
看護学科長     梶 本  市 子 

目次 
私と読書 ……………  １ 
 
「I❤BOOKコンテスト」
上位作品を展示しました！    
   …………………  １ 
 
卒業後の図書館の利用に
ついて………………    ２ 
 
新着図書  ……… ２―３ 
 
図書館利用体験 ＆ 学
生さんが図書館で見つけ
た！おススメの本…… ４ 
 
開館カレンダー …… ４ 
 
学生図書館委員のこの1年 
の活動 ……………… ４ 
 
編集後記 ………………4 

2011年10月14日から始まりました「Ｉ❤BOOKコン

テスト」でのアンケート上位コメントを本と一緒に、

12月12日（月）から12月26日（月）まで図書館カ

ウンター前で展示しました。友達同士でわいわいと

展示された本を手にとる学生、自分の応募作品

が展示されている様子を携帯電話で写真に収め

る学生、一冊ずつじっくり眺める学生、それぞれ楽

しんでいるようでした。このコンテストが皆さんと本

の新しい出会いの場になれば幸いです。 

私の本棚       

「Ｉ❤BOOKコンテスト」上位作品を展示しました！ 

私の本棚は、つくづく何でも有りの棚だと

我ながら感心している。 

子ども時代は近所の貸本屋に通い、もっ

ぱらほのぼのとした４コマ漫画と探偵小説に

わくわくしていた。その後は「読書が趣味」と

いう友人を不思議に思う程度の読書をしな

がら、時々高知県立図書館で背伸びをした

小難しい本を借りては、その難解さに挫折し

途中放棄することを懲りず繰り返していた。

当時は真面目くさってやっていたが、今から

思えば何ともかわいらしい勇敢とも言える行

動であるが、そんな中でいろんな著者に出

会い社会を少しずつ知っていったように思

う。その当時の県立図書館のどっしりと落ち

着いた建物の木の床と大きな机、静かな空

間は気持ちを落ち着け豊かな気分にしてく

れる好きな場所だった。 

長く人間をやっていると、思いがけない出

来事やいわゆる想定外の事態にあったり、

悩んだり落ち込んだりするものである。そんな

時に、本は人を支え励まし元気にしてくれ

る。図書館や本屋のズラッと並んだ本の背

表紙を見ていると、フッと自分に語りかけてく

る本に会うものだ。語られている言葉の力に

支えられ励まされながら、そのような言葉を

紡ぎ出す著者のことが

知りたくなる。こんな時間

の過ごし方もいいもので

ある。 

今でも鮮明に覚えて

いるのだが、いわゆる不

惑の年に「不惑の年とは

よく言ったものだ」と妙に納得したことがある。

大げさにいえば自分の人生が見えたとでも言

うか、若い頃のがむしゃらさからちょっと立ち

止まり、自分を俯瞰する感じとでも言おうか。

人間を相手にした職業柄、人間とは、生きる

とは、死とはなど根源的ことを学ぶことにのめ

り込んでいた時期があり、その長いトンネルか

ら出た頃に感じたのである。少し成人した気

分であった。 

 私の本棚には「サザエさん」の漫画４５巻

や、深い意味を含んだ「シッタカブッタ」の漫

画が誇らしげに並んでいる。大好きな司馬遼

太郎の小説、若い頃に著者の行動力にあこ

がれた「スペイン子連れ留学」もある。結局、

私の何でも有りの本棚の状態は、私の本との

つきあい方をそのまま表しているのだと気がつ

いた。専門書類と並んでそこにある雑多な本

たちを私は好きなのだ。 



①利用の仕方 

本学の卒業生で、図書館を利用したい方は、運転免許証など現住所が確認できる身分証明書を提示し

て、カウンターで利用申込書に記入してください。 

１回の手続きで２０１３年３月３１日まで利用できます。２０１３年４月以降は再度利用手続きをしてください。 

３月２０日は卒業式ですね。少し早いですが、卒業後の学短図書館の利用についてご案内します。 

卒業後の「？」を解決するためにも図書館は存在しています。皆様のご利用を心よりお待ちしております。 

②利用できるサービス 

※館内での閲覧及び複写 

在学中と同様に利用できます。コピーカードは教務課で販売しています。1枚500円です。 

※貸出 

卒業後に貸出を希望するときは、カウンターに申し込んでください。 

※文献複写サービス 

図書館にない文献の複写を取寄せる文献複写サービスは在学中と同様に利用できます。 

※来館時の注意 

図書館の閉館日、利用時間に注意してご利用ください。利用時間についてはホームページまたは電話でご

でご確認ください。（088-850-0033 図書館直通） 

◆図書館のホームページは、インターネット上の情報への入り口として各学科関連等のサイトヘのリンクを用

意しています。ご活用ください。また掲載してほしいリンクがありましたらお知らせください。 

◆県内各大学・公共図書館等の本は忘れずにきちんと返しましょう。 

各学科の先生方から寄せられた選書リストを元に選書委員会が選書した選りすぐりの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１２月の選書委員会で

購入が決定した図書です。新着書架や蔵書目録を是非チェックしてみてください。 

保育・主体として育てる営み 
幼児教育の原則 
保育福祉小六法２０１１年版 
実践を創造する演習・保育内容総論 
保育内容表現 
保育内容人間関係 
乳児保育 
幼児教育の原理第２版 
保育原理第２版 
今に生きる保育者論第２版 
新・保育内容総論第２版 
保育士をめざす人の家庭支援 
演習・保育と相談援助 
子どもの福祉と子育て家庭支援新版 
子どもの養護３訂 
保育の原理と実践 
共に育ちあう保育を求めて 
豊かな保育をめざす教育課程・保育課程第２版 
生きる力を培う人間関係 
新・障害のある子どもの保育第２版 
子どもの理解と保育・教育相談 
幼稚園・保育所・福祉施設実習ガイドブック 
幼稚園・保育所実習ハンドブック３訂 
福祉施設実習ハンドブック３訂 
保育実践を支える保育の心理学１ 
保育の心理学第６巻 
図で理解する発達 
発達心理学 
発達心理学１ 
こころの旅 
たのしく学べる最新発達心理学 
しっかり学べる発達心理学改訂版 
保育所・幼稚園実習 
よくわかる生物電子顕微鏡技術 
表現・幼児音楽１・２（全２分冊） 
テーマで学ぶ現代の保育 
保育の創造を支援するコンピュータ 
わらべうたあそび５５ 
園行事に使える手話ソング 
指あそび手あそび１２３続 
絵本であそぶ１２か月 
DVD幼稚園教育実習第1巻子どもと出会う感動 
保育者のマナー 
はじめてうたうわらべうたセレクト５０幼児編 
楽譜せんせいだいすき２ 
ＣＤブックせんせいだいすき 
劇あそびＢＧＭ集 
こどものうた大百科 
保育のピアノ伴奏 
健康生活と体育 

製作よくばりアイディア１５０ 
子どもの発達と描画活動の指導 
保育でつかえる！子どもとつくるおりがみ 
５回で折れるはじめてのおりがみあそび 
簡単おりがみ大百科 
作って遊ぶ！飾って楽しい！おりがみ百科 
みんなのアートワークショップ 
かわいい壁面１２か月 
かんたん！楽しい！１２か月の製作あそびアイデアＢＯＯＫ 
ドキドキワクワクでみんなくぎづけ！３・４・５歳児の造形活動おまかせ
ガイド 
運動遊び・カリキュラム・720種目コース 
スポーツ白書〔２０１１年〕 
世界の子どもの遊び事典 
世界の子どもの遊び事典続 
世界の外あそび 
世界のじゃんけん大集合 
ことばあそび 
幼児の「言葉遊び」 
はじめてのことばあそび 
うたってあそぼうえかきうた（全３巻） 
えかきうたおに・おばけ 
えかきうたむし・さかな 
えかきうたどうぶつ 
えかきあそび 
絵かきうたあそび 
あそべあそべ発表会 
かならず成功する読みきかせの本 
お話会のプログラム 
おはなし会プログラム : 季節別・年齢別 
わらべうたのこころ：伝承あそび事典/伝承あそび事典（CD） 
わらべうたあそびのレシピ/わらべうたあそびのレシピ（CD） 
リズムであそぼうとびだせ歌あそび 
あそびうた大全集 
おしゃべりあそびうた 
キミちゃんのＨＡＰＰＹ！歌あそび 
絵本の読み聞かせと活用アイデア６８季節・行事編 
絵本の読み聞かせと活用アイデア５６ 
たのしいコミュニケーション手遊び歌遊び 
いっしょにあそぼうわらべうた 
幼稚園・保育園のわらべうたあそび春夏秋冬 
お手玉・まりつき・ゴムとび 
初めてのダンス～課題学習で創作ダンス指導～全2枚セット 
ダンス授業男女必修に対応したダンス指導DVD「中学校・高等学校
のダンス授業に向けて」～DVD3枚セット 
子どもの福祉と養護内容 
新・子どもの福祉と施設養護 
新・子どもの世界と福祉 
保幼小連携の原理と実践 
「気になる」子どもの保育 

■食物・栄養■ 
市販加工食品成分表 会社別・製品別 
国民健康・栄養の現状 平成20年厚生労働省国民健康・栄養調査報告 
医師のための臨床統計学 基礎編 
花のズボラ飯 うんま～いレシピ  
図解 栄養士・管理栄養士をめざす人の文章術ハンドブック 
四訂 栄養教育・指導―実習・実験― 
保健医療福祉の研究ナビ 
改訂 原色食品加工工程図鑑 
第2版 新訂原色食品衛生図鑑 
第2版 原色食品図鑑 
栄養・食糧学データハンドブック 
栄養・健康データハンドブック 第13版 
つくってみよう加工食品 第6版 
■幼児保育■ 
ＣD/阿部直美のみんなが主役のオペレッタ No.1-5（3枚組）絵本付 
ＰｒｉＰｒｉおりがみペープサート 
Ｐｒｉｐｒｉ発表会コスチューム 
カルメン 
椿姫 
サロメ 
フィガロの結婚 
マノンレスコー 
蝶々夫人 
ニーベルングの指環上 
ニーベルングの指環下 
子どもの発達と描く活動 
アートびっくり箱 
クレヨンからはじめる幼児の絵画指導 
幼児の絵画指導“絵の具”はじめの一歩 
子どもの描画 
絵にみる子どもの発達 
答えは子どもの絵の中に 
絵が伝える子どもの心とＳＯＳ 
マナ式描画の心理解析法ｖｏｌ．１（子どもの描画編） 
遊べるダンボール工作ア・ラ・カルト 
イタリア・ルネサンス美術館 
ルネサンスの名画１０１ 
和のモビール 
動物モビールのつくり方 
モビール・スタイル１００ 
モビールの教科書 
フェルトでつくるかわいいモビール 
保育が変わる！０歳からの造形遊びＱ＆Ａ 
すぐできるかんたん立体紙工作 
粘土遊びの心理学 
ここまで伸びる保育園・幼稚園の子供たち絵画・造形教育編 
子どもと表現 
３・４・５歳児の楽しく絵を描く実践ライブ 
しんぶんしあそび 

卒業後の図書館の利用について 

新着図書（これから入る本） 



ＳＳＴウォーミングアップ活動集 
■母性看護■ 
新生児の症状・所見マスターブック 
根拠がわかる母性看護技術 
■学校保健■ 
学校安全法に対応した改訂学校保健学校保健概論 
学校保健統計調査報告書平成２２年度 
成育の視点にたった学校保健マニュアル 
学校事故 知っておきたい養護教諭の対応と法的責任 
養護教諭のための養護学・序説 
学校健康診断の事後措置第２版 
教育保健学への構図 
フリーターの心理学 
学校教育相談と保健室 
■地域看護・公衆衛生看護■ 
公衆衛生マニュアル２０１１改訂第２９版 
保健指導バイタルポイント 
住民主体の保健活動と保健師の仕事 
住民のいのちの問題に保健師はどう向き合うか 
育児力形成をめざす母子保健 
みんなで考えた高齢者の楽しい介護予防体操&レク 
最新子宮頸がん予防 
■小児看護■ 
発達障害と家族支援 
発達支援学：その理論と実践 
史上最強図解これならわかる！精神医学 
児童家庭福祉論 
地域でささえる障害者の相談支援 
これでわかる特定保健指導 
結果を出す特定保健指導 
子ども虐待の予防とネットワーク 
子育て支援と世代間伝達 
地域福祉分析論第２版 
子ども虐待 
効果的な面接技術と事業展開から学ぶ保健指導 
質問力でみがく保健指導 
説明力で差がつく保健指導 
行動変容をうながす保健指導・患者指導 
根拠がわかる小児看護技術 
症状からみた小児看護 
大切な人を亡くした子どもたちを支える３５の方法 
私たちの先生は子どもたち！ 
ぼくのいのち 
アニーとおばあちゃん 
ぶたばあちゃん 
「死」って、なに？ 
おにいちゃんがいてよかった 
子ども虐待予防の新たなストラテジー 
子ども虐待という第四の発達障害 
よくわかる認知発達とその支援 
小児在宅医療支援マニュアル改訂２版 
図解先天性心疾患第２版 
小児・新生児の痛みと看護 
先天性心疾患の周手術期看護 
総合思春期学 
小児のメンタルヘルス 
小児看護とアレルギー疾患 
ナースのための小児感染症予防と対策 
看護のコツと落とし穴５ 
看護現場のストレスケア 
■成人看護■ 
楽なようにやりたいように後悔しないように 
ナースのためのストレスコントロール術 
在宅看護実習ガイド 
訪問看護のための事例と解説から学ぶ在宅終末期ケア 
糖尿病療養指導の手びき 
見てできる褥瘡のラップ療法  
成果の上がる口腔ケア  
退院支援実践ナビ  
がん専任栄養士が患者さんの声を聞いてつくった７３の食事レシピ  
疾患別看護過程＋病態関連図  
緊急度・重症度からみた症状別看護過程＋病態関連図  
生活機能からみた老年看護過程＋病態・生活機能関連図  
アセスメント力を高める！バイタルサイン 
これだけは知っておきたい糖尿病  
ナースのためのＭＥ機器マニュアル  
医療者のための伝わるプレゼンテーション Ｎｏ．８９  
高齢者救急  
看護研究で迷わないための超入門講座 
今日から役立つ 剤形別くすりの知識 
保健師・保健師をめざす学生のためのなぜ？どうして？１-4ピース 
ラ・スパ保健師２０１２ 
保健師国試スキルアップブックＮＥＯ 
クエスチョン・バンク保健師国家試験問題解説２０１２第４版 
公衆衛生・関係法規・社会福祉直前α２０１２ 
保健師国家試験問題－解答と解説（付別冊直前チェックＢｏｏｋ 
子を愛せない母母を拒否する子 
周産期メンタルヘルスケアの理論 
子ども虐待という第四の発達障害 
気になる子理解できるケアできる 
児童虐待父・母・子へのケアマニュアル 
住民主体の保健活動と保健師の仕事 
家族が変わる子育てが変わるコミュニケーションのヒント 
知的発達障害の家族援助 
児童虐待と児童相談所 
かんごろ第４版 
看護師・看護学生のためのなぜ？どうして？シリーズ 
看護師国家試験のためのなぜ？どうして？チェキラ第４版 
症状からみる病態生理の基本 
根拠がわかる症状別看護過程改訂第２版 
看護データブック第３版 
３Ｄ画像で学ぶ人体 
ＫＡＮ－ＴＡＮ看護のザ★清潔 
ＫＡＮ－ＴＡＮ看護の実習マナー 
ＫＡＮ－ＴＡＮ看護のザ★排泄 
ＫＡＮ－ＴＡＮ看護の漢字読み 
ＫＡＮ－ＴＡＮ看護の計算・数式 
ぜんぶわかる脳の事典 
科目別強化トレーニング解説書DVDCheck×CheckDVD 人体の構造と
機能/疾病の成り立ちと回復の促進/成人看護学/母性看護学 
看護学生のための疾患別看護過程よくわかるＢＯＯＫｖｏｌ．１ 
循環器看護ケアマニュアル 
なるほど納得心臓カテーテル看護 
消化器疾患ビジュアルブック 
胃手術後の１００日レシピ 
大腸がん手術後の１００日レシピ 
看護学生のための検査よくわかるＢＯＯＫ 
看護学生のためのバイタルサインよくわかるｂｏｏｋ 
看護に必要なやりなおし数学・物理 
看護に必要なやりなおし生物・化学 
解剖生理がよくわかるからだの不思議Q&A1 
解剖生理がよくわかるからだの不思議Q&A2 
症状から見た病態生理学 
得意になる解剖生理 
看護学生のための解剖生理よくわかるＢＯＯＫ 
地域づくり型保健活動のすすめ  
産業保健マニュアル 改訂５版  

ＳＰＳＳによる多変量データ解析の手順第４版 
ＳＰＳＳによる分散分析と多重比較の手順第４版 
ＳＰＳＳによる時系列分析の手順第２版 
ＳＰＳＳによるカテゴリカルデータ分析の手順第２版 
ＳＰＳＳ完全活用法共分散構造分析（Ａｍｏｓ）によるアンケート処理 
入門はじめての分散分析と多重比較 
入門はじめての統計的推定と最尤法 
すぐに使えるＲによる統計解析とグラフの活用 
Ｒパッケージガイドブック 
医療系のための基礎情報科学 
医療系のための情報科学入門 
よくわかる卒論・修論のための統計処理の選び方 
■歯科学■ 
快適「入れ歯生活」入門 
ここからはじめるベーシックアシスタントワーク 
新人歯科衛生士のためのペリオドンタルインスツルメンテーション 
だれでもバッチリ撮れる！口腔内写真撮影 
マンガで学べるパワーアップ！デンタル・コミュニケーション 
しっかり測定できる！歯周組織検査パーフェクトブック 
知ってて得した！歯周治療に活かせるエビデンス 
知ってて得した！う蝕予防に活かせるエビデンス 
歯科衛生のためのペリオドンタルメディシン 
健康で美しい口腔をつくる歯科衛生士のための審美歯科入門 
心・栄養・食べ方を育む乳幼児の食行動と食支援 
本当のＰＭＴＣ 
ＤＨがつくる“和”の世界患者さんに安心 
口腔機能の維持・向上による全身状態改善のためのオーラルケア・
マネジメント実践マニュアル 
ライフステージからみた患者さんのからだとこころ 
歯並びコーディネーター 
全身疾患ｖｓ歯科治療 
すぐに使える！歯科診療室での医療安全実践ガイド 
これで安心！歯科診療室での患者急変対応ガイド 
歯科衛生のための臨床インプラント講座 
バイタルサインでここまでわかるＯＫとＮＧ 
英語で患者と話そう！ CD付 
英語が話せる歯科衛生士！CD付 
英語で話す歯科受付！ ＣＤ付 
英語が話せる歯科衛生士！続編 CD付 
歯科臨床英会話1フレーズ集 
チームで取り組む歯科医院の活性化 
ホンマモンの歯科医療スタッフ 
歯が溶ける！ 
知っておきたい「力」のこと 
顔・からだ バランスケア 
象牙質知覚過敏症 
ブラキシズム 
もっと知りたい義歯のこと 
臨床歯内療法－器材・薬剤・テクニックのコ 
チェアーサイドの禁煙支援ガイドブック 
チェアーサイドの口臭治療ガイドブック 
チェアーサイドの歯科とアレルギーガイドブック 
チェアーサイドの３ＤＳってなに？ガイドブック 
脳卒中患者の口腔ケア 
チェアーサイドの薬のインフォームド・コンセントガイドブック 
チェアーサイドの消毒・滅菌ライフラインガイドブック 
チェアーサイドの手づくり訪問歯科診療ガイドブック 
チェアーサイドの救急処置・蘇生法ガイドブック 
チェアーサイドのインフェクションコントロールガイドブック 
チェアーサイドのくすり拝見病気確認ガイドブック 
チェアーサイドのパントモグラフを視るガイドブック 
育もう！歯周病検査力 
歯科医院スタッフ道第１章-第３章 
歯科聞き言葉辞典 
日常臨床の疑問に答えますＱ＆Ａ７０ 
新編保存修復 
エナメル質・象牙質・補綴物のプロフェッショナルケア 
上手に食べるために 
歯科における災害対策 
咬合再構成の顎咬合学 
歯科衛生士国家試験対策主要三科キーワードチェック 
歯科医のための医療コーチング入門 
目で見るペリオドンタルインスツルメンテーション１-4 
非歯原性疼痛へのアプローチ“原因のわからない”痛みに悩む患者 
歯科衛生士のための歯周治療ガイドブック 
ようこそ！横田ペリオ道場へ 
お口の健康ア・ラ・カルト 
保存修復クリニカルガイド第２版 
「食べる喜びと健康」～食と口腔を支援する高齢者のケア～  
気道感染予防～肺炎を防ぐために～DVD 
「これからの介護の新しい視点」自立支援と介護予防 ＤＶＤ  
多職種のための口腔ケア 
歯科保健関係統計資料２０１１年版 
歯科保健指導関係資料２０１１年版 
患者さんを迎えてから見送るまで改訂新版 
歯科衛生士講座歯周病治療の基礎と臨床第２版 
黒岩恭子の口腔ケアＤＶＤで学ぶ 
日本人の歯とそのルーツ 
図説歯の解剖学第２版 
デンタルプラーク細菌 
チェアサイド・介護で役立つ口腔粘膜疾患アトラス 
咀嚼する脳 
歯科口腔領域のクリニカルパス 
口腔ケア健康ガイド 
頸部聴診による嚥下障害診断法－手技・判定法・診断精度－ 
いまからはじめる口腔ケア 
リーフレット歯の予防シリーズ（２）歯周病 
嚥下障害ポケットマニュアル第３版 
目でみる嚥下障害 
歯科衛生士国家試験’１２に役立つ１・２ 
歯科衛生士国家試験直前マスター基礎！ 
歯科衛生士国家試験直前マスター臨床！ 
徹底分析！年度別歯科衛生士国家試験問題集２０１２年版 
こんな患者さんが歯科に来たときは？ 
疾患を有する高齢者が来院したら 
歯科医院デザインＣａｔａｌｏｇ 
ストップ歯周病！手に入れよう全身の健康 
■植物学■ 
ヒマラヤの薬草・秘宝を守れ 
皇居の植物 
食べられる野生植物大事典新装版 
初めてのハーブ作り定番５０種 
植物の来た道 
植物の形と進化 
日本の植物と自然 
花 古事記―植物の日本誌 
面白いほどよくわかる毒と薬 
牧野富太郎と神戸 
■精神科看護■ 
詳説精神科看護ガイドライン 
発達障害への看護アプローチ 
必携！精神看護学実習ポケットブック 
精神科訪問看護はじめてＢＯＯＫ 
ひとりひとりの人 
精神科看護のための事例研究 
困難事例に学ぶ精神科看護技術 
看護学生のための精神看護臨地実習ｎｏｔｅ 
やってみよう！統合失調症者への社会・心理的アプローチ 

体育の教育力 
スポーツの哲学的研究 
武と舞の根源を探る 
多様な身体への目覚め 
身体運動学 
体操と健康づくり 
ぜんそく児の運動療法 
脳血管障害の体育 
重い障害を生きるということ 
就職とは何か 
ちいさいひと-青葉児童相談所物語 
児童虐待 
一問一答平成２３年民法等改正 
子どもたちと育みあうセクシュアリティ 
知的障がい児のための「こころとからだの学習」 
児童養護施設と社会的排除 
大丈夫。がんばっているんだから 
子どもが語る施設の暮らし２ 
子どもが語る施設の暮らし 
「日向ぼっこ」と社会的養護 
「家族」をつくる 
心と脳をすくすく育てる本 
はじめての離乳食 
赤ちゃんと子どもの病気とホームケア 
高機能自閉症・アスペルガー症候群入門 
アスペルガー症候群と高機能自閉症の理解とサポート 
アスペルガー症候群と高機能自閉症－青年期の社会性のために 
教師のためのソーシャル・スキル 
学級崩壊に学ぶ 
脳の歴史 
教師のための失敗しない保護者対応の鉄則 
教師力 
大学の実力 
東大解剖 
100かいだてのいえ（ビッグブック） 
せんたくおばさん（Big book ; ジョイ・コーリーのえほん1） 
はらぺこのきょじん（Big book ;ジョイ･コーリーのえほん２） 
ミーニー（Big book ;ジョイ･コーリーのえほん３） 
もったいないばあさん 
あそびうたハンドブック 
体育あそび大図鑑 
保育で使える！わくわくマジック 
誰にも言えない保育の悩みがプラス思考でスッキリ解決する本 
製作よくばりアイディア１５０ 
保育者が自信をもって実践するための困った保護者への対応ガイドブック 
保育とおもちゃ 
医療者・保護者・進学先に感謝されるグレーゾーンの子の教育記録の残し方 
乳児保育 
楽しいエプロンシアター３ 
子ども学第２版 
発達と教育のための心理学初歩 
乳児の発達と保育 
保育と絵本 
保育者と学生・親のための乳児の絵本・保育課題絵本ガイド 
つくってあそぼ！ 
保育園における事故防止と安全管理 
子どものニーズに応じた保育 
子どもの発音とことばのハンドブック 
保育者がまず身につけておきたい基本の遊びと広げ方 
■飛び出す絵本■ 
ﾋﾟーター・パン 
ＡＢＣディズニー 
３びきのくま 
むし 
ナルニア国物語 
とびだす！うごく！たべもの 
ミッフィーのいないいないだあれ 
はらぺこあおむし 
どうぶつ 
ハンドメイドポップアップの本 
うみのいきもの 
不思議の国のアリス 
オズの魔法使い 
注文の多い料理店 
のりもの 
星の王子さま 
光の旅かげの旅 
恐竜時代 
人体絵本 
Ｓｈａｒｋｓ海の怪獣たち 
のりものえほん２ 
せかい地図 
■基礎医学■ 
プロメテウス解剖学アトラス 解剖学総論／運動器系運動器系第２版 
骨から見る生物の進化普及版 
不死細胞ヒーラ 
プロメテウス解剖学アトラスコンパクト版 
標準歯周病学第４版 
がんの分子標的と治療薬事典 
がん生物学イラストレイテッド 
ＴＮＭ悪性腫瘍の分類第７版 
ロビンス＆コトラン病理学アトラス 
分子細胞免疫学 
ゲノム第３版 
ハートウェル遺伝学 
進化 
病理形態学で疾病を読む 
アトラス細胞診と病理診断 
子宮頸部細胞診ベセスダシステム運用の実際 
病理診断に役立つ分子生物学 
PSCPAP 
トンプソン＆トンプソン遺伝医学 
MetabolismataGlance3RDPAP 
健康食品・サプリメント「成分」のすべて 
化学大辞典 
ＲＣｏｍｍａｎｄｅｒによるデータ解析 
科学技術白書平成２３年版 
文部科学白書平成２２年度 
ストレス科学事典 
標準病理学第４版 
標準細胞生物学第２版 
機能を中心とした図説組織学第５版 
人体の構造と機能第３版 
病態のしくみがわかる免疫学 
標準免疫学第２版 
疾病論第２版 
病理形態学で疾病を読む 
イラストでまなぶ解剖学第２版 
細胞診を学ぶ人のために第５版 
細胞診セルフアセスメント増補版 
組織病理カラーアトラス 
病理組織染色ハンドブック 
初心者のための細胞診カラーアトラス 
細胞診のベーシックサイエンスと臨床病理 
脳イメージング：ワーキングメモリと視覚的注意からみた脳 
卵巣腫瘍病理アトラス 
■医学統計■ 
文系にもよくわかる多変量解析 
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  図書館利用体験 ＆ 学生さんが図書館で見つけた！おススメの一冊 

 

 

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

toshokan/ 

編集後記 
 らぶっく第10号をお届けします。 

 今回は梶本市子看護学科長に寄稿してい

ただきました。また、前号に引き続き、学

生さんが図書館で見つけたおススメの本を

専攻科地域看護学専攻の鬼頭彩さんに、そ

して図書館利用体験を専攻科応用生命科学

専攻の中川裕可里さんに寄稿していただき

ました。本当に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。今年度から活動を開始した学

生図書館委員の活動は項目のみ右上に掲載

しました。学生図書館委員のみなさんの活

動は図書館活性化のために大いに力となり

ました。ありがとうございました。来年度

もより活発な活動を図書館運営委員の先生

方と共に目指しましょう。 

 今回は卒業後の利用方法や新着図書情報

などを掲載しています。新着図書の予約も

できますのでカウンターで申し込みを。 

 次号は3月31日発行予定です。皆さんの

「らぶっく」に関するご意見・ご感想をお

待ちしております。新着書架横の「利用者

の声」BOXに投函してください。 

（他にも多数の内容があり、新規分野も随時発行） 

「なぜ？どうして？」シリーズ 

医療情報科学研究所著／ 

メディックメディア発行 

 私のお薦めする本は「なぜ？どうして？」シ
リーズです。この本は、主人公とネコナースの会

話で展開されていて分かりやすく丁寧に説明され

ているため、はじめて勉強する人にもよいと思い

ます。 

 また、この本では本の中で説明した内容に関す

る国家試験の問題が出題されているため、本の内

容がきちんと理解できたかどうか確認することが

でき、国家試験の勉強にもつながります。 

きちんと理解しておきたいという人や、一度勉

強したことがある人でもこの本を読むことで再確

認できる本です。ぜひ一度読んでみてください。 

専攻科地域看学専攻 鬼頭 彩       
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図書館の活用 

 私は、研究で参考にする論文や文献を探した

り、論文の模写を申しこむ時に、図書館を利用し

ています。授業でプレゼンテーションする際の参

考資料を探したり、配布資料を作成する際にも、

図書館で調べたり勉強しています。また図書館は

静かな環境で集中して勉強することができ、集中

したいときもよく利用します。このように研究や

授業の準備など、専攻科のこの一年では、図書館

の利用頻度は以前より多く感じます。過去の雑誌

のコーナーなど、以前は利用したことのなかった

戸棚があることにも気づき、現在は目的の戸棚だ

けでなく、周辺も見て回るようにしています。文

献の複写物の申し込みを行ったのも今年が初めて

で、今までとは違った図書館の活用法を実感して

います。 

目的の文献を探す際には、文献探索を使ってあ

る程度調べてから本を探すことで、効率よく探す

ことができていると思います。また、発行したば

かりの雑誌や過去の雑誌も探しやすく、よく参考

にしています。雑誌は借りることができないの

で、複写申請を行い印刷させてもらっています。

雑誌などが図書館で見つからず、外部の文献複写

を申し込む際も、手続きが簡単で複写物が届くの

も早く、よく活用しています。また、本を借りる

際に新着図書コーナーが近くにあるので、新着図

書で検査に関係する本を見つけたら、積極的に借

りて読むようにしています。このように、図書館

には様々な利用法があることを今年はとても実感

し、有用に活用できていると思います。 

専攻科応用生命科学専攻  中川 裕可里 

学生図書館委員の平成23年度の活動 

＊活動計画会議・連絡会議 

＊オープンキャンパスでの説明準備・当日説明 

＊学園祭での「Ｉ ♥ ＢＯＯＫ コンテスト」 （好き  

 な本についての推薦文のコンテスト）の広報 

＊同コンテストの開催期間中の広報 

＊図書購入予算学生選書分の学生の希望の  

   取りまとめ 

◆活動の様子は随時「らぶっく」で紹介しました 

開 館 カ レ ン ダ ー 

は8時半～18時、   は17時まで、   は休館 
 


