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サイエンス・カフェ

を開催しました

猛暑日となった８月２１日（土）
、多数の県民の皆さんにご参加
いただいて、サイエンス・カフェを開催することができました。
ゲストに武田康男氏（千葉県立東葛飾高等学校教諭）をお招き
し、第５０次南極地域観測越冬隊員として南極で過ごした１年間余について語ってい
ただきました。昭和基地での衣食住の工夫や、流氷を割って進む観測船の様子、ペン
ギンが人間を見物にやって来る話など、極寒の地の暮らしをユーモアたっぷりに話し
てくださいました。また、ご自身の観測や研究についても分かりやすく丁寧に説明し
てくださって、参加者の皆さんは
極中間圏雲（夜光雲）の初観測の
すごさに圧倒されたり、雪の結晶
の面白さや氷山・オーロラ・蜃気
楼・グリーンフラッシュなどの美
しい映像に見惚れたりしながら、
南極を身近に感じる２時間を過ご
されました。
（写真は武田氏撮影）

なお、武田氏にはたくさんの著書があり、県立図書館でも
所蔵しております。お借りになることもできますので、カウ
ンター職員までお申し出ください。

西部図書館からのお知らせ
行事予定 ＜内容は 8 月現在の予定です。内容が決まり次第、ちらし・ホームページ等で御案内します＞
いき

８月２１日(土) ～１０月１１日(月) 展示「江戸の粋」
９月 ７日(火) 県民の本棚（ちばの一冊推薦図書募集) 締切日
１０月１２日(火) ～１０月２０日(水) 特別整理期間(蔵書点検のための休館)
１０月２２日(金) 中高年齢者に向けた再就職支援セミナー
（コンサルタントから再就職に必要な情報を学んでいただくセミナーです）
１０月２７日(水) 県民の本棚（ちばの一冊推薦図書)リスト発表

７月２８日開催の「障害者サービス入門講座」では、多数のご参加をいただきました。
この講座では、視覚に障害がある方の読書環境や県立図書館の活動について、当館障害者
サービスでお手伝いいただいているボランティアの方による音訳図書作成の体験談を紹介し
ました。また、体験コーナーでは、専用の機器や、県立図書館で製作した点字付き絵本や本
を音訳したＣＤなどを、見て・触れて・聞いていただきました。

体験した機器は
こちら！

（左）音声読書器「よむべえ」
スキャナーで活字を読み取り、機械が読み上げます。
（右）音訳図書（DAISY）と
専用再生・録音機器プレクストーク「ＰＴＲ２」
デジタル音訳図書 DAISY は、カセットよりも長時間録音で
き、読みたい章やページに飛ぶことができます。

モニターに図書を拡大して映し出す機
器。弱視者の方でも、簡単な操作で、倍
率や明るさなどを調整して利用するこ
とができます。
障害のある方の利用については、お気軽にご相談ください

ちょっと気になる新刊図書 ～紹介

『 江戸東京を支えた舟運の路
― 内川廻しの記憶を探る (水と<まち>の物語) 』
なにわ

きょうすけ

難波 匡 甫 法政大学出版局〔 請求番号 C684 ／７ 〕
銚子から関宿を経て江戸東京に至る航路を「内川廻し」として、江東区から江戸川、利根川の
河岸の歴史を紹介しています。江戸時代、東北からの廻米を江戸に運ぶのに、東廻り航路が確立され
ました。房総半島を回って一度下田に寄港した後、黒潮に乗って江戸湾に入る航路「大廻し」と呼ば
れていました。
「内川廻し」は危険が少ないが時間を要する傾向にあり、
「大廻し」は内川廻しより運
賃は安いが危険を伴う傾向にありました。内川廻しは物資の安定輸送にとどまらず、川沿いの地域振
興に影響を及ぼしていきます。
松戸についての記述もあります。この本片手に川ぞいを散策してはいかがでしょうか。

特別整理期間に伴う休館のお知らせ
県立中央・西部・東部図書館は蔵書点検のため平成 22 年 10 月 12 日(火)から 10 月
20 日(水)まで休館します。休館中の返却は図書館入口前の返却ポストへ投函してくだ
さい。県立図書館の資料はお近くの市町村立図書館を通してご利用いただけます。

特別整理期間前に貸し出しする図書(市町村等の借受資料を除く)は
返却予定日を延長しています

教えて！レファレンス
レファレンスとは皆様の｢調べもの・探しもの｣のご質問に、私ども図書館職員が図書館の資料や情報を使
って調査し、回答するものです。カウンターはもちろん、図書館ホームページからでも受け付けています。
＊ご質問の内容によっては、お答えできないことがあります（学習課題、懸賞問題等の解答、身上相談、
医療相談、法律相談など）
。また、資料・情報の提供は特定の治療法・団体等をおすすめするものではあり
ません。最新の情報は各医療機関等へお尋ねください。

病院を調べるには何を使えばよいか？
当館所蔵の主な資料やインターネット情報をご紹介します。
〔 〕は請求記号です。

◆ 全国の病院情報は？
「病院検索 JAPAN」
（http://www.zero-dr.jp/） 市区町村・診療科目別で検索が可能。
「WAM NET 病院・診療所情報」
（http://www.wam.go.jp/iryo/）
所在地など基本情報のほか、検査・治療方法や病名などでも検索できる。

◆ 千葉県の病院情報は？
『千葉県病院名簿 平成 22 年 4 月 1 日現在』
（千葉県健康福祉部医療整備課）
〔C4981/14/10〕
『千葉県診療所名簿 一般診療所 平成 20 年 6 月 1 日現在』
〔C4981/13/08〕
各保健所管轄地域の病院一覧。
『関東病院情報 2009 年版 神奈川・千葉・栃木・茨城』
（医事日報 2009）
〔49816/46〕
市町村別に基本情報や特色がわかる。
『医者がすすめる専門病院 千葉 茨城』
（ライフ企画 2005）
〔49816/102〕
特色や症例数・治療・成績が掲載されている。
「ちば医療なび 千葉県医療情報提供システム」
（http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp/）
地域や施設名のほか、診療科目名や対応できる疾患・治療内容などからの検索が可能。薬局の検索もできる。
「千葉救急医療ネット」
（http://www.qq.pref.chiba.lg.jp/）
今週の当番医、夜間・休日急病診療所を掲載。

◆ 病院ランキング・評価が知りたい
『日経病院ランキング』
（日本経済新聞社 2004）
〔49816/83〕
日本経済新聞社調査の、病院の総合力や「患者に優しい病院」
「安全重視の病院」などのランキング。
「特集 日本の『実力病院』
」
（
『日経メディカル 2010 年 3 月号』p84-108）
〔雑誌〕
狭心症、脳卒中、ガンについて実力病院の一覧を掲載。
（
『週刊ダイヤモンド
「特集 衝撃の医療格差 安心できる病院ランキング 信頼できる医師・クスリ選び」
20０７年４月７日号』p30-81）
〔雑誌〕
これ以降 2008 年 6 月 14 日号、2009 年 8 月 15･22 日号、2010 年 8 月 14･21 日号に病院特集があり、医
療機能や経営状況などのランキングを掲載。
「日本医療機能評価機構 病院機能評価結果の情報提供」
（http://www.report.jcqhc.or.jp/index.php）
都道府県別に認定病院の評価結果を見られる。

どの資料を見れば欲しい情報が手に入るのか困ったときは、レファレンス・
サービスがお役に立ちます。お気軽にご相談ください。

今年は「クリミアの天使」と呼ばれたナイチンゲールの没後１００年にあたります。
ナイチンゲールは１８２０年、トスカーナ大公国フィレンツェで生まれました。１８５４年、クリミア
戦争に従軍し、兵舎病院の衛生改善に努力しました。イギリスに帰国後、戦地の病院の状況を分析して
数々の統計資料を作成し、医療衛生改革に貢献しました。ナイチンゲールはクリミア戦争におけるイギ
リスの「広告塔」となり有名人として扱われたため、遺言では、墓標にイニシャルしか記すのを許しま
せんでした。１９１０年永眠しました。
ナイチンゲールには『 Notes on Nursing ( 看護覚え書 ) 』という著書があり広く看護教育の場で古
典として読み継がれています。
当館資料をいくつか紹介します。
（ フロレンス・ナイチンゲール 日本看護協会出版会 ）
『 看護覚え書き 本当の看護とそうでない看護 』
『 ナイチンゲールと医師たち 』
（ ザカリイ・コ－プ 日本看護協会出版会 ）
『 ナイチンゲールとその時代 』
（ モニカ・ベイリー うぶすな書院 ）
『 ナイチンゲール看護論・入門 』
（ 金井 一薫 現代社 ）

本の返却のお願い
あなたの部屋に、借りたままで、忘れられてい
る本はありませんか？
図書館の本は、県民みなさんのものです。
あなたの借りている本を待っている人がいま
す。
もし、返却予定日を過ぎている本がありました
らお早めにお返しください。
図書館が閉まっている場合は、入り口にある

「県民の本棚～みんなが選んだ『ちばの一冊』
」
の募集がまもなく終わろうとしています。これまで
県民の皆様からたくさんのご推薦をいただきまし
て、厚くお礼申し上げます。今後、読書週間の始ま
る１０月２７日に推薦図書のリストを発表し、さら
にリストから特に「千葉県らしさ」が顕著な図書を
選定し、発表する予定です。
今後とも「読書県『ちば』
」の推進にご協力くだ
さいますようお願い申し上げます。

返却ポストに投函してください。
平成２２年１０月２１日（木）から
返却予定日から１か月以上たっても、
本をお返しいただけない場合は、

本の貸出しができなくなります。
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