあったら調べるにも
使いやすいですし、単に教科書の補助として社会心理学の

公務員試験を受ける学生必見！
現職人事課が書いた自己 PR・志望動機・提出書
類に関わる本です。
読んでわかることもあるかも？

関連情報を得るにも便利だからおすすめです！

『社会心理学キーワード』
山岸 俊男 有斐閣

『2022 年度版 公務員試験 現職
人事が書いた「自己 PR・志望動機・提
出書類」の本』
大賀英徳 実務教育出版

3.ログインが成功したら、E-databases と E-Books、両方が利用できます。例えば、Maruzen eBook Library で電子ブックを読
む場合、下のページの E-Books の Maruzen eBook Library をクリックしてください。次の電子ブックを読めるページに入れます。

★看護学部からのオススメ＆希望図書

小学生のアキオ、大介、麻里は、夏の学童キャンプ
で、夜、ホタルを見るため、宿を抜け出し、川に向か
う。ようやく川にたどり着いた 3 人は、偶然ラジオか
ら流れる謎の深夜放送を耳にして…？

『星に願いを、月に祈りを』
中村航 小学館

生命の維持に欠かせない様々な機能を持つ血液の
事が細かくわかります！絵や図を多く使用されてい
るためイメージもしやすく理解を深めることができま
す(o^―^o)
『イメカラ血液編』
医療情報科学研究所
メディックメディア

北海道を舞台に描かれる重松清の最高傑作！人
と町と「ゆるし」をテーマに描かれる感動の物語に、
きっとあなたも涙する！

『カシオペアの丘で（上・
下）』
重松 清 講談社
4.（購読契約タイトル一覧）をクリックしたら、読みたい本を簡単に入手し見られます。

人体の構造がなかなか覚えられない？テストや実
習の前にもう一度復習したい？そんな頑張る看
護学生のあなたにおすすめしたいこの一冊！！
『解剖生理の総まとめ～必修 +人体+
成人+母性+小児+老年～(コレがよく
出る必修キーワード)』
池西 静江 照林社

※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。

