
 

 

浪人生が選んだ参考書 
薬学科1年 川崎 浩範 

浪人生が選んだ参考書という題名を付けたのには、訳がある。  

それは、自分が浪人生だったからだ。 

受験というのは、情報戦だ！ みんな、めんどくさい勉強は嫌いなはずだ。しかし、勉強しない者に合格という言葉

はない。そこで「どれだけ楽に勉強できるか？」というのが、課題になってくると思う。 

今から紹介する参考書は、Amazon のプレビューで評価が高いものの順にいくつかピックアップしていったものだ。 

そして、私自身が新宿の紀伊國屋書店まで毎週足を運び、一年生の皆さんが少しでも、これからの勉強に役立てて

くれるように選別したものである。 

まずは、解剖学。一番評価の高い『ネッター解剖学アトラス』と言う本だ。これは、ほとんどの医学部の学生が所持し

ている一品であると評価に書いてあったので、読んだ。「なんだこれ、人体の絵がめちゃめちゃ奇麗じゃないか」と思っ

て読み進めていたが、絵しかなくて本当に医学生にしか必要がないと思われる本であった……。一年生の私たちが読

んでも、まだ用途を見出せない本であった。 

次に、『好きになる解剖学』。この本はとてもいい。国家試験レベルの詳しいものでは無く、身近な題材をテーマに興

味を惹かれるように書いてあるからだ。 

解剖学の最後は、『これならわかる要点解剖学』だ。この本は、各分野の要点が簡単にまとまっており、授業でどこ

を覚えればいいのかわからないときは、見てみるといいだろう。 

最後に、生理学の本について、まとめて終わりにしようと思う。 

生理学で圧倒的第一位を飾るのは、『好きになる生理学：体についての身近な疑問』。この本は、本当にこれから生

理学を学ぶものにとって、とっつきやすい内容になっている。しかし、生理学嫌いには特効薬かもしれないが、テストで

出そうなところが少なすぎると言う点がとても残念だ。 

そして、その弱点を克服したものが、『図解入門 よくわかる生理学の基本としくみ』だ。はっきり言って、これは授業

の何倍もわかりやすく書いてある。「生理学がお経みたいで眠い」という方は読んでみてほしい。 

次に、『これならわかる要点生理学』。これは、上記の解剖学と同じで、覚えるところがまとまっていていい。 

『標準生理学』という本は医学部の人は皆、持っているという代物なので見たい人だけ見てくれ。 

最後に、『ギャノング生理学』。詳しく書かれすぎていて非常に難解な本だ。これは解剖学のテスト問題を作ると公言

している横田先生のシラバスにあるもので、読むともう生理学なんてしたくないと思うほどの難度だが重要な一冊だ。 

では締めくくりに一言。 

テストが楽になる分、自由な時間が増えると思いますが、皆さん空いた時間は見聞を広めるために図書館を使って

ほしいと思います。 

 

紹介された本の配架場所  

『ネッター解剖学アトラス』３階開架 491.1038//N66   『好きになる解剖学』３階開架 491.1//Ta67 

『好きになる生理学：体についての身近な疑問』３階開架491.3//Ta84 

『標準生理学』３階開架 491.3//H99    『ギャノング生理学』３階シラバスコーナー  491.3//G19//工藤 

となっています。 

『これならわかる要点解剖学』・『これならわかる要点生理学』の二冊は所蔵がありませんので発注いたします。 
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前期・図書館ガイダンスへの多数のご参加ありがとうございました。 

2009 年度・前期における図書館ガイダンスは 6 月末時点で開催数72 回、参加人数は約 2000 名を

越えました。学部別に見ると、現代政策学部232 名、経営学部801 名、経済学部270 名、理学部233

名、薬学部457 名、短大30 名となっています。 

・ガイダンスの評価について                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・図書館ガイダンスとしてやって欲しいこと                         

 

 

 

 

 

 

 

 

・本日の感想や意見・図書館に希望すること                        

☆一度も利用したことが無かったので利用方法がわかってよかった。 

☆今日のガイダンスの説明でこれからのレポートなどですごく役に立つから参加できてよかった。

☆資格試験に必要な図書等を貸出できるようになればいいなと思います。 

☆今後勉強するとき図書館を積極的に活用したいと思った。 

☆パソコン環境を快適にしてほしかった。 

☆DVDを増やしてほしい。           ……などの意見が寄せられました。 

 

 新システム移行に伴って生じていた PC 起動の遅延やプリンターの不具合などに関しましては、5

月末ごろに改善されております。 

いただいた意見・希望は今後の図書館運営のための参考とさせていただきます。 

 

アンケートへのご協力ありがとうございました。 

前期ガイダンスでは「とても判りやすかった」

「図書館を積極的に利用したくなった」「今まで

知らなかった利用法を知ることが出来た」など

約96 パーセントの方から「役に立った」とい

う評価をいただきました。 

一方、役に立たなかった、という方からは「検

索が難しかった」「ＰＣの操作が苦手」「演習が

難しい」などの声をいただきました。 

図書館では個人的なガイダンスや指導も承っ

ていますので、わからないことがあればなんで

もカウンターにご相談ください。 

今後の図書館ガイダンスに希望することとしては、

突出して『レポート作成』が挙げられていました。 

レポート作成については 6 月にコーナーによる展示

と図書館便りに特集記事を組みましたが、やはりみ

なさん慣れないレポートというものには苦心なさっ

ているようです。 

秋に予定しておりますガイダンスでは、そういった

要望に少しでもお答えできるように企画を進めてお

りますので、どうぞご期待ください。 
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EndNote は学術文献の情報を検索した結果やダウンロードしたファイルを管理し、論文作成の際に参考文献リス

ト作成や本文中への引用番号等の記述を自動的に支援するソフトです。 

特徴的な機能として 

 各種データベースの学術文献情報取込み 

 取り込んだ文献情報の検索、編集、管理 

 論文作成の際に引用記号や巻末参考文献リストを自動生成 

 MS Word に連動、MS Word 上にて EndNote の機能を使用可能 

 収録レコード内の項目に、各種画像の取り込みが可能。 

 Excel 等で管理している文献情報も取り込むことが可能 

 各種解析ツールと連携 

などがあげられます。 

データベースを利用することが多い昨今、EndNote は文献管理ソフトとして極めて強力であるばかりか 3000 以上

に及ぶ論文投稿規定に対応しており、投稿誌に対応した書式で引用文献リストを作成することが出来ます。 

今回の講習会は国内販売元である株式会社ユサコの講師による講義と実演、操作案内を中心に行われました。 

図書館では「こんな講習会をしてほしい」という要望があれば可能な限り実現いたします。 

ぜひご意見をお聞かせください。 

 

 

 
 図書館では父母後援会からいただいている費用で、5 月末に文芸ベストセラー本を多数購入しました。

中身の面白さはお墨付きの本ばかりですので、せっかくの夏休みにいかがでしょうか？ 

 

決壊 (上, 下) / 平野啓一郎著   新潮社 ２階開架 913.6//H66//1,2 

告白 / 湊かなえ著: 双葉社 ２階開架 913.6//Mi39 

ゴールデンスランバー / 伊坂幸太郎著 新潮社 ２階開架 913.6//I68  

さよなら渓谷 / 吉田修一著  新潮社 ２階開架 (913.6//Y86) 

ザ・ロード / コーマック・マッカーシー著 黒原敏行訳 早川書房  ２階開架 933.7//Ma13 

シズコさん / 佐野洋子著 新潮社 ２階開架  (913.6//Sa66) 

出星前夜 / 飯嶋和一著 小学館 ２階開架  (913.6//I27) 

そうか、もう君はいないのか / 城山三郎著 新潮社 ２階開架  (914.6//Sh89) 

田村はまだか / 朝倉かすみ著 光文社 ２階開架  (913.6//A85) 

人間の関係 / 五木寛之著 ポプラ社 ２階開架  (914.6//I91) 

のぼうの城 / 和田竜著 小学館 ２階開架  (913.6//W12) 

フロスト気質  (上, 下) / R.D.ウィングフィールド著 芹澤恵訳 東京創元社 ２階開架 933.7//W76//1,2 

ホームレス中学生 / 田村裕著 ワニブックス  ２階開架 916//Ta82 

流星の絆 / 東野圭吾著 : 講談社  ２階開架 913.6//H55  



夏休み中の図書館 開館時間について     
8月1日～9月11日までの平日の開館時間は午後7時までです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７／１５～９／１３は夏期長期貸出期間です。       

 学部１～３年生・短大１年、別科生の返却期限日は９／２８です。 

 学部４年生、短大２年生、大学院生、教職員は通常通りの９０日間の貸出になります。 

 雑誌・AV資料の貸出期間は通常のまま(雑誌7日間、AV資料2週間)です。 

 ライブラリーカード会員・エクステンション受講生・卒業生の方は対象外です。 

 暑い夏の盛りを涼しい図書館で過ごしてみてはいかがでしょうか？  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ○C 編集・発行 城西大学水田記念図書館 

             〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1 電話 049-271-7736  FAX 049-286-8126 

７月 ８月  

日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 3 4  26 27 28 29 30  1 

5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 

12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15 

19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22 

26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 

        30 31 1 2 3 4 5 

9 月         

日 月 火 水 木 金 土  

  1 2 3 4 5  

6 7 8 9 10 11 12  

13 14 15 16 17 18 19  

20 21 22 23 24 25 26  

27 28 29 30     

■……通常開館9：00～21：00 

■……土曜開館9：00～19：00 

■……日曜開館9：00～17：00 

■……短縮開館9：00～19：00 

■……お休みです。 

 

今月のテーマは『戦争を、知る。』 

8 月15 日は終戦記念日です。 

日本にとって深い意味を持つこの日。さまざまな角度から戦争という大きな動きを読み解いてみるのも有意

義なことではないでしょうか。 

展示コーナーでは戦記・戦史などの分野から個人の自伝、体験談、戦争を戦略・戦術面から見つめた書

籍など多様なジャンルからの資料を取り揃えて紹介しています。 

時代の持つうねりや翻弄される世界の動向、副産物としての技術革新な

ど昨今の世界情勢を理解するうえでも必ず役に立ちます。 

 

図書館企画の展示コーナーはカウンター隣にあります。 

貸出も可能ですので、ぜひ手にとってみてください。 


