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本に支えられる
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皆

さんは、友人や家族がどんな本を読んでいるのか
気になりませんか? 私はとても興味があって、
「へー、こんな本読んでいるんだ…」と何だかその人の違
う一面を見た気がして嬉しくなってしまいます。かくいう私
は、研究や教育で使う学術書は別として、図書館で読み
たい本を借りることや書店で購入することが、恥ずかしくて
仕方ない人です。自分が考えていることを見透かされて
いる気がして、読みたい本1冊のために別の難しそうな本
でサンドイッチ借りまたは買いをしてしまいます。これは、
若いころからの癖で、人生の折り返し地点を通過しかかっ
た今でも直せずにいます。
勇気を出して告白しますと、つい最近サンドイッチ借り
をして読んだ本は朝井リョウ作「何者」です。素敵な異性
をみても、心がときめくよりも息子がこんな風にステキな男
性になってくれたら嬉しいな…と思ってしまう最近の私で
すが、この作者もその一人です。直木賞受賞会見をテレ
ビで見て、そう思って以来、ずっと読みたいと思っていまし
た。しかし、日々の生活の中で長編小説にはなかなか挑
戦できずに1年が経過してしまいました。気持ちがどん底
で1日くらい現実から離れたい…そう思ったときに、すぐに
頭に浮かんだのがこの小説でした。ラスト30ページの怒涛
の展開では、自分の心の内にあるダークな部分をあぶり
出されて辛くて仕方ないのだけど、最後の1行であっさりと
その呪縛から解放されます。大学生就職活動を舞台とし
た作品ですが、20代だけが自分探しをしている時期では
なく、それは生きている限りずっと続いています。何でしょ
う、この爽快感は。明日からまた頑張れる!と思いました。
もう一つ勇気を出して告白すると、「どうして、こんな素
敵な絵本が教科書に載っているの?感情をこらえるのに必
死で、客観的に評価できないじゃない。ホント、やばい」と
感じる経験を昨年しました。息子の通っている小学校では
国語の教科書の音読課題が1週間単位で出ます。最初
は、正直言って面倒…と思いながら、家事や仕事をしな
がら音読を聞き、課題カードに評価とサインをする日々で
した。ある日、放課後児童クラブに息子を迎えに行った後

髙栁

に再び大学に戻り、いつ
ものように音読を聞いて
いたときのことです。その
物語にパソコンのキー
ボードを叩く手が自然と
止まり、引き込まれてしま
いました。そのときの教
材は、小学1年生の国語
の教科書に掲載されて
いる「ずーっとずっと だ
いすきだよ」(ハンス・ウィ
ルヘルム 著 久山太市
訳) です。絵本で読んだ人もいらっしゃるかもしれませ
ん。いつも一緒にいる親しい仲ほど感謝や愛情を言葉や
行動に示さなくてもわかってくれていると人は思いがちだ
けど、限られた生命である以上いつか訪れる別れのため
に私たちができることを、主人公の幼い僕に教えられた気
がします。不思議なものです。目で字を追う黙読と音読で
はストーリーから思い浮かべる景色が少し違う気がしま
す。何といっても音読している本人が自信もって楽しそう
に読むようになったのが一番の驚きでした。そのとき、私
が抱えていた痛みをグッドタイミングで癒してくれた宿題
に感謝すると同時に、担任の先生の思惑にまんまとは
まってしまったことに若干くやしい気持ちがしたのも事実
です。
振り返ってみると、多くの人や多くの本に支えられてき
た気がします。これからもそうでしょう。目当ての本のため
にサンドイッチ借りまたは買いした際のカモフラージュ役
の本たちだって、そうです。「何者」と一緒に借りた本は、
作者の前に正座させられて数時間にわたり有り難いお説
教を受けているような感覚でした。身近な人に直接言わ
れたら、「自分の事を棚にあげて!」と激怒しそうなことで
も、本だとすっと心に入っていきます。他者はどうであれ、
自身はどうあるべきかと冷静に自己と対峙できる機会を
作ってくれることも、本の魅力といえるでしょう。

NCNL図書館だよりは、新潟県立看護大学リポジトリ（にこナース）で公開しています
http://repository.niigata-cn.ac.jp/dspace/
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連載
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書評

『日本語の作文技術』新装版 本多勝一 著，講談社，2005年
基礎看護学
レポートを書く時、文章の書き方について悩むことはありませんか。自分が得た情報
や自分の考えを、正確に相手に伝えることは極めて重要です。看護を学ぶ皆さんは、
これから多くの文章を書くことになります。実習記録や課題レポート・看護研究論文な
ど、そして看護師になってからは看護記録・看護計画書・看護要約などです。情緒豊
かな美しい小説を書くためには才能が必要ですが、看護師として書く文章に文学的な
才能は不要です。大切なのは読み手に事実を正確に伝える文章を書くことであり、そ
れは習得可能な「技術」です。
本書ではそのための方法を、多くの例文を用いて解説しています。新聞記者であっ
た本多勝一氏は、徹底した現地取材による報道と弱者視点からの鋭い批評で知ら
れ、現在はジャーナリストとして活躍しています。記者として培った作文の「技術」を7つ
の章、278ページにて伝えています。文中の内容を二つ紹介しましょう。

助教

谷内田

潤子

請求記号：N176-H84

１）かかる言葉と受ける言葉
次の看護場面を表す二つの文章を読み比べてみましょう。
① 私は 小林看護師が 中村看護師が 清拭を済ませたと 言ったと 聞いた。
② 中村看護師が 清拭を済ませたと 小林看護師が 言ったと 私は 聞いた。
どちらが誤解を招かない文章だと思いますか。本書では、日本語は「かかる言葉」と「受ける言葉」で成り
立っており、「かかる言葉」と「受ける言葉」を読み取りやすく配置することを、論理的な文章を書くための基本
技術として紹介しています。
例文の構造を「かかる言葉」とそれを「受ける言葉」に注目して解析してみましょう。

「私は」を受ける言葉は「聞いた」ですが、①では「私は」と「聞いた」の間にいくつもの単語が入っています。
同様に「小林看護師が」と「言った」、「中村看護師が」と「清拭を済ませた」の間も離れてしまっているため、一
読しただけでは、誰が清拭したのかすぐにはわからないような文章になっています。これに対して②は、それ
ぞれの「かかる言葉」と「受ける言葉」が近くに置かれているので誤解は生じません。②は文章を読み返すこと
なく理解できますね。①、②のどちらも文法の誤りはありません。本書を読んでから、わたしは②のような文章
を意識して書くようにしています。

２）修飾語の語順
本書第三章では、修飾語の語順について述べられています。本書の例文を参考に看護場面を設定してみ
ました。患者のＡさんが痛みを訴えているとしましょう。Ａさんは「痛み」について次の三つを述べました。
(3 ページに続く)
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・ 昨日からの痛み
・ 骨折による右足の痛み
・ 鈍い痛み
上述の「痛み」に関する情報を一行にまとめて看護記録を書く場合、どのような語順で書くとよいでしょうか。
次の二つの看護記録文を比べてみてください。
① 昨日からの 骨折による 右足の鈍い痛み
② 骨折による 昨日からの 右足の鈍い痛み

日本語には「後の語は、前の語を修飾しない」という原則があり、複数の修飾関係のある文では、誤解を招か
ないように語順に気をつけることも作文の基本技術です。例文を見てみましょう。①は「昨日からの」が「骨折」に
かかるのか「痛み」にかかるのかわからないため、Ａさんは昨日骨折してしまい、それにより右足に鈍い痛みが
あるというふうに伝わるかもしれません。一方②では、「昨日からの」は「骨折」にはかからないので、Ａさんは数
日前（少なくとも昨日より前）に骨折して、昨日から右足に鈍い痛みがあるというように理解できますね。
本書は「論理的な文章を書くための技術」という切り口による優れた日本語文法書でもあります。ここで例示し
たもののほかに、「句読点の打ち方」や「漢字と仮名の使い分け」、「助詞の使い分け」などが、わかりやすく示さ
れています。
わたしが本書を手にしたきっかけは、学位論文の執筆中に書いていることが相手に伝わらないという経験をし
たことでした。文章の書き方に関する書籍を何冊も手にして出会ったのが「日本語の作文技術」でした。本文・
例文ともにやや堅苦しい印象はありますが、作文技術は理論的に説明されており、文章を書く上で実践的な本
です。将来、専門職として文章を書くことになる皆さんにおススメの一冊です。

連載

学生essay
い場合には、文献を取り寄せその文献を読むことが可能
となります。このことから、必要な文献を入手する際には
図書館が架け橋となっていることを学びました。4年生に
なり研究を進めていくうえで文献検索は重要となります
が、文献検索のやり方もパソコンも得意ではない自分に
できるか心配でした。しかし、自分の力で行い、時に司書
の方の力を借りていくことで、段々とスムーズに文献を探
すことできるようになりました。
研究は日本全国で行われ、他の看護大学でもたくさん
の研究が行われています。そのような研究内容を、自分
の学んでいる大学で見ることができ、研究や学びを深め
ていける環境であるということを、改めて実感することがで
きました。また、この大学を卒業し臨床の場に出向いて
も、看護研究は必要となってきます。看護の発展や時代
に合わせた看護を行っていくためにも、過去から学ぶこと
は必要であると考えます。これからも文献検索方法で学
んだことを生かし、学びを深めていきたいと思います。

文献検索
学部4年

■■

■■

私

が図書館を利用するのは、課題やレポートの参考
文献が必要な時程度でした。そのため、1、2年生
のときには、あまり図書館を利用していませんでした。し
かし、3年生になり、領域別実習で病態を理解するために
頻繁に図書館を利用するようになりました。
4年生になると、専門ゼミナールでの研究が開始されま
す。研究では、初めに先行研究論文を検索することから
始めていきます。文献の検索方法は事前に授業で学び
ましたが、貰った資料と照らし合わせ、検索はしてみるも
ののうまくいかないことが多くありました。そのような時は、
図書館司書の方に教えてもらいながら文献検索を始めて
いきました。自分の参考にしたい文献やテーマに沿った
文献を探していきますが、たくさんある文献の中から適切
な文献を見つけるには時間がかかりました。キーワードを
入力する際には言い回しを変えるだけでもヒットする文献
数や内容が大きく異なることがあります。そのように作業
を進めながら、試行錯誤を繰り返し行うことによって、新た
な発見を得ることができました。
文献は本大学に所蔵している場合、図書館のどこに文
献が存在するのかが分かります。本大学に所蔵していな
3
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私の図書館活用法
学部４年

■■ ■■

私

は1，2年生の時には、あまり図書館を利用するほ
うではありませんでした。しかし、3，4年と学年が上
がるごとに図書館を利用する頻度が高くなっていきまし
た。3年生になると多くの授業や実習において自己学習
が必要となり、授業や実習の合間に何度も図書館に通っ
ては図書を借り、自己学習を進めるという日々を送りまし
た。4年生になると卒業論文のために図書館を利用する
ことが多くなりました。図書
館のパソコンでは文献検
索データベースを使用す
ることができるため、自分
が卒業論文を書くために
必要な文献や図書、雑誌
を見つけることが できま
す。事前に司書の方から

新潟県立看護大学図書館
していただいた文献検索データベースの使用方法や電
子ジャーナルの活用方法についての講義において学ん
だ知識を生かすことで必要な時に必要な文献や図書、
雑誌をスムーズに見つけ、それらをもとにして卒業論文
の作成を進めることができました。また、図書館にて文献
検索をしている時にわからないことがあった場合には司
書の方々が素早く丁寧に対応してくださり、スムーズな文
献検索ができたのだと思っています。
今後は、主に国家試験の勉強場所として図書館を利
用していきたいと考えています。また、新潟県立看護大
学の図書館は一般の方の利用も可能であるとともに平日
は午後８時30分まで、土曜日も開館しているため、卒業
後も今まで以上に図書館を自己研鑽の場として利用し、
看護者としての自らのスキルアップにつなげていきたいと
思っています。図書館に足を運べば、司書の方々が図
書館の利用方法や資料に関する相談に応じて、学習を
サポートしてくださいますので、図書館をあまり利用したこ
とがない学生の皆さんもぜひ図書館を利用してみてくだ
さい。

Maruzen eBook Libraryで
は下記の６タイトルが学内
のパソコンから利用できます
1)
2)
3)
4)
5)
6)

写真でわかる看護のためのフィジカルアセスメント
写真でわかる基礎看護技術
写真でわかる生活支援技術
写真でわかる母性看護技術
生体のしくみ標準テキスト
保健師ものがたり

リモートアクセス登録をすれば、実習中に病院からアク
セスすることもできます。
1)～4)は図書も所蔵しています。

寄贈図書案内 平成26年6月～平成26年11月受入
下記の著書を寄贈いただきました。ありがとうございました。（敬称略・受入日順）
寄贈者名

寄贈図書

出版年

請求記号

尾崎 承一

ANCA関連血管園の診療ガイドライン2014年改訂版

2014

493.24-O96-14

坪内 博仁

肝内結石症画像アトラス

2014

493.47-Ko83

岩脇 陽子

新人看護師のためのコミュニケーション技術実践プログラムの開発（科学研
究費補助金（基盤研究C）研究成果報告書）

2013

N214-I97

松岡 知子

妊婦の安全で効果的な歩行に関する運動学的研究（科学研究費補助金（基
盤研究C）研究成果報告書）

2013

N310-Ma85

川名 るり

小児看護における熟練技術を創造する組織のモデル化(科学研究費補助金
（基盤研究C）研究成果報告書)

2009

N400-Ka96
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Ovid Nursing Full Textと
電子ジャーナルの利点
1. 電子ジャーナルパッケージ「Ovid Nursing Full Text」
外国雑誌の値上げによる資料費の圧迫は年々厳しくなり、外国雑誌の見直しを行った結果、購読中止や冊子体か
ら電子ジャーナルへの切替などを行い、平成26年度より外国雑誌の電子ジャーナルパッケージ「Ovid Nursing Full
Text」（以下、ONFT）を導入しました。これは看護学および健康科学分野で名高い出版社Lippincott Williams & Wilkinsの発行する看護学ジャーナルのパッケージです。出版継続中の雑誌が43タイトル利用できます。
ONFTは、学術雑誌のランク付けを行っているJournal Citation Reports®の看護学ジャーナル99誌の中に23誌がラ
ンクインしています。
ONFT導入に伴い「OvidSP」という電子ジャーナル検索システムが利用できるようになりました。OvidSPでは、キー
ワード検索で論文を探すことや、Ovid Nursing Full-Text Collection(http://access.ovid.com/custom/ninc999/)（図
1）で、表紙の一覧から見たい雑誌を選ぶことができます。検索語は黄色で反転され、関連用語も自動で赤く反転さ
れます。

Journals＠Ovid Nursing Full

図2 電子ジャーナル・電子ブックリスト(360Link)画面

図1 Ovid Nursing Full Textの最初の画面

また、前号(35号）でお伝えした「電子ジャーナル・電子ブックタイトルリスト」（360Link）からも利用できます。トップ
ページの画面を下にスクロールし、「出版社サイトから探す」より「Journals@Ovid Nursing Full Text」(図２）をクリックす
るとOvid Nursing Full-Text Collectionにリンクします。
そのほか図書館ホームページの「文献検索データベース」の表からもリンクしています。

2. 電子ジャーナルの利点
学内のパソコンであればどこからでも利用できます。本学学生・教職員は自宅からリモートアクセスができます。
最新号から利用・印刷ができます。
電子ジャーナルには、電子ジャーナルでしか見られない論文があり、ページ数の頭に“E”が付いています（例：
E1－E12）。冊子体の目次にも記載されています。また、冊子体の編集途中で巻号やページ数が振られていない状
態の論文が「Publish Ahead of Print」と表示され、いち早く読むことができます（図3)。
フルテキストはPDFファイルとHTML形式の2通りで表示できます。プリント版どおりのイメージで表示・印刷したい場
合はPDFファイルを選択します。HTML形式は参考文献からリンクをたどり、関連文献を次々見つけることができま
す。PDFより印刷・表示が速く、図（Figure)や表(Table)を単体で画像ファイルとしてダウンロードすることもできます。
目次から論題名をクリックするとHTML形式にリンクします。
5

「Publish Ahead of Print」は
巻号リストの最初にある

引用文献の検索

図4 引用文献の検索

図3 Publish Ahead of Print

電子ジャーナルでは引用・被引用関係がその場で分かります。
フルレコード表示で、右側の「引用文献の検索」（図4)をクリックすると、その論文を引用している文献（被引用文献）が
表示されます。HTML形式の場合、引用文献に「Ovid Full Text」とあればフルテキストが見られます。Oviｄ Full Text内
には無いが、フルテキストがWeb上にある場合は本学からのアクセス可否にかかわらずURLが表示されます。

3. Nursing＠Ovid～看護学情報検索の入口～
OvidSP内には「Nursing@Ovid」という看護学限定の検索システムがあります。

①

②

図5 ONFT CollectionからのNursing@Ovid検索窓とTop Atricles in Nursing

OvidSP 画 面 の 上 部 に あ る「Nursing@Ovid」の タ ブ を ク リ ッ ク す る か、ONFT Collection（表 紙 一 覧）画 面 上 部 の
Nursing@Ovid検索窓で検索します（図5、①)。
Nursing@Ovidでは、MEDLINEのうち収録誌や主題が看護学および関連保健医療分野に限定したデータベース
「Ovid Nursing Database」が検索できます。
「英語文献を見たいがどうやって看護文献を限定するのか分からない」という方や「とりあえず概観を知りたい」という
方は、予め範囲が限定されているNursing@Ovidをお試しください。また、「Top Articles in Nursing」（主題別もっとも検
索されている記事)（図5、②）では、Ovid SP内で直近の過去3ヶ月間でもっとも検索されている記事を月別に知ることが
できますので合わせてご利用ください。
平成27年も冊子体から電子ジャーナルに切替わる外国雑誌が多数ありま
す。ONFT以外の電子ジャーナルもすべて「電子ジャーナル・電子ブックタイ
トルリスト」から見ることができます。
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