九州歯科大学

図書館だより
図書館だより
去る10月6日の土曜日午後に当校第2回目の「選書ツアー」がブックセンタークエスト
小倉で行われました。参加してくれた5名の学生さんが68冊のいろんな本を選んで
くれましたので、ぜひご覧ください。去年と合わせて132冊になり、きっと面白い本に
巡り会えることうけ合いです。また、選書ツアーは来年もありますので、今から欲しい
本を考えておいて、たくさんの方に参加していただきたいと思います。なお、参加者には
コピーカウントのおまけ付きです。
図書館運営部会 園木 一男

貸出ランキング
貸出ランキング

2012.10

1位

新口腔保健学 / 末高武彦 [ほか] 編 ; 雫石聡 [ほか] 執筆

2位

世界科学大事典 1/ 講談社出版研究所編
スタンダード歯科理工学 / 橋本弘一監修 ; 上新和彦[ほか]編集 ; 足立正徳
[ほか]執筆
解剖学カラーアトラス / Johannes W. Rohen, 横地千仭, Elke Lütjen-Drecoll
共著

3位
4位
5位

標準組織学 各論/ 藤田尚男, 藤田恒夫共著

6位

組織病理アトラス / 藍澤茂雄 [ほか] 編

7位

新口腔病理学 / 下野正基, 高田隆編 ; 田中昭男 [ほか] 執筆

8位

小児歯科学 / 赤坂守人 [ほか] 編

9位

スキンナー歯科材料学 上/ R.W.Phillips著 ; 三浦維四〔ほか〕共訳

10位

頭部/神経解剖 / Michael Schünke, Erik Schulte, Udo Schumacher [著] ;
五十嵐由里子 [ほか] 訳

貸出冊数(10月
貸出冊数 月）
学部生１年生
学部生２年生
学部生３年生
学部生４年生
学部生５年生
学部生６年生
口腔保健学科１年生
口腔保健学科２年生
口腔保健学科３年生
大学院生１年生
大学院生２年生
大学院生３年生
大学院生４年生

6
65
151
68
101
166
冊数

1
4
10
15
19
5
8
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2012年第
年第2回選書
月6日実施
日実施）
年第 回選書ツアー
回選書ツアー購入図書
ツアー購入図書64冊
購入図書 冊（10月
日実施）
オレンジ色のステッキ

赤川次郎

うさぎパン

滝羽麻子

4-STEPで完成 下顎吸着義歯とBPSパーフェクト
マニュアル 阿部二郎、小久保京子、佐藤幸司

メンタリズム恋愛の絶対法則

Aｎｏｔｈｅｒ（上・下） 綾辻行人
図書館戦争 有川浩
図書館内乱 有川浩
図書館危機 有川浩
図書館革命 有川浩
別冊図書館戦争（Ⅰ・Ⅱ） 有川浩
医療が病いをつくる 安保徹
チルドレン 伊坂幸太郎
砂漠 伊坂幸太郎
てふてふ荘へようこそ 乾ルカ

クロエとエンゾー 辻仁成
代筆屋 辻仁成
名前探しの放課後（上・下） 辻村深月
スロウハイツの神様（上・下） 辻村深月
ぼくのメジャースプーン 辻村深月
ツナグ 辻村深月
出会いとつながりの法則 永松茂久
神様のカルテ③ 夏川草介
刺のある樹 二木兄妹の事件簿 仁木悦子
きいろいゾウ 西加奈子

子どもの不正咬合

壁を越えられないときに教えてくれる一流の人の
すごい考え方 西沢泰生

井上裕子

モンテロッソのピンクの壁 江國香織
きらきらひかる 江國香織

都会のトム＆ソーヤ①②
探偵倶楽部 東野圭吾

猫弁と透明人間

プラチナデータ

大山淳子

つるかめ助産院 小川糸
平面いぬ。 乙一
現場で使える！コトラー理論

神樹兵輔

ＤａｉＧｏ

はやみねかおる

東野圭吾

コレクテッドエビデンス vol.2 弘岡秀明
嵐のピクニック 本谷有希子
すーちゃん 益田ミリ

これだけ！PDCA必ず結果を出すリーダーのマネジメント
4ステップ 川原慎也

まほろ駅前多田便利軒 三浦しをん

新世界より（上･中・下） 貴志祐介
悪の教典（上・下） 貴志祐介

舟を編む 三浦しをん
ビブリア古書堂の事件手帖①②③

三上延

人は自分が期待するほど自分を見ていてはくれないが、
がっかりするほど見ていなくはない 見城徹、藤田晋
Story Seller 新潮社ストーリーセラー編集部 編
デパートへ行こう！ 真保裕一

片目の猿 道尾秀介
カラフル 森絵都

たった２分でやる気を上げる本。

リーダーシップが面白いほど身につく本

症例から学ぶはじめての咬合育成

千田琢哉
高田泰

ソロモンの犬

脳の学習力

教員著作図書寄贈のお
教員著作図書寄贈のお願
のお願い
図書館では、本学の教員の皆さんの著作をできるだ
け収集し、本学の優れた教育研究活動の成果を学内
外に広く公開したいと考えております。
このため、「教員著作コーナー」を設置し、本学教員
の自著寄贈図書を集めています。
著作を刊行された図書を、ぜひとも図書館にご寄贈
いただきますようお願いいたします。

峻淑子

教員推奨図書寄贈のお
教員推奨図書寄贈のお願
のお願い
図書館では、教員著作コーナーの設置に加え、学
生の図書利用数増加を図るため、「教員推奨図書
コーナー」を設置しています。授業で参考になるお薦
めの図書や最近読んで感動したお薦めの図書（ベス
トセラー等）などありましたら、どうぞ図書館にご寄贈
いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

道尾秀介

守谷雄司

Ｓ．Ｊ．ブレイクモア、Ｕ．フリス

２０１１年
２０１１年１０月
１０月の選書ツアー
選書ツアー
学生サポーターおすすめの
サポーターおすすめの一冊
学生
サポーターおすすめの一冊！
一冊！

『 確率捜査官 御子柴岳人 』
神永学
ミステリー好きならぜひ読んでもらいた
い一冊です。頑固な性格の登場人物
たちがぶつかり合う姿はまるで漫才を
みてるようで笑えます！
正義とは、自分の信念
とは!?と考え悩んでいる
主人公の姿や思いもよ
らなかった結果に満足
することまちがい
なし。読んで
みてください。

