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医療衛生学科歯科衛生専攻長   大 野   由 香 

図書館は大学教育に欠

くことのできないものであ

り、自主的な学習をサ

ポートしてくれます。ま

た、全学科の学生が共

有の場として集うことで

意欲の向上にも繋がります。 

 卒業生も専門書が多いとのことで、利用して

いる人が増えてきたことがとても嬉しく思いま

す。昔と違い図書館には「視聴覚教材」も多

数あり、身近に知識や技術を習得する機会に

なります。１日１回は図書館に出向き、専門

書のみではなく幅広い本に出会い知識を吸

収してほしいと思います。  

図書館のかおり  

発行日 平成26年1月6日 

高知学園短期大学図書館運営委員会 

 図書館に入ると図書館ならではのかおりが

昔を思い出させてくれます。辞書で専門用

語の意味を調べても全くわからずレポートを

書くのが苦痛であった日々。やがて少し理

解できるようになると全て解ったような誤っ

た錯覚を起こし、点数が上がらなくなったこ

とを思い出します。そんな孤独を感じたと

き、私を救ってくれたのが図書館にある本で

した。昔は本の最終ページに貸出カードが

付いていました。誰がいつこの本を借りたの

か一目瞭然であり、それが私自身の意欲を

駆り立てました。友達との会話がその本を

きっかけに話題がはずみ、わからないことを

教え合うきっかけとなったのです。 

 現在、学生の図書館利用が増加している

大学はレベルも高いといわれています。  

追悼 高知学園名誉学園長 やなせたかし先生 

平成15年（2003年）3月より、高知学園の  

名誉学園長であるやなせたかし先生が、昨年

10月13日にご逝去されました。94歳でした。 

図書館では10月21日より図書館入口に追悼

コーナーを設け、著書を揃えました。また、や

なせ先生の年譜や、高知学園短期大学に寄

せられたやなせ先生直筆のメッセージなどを

記した大型パネルも併せて展示しています。 

子どもたちに夢と希望を与え続けた先生の  

ご冥福をお祈り申し上げます。 

高知学園キャラクター 

タチバナ・タッキー やなせたかし先生が 

デザインした高知学園の

キャラクターです。 

学園の校章である橘

（タチバナ）をイメージし

たウサギっぽい動物

キャラで躍動と愛を 

表現しています。 
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①図書館を使う用途・目的 

子どもたちに絵本の読み聞かせをするため。同じ絵本ばかりでは子どもたちが

飽きてしまうので。 

②後輩へのメッセージ 

 私が短大図書館をよく利用するになったのは、保育の現場に出てからです。

正直在学中は、課題や実習前の準備などでしか利用したことがありませんでし

た。 

 ある時、保育所で読み聞かせをしていると「あっその本知っちゅう」という声が

しばしば聞こえてきました。同じ絵本でも、読む先生によって子どもたちのイメー

ジする世界は変わるものであるというのは知っていました。ですがどうせなら保

育所にない本を読むことで色んな本があるということを知らせ、絵本の楽しみ

を伝えたい気持ちが強くなっていきました。 

 さて、ではどこで本を見つけようか。どこの図書館がいいだろうと思っていた

時、短大図書館が卒業生や学外利用者にも開放していることを思い出しまし

た。私は早速、図書館での登録を済ませ絵本を数冊借りました。子どもたちは

読み聞かせの間中、じっと本を見つめ、時に思わぬ展開にあっと声を漏らした

り、目をキラキラさせて聞き入っていました。 

 現場に出て図書館を利用したいと思ったら短大図書館のことを思い出して

みてください。きっと役に立つと思います。 

③おすすめ本 

卒業後も 

図書館を使おう！ 

知っていますか？ 

高知学園短期大学図書館は、卒業後も入館および資料の貸出を

受けられます。 

今回は、本学図書館を利用している卒業生にお話を聞きました。 

卒業予定生のみなさんへ 

最終学年の方の返却予定日は 

2月21日(金)です。（歯科衛生専攻は3月5日(水)です） 
返却予定日を過ぎても返却されていない方には、督促の連絡をします。 

借りている資料は卒業前に必ず返却しましょう！ 

貸出冊数：5冊 

貸出期間：2週間 
◎貸出利用の際は、図書館カウンターにて登録が

必要です。 

免許証など身分証明書を持参してください。 

五味太郎著：絵本館 

【所在】図書館2階 

【請求記号】 J 726.6/G 

話の展開が予想がつかないので子どもたちに 

好評でした。 

『おばさんのごちそう』 
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  ライフステージの栄養学実習 １０回 

 ｸｴｽﾁｮﾝ･ﾊﾞﾝｸ管理栄養士国家試験問題解説2010  ９回 

 管理栄養士栄養士必携平成２３年度版  ９回 

④ 五訂増補食品成分表２０１１ ７回 

⑤ 一品料理献立集：基本献立と治療食・軟菜食 6回 

⑤ 乳幼児・学童期の病気と食事 ６回 

⑤ 食品の効きめ事典：糖尿病，がん，肥満など ６回 

⑤ 女子栄養大学のカフェテリア ６回 

⑨ よくわかる栄養学ハンドブック ５回 

⑨ 健康・栄養食品ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰｽﾀｯﾌ・ﾃｷｽﾄﾌﾞｯｸ 5回 

  ライオンと魔女 10回 

 はらぺこあおむし ７回 

 ノンタンぶらんこのせて ７回 

 4歳児の指導計画 ７回 

⑤ 3歳児の保育資料12か月 ６回 

⑤ はらぺこあおむし （愛蔵版） ６回 

⑤ 最新保育園・幼稚園の実習完全マニュアル ６回 

⑤ おおきなかぶ ６回 

⑤ はらぺこあおむし （ビッグブック版） ６回 

⑤ よるくま ６回 

⑤ たのしい手あそびうたDVDブック         他７冊 ６回 

  病理標本の作り方 ５９回 

 新染色法のすべて ５７回 

 染色法 ３０回 

④ 病理組織標本の作り方 ２７回 

⑤ 腹部アトラス １７回 

⑤ 臨床検査技師国家試験問題集：解答と解説2008年版 １７回 

⑦ 病理学/病理組織細胞学 １６回 

⑦ 臨床検査技師国家試験問題注解 2008年版 １６回 

⑨ 実践：病理組織細胞染色法カラー図鑑 １５回 

⑨ 微生物学/臨床微生物学 １５回 

   

 ❶ これでチョーカンペキ歯科衛生士の新・歯周治療の ８回 

 保存修復学・歯内療法学 ４回 

 歯周病治療学のストラテジー ３回 

 成功する歯周病治療：歯科衛生士なにする？ ３回 

 臨床歯周病学 ３回 

 歯科衛生士のための歯周治療ガイドブック ３回 

 歯周病治療の基礎と臨床 ３回 

⑧ 歯周治療 ２回 

⑧ 歯科補綴学 ２回 

⑧ 歯周療法 ２回 

⑧ お口の健康：サヨナラ歯周病    他２１冊 ２回 

貸出日：2012/4/1～2013/11/1 

  症状からみる病態生理の基本 ５６回 

 根拠がわかる疾患別看護過程 ５５回 

 看護過程に沿った対症看護 ２６回 

④ みるみる基礎医学 １７回 

④ なぜ？どうして？「成人看護」血液・ｱﾚﾙｷﾞｰ・免疫・膠原病 １７回 

④ 看護学生のための疾患別看護過程 １７回 

⑥ 疾患別看護過程の展開 １６回 

⑧ みるみる疾患と看護 １６回 

⑨ 病気がみえるVol1．消化器 １６回 

⑨ ケアに生かす検査値ガイド 他4冊 １５回 

   

  実践病理組織細胞学カラー図鑑 ３回 

 生殖補助医療 ３回 

 基本から先端までの遺伝子工学がわかる ３回 

 初級シスアド合格バイブル ３回 

 形態学からせまる血液疾患 ３回 

 病理組織の見方と鑑別診断 ３回 

 分子を標的とする薬理学 ３回 

 決定版赤ちゃんが欲しい ３回 

 免疫学最新イラストレイテッド ３回 

⑩ 白血球と食作用 他 26冊 ２回 

   

  なぜ？どうして？疫学・保健統計 ２５回 

 なぜ？どうして？成人・高齢者・母子 １７回 

 保健師国家試験のためのﾃﾞｰﾀ･ﾏﾆｭｱﾙ 2012 １５回 

④ 地域看護学概論 １３回 

⑤ 保健師国試スキルアップブックNEO ８回 

⑥ ラ・スパ国試によくでる関係法規2011 ７回 

⑦ 黒田裕子の看護研究step by step ６回 

⑦ ｸｴｽﾁｮﾝ･ﾊﾞﾝｸ保健師国家試験問題解説 2012 ６回 

⑨ 更年期の保健学 ５回 

⑨ Start Up質的看護研究 ５回 

⑨ ラ・スパ保健師 2012 ５回 

2012・2013年度学科別

館外貸出図書ベスト１０ 
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 お ス ス

Eric Carle  著 

『The Very Hungry 

 Caterpillar』  
Puffin Books 

【所在】 図書館 2階 

【請求記号】 J726.6/ C 

日本でも人気のエリック・カールの絵本、『はらぺこあおむし』

は、ある日曜日の朝、卵から生まれたあおむしが、毎日たくさ

んの食べ物を食べて大きくなり、そしてきれいな蝶々になるま

でを、緑や黄色、赤や青、オレンジなどの色とりどりの絵ととも

に語った絵本です。英語版もカラフルな挿絵はそのままに、と

ても読みやすい文章で綴られています。あおむしがカップケー

キを食べる場面では、“one cupcake”という語句の下に、黄色

い丸いケーキが描かれているという具合で、挿絵から語られ

ている内容が鮮やかに浮かび上がってきます。愉快なあおむ

しの物語を、やさしい英語で楽しんでみませんか。 

（生活科学学科教員 片山美穂）  

田坂真理  著 

『全然大丈夫じゃない！』  
泰文堂  

【所在】 図書館 2階 

【請求記号】 493.73/ Ｔ 

 この本は、「日本感動大賞実行委員会」（株式会社ニッポン
放送等）主催の「日本感動大賞」に応募された作品の中から
大賞として選ばれたお話を出版したものです。 
 この本の著者は小学校の非常勤講師をしていました。ある
日、日本人の中で4000人しかいないという難病を発症し、一
生寝たきりか、よくて車椅子生活と言われました。しかし血漿
交換療法（全身の血漿を数回入れかえます）とリハビリテー
ションを乗り越え、最終的に小学校の非常勤講師に復職をさ
れました。 
 私たち看護師には、患者の気持ちを理解することが求められま
す。しかし、病気の体験は、病気になった人でしか本当にはわかり
ません。闘病記は、病気を体験している人の細やかな気持ちのゆ
れを立体的にとらえることができる貴重な教材です。 
 著者の闘病体験を支えたものは何でしょうか？（１つではあり
ません） 
 著者の中心にある気持ちとは何でしょうか？（一番中心にあ
る気持ちです） 
 これから臨地実習に出る方、もうすぐ就職を控えている方、
ぜひご一読ください。  
                    （看護学科教員 吉田亜紀子）  

田嶋幸三 著  

『「言語技術」が日本の

サッカーを変える 』  
光文社 

【所在】 図書館 地階 

【請求記号】 783.47/ T 

 スピーディーな試合中、刻々と変化する局面でその都度ど

のような態度をとればよいのか。自ら考えて判断を下す「自己

決定力」を備えていなければ、一流のサッカー選手にはなれ

ない。――著者は日本サッカー協会（JFA）副会長、日本サッ

カー界を牽引する実質的リーダーです。代表チームの強化や

若い選手の育成に取り組んできた経験から、サッカーで世界

との戦いに勝つために、日本人は自己決定力とその基盤にな

る「論理的思考力」や「コミュニケーション能力」を幼少期から

鍛えなければならないと語っています。自分の考えを上手に

表明できる人は、間違いや失敗を気にせず発言する体験をた

くさん積んだ人。自分のプレイに自信を持っている人は、それ

に何度もチャレンジできる楽しさに夢中になった人です。本書

は、JFAアカデミーにおける「言語技術トレーニング」の具体例

を紹介しながら、若いサッカー選手たちが世界標準に近づい

ていく成長の秘訣を提示しています。チームで話し合いながら

問題を解決していく職業に就く皆さんに、ご一読をお薦めしま

す。  

（幼児保育学科教員 山本英作）             

今 回は「学生時代に読んでおきたい 

おススメの一冊」をテーマに、各学科・

専攻の先生に本を紹介してもらいました。 

今年の春には卒業という皆さん、 

まだまだ学生の皆さん、 

この機会に、読書に挑戦してみませんか。 
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 ス メ の 一 

N.A.Brunzel 著 

池本正生, 他 訳 

『ブルンツェル尿・体液検査: 

基礎と臨床』  
西村書店 

【所在】 図書館 2階 

【請求記号】 492.17/ B 

予防先進国スウェーデンでは、プライマリー・プライマリー・プリ

ベンション（一世代前からの予防）という赤ちゃんが産まれる

前からむし歯予防を始めましょうという考え方が広まっていま

す。むし歯は感染症であり、子どもだけでなく家族や周りの人

へ感染させてしまう事もありますし、全身疾患を引き起こす原

因の一つでもあります。この本は、日常で手軽に取り入れられ

るキシリトールの効果や予防法がわかりやすく書かれており、

今日からでもむし歯予防を始めることが出来ます。自分のお

口の健康を守ることで、大切な人や家族の健康を守ってみま

せんか？これから父母になる方へおすすめの１冊です。 

（医療衛生学科歯科衛生専攻教員 和食沙紀） 

田坂真理 著 

『マイナス１歳から 

はじめるむし歯予防』  
オーラルケア 

【所在】 図書館 2階 

【請求記号】 497.3/ Ｆ 

冊 

鈴木孝夫 著 

『ことばと文化』  
岩波書店 

【所在】 図書館 地階 

【請求記号】 808/S/1/8 

  私たち人間は、ことばを使って自分を表現し、相手を理解
し、ものごとを考えています。生まれたときにはただ泣くだけし
かできなかった人が、成長とともにことばを話すようになり、こと
ばを使って世界を認識し、認識した世界を表現しているので
す。 
鈴木孝夫さんは、日本の言語学者で、慶應義塾大学言語文
化研究所にて1973（昭和48）年にこの本を執筆されていま
す。日本人は独自の歴史と文化を持ち、日本語というほぼ一
つの言語をもっており、そのため共通の文化的な認識が当たり
前になっていて、私たちは普段、この「ことば」の仕組みを意識
することはほとんどありません。この本は、ことばが私たちの世
界認識の手がかりであり唯一の窓口であることを前提として、
ことばの構造やしくみが違えば、認識される対象が微妙に変
化することを多くの例を用いて説明してくれています。私たち
が普段何気なく使っていることばについて、文化との関係を捉
えて「意味」を問う視点が、執筆から30年以上経った今でもと
ても新鮮です。日本語だけでなく外国語を学んでいる人、こと
ばを使うすべての人にお勧めの一冊です。  
 

(専攻科 地域看護学専攻教員 池田恵美子） 

私が学生の皆さんにお勧めする1冊は、「ブルンツェル 尿・体液

検査―基礎と臨床―」です。皆さんは、授業や実習で分からな

いことがあるとどうしますか？教科書やインターネットだけでは、

授業中に感じた「なぜ？」が解決できないときもあるのではない

でしょうか。私も、初めて教壇に立つ時、今まで知っていると思っ

ていた知識でも「なぜそうなるのか」をハッキリと説明できないこ

とに気が付きました。そんな時、出会ったのがこの1冊です。基

礎から臨床まで、教科書では定義として書かれている内容の一

歩先の知識がここにはあります。学生のころに出会っていれば、

もっと知識を深められたかも…。そんな後悔と皆さんへの期待を

込めて。  

（医療衛生学科医療検査専攻教員 矢野弘子） 
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お ス ス 

 現在、大活躍のサッカー日本代表。そのチームでゲームキャプテンを勤める長谷部誠さん。

 ３歳でサッカーを始め，あまり目立つ選手ではなかった少年時代から、日本代表を引っ張っ

ていく存在になるまで，どのような経緯がありどのように自分の心をコントロールしてきたかが描か

れている。 

 心は「鍛えるもの」「磨くもの」などとよく表現されるが、長谷部さんは「整えるものだ」という。長

谷部さんには、心を整えるためのさまざまな習慣がある。私でもできることがいくつもあり、自分の

生活を見直し１日１日を大切にしようと気づかせてくれた１冊であった。また、サッカーにあまり

興味のない人でも長谷部さんの普段の生活や、好きな音楽などの話もあり楽しい内容になって

いる。 

 皆さんも、この本を読んで自分自身の生活を少し見直してみてはいかがでしょうか。

長谷部誠 著

『心を整える。

～勝利をたぐりよせるための
幻冬舎 

【所在】  図書館

【請求記号】 783.47/H

心屋仁之助 著 

『心屋仁之助の「奇跡の

言葉」』 
経済界 

【所在】  図書館 地階 

【請求記号】 159/Ｋ 

人気心理カウンセラー・心屋仁之助さんの本で

す。筆で書いた文字と簡単な解説で、文字数も少

なくすぐに読めます。読みやすい本だけど、心にす

うっと染み込んでくるような言葉が沢山あり、読み

終わった時には心が軽く穏やかになった気がしま

した。ただ、書いてある全ての言葉が万人の心に

響く、というものではなく、読む人の年齢や今まで

の境遇、その時の状況などによって、心に響く言

葉は違ってくるようです。手元に置いてお

いて、自己肯定感が持てない時や周りに

イライラしてしまう時に読み返したい本で

(生活科学学科1年 江渕心美） 

(医療衛生学科歯科衛生専攻

学生が学生の

ために選んだ

一冊です 
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ス メ の 一 冊 

現在、大活躍のサッカー日本代表。そのチームでゲームキャプテンを勤める長谷部誠さん。 

３歳でサッカーを始め，あまり目立つ選手ではなかった少年時代から、日本代表を引っ張っ

ていく存在になるまで，どのような経緯がありどのように自分の心をコントロールしてきたかが描か

心は「鍛えるもの」「磨くもの」などとよく表現されるが、長谷部さんは「整えるものだ」という。長

谷部さんには、心を整えるためのさまざまな習慣がある。私でもできることがいくつもあり、自分の

生活を見直し１日１日を大切にしようと気づかせてくれた１冊であった。また、サッカーにあまり

興味のない人でも長谷部さんの普段の生活や、好きな音楽などの話もあり楽しい内容になって

皆さんも、この本を読んで自分自身の生活を少し見直してみてはいかがでしょうか。  

私がオススメする本は、伊坂幸太郎著「死神の精度」です。 

この本は、不慮の事故で亡くなる予定の人間の所へ現れ七日間調査をした後、その

人の生死を判断することを仕事としている、死神の話です。 

非現実的な死神の視点から、客観的に現実的な人間の感情や言動を見ることによっ

て、人間の死の価値観について改めて考えさせられる話です。 

千葉という名の死神が関わる６つの短編で構成されており、最後に話がつながる所もこ

の本の面白い所だと思います。 

映画化もされているので、原作を読んだ後映画を観れば二度楽しめるかと思います。 

是非読んでみてください。 

長谷部誠 著 

『心を整える。 

～勝利をたぐりよせるための56の習慣～』 

図書館 地階 

 783.47/H 

伊坂幸太郎 著 

『死神の精度』 
文藝春秋 

【所在】  図書館 地階 

【請求記号】 913.6/I 

エリック・カール著 

もりひさし訳 

『はらぺこあおむし』 
偕成社 

【所在】  図書館 2階 

【請求記号】 J909/Ｃ 

医療情報科学研究所 編 

『看護師・看護学生のための 

なぜ？どうして？』 
メディックメディア 

【所在】 図書館 2階 第2グループ

学習室 

【請求記号】 S492.927/I 

 私が皆さんにおすすめする本は、『なぜ？どうして？』シリーズで

す。私は、1年の時から呼吸・循環器の解剖生理をはじめ、病態

や疾患が苦手だったため成人実習に入るにあたって何か分かり

やすくて読みやすい参考書はないかと探していた時に友達に勧め

てもらったのがこの本でした。この本は、解剖生理や病態生理、

症状、検査、治療、看護などが一人の患者さんを例にあげながら

看護学生と医師、看護師のキャラクターの会話形式で書かれて

おり、私たちが疑問に思うことが的確につかれているため読みや

すく、頭に入ってきやすくなっています。 

 今回紹介した呼吸器・循環器の他にも小児や母性、消化器な

ど様々な種類があるので、実習から国試対策まで幅広くつかえる

1冊だと思います。自分の苦手な分野だけを選ぶ事ができる所も

良い点なので、克服する上でもぜひ活用してみて下さい。 

世界中の子どもたちに愛されているこの絵本、知って

いる人も多いでしょう。カラフルできれいな色使いが印

象的です。また、絵本に穴が開いていることで手を入

れて遊んでみたくなる、そんな楽しさがあります。曜日

ごとに果物が変わり数も増え、ワクワクしながらページを

めくる、それがこの絵本が長く愛されている理由かもし

れません。 

小さい頃何度も何度も読み返したこの絵本を、大人に

なってからもう一度読んでみると、きっと違った一面が

見られるでしょう。心温まる素敵な絵本なので、皆さん

もぜひほっこりするひとときを楽しんでみてはいかが？ 

(幼児保育学科1年 唐橋柚花） (看護学科3年 岡崎綾佳） 

(医療衛生学科医療検査専攻１年 森木美里） (医療衛生学科歯科衛生専攻3年 押谷恵梨菜） 
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国立国会図書館で資料を探す  

NDL-OPAC（http://ndlopac.nel.go.jp/) ◆ 

 

 

 
電子ジャーナル・電子ブック 

（主に洋雑誌） 

国立国会図書館で利用できる電子ジャーナル 

（http://www.ndl.go.jp/jp/date/journal_list/index.html) 

国立国会図書館に限定しないで探す 

※国立国会図書館および主に県立図書館な

ど公共図書館の蔵書 

国立国会図書館サーチ（http://iss.ndl.go.jp/) 

 

 

 

 

 

 

 

大学・研究機関で探す 

※国立情報学研究所提供データベース  

CiNii Books(http://ci.nii.ac.jp/books) ◆ 

 

 

 

※本を借りたい、資料を取り寄せたい場合 

Webcat Plus(http://webcatplus.nii.ac.jp/) 

 

 

 

※あらゆる書籍を網羅的に探したい場合 

NDL蔵書は 

NDL-OPACの 

書誌情報に 

行けます 児童書はキーワード検索で

あらすじの検索ができます 
資料種別ごとに

検索できます。 

和雑誌に掲載 

国立国会図書館で探す 

NDL-OPACの雑誌記事検索 

（http://ndlopac.ndl.go.jp/F？Func=find-a-0&local_base=gu_zk) ◆ 

 

国立国会図書館に 

限定しないで探す 

CiNii Articles (http://ci.nii.ac.jp/) ◆ （一部学内限定） 

 

※NDL雑誌記事索引も検索対象 

和図書に掲載 

国立国会図書館で探す 

リサーチ・ナビ （http://rnavi.ndl.go.jp/) 

 

国立国会図書館に 

限定しないで探す 

Webcat Plus (http://webcatplus.nii.ac.jp) 

科学技術・医学薬学看護学文献を探す 
JDreamⅢ （http://jdream3.com/） （学内限定） 

 

一部の資料は

目次が 

検索できます。 

一部の資料は

目次が 

検索できます。 

インターネットで調べ物をすると

き、どんなWEBサイトを使ってい

ますか？CiNii？JDream３？ 

実は、国立国会図書館（NDL）

のWEBサイトが便利なんです。 

国立国会図書館関西館の藤河

正憲様より、調べ物にとっても便

利なWEBサイトの一覧表をいた

だきましたのでご紹介します。 

資料を探したい、所蔵している機関を調べたい 

記事・論文を探したい 

インターネットで使える！ 
レファレンスツール表 
◆印がついたデータベースは「国立国会図書館サーチ」の検索対象です（すべての連携先を

検索する場合の検索対象を含む）。 
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国立国会図書館に限定しないで探す 
ＮＤＬサーチ(http://iss.ndl.go.jp/)の『デジタル資料』 

 

デジタル化

された 

NDL蔵書 

●古典籍資料 

●図書 

●雑誌 

●新聞 

●官報 

●博士論文 

●憲政資料 

●日本占領関係資料 

●プランゲ文庫 

国立国会図書館デジタル化資料（http://dl.ndl.go.jp) ◆ 

 

近代デジタルライブラリー（http://kindai.ndl.go.jp/) 

 

インターネットで 

閲覧可能な 

図書・雑誌 

歴史的な音楽・演説の音源 
国立国会図書館デジタル化資料（http://dl.ndl.go.jp) 

の「歴史的音源」、「インターネット資料」  ◆ 

インターネット上の刊行物 

昔のウェブサイトを見る 

インターネット資料収集保存事業（http://warp.da.ndl.go.jp/) ◆ 

 

法令の情報を調べる 

日本法令索引（http://hourei.ndl.go.jp) ◆ 

日本法令索引[明治前期編] ( http://dajokan.ndl.go.jp) ◆ 

国会の審議過程などを調べる 

国会会議録 (http://kokkai.ndl.go.jp/) ◆ 

帝国議会会議録 (http://teikokugikai-i.ndl.go.jp) ◆ 

 

インターネット上の展示会を見る 電子展示会（http://www.ndl.go.jp/jp/gallery/) ◆ 

著作権処理が終わっていない資料は 

インターネットでは本文の閲覧不可。 

書誌事項や目次情報は見られます。 

「国立国会図書館デジタル化

資料」収録資料から限定的に

検索。 

著作権処理が終わっていな

い場合、インターネットでは

視聴・閲覧不可 

調べ方、参考資料、情報源を探す 

リサーチ･ナビ (http://rnavi.ndl.go.jp)  ◆ (調べ方案内のみ） 

 

レファレンス事例を探す 

レファレンス協同データベース（http://crd.ndl.go.jp/jp/public) ◆ 

 

データベースを探す 

D-navi（http://dnavi.da.ndl.go.jp/) ◆ 

 

国立国会図書館ホームページ上で提供しているコンテンツ・データベースの一覧表もご覧ください。 
http://www.ndl.go.jp/jp/service/online_service.html 

インターネットで資料を見たい 

どのような調べ方や参考資料、情報源があるか調べたい 
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児童・思春期精神看護 

老年期精神障害看護 

司法精神看護 

精神科身体合併症看護 

精神科看護学会論文集 

事例にみるうつ病の理解とケア 

発達障害への看護アプローチ 

家族にもケア 

見てわかる産婦人科ケア 

高齢者看護すぐに実践トータルナビ 

保健師の基軸をつくる公衆衛生看護キーワード・ 

家族看護学 

看護職のための産業保健入門 

■■内科学■■ 

クロニックイルネス 

慢性疾患を生きる 

糖尿病・代謝・内分泌 

免疫・膠原病・感染症 

血液 

高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン 

「老年症候群」の診察室 

循環器 

血栓形成と凝固・線溶 

造血器腫瘍とエピジェネティクス 

呼吸器 

消化器 

【現代語訳】呉秀三・樫田五郎 精神病者私 

行って見て聞いた精神科病院の保護室 

こころの治療薬ハンドブック 

脳・神経 

全然大丈夫じゃない！ 

認知症の人の食事支援ｂｏｏｋ 

発達障害に気づかない大人たち 

もしかして私、大人の発達障害かもしれない 

乳幼児の発達障害診療マニュアル 

ガイドブックアスペルガー症候群 

これでナットク母乳育児 

最新子どもの食と栄養 

よくわかる母乳育児 

腎・泌尿器 

婦人科・乳腺外科 

産科 

Ｍｏｔｈｅｒ 

■■歯科■■ 

江戸の入れ歯師たち 

口腔内の病変・異常に気づく観察眼を養おう 

知ってる？口に潜む恐怖のバイキン集団 

がん患者さんの口腔ケアをはじめましょう 

コミュニティヘルスのある社会へ 

歯科衛生士のための衛生行政社会福祉社会保 

■■チーム医療・労働衛生■■ 

チーム医療を成功させる１０か条 

「チーム医療」とは何か 

産業保健マニュアル 

写真で見る職場巡視のポイント 

ここが知りたい職場のメンタルヘルスケア 

使える！健康教育・労働衛生教育５０選 

人間計測ハンドブック 

死の淵を見た男 

■■食品学・栄養学・調理学■■ 

知っておきたい食生活の基礎知識／野々村瑞 

いのちをいただく 

よくわかる栄養学の基本としくみ 

時間栄養学 

亀田総合病院の「血圧が高め」の人のための 

国循の美味しい！かるしおレシピ 

女子栄養大学栄養クリニックの減塩レシピ 

■■情報科学■■ 

暗号技術入門 

アルゴリズムが世界を支配する 

アップル帝国の正体 

ビッグデータがビジネスを変える 

ビッグデータの衝撃 

グーグル、アップルに負けない著作権法 

■■心理学・社会科学■■ 

ストレスマネジメントと臨床心理学 

心屋仁之助の「奇跡の言葉」 

世界のエリートはなぜ、「この基本」を大事にするのか 

（株）貧困大国アメリカ 

ホウレンソウ禁止で１日７時間１５分しか働かないから仕事が面白く

なる 

データ・サイエンティストに学ぶ「分析力」 

シンボリック相互作用論 

モラル・ハラスメントの心理構造 

■■社会福祉・児童福祉・保育■■ 

診療報酬・介護報酬のしくみと考え方 

祖父母に孫をあずける賢い１００の方法 

図解孫にモテるための本 

「人生案内」孫は来てよし、帰ってよし 

祖父、ソフリエになる 

総まとめくるくる変わる「育児の常識」 

相談援助職の記録の書き方 

認知症の人の歴史を学びませんか 

驚きの介護民俗学 

障害者総合支援法の施行と障害者施策の行方 

医療・保健・福祉・心理専門職のためのアセスメント 

子どもの生活を支える家庭支援論 

保健師・助産師による子ども虐待予防「ＣＡＲＥプログラム」 

教師・保育士・保健師・相談支援員に役立つ子どもと家族の援助法 

児童心理学の進歩 

養護教諭の精神保健術 

保育現場と養成校のコラボレーション！実習生指導サポートブック 

どうする？１、２歳児の噛みつき・ひっかき 

イラストでよくわかる０～６歳児の発達と保育 

０歳から３歳：保育・子育てと発達研究を結ぶ”乳児編” 

保育・教職実践演習 

仲間とともに自己肯定感が育つ保育 

子どもの言語学習能力 

幼児学用語集 

保育者が知っておきたい子どもの歯と口の病気 

最新保育保健の基礎知識 

領域人間関係 

子どもとアート 

じぃじとばぁばのためのあそび図鑑 

感性をひらく表現遊び 

子どもに伝えたい伝承あそび 

大衆化する大学 

発達障害の子どもたち 

軽度発達障害のある子のライフサイクルに合わせた理解と対応 

「９歳の壁」を越えるために 

子育てハッピーアドバイスようこそ初孫の巻 

知っておきたい「食」の日本史 

いまさら聞けないマナーの基本１問１答 

■■自然科学・統計学■■ 

Ｒで学ぶ統計解析 

物理入門 

細胞の分子生物学 

目的別で選べる細胞培養プロトコール 

はじめの一歩のイラスト生化学・分子生物学 

遺伝子 

「つながり」の進化生物学 

わかりやすい構造構成理論 

独習統計学２４講 

Ｒによる健康科学データの統計分析 

医療者のためのＥｘｃｅｌ入門 

質的研究実践ガイド 

■■医学■■ 

「死のアウェアネス理論」と看護 

胃ろうという選択、しない選択 

ぜんぶわかる人体解剖図 

細胞培養なるほどＱ＆Ａ 

面白くて眠れなくなる人体 

目でみるからだのメカニズム 

イラスト解剖生理学実験 

解剖生理をおもしろく学ぶ 

スタンダードフローサイトメトリー 

イラストレイテッド生化学 

臨床栄養にすぐ活かせるイラスト生化学入門 

リベンジ薬理学 

看護学生のための薬理学ワークブック 

よくわかる薬理学の基本としくみ 

コメディカル病理学 

よくわかる病理学の基本としくみ 

レビンソン微生物学・免疫学 

エッセンシャル免疫学 

医学領域における臨床検査学入門 

異常値の出るメカニズム 

臨床検査技師グリーン・ノート 

ひと目でわかる微生物検査アトラス 

免疫検査学 

最新染色法のすべて 

■■看護学■■ 

看護心理学 

基礎から学ぶ楽しい学会発表・論文執筆 

看護研究者・医療研究者のための系統的文献 

看護研究の進め方論文の書き方 

黒田裕子の看護研究ｓｔｅｐ ｂｙ ｓｔｅｐ 

はじめの一歩からやさしく進めるかんたん看 

看護研究こころえ帳 

ＡＰＡに学ぶ看護系論文執筆のルール 

文献レビューのきほん 

これからの看護研究 

質的研究法ゼミナール 

よくわかる看護研究の進め方・まとめ方 

看護診断にもとづく母性・新生児看護ケアプラン 

周産期の看護技術 

カラー写真で学ぶ妊産褥婦のケア 

周産期看護マニュアル 

産科疾患 

これだけは知っておきたい周産期ケアＱ＆Ａ 

写真でわかる母性看護技術 

直前母性看護実習プレブック 

母性看護 

カラー写真で学ぶ新生児の観察と看護技術 

必携！精神看護学実習ポケットブック 

摂食障害心と身体のケアアドバイスブック 

看護実践／看護倫理 

対人関係／グループアプローチ／家族関係 

精神機能／精神科診断 

精神疾患／薬物療法 

コンサルテーション／リーダーシップ 

看護管理／医療安全／関係法規／障がい者福祉 

看護教育／看護研究 

実習指導 

退院調整 

行動制限最小化看護 

うつ病看護 

精神科訪問看護 

精神科薬物療法看護 

薬物・アルコール依存症看護 

新着図書案内 
各学科の先生から寄せられた選書リストを元に選書委員会が選んだ本が図書館の新たな蔵書になります。今回ご紹介するのは11月の選書委員会で購入が決定した図書です。

また、4-7ページで紹介した「学生時代に読んでおきたいオススメの一冊」も含まれています。新着書架を是非チェックしてみてください。 
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Ｌｉｔｔｌｅ ｍｏｕｓｅｓ ｒｅｄ ｖｅｓｔ 

Ｂｌａｃｋｉｅ， ｔｈｅ ｃｒａｙｏｎ 

■■スポーツ■■ 

日本の民族スポーツは相撲や柔道だけではない 

しっているようでしらない五輪 

五輪記録のひかりとかげ 

金メダリストものがたり 

ハイテクオリンピック 

冬季オリンピックの記録と記憶 

努力が結果につながらない人に気づいてほしいこと 

「言語技術」が日本のサッカーを変える 

■■参考図書（辞書など）■■ 

発達心理学事典 

精神保健福祉用語辞典 

日本子ども資料年鑑 ／ 日本総合愛育研究所 

新読み方つき医学・看護略語辞典 

図解解剖学事典 

看護学事典 

現代精神医学事典 

精神医学・心理学・精神看護学辞典 

はじめての中国語学習辞典 

パスポート初級アラビア語辞典 

プチ・ロワイヤル仏和辞典 

プエルタ新スペイン語辞典 

コンサイス露和辞典 

■■試験問題集■■ 

Ｑｕｅｓｔｉｏｎ ｂａｎｋ ｓｅｌｅｃｔ 必修看護師国家試験 

クエスチョン・バンク 看護師国家試験問題解説 

直前α ： 看護師保健師国試対策ブック 

第１０２回看護師国家試験問題＆解説 

なぜ？どうして？チェキラ 

看護師国家試験パーフェクト！必修問題対策 

看護師国家試験問題 

看護師・看護学生のためのレビューブック 

ヒッポケ！ 

看護師国家試験パーフェクト！ぜんぶ５肢！の予想問題集 

看護学生のためのなぜ？どうして？基礎看護 

看護学生のためのなぜ？どうして？小児看護 

看護学生のためのなぜ？どうして？代謝・内分泌・腎・泌尿器 

看護学生のためのなぜ？どうして？循環器・呼吸器 

看護学生のためのなぜ？どうして？消化器・周手術期・がん看護 

看護学生のためのなぜ？どうして？脳神経・運動器・血液・免疫 

看護学生のためのなぜ？どうして？精神看護 

看護学生のためのなぜ？どうして？老年看護 

看護学生のためのなぜ？どうして？看護の統合と実践・在宅看護 

みるみる解剖生理 

みるみる疾患と看護 

みるみるフィジカルアセスメント 

サブノート 

医師国試データ・マニュアル 

サブノート・ナビゲーター 

 

管理栄養士のための疾患・症状・身体のはた 

臨床病態栄養学 

盛るだけ！女子栄養大学のダイエットプレート 

キレイをつくる酵素レシピ 

女子栄養大学デトックス・オイル・レシピ 

超・酵素フード＆ジュースレシピ 

胃を切った人を元気いっぱいにする食事１６０ 

介護食スイーツ 

おうちで給食ごはん 

からだにおいしいフルーツの便利帳 

からだにおいしい魚の便利帳 

ホントに朝ラクべんとう３００ 

小さなお菓子プティ・フール 

栄養満点！おいしい生ジュース 

■■芸術■■ 

ビジュアルダ・ウ゛ィンチ全記録 

世界の彫刻１０００の偉業 

世界の肖像１０００の偉業 

世界の名画１０００の偉業 

シューマン 

紙芝居文化史 

■■語学■■ 

必ず話せる中国語入門 

現代アラビア語入門 

フランス語のＡＢＣ 

スペイン語の入門 

標準ロシア語入門 

■■小説■■ 

図書館戦争 

図書館内乱 

図書館危機 

図書館革命 

別冊図書館戦争 

図書館の神様 

■■DVD■■ 

プロフェッショナル・仕事の流儀：高校教師 大瀧雅良の仕事 

プロフェッショナル・仕事の流儀：中学英語教師 田尻悟郎の仕事 

プロフェッショナル・仕事の流儀：英語講師 竹岡広信の仕事 

プロフェッショナル・仕事の流儀：小学校教師菊池省三の仕事 

プロフェッショナル・仕事の流儀：院内学級教師副島賢和の仕事 

プロフェッショナル・仕事の流儀：校長荒瀬克己の仕事 

プロフェッショナル・仕事の流儀：中学教師 鹿嶋真弓の仕事 

プロフェッショナル・仕事の流儀：介護福祉士和田行男の仕事 

最新！授業・行事・部活動での熱中症 

児童・生徒・家庭に対する精神科医療へのつなげ方 

心の健康 

けがの防止 

板書の使い方理解していますか！？ 

食の授業， 地域性を生かしていますか！？ 

子どもの心をつかむ授業をしていますか！？ 

授業の時間配分はできていますか！？ 

学活と家庭科の区別はできていますか！？ 

人権に注意した授業をしていますか！？ 

問いかけて －－ 考えさせて －－ 答えさせる授業 

運動機能の発達 

認知・思考の発達 

社会性の発達 

幼児の育ちと造形：指導のながれとポイント 

幼児の育ちと造形：いろいろな素材とのかかわり 

目で見る解剖と生理 4巻 血管， リンパ管 

目で見る解剖と生理 5巻 血液 

目で見る解剖と生理 6巻 呼吸 

NHKスペシャル驚異の小宇宙人体 1巻 生命誕生 

NHKスペシャル驚異の小宇宙人体 2巻 しなやかなポンプ 

NHKスペシャル驚異の小宇宙人体 ３巻 消化吸収の妙 

NHKスペシャル驚異の小宇宙人体 ４巻 壮大な化学工場 

NHKスペシャル驚異の小宇宙人体 ５巻 なめらかな連携プレー 

NHKスペシャル驚異の小宇宙人体 ６巻 生命を守る 

NHKスペシャル驚異の小宇宙人体２ １巻 心が生まれた惑星 

NHKスペシャル驚異の小宇宙人体２ ２巻 脳が世界をつくる 

NHKスペシャル驚異の小宇宙人体２ ３巻 人生をつむぐ臓器 

NHKスペシャル驚異の小宇宙人体２ ４巻 人はなぜ愛するか 

NHKスペシャル驚異の小宇宙人体２ ５巻 秘められた復元力 

NHKスペシャル驚異の小宇宙人体２ ６巻 果てしなき脳宇宙 

NHKスペシャル驚異の小宇宙人体３ １巻 生命の暗号を解読せよ 

NHKスペシャル驚異の小宇宙人体３ １巻 つきとめよガン発生の謎 

NHKスペシャル驚異の小宇宙人体３ １巻 日本人のルーツを探れ 

NHKスペシャル驚異の小宇宙人体３ １巻 命を刻む時計の秘密 

NHKスペシャル驚異の小宇宙人体３ １巻 秘められたパワーを発揮せよ 

NHKスペシャル驚異の小宇宙人体３ １巻パンドラの箱は開かれた 

嚥下障害の病態と評価・治療 

仮性球麻痺とリハ訓練 

歯科的対応医科歯科連携 

口腔ケアの実際 

在宅療養患者の指導 

全身管理 

理学療法士による嚥下訓練と呼吸理学療法 

嚥下食ピラミッドで嚥下食を基準化する 

球麻痺の治療バルーン法 

聖隷三方原病院の嚥下治療システム 

地下鉄サリン 

オムツを用いた排泄の援助 

出産直後からの育児支援 

急性骨髄性白血病の患者の看護事例 

実践・訪問看護シリーズ①訪問看護の基本②在宅経管栄養法③

在宅中心静脈栄養法 

NHKスペシャル 病の起源 脳卒中 

NHKスペシャル 病の起源 がん 

臨床栄養 

術前・術後の栄養アセスメント 

高齢者の栄養ケアとマネジメント 

循環器疾患 

呼吸器疾患 

２１世紀の健康・栄養管理ＮＣＭ  

高齢者の身体機能と栄養アセスメント 

高齢者の口腔機能と口腔ケア 

高齢者の嚥下障害 

高齢者の経管栄養と半固形栄養 

高齢者の糖尿病ケア 

高齢者の腎機能障害と栄養ケア 

終末期における生命維持治療の差し控えと中 

高齢者の栄養と補完代替医療（ＣＡＭ） 

■■大型絵本■■ 

たまごにいちゃんぐみ 

たまごをこんこんこん 

ひつじぱん 

たまごにいちゃん 

ぼくにげちゃうよ 

ちびゴリラのちびちび 

おばけびょうきになる 

ねずみのえんそくもぐらのえんそく 

いただきバス 

へびくんのおさんぽ 

ドアがあいて… 

みんなでんしゃ 

ぽんたのじどうはんばいき 

９９９ひきのきょうだいのおひっこし 

ちゅーちゅー 

すっぽんぽんのすけ 

バスでおでかけ 

うんこダスマン 

うんぴ・うんにょ・うんち・うんご 

はらぺこおおかみとぶたのまち 

ぶたくんと１００ぴきのおおかみ 

おっぱい 

にゃーご 

だいすきっていいたくて 

ことわざのえほん 

しりとりのだいすきなおうさま 

おじいちゃんのごくらくごくらく 

あるのかな 

じゃんけんぽん 

あかまるちゃんとくろまるちゃん 

にんじんとごぼうとだいこん 

たろうくんのじどうしゃ 

■■英語絵本■■ 

Ｔｈｅ ｖｅｒｙ ｈｕｎｇｒｙ ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ 

Ｗｈｉｔｅ Ｐｉｇｇｙ，Ｗｈａｔ Ｄｉｄ Ｙｏｕ Ｅａｔ？ 

Ｔｈｅ ｇｉｖｉｎｇ ｃｈａｉｒ 

Ｂａｒｎｅｙ ａｎｄ ｔｈｅ Ｋｉｔｔｅｎ 

Ｂａｒｎｅｙｓ Ｆｉｒｓｔ Ｓｎｏｗ 

Ｌｉｔｔｌｅ Ｍｏｕｓｅ Ｗａｎｔｓ ａｎ Ａｐｐｌｅ 



ホームページもご覧下さい 
http://www.kochi-gc.ac.jp/

toshokan/ 

 
 
 
  

  ら
ぶ

っ
く
 

 
 

K
o

c
h

i G
a

k
u

e
n

 C
o

lle
g
e

 L
ib

ra
ry N

e
w

s 
 
 

 
高

知
学

園
短

期
大

学
図

書
館

報
 
第

1
4
号

 
 
 

2
0

1
4
年

1
月

 
 

 
 
 
  

       編
集

発
行

  高
知

学
園

短
期

大
学

図
書

館
運

営
委

員
会

 
 
 
〒

7
8

0
-0

9
5

5
 
高

知
市

旭
天

神
町

2
9

2
-2

6
 
 
Ｔ

Ｅ
Ｌ

0
8

8
-8

5
0

-0
0

3
3
 
 
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
ア

ド
レ

ス
 
 

h
ttp

:/
/
w

w
w

.k
o

c
h

i-g
c
.a

c
.jp

/
to

s
h

o
k

a
n

/ 

編集後記 

「らぶっく」第14号をお届けします。 

今回は大野由香歯科衛生専攻長に寄稿していただきました。また、

前号に引き続き、各学科・専攻の先生方と学生の皆さんにおススメの

本を紹介してもらいました。ありがとうございました。 

この号は卒業年次生向けとしては最終号になります。卒業後の利用

について卒業生の松浦綾さんにお話を聞きました。卒業後の利用は

図書館の閉館日、利用時間に注意してください。利用時間について

は電話でご確認ください。（088-850-0033 図書館直通） 

8-9ページの「インターネットで使える!レファレンスツール」は国立国会

図書館関西館の藤河様よりいただいた資料が元になっています。あり

がとうございました。 

第3回の選書委員会が選書した新着図書を掲載しています。予約も

できますのでカウンターで申込をしてください。 

学生図書館委員の学園祭での活動も上部に掲載しています。新しい

年も、図書館に親しみを持っていただけるよう活動していきたいと思い

ます。皆さんの来館をお待ちしています。 

去年の学園祭でぬいぐるみを抱えた子どもに「図書館はどこですか？」と

聞かれた方はいませんか？それは「ぬいぐるみのおとまりかい」に参加し

てくれた子どもたちです。学生図書館委員による学園祭イベント「おはなし

かい＆ぬいぐるみのおとまりかい」をレポートします。 

 事前準備・飾りつけ 

開館時間のご案内 

開館時間 

8:30～20:50（2/28まで） 
  ※18時以降は閲覧はできますが、 

  貸出はできませんのでご注意ください 

8:30～17:00（3/1より） 

閉館日 

土・日・祝 

第44回天神祭

イベント 
学生図書館委員 

おはなしかい＆ぬいぐるみのおとまりかいの

報告 

 

 
閉館 
後 

「ぬいぐるみのおとまりかい」とは、子どもたちが

お気に入りのぬいぐるみといっしょに「おはなしか

い」に参加し、ぬいぐるみだけが図書館にお泊り。

夜中に起きて図書館内を冒険するぬいぐるみの様子

を職員がこっそり撮影し、ぬいぐるみを迎えに来た

子どもたちに写真をプレゼントするという企画で

す。今年度、学生図書館委員の活動のひとつとして

提案したところ、最も希望が多かったため、学園祭

のイベントとして行うことにな

りました。 

「おはなしかい」未経験の学生

図書館委員のために、高知県立

図書館から講師を迎え、「おは

なしかい」の研修会を行いまし

た。（写真右） 

また、高知幼稚園にご協力いただき、高知幼稚園の

園児から参加者を募集しました。９名の参加があり

ました。 

撮影した写真はフォトブックにして

翌日、幼稚園にぬいぐるみと一緒に

お届けしました。 

 

←おとまりかいに参加した方々にお

渡ししたフォトブックの見本です 

 

「ぬいぐるみが本当に冒険しているみたいに上手に

撮ってくれていて面白かったです。物語を勝手につ

けて何度も読みました。子どももとても気に入って

います」 

「『きのうとしょかんでこんなことしよったが

あ？』とぬいぐるみに話しかけていました」 

「おはなしかいの雰囲気作りが上手でした」 

「ぬいぐるみに対する気持ちと、本への興味、両方

とも深めることができ、とてもいい経験をさせて頂

きました」 

「学生さんが子ども達に声かけをしている姿がよ

かった」 

などの感想をいただきました。 

 

学生図書館委員からは 

「子供たちがよろこんでくれたことも嬉しい

が、私達自身も楽しかった」 

「改善点をなおしてまたやりたい」 

などの声がありました。 

 

この企画は本来公共図書館向けのイベントで、

学生や教職員へのサービスを主とする短期大学

図書館が行うものではないのですが、子供たち

や保護者の皆様、学生図書館委員にも楽しんで

もらえて、図書館としては嬉しい限りです。 

参加してくださった皆様、ご協力いただいた高

知県立図書館の皆様、高知幼稚園の先生方、保

護者の皆様、本当にありがとうございました。 

飾りつけでどんどん

可愛くなっていった

図書館。 

学生も作業を 

楽しんでいました 

こちらは当日参加OKの

おはなしかい 

たくさんの子供たちが 

参加してくれました 

おはなしかい・ぬいぐるみのおとまりかい 

おはなしかいが終わったら

大好きなぬいぐるみと 

すこしおわかれ。 

ちょっとさびしい・・・ 

ぬいぐるみと 

いっしょに 

おはなしかいを 

きいています 

動き出したぬいぐるみたちを撮影します 

かくれんぼしたり･･･ 閉館後、ぬいぐるみたちは･･･ 図書館内を探検したり･･･ 

パソコンで本を検索したり･･･ 紙芝居を楽しんだり･･･ 絵本を読んだり･･･ 

うんしょ、うんしょ。あの本届くかな 飛び出す絵本にびっくり！ たくさん遊んで疲れたぬいぐるみたち 

みんなでおやすみなさい・・・ 

10 
26 ／ 

10 
27 ／ 
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