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高知学園短期大学図書館運営委員会高知学園短期大学図書館運営委員会高知学園短期大学図書館運営委員会   

専攻科地域看護学専攻長   矢 野  智 恵 

すが、こうしてふらっと

眺める書架にはいろい

ろな発見がありました。

先生方が講義の中で話

されていた本を見つけ、

それを手にしたときのワ

クワク感は今でも心に

残っています。 

私は恩師から“学ぶ門に書来る（まなぶか

どにふみきたる）”という言葉を教えていただき

ました。これは、“読書好きの人のところへは、

自然と書物が集まってくるものである。日頃か

ら、ひとつのものを目指して努力している人に

は、おのずとその道にかなった機会がめぐって

くることが多い”という意味です。本学の図書

館も少しずつ整備され、勉強しやすい環境が

整いつつあります。皆さんもぜひ図書館を利

用し、自分の目標に向かってコツコツ努力し、

それぞれの夢をつかんで下さい。 

図書館の思い出       

卒業後の図書館利用について 

私の図書館との深いかかわりは、高校時

代に遡ります。高知城下にある高知県立図

書館、あるいは高知市民図書館に、夏休

みや冬休みなど長期休みのときには友人と

よく通ったものでした。静かで冷暖房の完備

された環境は勉強するには快適な空間でし

た。また、勉強に集中できず気分転換した

いときには、新聞や雑誌ときには漫画をめく

り、新着図書のコーナーでは話題の本に夢

中になり気が付くと閉館時間なんてこともあ

りました。友人から誘われ通い始めた図書

館ですが、私にはとても落ち着く場所でし

た。 

大学入学後は、大学の図書館でレポート

作成のための調べ物をし、卒業論文作成

のための文献収集では司書さんに大変お

世話になりました。また、時間が空いた時ふ

らっと図書館に入り、どんな本が入っている

のか書架を端から順番に眺めることが好き

でした。必要な本を検索するのも良いので

３月１８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。卒業後も図書館を利用して、仕

事や夢の実現に役立ててください。 

①利用の仕方 

本学の卒業者で、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

持って、カウンターで利用手続きをしてください。 

１回の手続きで2014年３月３１日まで利用できま

す。2014年４月以降は再度利用手続きをしてくだ

さい。 

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。コピーカードは図

書館内の自動販売機で販売しています。 

※貸出 

在学中の学生証は無効になります。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下さ

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下

さい。利用時間についてはホームページまたは電

話（088-850-0033 図書館直通）でご確認下さ

い。 
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行ってみよう！リニューアルした図書館へ！ 

入口から図書館を覗いた

ところです。ロッカーや 

コピー機が移動し通路が

広くなりました 

新 し く な っ た パ ソ コ ン 

スペース。以前あった

新着雑誌架も、ここに 

まとめました。 

 1階の南窓に面して、 

カウンター式の席ができ

ました。シックな黒椅子が

ポイントです。パソコンを

４台完備しています。 

    ２階には個人で使う机が 

一列に並んでいます。仕切りがついて

いるので個室と同じように集中できて

おすすめ！ 

机と椅子がなく

な っ て す っ き り

広 々 し た 地 階。

本が探しやすく

なりました。 

昨年9月末、改修工事が終了し、図書館が生まれ変わりました！ 

書架や閲覧席、カーペットを一新し、窓に面したカウンター式の席も新しくできました。 

「まだ見ていない！」という方は、ぜひ一度お越しください。 

 1階入口右手にある「学習室らぶっく」は、   

 グループワークをしてもよし、 

 一人でじっくり本や新聞を読むもよし、   

 パソコンで調べものをするもよし。 
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新しい図書館は、以前よりも全体的にすっきりとし
た印象を受けました。入口付近にあった荷物ロッ
カーは、奥に移動して、ゆったりとしたスペースが
設けられていて、とても使いやすいと思いました。
ロッカーのすぐそばには、本を読んだり、課題がで
きたりするスペースがあって落ち着いていられる
すごくいい空間だと感じました。食堂は、少し賑や
かな時があるので、課題や読書をする時、空き時
間ができた時など積極的に図書館を利用したい
と思いました。  
        生活科学学科2年 渡 妙弥  

改修する前に比べ、全体的にすっきりした印象
を持ちました。個人で使う自習用の机が２階に
なったことはとても良いと思いました。１階にあっ
たときは、図書館に入ってくる人が気になって気
が散っていましたが、２階だとその心配はなくて
すみそうです。 
 パソコンの所やグループ学習ができるところも
広々としていて、とても良い空間になっていまし
た。前までは重い空気で何となく入りづらかった
ですが、今の図書館なら気軽に入れそうです。 
       幼児保育学科１年 川村 蕗子  

テレビを見ることも友達と遊びに行くことも許されません。
当然、クリスマスも忘年会も正月も・・・ありません。あるのは
焦りだけです。なぜならば看護師国家試験までのカウント
ダウンが始まっているからです。 
ところで、みなさんは図書館の変化には気づいています
か？改修工事を終えた図書館は、今の私にとって、とても大
切な場所です。新しくなった１階フロアではみんなで国家試
験対策について話し合い、知識を共有する場として活用し
ています。一人で集中してじっくり問題に取り組みたい時は
２階フロアでこもります。そして、くじけそうになっても、同じ
ように頑張っている友達がいるので、顔を見るだけで安心
します。 
今、私はまるで図書館の住人です。授業と食事以外の時間
は図書館で過ごしています。この春にはこの生活から抜け
出して、好きな本をゆっくり読めることを期待しながら頑
張っています。そんな新しくなった図書館にみなさんも足を
運んでみてください。 
                                                                                                    看護学科3年   中越 紗耶果 

私たちは、検査２年ですが、レポートを書くときに参考文献

が必要になるため、よく１年の時から図書館を利用していま

した。図書館には、検査で必要な血液、免疫、病理、臨床化

学、微生物など、多岐にわたり、自分がもとめる情報がわか

りやすく本に載っているので非常に助かっています。授業に

も役立ち、分かりにくい言葉や意味をすぐに知ることができ

ます。 

しかし、不便だと感じていたことも、多々ありました。例え

ば、１人用席しかなく、４人組か２人組でグループワークを

するときに困り、コピー機が通路側にあるため、道が狭いな

どと感じていました。ですが、今の図書館は道が広くなり、

４人組のグループワークができ、考察や結果を議論すること

ができます。心なしか、外観が明るくなり、自然と図書館に

長居してしまうこともあります。たくさんの要望を出し、こ

れからはもっとネットよりも活用され、必要とされる図書館

になり、全学科の学生が利用する機会が多くなることを願っ

ています。 

     医療衛生学科 医療検査専攻 2年 澤田 瞳 

図書館が改修されまず目に入ってくるのは、手

前に出来たゆったりとした学習スペースです。

手前にあるので出入りがしやすく、また新しい

パソコンも置かれており、利用しやすく便利な

空間になっています。二階は学習室と以前一階

にあった個人用の学習机があり、静かに学習で

きる空間になっています。 

改修後の図書館は以前より全体的にゆったりし

ているように感じます。午後九時まで開館して

いるので是非一度は図書館にいらして下さい。  

 医療衛生学科 歯科衛生専攻1年 岡崎里歩  

図書館が新しくなり、入口からすごく明るい感じに変わっ
たと思います。入口から図書館の中をのぞくとたくさん
の本がきれいに並べられ、いろいろな本に興味がもてま
すし、きれいに整えられたパソコンのスペースでは、落ち
着いて勉強ができます。 
そんな図書館には、少し空き時間があると足を運びたく
なります。きれいになるとやはり気持ちよく、より快適に過
ごすこともできるので、前より多いペースでいつも利用
させていただいています。 
  生活科学学科2年 上岡実可・窪添由夏  

学生図書館委員の皆さんに

改修後の図書館について 

感想を聞いてみました！ 
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高知学園短期大学生に薦めるこの一冊 

学生の皆さんにぜひ読んでもらいたい本を各学科・専攻の先生方が紹介してくれました。 

本との出会いは、あなたに新しい世界を開いてくれます。この機会に挑戦してみては？ 

「センス・オブ・ワンダー」はアメリカの海洋生物学者であるレイチェル・カーソンが、幼い姪のロジャーと一緒に海

辺や森の中を探検し、その中で見つけた自然の美しさや神秘さなどを綴った作品です。美しいものを美しいと感じる感

覚、新しいものや未知のものに触れた感激、思いやりや愛情などの感情は、子どもたちのもっと知りたい思いを生み出

していきます。「センス・オブ・ワンダー」には、子どもたちに自然をどのように感じとらせていけばよいのか、そん

なメッセージが送られています。  

「センス・オブ・ワンダー」 
レイチェル・カーソン著・上遠恵子訳（佑学社） 

（幼児保育学科 有田 尚美 先生） 

「こころの処方箋」 
河合隼雄著 （新潮社） 

（看護学科  野並 由希 先生） 

私は日頃から、気を遣い過ぎてかえって周りに気を遣わせ、その場の雰囲気を不自然にさせてしまい後で後悔することがあ

ります。 

今回、紹介する本の中に「己を殺して他人を殺す」という項目があります。「己を殺す」とは自分を押し殺すことで周囲との調

和を重視し、他者を立てる振る舞いのことです。しかしやり過ぎてしまうと、その場の雰囲気を壊しかえって周囲に気を使わせ

たり、不快な思いをさせます。これが「他人を殺す」ということです。人と付き合っていくために気づかいが大切であることは

言うまでもありませんが、この本を読んでその場に合わせた程度を見極めることがそれ以上に大切だと気付かされました。 

街で女性とすれ違った時に感じるかすかな香りは大変好感が持てます。一方で、同じ香水でも、食事の香りや味がわからなくな

るくらいの匂いはその場の雰囲気をしらけさせます。その場に合った、そして自分に合った「程度」をみつけられるよう今後の

自分自身にも、みなさんにもこの本をおすすめします。 

「私は誰になっていくの?―アルツハイマー病者からみた世界」 
クリスティーン ボーデン著 （クリエイツかもがわ） 

アルツハイマー病者クリスティーン・ボーデンさんが書いたとても衝撃的なタイトルの本です。46歳の若さでアルツハイ
マー病の診断を受け、３年後に本を出版しました。知的で有能な人だからなのか、職業柄なのか驚くほどアツルハイマー
病を客観的に理解しています。しかし、タイトルにもあるように不安や怯えを強く感じていることも表現しています。 
私自身、アルツハイマー病者と関わることがあります。個人差はあるにしても当事者の心の動きはいくら妄想しても計り
知れませんが、この本に出会って妄想が予想に変わる場面ができたことは助けになっています。 
あとは特定なタイトルはありませんが、おススメは『絵本』です。教育を含む内容から単に色や絵がきれいなものなどあ
りますが、慌ただしい生活から解放され素直な気持ちになれるかと思います。  

（医療衛生学科 歯科衛生専攻  坂本 まゆみ 先生） 

「セレンディピティ」とは、何かを探しているときに、偶然にもっと素晴らしいものを発見する能力で、多くの科学者たち

が、この言葉を好んで使っています。この能力は、単なるカンではなく、自分で磨き上げて高めていくことができると言われ

ています。 

この語源となったのが『セレンディピティ物語 幸せを招（よ）ぶ3人の王子』です。 

図書館には、多くの「セレンディピティ」が潜んでいます。王子たちのように、その何かを発見するために 図書館に冒険の

旅に出かけてみませんか。 

「セレンディピティ物語 幸せを招（よ）ぶ3人の王子」  
エリザベス・ジャスミン・ホッジス著 よしだみどり訳・画（藤原書店）  

（生活科学学科  森岡 美帆 先生） 

「罪と罰」 
ドストエフスキー著 工藤精一郎監訳（新潮文庫） 

学生の皆さんは、在学中に多くの専門知識の習得を求められ、教科書や参考書を読んで勉強しています。その知識が卒
業後の社会で役に立つ訳ですが、ここでちょっと考えてみましょう。在学中に「知識の使い方」について考えたり、
「知識を批判すること」をやっているでしょうか？また「知恵」と「知識」の違いを考えたりしているでしょうか？ 
そのよう質問の答えは、おそらく教科書や参考書には載っていないでしょう。そのような答えを求めて、文学や随筆を
読んで欲しいと思います。  
私が皆さんの年頃に読んで印象深かった本を数冊紹介したいと思います。 
 ドストエフスキー：「罪と罰」「カラマーゾフの兄弟」他  
 寺田寅彦随筆集（本学図書館には、なんと「寺田寅彦全集」があります！） 
 笠信太郎：「ものの見方について」 
寺田寅彦は高知市出身の著名な学者で、高知城の北に生家が復元されています。 
図書館の地階には、このような著名人の全集が驚くほど多くあります。これを読まないのは、もったいないことです。  

（医療衛生学科 医療検査専攻  森田 尚亨 先生） 
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学生が見つけた！図書館おススメの一冊 

学生の皆さんに、図書館で見つけた 

おススメの本について教えてもらいました。 

毎日の勉強に、ちょっとした気分転換に。 

図書館の本を是非読んでみてください。 

『チリンのすず』 

この絵本はアン

パンマンでおなじ

み、やなせたか

しさんのお話で

す。 

このお話は、ひつじのチリンがおかあ

さんのかたきをとるお話ですが、それ

だけではない奥深いものがあります。  

私はこの話を読んで、憎しみからは

何も生まれないということがわかりま

した。そして、どんな相手にも、お互

いに感情があり、どんな形であれ絆

が形成されるのだな、と思いました。 

 絵本なので、文章も読みやすく、絵

も登場人物の心情等伝わりやすい

ので、ぜひ読んでみてください。 

（幼児保育学科２年 藤井 果歩）   

今回おすすめする本は、「日本歯科評

論」「歯科衛生士」「看護に役立つ口腔

ケアテクニック」の三冊です。 

まず、「日本歯科評論」は雑誌なので 

毎月最新の情報が記載されています。 

今月は“インプラント治療のわかっている

こと いないこと（Ⅰ）”“地域包括ケアメイン

テナンスで果たす歯科の役割”“歯科衛

生士が実践する歯根形態をイメージしな

がら行うインスルメンテーション”などフル

カラーで書かれています。 

次に「歯科衛生士」です。これも同様に

雑誌で“ニキビと歯科金属アレルギーの

関係を知ろう”や“患者さんに役立つ電

動ブラシ最新動向”など、歯科衛生士に

必要な情報が多く書かれています。 

最後に「看護に役立つ口腔ケアテクニッ

ク」は、本学におられる坂本まゆみ先生

が編集に携われた本で、タイトル通り 看

護の人もぜひ読んでいただきたい本  

です。 

(医療衛生学科 歯科衛生専攻 1年  

                   山中  梓) 

 

『病気がみえる』シリーズ 

医療検査や看護の学生は知って

いる人が多いと思いますが、私は

「病気がみえる」のシリーズを勧め

たいです。「病気がみえる」はわか

りやすい図や写真が載っていた

り、疾患についての説明が詳しく書

かれています。特に検体系(血液

学・免疫学・微生物学など)を復

習したいときなどに基礎や疾患に

ついて簡単にわかりやすくまとまっ

ているので、模試や国試問題の

見直しの際にもいいと思います。

私の場合も国家試験対策に用

い、とても役に立ちました .。 

   (専攻科応用生命専攻 

            長瀧 由香) 

 

私がオススメする１
冊は、物語やファン
タジー小説などでは
なく、参考書の「みる
みる疾患と看護」で
す。この本は看護学
科の皆さんにぜひ
見てもらいたい参考書です。この本の特徴として、自分の知識を確認するための○×問題がありますが、その○×問題の文章が過去の看護師国家試験問題で実際に出題された文章がそのまま掲載されているので、国家試験がどのような出題のされ方なのか知ることができます。疾

患によっては状況設定問題が載っているものもあるため本当に勉強になりますし、成人分野だけでなく老年、小児、精神分野などの疾患も載っているので幅広く勉強することができます。国家試験対策の勉強の際にぜひ参考にしてみてください。また、みるみるシリーズは疾患と看護だけでなく、基礎看護や基礎医学、老年看護など様々なシリーズがありますので、そちらも参考にしてみてください。        （看護学科３年 東山 明加）  
 
 

今回、皆さんにおススメする本は、『日本一おいしい病院ごはんを目指す！せんぽ東京高輪病院500kcal台のけんこう定食』という本です。 
この料理本には、
エネルギー（カロ
リー）の掲載だけで
なく、8大栄養素グ

ラフが各定食にあり、その定食にどのくらい栄養素が含まれているのかが簡単にみることができます。 また、定食だけでなく、一品料理も数多く収録されているので、一人暮らしをしている方や、健康食に興味のある方はぜひ一度見てほしい一冊です。     （生活科学学科1年 浦田 理紗）  

『１リットルの涙 

      ～難病と闘い続ける少女亜也の日記～』 

この本は、中学生の時

に難病の脊髄小脳変

性症を発症した木藤

亜也さんの実話が書

かれています。脊髄小

脳変性症は手足や言

葉の自由を徐々に奪

われながら体の運動

機能を全て失うという難病です。知能に

関係する大脳は正常に機能するため自

分の身体が不自由になる事が認識できる

ため苦しく、その気持ちは木藤亜也さんが

手が動かなくなるまで書き続けた日記にも

書かれています。中学生であった木藤亜

也さんにとって受け入れる事が困難で

あった病気を家族などの周りの人達に支

えられ少しずつ病気と向き合う姿に感動し

ました。 

私たちにとって字が書ける事や歩く事、箸

を使って食事をする事は日常の何気ない

動作であり健康でいる事がどれだけ幸せ

なことであるか、改めて確認する事ができ

ました。 

もし私がこの難病を患うことになった時、

亜也さんの様に強く生きる事はできないと

思います。亜也さん自身の強い姿、周りの

人たちの姿は日々忘れている感謝の気

持ちを思い出させてくれました。 

 (医療衛生学科医療検査専攻1年 

                  西山 優子) 

ホンジュラスから帰国して約１年が経った今、私が手にしている本は「自己表現力の教室」である。自己表現についての弱点克服が難しい原因に“自分が日本人である”ことがあるならどうだろうか。私は海外に行くとなぜ我々日本人は自己表現が下手なのだろうと考えることがあるのだが、この本にそういった“なぜ”について異文化コミュニケーション論・教育心理学・国際関係論を専門にした著者によりグローバルな視点から客観的に我々日本人についての説明がなされている。例えば、なぜ我々日本人は表情が乏しく、特に改まった写真では

真面目な顔になるのかについては、公式な場では「笑ってはいけない」などという風潮があると指摘し説明しているのだ。この本は就職試験対策のために学短の図書館で借りたものであるが、内容は弱点克服のための視点がグローバルでもあり面白かったのでオススメしたい。 
    (専攻科地域看護学専攻                 石田 真里)  
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利用したい資料が本学図書館に所蔵されていない場合、学外の図書館・機関との相互利用で利用することができます。次の 

３つの方法があります。 

１．他大学（機関）の図書館へ閲覧に行く  

高知県内には高知大学・高知県立大学・高知工科大学の３つの大学図書館があります。また、高知リハビリテーション学院 

図書館も利用することができます。CiNii Books(全国の大学図書館等が所蔵する図書や雑誌の横断検索 ： 

http://ci.nii.ac.jp/books/ 12ページに詳しい説明があります）で所蔵が確認できます。 

他大学図書館の利用については、館内パンフレットスタンドに置いてあるパンフレットをご覧下さい。 

利用の際は学生証を必ず持参し、相手館のルールに従って下さい。 

CiNiiBooksでの主な県内大学の所蔵表示 （CiNiiBooksで検索して、以下の表示があれば高知県内に所蔵があります） 

高大・高大医・高大農・・・高知大学（高知市朝倉）、高知大学医学部（南国市岡豊）、高知大学農学部（南国市日章） 

高県大永・高県大池・・・・高知県立大学永国寺キャンパス、高知県立大学池キャンパス 

高知工大・・・・・・・・・・・・・高知工科大学（香美市土佐山田） 

高知リハ・・・・・・・・・・・・・・高知リハビリテーション学院（土佐市高岡町） 

２．文献の複写を取り寄せる 

資料の所蔵館が最寄りにない、あるいは直接出向けない場合は、他の所蔵館よりコピーを郵便で取り寄せることができます。 

「文献複写申込書」に必要事項を記入し、カウンターまで申し込んでください。 

＜注意点＞ 

・複写の実費と郵送料は申込者の負担です。（複写料金は通常1枚につき35～50円で、その他に送料等が必要です） 

・著作権法上、対象資料の2分の１以上の複写はできない場合があります。また、著作権法上、最新号は次号の刊行まで、 

あるいは刊行後３ヶ月後までコピーできないことがあります。 

・大学図書館で所蔵がない場合は国立国会図書館や他機関に複写申込することになりますが、料金が大きく違います。 

申し込む際にカウンターにご相談ください。 

３．他大学（機関）より図書を借用する 

他大学や国立国会図書館、高知県内の公共図書館などから図書を借用することもできます。カウンターで申し込んでください。 

＜注意点＞ 

・往復の郵送料が申込者の負担になります。（国立国会図書館は返送料のみ。発送料は国会図書館が負担します） 

・高知県内の公共図書館から借用する場合は無料です。 

・一般に、雑誌や参考図書、貴重図書は借用できません。 

・取り寄せにかかる日数は依頼館により異なりますが、通常、１～２週間かかります。 

・返却期限が決められていますので、それを厳守してください。 

図書館にない本や雑誌論文も読みたい！ 

 十数年前に歯科衛生専攻を卒業した私は、夢と

希望に胸を膨らませて社会に飛び出していきました

が、現実は学校で得た知識を生かす機会にも恵ま

れず、仕事をしていました。 

 そして超高齢化社会といわれる現在、本格的な介

護保険制度がスタートし、医療をとりまく環境が大き

く変化しました。ここ数年で口腔ケアが脚光を浴び

るようになり、歯科衛生士が高齢者施設の口腔ケア

を行い専門性を発揮して欲しいとの強い要望もあ

り、デイサービスへの異動が決まりました。 

 思いもよらない形で歯科衛生士としての仕事が始

まりましたが、何十年ものブランクを埋めるのは大変

な事でした。そしてその悩みを恩師に相談し、図書

館を利用させて頂くことになりました。 

 これからは、衛生士の仕事は診療所だけにとどま

らず、病院や老人ホームなど多岐に渡っていくと思

われます。現場をしばらく離れ、これから復帰を目

指している方にも学校図書館は大いに役立つので

はないかと思います。 

      医療衛生学科歯科衛生専攻卒業 

                   江 渕   佐 知 

学短図書館は学生・教職員だけでなく卒業生の方、地域の方々にも開放しています。今回は学外利用者として
図書館を利用されている江渕佐知さんにご意見をいただきましたのでご紹介します。 
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2011・2012年度学科別館外貸出図書ベスト10 

  ライフステージの栄養学実習 １２回 

 食品の効き目事典 １０回 

 管理栄養士栄養士必携平成２３年度版 １０回 

④ ｸｴｽﾁｮﾝﾊﾞﾝｸ管理栄養士国家試験問題解説2010 ９回 

⑤ 五訂増補食品成分表２０１１ ８回 

⑤ 健康・栄養食品アドバイザリースタッフ・テキストブック ８回 

⑦ 子どもの食教育３ 給食だより編 ６回 

⑦ 食品学 ６回 

⑦ 栄養の基本がわかる図解事典 ６回 

⑩ アイデアいっぱい栄養広場 5回 

⑩ 乳幼児・学童期の病気と食事        他8冊 5回 

  子育てに悩んだ時の心理学 11回 

 はじめてのおつかい ９回 

 はらぺこあおむし ８回 

 おばけのてんぷら ８回 

 こどものうたカンタンゴージャス154 ８回 

⑥ ねないこだれだ ７回 

⑦ からすのパンやさん ６回 

⑦ おおきなかぶ ６回 

⑦ はらぺこあおむし （ビッグブック版） ６回 

⑦ やさい ６回 

⑦ そらまめくんのベッド           他2冊 ６回 

  病理学／病理組織細胞学 ４１回 

 臨床検査技師国家試験問題注解  2008年版 改訂版 ４１回 

 臨床化学 ４０回 

④ 病理標本の作り方 ３７回 

④ 臨床生理学 ３７回 

④ 臨床免疫学 ３７回 

⑦ 臨床検査技師国家試験問題集 2007年版 ３３回 

⑧ 微生物学 ２９回 

⑨ 新染色法のすべて ２７回 

⑩ 医学概論 ２６回 

   

  これでチョーカンペキ歯科衛生士の新・歯周治療の本 １０回 

 成功する歯周病治療 ４回 

 歯周病の本当に怖いわけ ４回 

④ 新しい歯周病の治し方 ３回 

④ 歯周病 ３回 

④ 徹底図解むし歯・歯周病 ３回 

④ 歯周病治療のストラテジー ３回 

④ 歯科衛生士のための歯周治療検査読本 ３回 

④ 歯周病 ３回 

⑩ 花の歯科衛生士 ２回 

⑩ 子どものための歯肉縁予防マニュアル    他8冊 ２回 

貸出日：2011/4/1～2012/11/1 

  根拠がわかる疾患別看護過程 ２８回 

 看護過程に沿った対症看護 ２６回 

 なぜ？どうして？「成人看護」呼吸器・腎・泌尿器 ２５回 

 病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程 ２５回 

⑤ なぜ？どうして？「成人看護」脳神経・整形 ２３回 

⑥ 疾患別看護過程の展開 ２１回 

⑥ みるみる解剖生理 ２１回 

⑧ なぜ？どうして？「成人看護」消化器 １９回 

⑨ Ｔｈｅ疾患別病態関連マップ １８回 

⑨ なぜ？どうして？「成人看護」内分泌・代謝 １８回 

   

  臨床検査データブック 9回 

 組織アトラス：正常と病変 7回 

 カラーアトラス尿検査 7回 

 尿中細胞アトラス 7回 

 尿検査：その知識と病態の考え方 7回 

 唾液：歯と口腔の健康 7回 

⑦ 尿沈渣検査症例アトラス 6回 

⑦ そこが知りたい尿沈渣検査 6回 

⑦ 病理組織の見方と鑑別診断 6回 

⑩ カラーアトラスリンパ節細胞診 5回 

   

  保健師国家試験のためのデータ・マニュアル2012 13回 

 なぜ？どうして？成人・高齢者・母子 10回 

 なぜ？どうして？疫学・保健統計 9回 

 地域看護学概論 9回 

⑤ 知的障害・自閉症の方への地域生活支援ガイド 8回 

⑤ 知的障害をもつ人の地域生活支援ハンドブック 8回 

⑦ ＳｔａｒｔＵｐ質的看護研究 7回 

⑦ ラ・スパ国試によくでる関係法規2011 7回 

⑩ ＳＰＳＳによる統計処理の手順 6回 

⑩ 超入門らくらく使えるはじめての統計学 6回 

⑩ 黒田裕子の看護研究step by step     他8冊 6回 



 

 8  

数字で見る図書館利用状況（2011年4月～2012年10月） 

学科学年別貸出統計（H23年4月～10月/Ｈ24年4月～10月） 
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文献複写申込件数 文献複写受付件数

  文献複写申込件数は本学図書館から 

 学外の図書館に文献のコピーを申込んだ

件数です。文献複写受付件数は学外の図

書館から本学図書館あてに本学が所蔵する

文献のコピーを依頼された件数です。 

 また、2012年の件数は2012年11月12日 

   現在のものです 
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図書館ホームページの紹介 

蔵書検索（OPAC） 

必要な論文を学外から取

寄せることができる文献複

写申込、県内公共図書館、

他大学図書館から必要な

本を取寄せることができるＩＬ

Ｌの依頼ができます。 

※当分の間、教員のみ利

用できます。ご了承下さい。 

 ご自宅のパソコンから高知学園短期大学図書館の本がインターネット検索できるようになりました。本を探す

だけでなく、便利な機能がいろいろあります。ぜひ活用して学習・研究に役立てよう！ 

図書館ホームページの

「蔵書検索」をクリック！ 

OPACでは図書館で

所蔵している本を調

べることができます。 

文献複写申込 

データベース 

↑ J-Dream Ⅱ は 国内の

科学技術や医学に関す

る文献を検索すること

ができます 

↑CiNiiは国内の学術論

文を検索することができ

ます 

  J -DreamⅡ 

  CiNii 

学術論文などを検索す

るために便利なデータ

ベースが利用できます。 

学科関連リンク 

国家試験関連のサイトな

ど、各学科・専攻に関す

るサイトへの便利なリンク

集です。 

↑ GoogleScholar は 膨

大な学術資料を簡単に

検索できます 

 
   Google 
   Scholar  
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男の子のしつけに悩んだら読む本 
■生活史■ 
ちゃぶ台の昭和 
昭和に学ぶｴｺ生活 
昭和のくらし博物館 新装版 
昭和の家事 
ちょっと昔の道具たち 新装版 
■統計学■ 
「大発見」の思考法 
ｴﾝｼﾞﾆｱのための実践ﾃﾞｰﾀ解析 
ﾏﾝｶﾞでわかる統計学 
計測における誤差解析入門 
臨床医による臨床医のための本当はやさしい統計学 
■生物学■ 
輝くいのち 
基礎から学ぶ生物学・細胞生物学 
生命と記憶のﾊﾟﾗﾄﾞｸｽ 
生物と無生物のあいだ 
生命はなぜそこに宿るのか 
生命科学・医科学のための数学と統計 
計算と生命 
Essential細胞生物学 
はじめの一歩のｲﾗｽﾄ生化学・分子生物学 
細胞の代謝・物質の動態 
細胞の動的機能 
生物物理学 
The actinobacteria pt． A 
The actinobacteria pt． B 
人類の進化大図鑑 
■医学■ 
ｱｰﾄで見る医学の歴史 
医療用語 
医療防衛 
さくさく入力ｶﾙﾃ・ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ 
人体絵本 
ｸﾞﾚｲ解剖学 
からだの地図帳 
世界で一番美しい人体図鑑 
みえる人体 
からだの本 
口腔・頭頸部 
ｸﾞﾗﾝﾄ解剖学図譜 
ﾈｯﾀｰ解剖学ｱﾄﾗｽ 
口腔組織学 / Antonio Nanci編著 
iPS細胞とはなにか 
Di Fiore人体組織図譜 / Victor P. Erosche 
iPS細胞ができた！ 
組織細胞生物学 
生命の未来を変えた男 
Ross組織学 
山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた 
ｶﾞｲﾄﾝ生理学 
からだの正常/異常ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 
身体のからくり事典 
目でみるからだのﾒｶﾆｽﾞﾑ 
看護学生のための解剖生理よくわかるBook 
楽しくｲﾗｽﾄで学ぶ水・電解質の知識 
老化と遺伝子 
ﾌﾞﾚｲﾝﾌﾞｯｸ 
新・脳と心の地形図 
脳と意識の地形図 
挑戦する脳 
生化学 
くすりの地図帳/伊賀立二、小瀧一、澤田康 
ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾉｰﾄ 
病気の地図帳 
がんの生物学 
病気を起こす遺伝子 
ﾌﾞﾗｯｸ微生物学 
ｳｲﾙｽと微生物がよ～くわかる本 
医科細菌学 
消毒と滅菌のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 
ｳｲﾙｽ学 
図解免疫学 
ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾉｰﾄ 
病気がみえるシリーズ 1巻～10巻 
■臨床医学■ 
臨床医学 
顕微鏡検査ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 
異常値の出るﾒｶﾆｽﾞﾑ 
臨床化学勧告法総集編 2012年版 
心臓超音波ﾃｷｽﾄ 
ｲﾒｰｼﾞで理解する心ｴｺｰ・ﾄﾞﾌﾟﾗ・循環力学 
心ｴｺｰ図知ってるつもりの基本と知識 
臨床心ｴｺｰ図学 
ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟいまさら聞けない腹部ｴｺｰの基礎 
腹部超音波ﾃｷｽﾄ 
誰も教えてくれなかった血算の読み方・考え 
臨床微生物検査ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 
細胞診のすすめ方 
輸血学 
最新図解救命救急 
救急処置「なぜ・なに」事典 外傷編2 
■看護学■ 
気持ちのいい看護 
看護師の臨床の「知」 
その先の看護を変える気づき 
知っているときっと役に立つ看護の禁句・看 
私の看護ﾉｰﾄ 
ﾅｰｽｺｰﾙ 
患者参加の質的研究 
看護学生のためのﾚﾎﾟｰﾄ書き方教室 
ｸﾞﾗｳﾝﾃﾞｯﾄﾞ・ｾｵﾘｰ・ｱﾌﾟﾛｰﾁの実践 
質的研究実践ﾉｰﾄ 
ねじ子とあんしんﾏｯﾁﾝｸﾞ 
KAN-TAN看護の実習ﾏﾅｰ 
研究と実践をつなぐｱｸｼｮﾝﾘｻｰﾁ入門 
ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽに基づく疾患別看護ｹｱ関連図 
■看護技術・検査■ 
解剖生理学から見直す看護技術 
もう忘れない！早わかり心電図 
見てわかる静脈栄養・PEGから経口摂取へ 

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１１月の選書委

員会で購入が決定した図書です。是非新着図書書架をチェックしてみてください。 

■情報科学■ 
弱いﾛﾎﾞｯﾄ 
本当は怖いｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱ 
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸが危ない 
■心理学■ 
ﾏﾝｶﾞでわかる心理学 
図表で学ぶ心理ﾃｽﾄ 
あなたはなぜ「嫌悪感」をいだくのか 
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄの実践と応用 
生涯発達心理学 
発達の基盤 
歳をとることが本当にわかる50の話 
高齢者のための心理学 
発達のための臨床心理学 
こころと脳の対話 
ｱﾀﾞﾙﾄ・ﾁｬｲﾙﾄﾞが自分と向きあう本 
ｱﾀﾞﾙﾄ・ﾁｬｲﾙﾄﾞが人生を変えていく本 
ふりまわされない 
家族のための心理学 
父親の力母親の力 
夫婦の関係を見て子は育つ 
共依存・からめとる愛 
母が重くてたまらない 
それでも、家族は続く 
ﾀﾌﾗﾌﾞという快刀 
健康のための心理学 
あなたの知らない「家族」 
■人生訓■ 
いのちの使いかた 
20代にしておきたい17のこと 
20代にしておきたい17のこと 恋愛編 
生き方/稲盛和夫著 
人生とは勇気 
悩む力 ［正］ 
悩む力 続 
自分の中に毒を持て 
生きる悪知恵 
今できることをやればいい 
思うとおりに歩めばいいのよ 
生きていることを楽しんで 
「ひと」として大切なこと 
置かれた場所で咲きなさい 
忘れかけていた大切なこと 
目に見えないけれど大切なもの 
心地よさの発見 
自分を支える心の技法 
■歴史■ 
国家と国民の歴史 
戦後史の正体 
「ﾕﾀﾞﾔ人とｲｽﾗｴﾙ」がわかれば「世界の仕組 
■企業・社会■ 
ｽﾃｨｰﾌﾞ・ｼﾞｮﾌﾞｽﾞ 1 
ｽﾃｨｰﾌﾞ・ｼﾞｮﾌﾞｽﾞ 2 
われ日本海の橋とならん 
この国で起きている本当のこと 
日本政府のﾒﾙﾄﾀﾞｳﾝ 
ｽﾃｨｰﾌﾞ・ｼﾞｮﾌﾞｽﾞ全発言 
ｿｰｼｬﾙﾘｽｸ 
「ついていきたい」と思われるﾘｰﾀﾞｰになる5 
ｽﾃｨｰﾌﾞ・ｼﾞｮﾌﾞｽﾞ驚異のﾌﾟﾚｾﾞﾝ 
ｷｬﾘｱ開発の産業組織心理学ﾜｰｸﾌﾞｯｸ 
社会的つながりの心理学 
社会的出会いの心理学 
ﾘｰﾀﾞｰは半歩前を歩け 
子どものｹｰﾀｲ利用と学校の危機管理 
ここ 
犯罪からの子どもの安全を科学する 
ﾆｰｽﾞ中心の福祉社会へ 
驚きの介護民俗学 
見えないものと見えるもの 
ｺｰﾀﾞの世界 
■防災■ 
図解よくわかる自治体の防災・危機管理のし 
4ｺﾏですぐわかるみんなの防災ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 
地震 
災害ﾕｰﾄﾋﾟｱ 
巨大災害を乗り切る地域防災力 
防災人間科学 
防災ｹﾞｰﾑで学ぶﾘｽｸ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 
人が死なない防災 
自衛隊員が撮った東日本大震災 
災害時炊き出しﾏﾆｭｱﾙ 
地震から子どもを守る50の方法 
■教育問題■ 
ﾙﾎﾟ子どもの貧困連鎖 
君は自分と通話できるｹｰﾀｲを持っているか 
教育心理学ｴﾁｭｰﾄﾞ 
学びと教えで育つ心理学 
子どもの暴力対応実践ﾏﾆｭｱﾙ 
私の居場所はどこ？ 小学生編 
なぜ、人は平気で「いじめ」をするのか？ 
いじめるな！ 
いじめとは何か 
いじめの構造 
私の居場所はどこ？ 中学生編 
学校ﾄﾗｳﾏと子どもの心のｹｱ 
ｴｯｾﾝｽ学校教育相談心理学 
保健室からの育てるｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 
学校教育相談 
教育相談・学校精神保健の基礎知識 
楽しく脳を鍛える遊び50 
学校における情動・社会性の学習 
ちょっと先輩がする小6担任へのｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 
学校支援地域本部をつくる 
学校保健ﾏﾆｭｱﾙ 
養護教諭が担う「教育」とは何か 
ﾊﾟｿｺﾝ&ﾃﾞｰﾀ活用法 
ｺﾏｻﾞｷ先生のほけんだより 
養護教諭のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

心をみつめる養護教諭たち 
保健指導のﾚｼﾋﾟ 
学校保健ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 

学校保健概論 
学校保健統計調査報告書 平成23年度 
学校における薬品管理ﾏﾆｭｱﾙ 
学校保健の動向 平成23年度版 
学校保健の動向 平成24年度版 
新・学校保健 
保健室の先生 
保健教材の作り方・使い方 
学校における養護活動の展開 
学校保健安全法に対応した改訂学校保健 
学校環境衛生管理ﾏﾆｭｱﾙ 
子どもの安全を守る！学校生活のﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ& 
Q&A学校災害対応ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 
「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育 
学校防災最前線 
学校のｱﾚﾙｷﾞｰ疾患に対する取り組みｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 
養護教諭の健康相談ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 
養護教諭のための特別支援教育ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 
就学時の健康診断ﾏﾆｭｱﾙ 
児童生徒の健康診断ﾏﾆｭｱﾙ 
学校心臓検診の実際 
学校検尿のすべて 
学校健康診断の事後措置 
■食育■ 
おうちでｽｸｰﾙﾗﾝﾁ39 
NHK食べてﾆｯｺﾘふるさと給食 
はじめての食育授業 / 江口敏幸 [他] 著 
すぐに役立つ！食育だよりCDﾌﾞｯｸ 
食育ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ掲示板 1 天の巻 
食育ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ掲示板 2 地の巻 
食育ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ掲示板 3 人の巻 
食べ物のふるさと 
学校でつくる食育のｶﾘｷｭﾗﾑ 
学校給食を活性化する食育実践 
薬物乱用防止教室ﾏﾆｭｱﾙ 
「医薬品」に関する教育の考え方・進め方 
食の教材開発と効果的指導法 
どうしたらいいの？''食の教育''QA事典 
ﾒﾀﾎﾞ肥満をつくらない日本の伝統食"を授業" 
生きていく知恵を学ぶﾗｲﾌｽｷﾙの基礎基本 
ｴﾈﾙｷﾞｰ教育で科学的思考力を育てる 
食育基本法"学校で取り組むQA事典" 
食育ｸｲｽﾞ王 
子どもの「生きる力」を育てる食育ｶﾞｲﾄﾞ 
たべもの・食育図鑑 / 食生活プランニング 
まるごと学ぶ食生活と健康づくり 
■教育■ 
こんな板書が子どもの思考を発展させる 算数編  
授業は，「組み合わせ」「順序」がﾓﾉを言う 
勉強嫌いな子も熱中する楽しい社会科授業づくり 
本筋の心の教育 
児童理解からはじめる学習指導 
道徳・総合的な学習 
学校で活かすいじめへの解決志向ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
生活科編 
自分をまるごと好きになる！ 
保健指導おたすけﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄﾌﾞｯｸ 小学校編1 
Moodle活用法 
■幼児保育■ 
1歳のえほん百科 
子どもがこっちを向く「ことばがけ」 
幼児教育の世界 
幼児期には2度ﾁｬﾝｽがある 
保育者への扉 
子どもへの言葉かけﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 
乳幼児のための心理学 
子どもを育む心理学 
理論と子どもの心を結ぶ保育の心理学 
保育学序説 
実践としての保育学 
子どもと保育の心理学 
年中行事のことばがけ・ｽﾋﾟｰﾁ 
年齢別行事ことばかけﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 
幼児理解と評価 
保育内容の研究 
ふれあいしぜん図鑑 秋 
ﾘｻｲｸﾙこうさく 
おりがみ・あやとり 
幼児体育 
5歳児のからだでﾜｸﾜｸ表現あそび 
実習における遊びの援助と展開 
てぶくろ 
すこやかな子どもの心と体を育む運動遊び 
健康戦隊げんきレンジャー 
幼児が熱中する集団ｹﾞｰﾑ 3歳児・4歳児編 
手あそびうたﾌﾞｯｸ 
劇あそび脚本集 
遊び保育論 
ｱﾗﾋﾞｱﾝ・ﾅｲﾄ 
はじめてみよう!幼児のことば遊び/小谷隆真 
はじめてみよう!幼児のことば遊び/寺田清美 
演習児童文化 
■手話・障害児教育・家庭での教育■ 
ｷﾐちゃんの手話で歌おう！DVDﾌﾞｯｸ 
手話でうたうこどものうたﾍﾞｽﾄ 
世界に一つだけの花ほか 
手話技能検定公式ﾃｷｽﾄ3・4級 
DVDで学ぶ手話の本 5級 
DVDで学ぶ手話の本 4級 
DVDで学ぶ手話の本 3級 
DVDで学ぶ手話の本 2級 
DVDで学ぶ手話の本 準1級･1級 
野外教育の理論と実践 
野外教育における安全管理と安全学習 
水辺の野外教育 
障がいのある子どもの野外教育 
子育て知恵袋 
子どもに教えてあげたいﾉｰﾄの取り方 
子どもの規範意識を育てる 

今月の新着図書（これから入る本） 
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人間をみがく 
はじける知恵 
生きることは尊いこと 
■DVD■ 
里親養育 第1巻 基礎講義編 
里親養育 第2巻 養育の実際編 
思春期 
ﾓﾝﾃｯｿｰﾘ教育 
保育所と幼稚園の違い 
保育士の仕事と役割 
幼稚園教諭の仕事と役割 
ｸﾚｰﾑ対応の実践 
ｸﾚｰﾑの背景と対応 
子どもとともに深める 
運動遊びの役割 
さまざまな運動遊び 
手話で必見！医療のすべて 外来編: DVD 
手話でつなごう心と心 ライブラリー版 
この手で歌おう / きいろぐみ出演 7 
手話ダンス! with HANDSIGN 
DO MY BEST ! 
手話でわかりやすい体と病気 [DVD] 
高血圧・他の治療薬 
消化器系疾患の治療薬 
臨床薬理学〈入門〉 
悪性新生物の領域 
腎・泌尿器の領域 
運動・神経の領域 
精神の領域 
X線検査 
CT検査 
MRI検査 
核医学検査 
超音波検査 
映像で理解する経管栄養の技術 
映像で理解する吸引の技術 
慢性呼吸機能障害患者の援助技術編  
乳幼児の臀部浴と上半身清拭 
小児ｹｱへの遊びの導入 
足を理解する 
ﾌｯﾄｹｱの基礎技術 
患者へのﾌｯﾄｹｱ指導と靴選び 
訪問看護ﾌﾟﾛﾄｺｰﾙを用いた「たんの吸引」の実際 
もえつきの兆候と症状 
もえつきの予防と回復 
誕生から10か月頃 第1巻 
12ヶ月から18ヶ月ごろ 第2巻 
おくりびと 
■絵本・児童書（別置記号Ｊ）■ 
もうおねしょしません 
あしたﾌﾟｰﾙだがんばるぞ 
みんなげんきで七五三 
もうすぐおしょうがつ 
あしたえんそくだから 
はやくかぜなおってね 
ぼくやってみるよ 
そらまでとんでけ 
うんどうかいがはじまった 
おたんじょうびおめでとう 
ぼくもうなかないぞ 
おつきさまでたよ 
もちつきぺったん 
うんどうかいよ-いどん！ 
いもほりよいしょ！ 
ｸﾘｽﾏｽはﾄﾞｷﾄﾞｷ 
おにはｰそと！ 
みんなでおひなさま！ 
おともだちどっきり 
とべとべこいのぼり！ 
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄははみがき！ 
たなばただいぼうけん 
おばけだいすき！ 
おつきみっておいしいね 
ﾒﾛｳ 
ねこふんじゃった 
おばけなんてないさ 
めがねうさぎ 
めがねうさぎのｸﾘｽﾏｽったらｸﾘｽﾏｽ 
めがねうさぎのうみぼうずがでる！！ 
9ひきのうさぎ 
くいしんぼうさぎ 
ぼくはかさ 
まじょまつりにいこう 
おひさまとおつきさまのけんか 
どろどろ 
モモ：時間どろぼうと、ぬすまれた時間を人間にとりかえしてくれた女の
子のふしぎな物語 
■参考図書（別置記号Ｒ）■ 
21世紀こども百科大図解 
全国学校総覧 2013年版 
学校保健学校安全法令必携 
学校保健実務必携 
日本子ども資料年鑑 / 日本総合愛育研究所  
保育者のための教育と福祉の事典 
楽しく遊ぶ学ぶふしぎの図鑑 
和文化 
野菜ふしぎ図鑑 ［1］ 
野菜ふしぎ図鑑 2 
■試験問題集（別置記号Ｓ）■ 
よくわかる養護教諭 2014年度版 
養護教員採用試験 ［2014年度版］ 
医療事務診療報酬請求事務能力認定試験「医科合格テキスト＆問
題集 
管理栄養士国家試験に合格するためのｶﾀｶﾅ語辞典 

■学校看護■ 
養護教諭のための看護学 
学校事故知っておきたい！養護教諭の対応と最新看護学 
養護教諭、看護師、保健師のための学校看護 
養護教諭のためのﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ 
養護教諭のための診断学 外科編 
事例から学ぶ「養護教諭のﾋﾔﾘ・ﾊｯﾄ」 
医療・保健ｽﾀｯﾌのための健康行動理論 実践  
熱中症を防ごう 
熱中症対策ﾏﾆｭｱﾙ 
紫外線・熱中症を防ぐ日除け 
熱中症review 
■成人病■ 
放射線の科学 
今すぐできる！高血圧を下げる方法 
肥満の行動療法 
■精神医学■ 
生きる力 
不動の身体と息する機械 
ｿﾛｰﾆｭの森 
物語としてのｹｱ 
ｹｱってなんだろう 
その後の不自由 
依存症 
共依存 
発達障害当事者研究 
あたし研究 
ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害 
精神保健の理論と実際 
■感染症■ 
免疫・膠原病・感染症 
感染と免疫 
ﾜｸﾁﾝﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 
ｳｲﾙｽ感染症の検査・診断ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 
絶対わかる抗菌薬はじめの一歩 
感染対策ﾏﾆｭｱﾙ 
Vaccines ： hbk 
■医療行政・医療制度■ 
疾病、傷害および死因統計分類提要 第1巻   
疾病、傷害および死因統計分類提要 第2巻   
疾病、傷害および死因統計分類提要 第3巻   
舛添ﾒﾓ 
診療報酬請求事務の基礎 
保険調剤Q&A 平成24年版 
医療関連法規 
医師・医療ｸﾗｰｸのための医療文書の書き方 
医療秘書 
医療秘書実務 
活躍する管理栄養士 
医療における接遇の基本 
医療管理・事務総論 
医事ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ関連知識 
医療事務総論 
医療事務 
医療事務演習 
医事ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ実技 
医師事務作業補助ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄBOOK 
入門・診療報酬の請求 
診療点数早見表 2012年4月版 
病院管理 
医事課のお仕事 2012-2013年版 
「Do処方、特変ﾅｼ」から脱却せよ！ 
保険薬局Q&A 平成24年版 
■食品学■ 
食の科学と生活 
食品の裏側 : みんな大好きな食品添加物 / 
栄養教育ｽｷﾙｱｯﾌﾟﾌﾞｯｸ 
薬剤師がすすめるﾋﾞﾀﾐﾝ・ﾐﾈﾗﾙのとり方 
よくわかる栄養学の基本としくみ 
よくわかる食事摂取基準 
ﾋﾞﾀﾐﾝの新栄養学 
ｲﾗｽﾄ基礎栄養学 
疾患別患者ﾀｲﾌﾟ別栄養指導ﾚｯｽﾝ 
ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄを考える 
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 
旬の野菜と魚の栄養事典 
必ず来る！大震災を生き抜くための食事学 
野球選手の栄養と食事 
それいけ！子どものｽﾎﾟｰﾂ栄養学 
■放射線・電子工学■ 
子どものからだが危ない！ 
低線量放射線被曝 
電子物性 
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ電子回路 
■料理■ 
健康を考えた調理科学実験 
坂本廣子の台所育児 : 一歳から包丁を / 坂 
食といのち 
愛しのﾛｰｶﾙごはん旅 
愛しのﾛｰｶﾙごはん旅もう一杯！ 
おべんとうの時間 
おべんとうの時間 2 
ここ一番に強くなるｽﾎﾟｰﾂｷｯｽﾞのお弁当ﾚｼﾋﾟ 
■芸術・スポーツ■ 
描かれた遊び 
やなせたかし 
おまんのﾓﾉｻｼ持ちや！ 
紙芝居文化史 
最新ｽﾎﾟｰﾂﾙｰﾙ百科 2012 
子どものｽﾎﾟｰﾂﾗｲﾌ・ﾃﾞｰﾀ 2012 
青少年のｽﾎﾟｰﾂﾗｲﾌ・ﾃﾞｰﾀ 2012 
運動神経がよくなる本 
■小説・エッセイ■ 
「また、必ず会おう」と誰もが言った。 
きみはいい子 
大人の流儀 
大人の流儀 続 
愛の作法 
愛のうらおもて 
悪のしくみ 
うその楽しみ 
おろか者たち 
自然のちから 
死をみつめて 

現場で即役立つ！感染対策ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｶﾞｲﾄﾞ 
早わかり見える！わかる！ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝ 
写真でわかる輸血の看護技術 
写真でわかる臨床看護技術 
ｹｱに活かす画像の知識 
初心者のためのﾓﾆﾀｰ心電図 
ねじ子のﾋﾐﾂ手技 1st lesson 
ねじ子のﾋﾐﾂ手技 2nd lesson 
早わかり画像のみかた 
排便ｱｾｽﾒﾝﾄ&ｹｱｶﾞｲﾄﾞ 
病態・処置別ｽｷﾝﾄﾗﾌﾞﾙｹｱｶﾞｲﾄﾞ 
看護技術・ｹｱの疑問解決Q&A 
技師&ﾅｰｽのための消化器内視鏡ｶﾞｲﾄﾞ 
看護技術ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ 
よくわかるﾓﾆﾀ心電図 
気道浄化ｹｱﾏﾆｭｱﾙ 
退院支援実践ﾅﾋﾞ 
完全対応ﾄﾞﾚｰﾝ・ｶﾃｰﾃﾙ管理 
写真でわかる経鼻栄養ﾁｭｰﾌﾞの挿入と管理 
写真でわかる実習で使える看護技術 
事故防止とｽｷﾙｱｯﾌﾟのための注射・輸液手技 
ﾅｰｽのための水・電解質・輸液の知識 
実習ｱｾｽﾒﾝﾄ実践ﾉｰﾄ 
■看護過程■ 
病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程 
緊急度・重症度からみた症状別看護過程+病態関連図 
看護学生のための疾患別看護過程  
半熟ﾅｰｽ、病棟を行く 
人工呼吸ｹｱ実践ｶﾞｲﾄﾞ 
写真でわかる急変時の看護 
ﾋﾟﾝﾁに役立つ急変対応完全ﾏﾆｭｱﾙ 
救急ｸﾘﾃｨｶﾙｹｱにおける看取り 
なぜ？からわかる消化器外科のｹｱと術後72時 
整形外科看護のdo & do not 
ﾊｲﾘｽｸ患者の周術期看護 
術前・術後標準看護ﾏﾆｭｱﾙ 
ｶﾗｰ版まんがで見る術前・術後ｹｱのﾎﾟｲﾝﾄ 
外来/病棟における術前看護 
術中/術後の生体反応と急性期看護 
開腹術/腹腔鏡下手術を受ける患者の看護 
運動器疾患で手術を受ける患者の看護 
ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実践ｶﾞｲﾄﾞ 
できることから始める摂食・嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
■ターミナルケア■ 
高齢者の終末期ｹｱ 
もっと知りたいｴﾝｾﾞﾙｹｱQ&A 
死に向きあって生きる 
看護婦が見つめた人間が死ぬということ 
看護婦が見つめた人間が病むということ 
生命をみとる看護 
ｸﾞﾘｰﾌｹｱ入門 
ｳｴﾙﾈｽからみた母性看護過程+病態関連図 
■小児看護■ 
根拠と事故防止からみた小児看護技術 
発達段階からみた小児看護過程+病態関連図 
小児のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ 
小児看護過程 
小児看護とｱﾚﾙｷﾞｰ疾患 
ﾁｰﾑで支える！子どものﾌﾟﾚﾊﾟﾚｰｼｮﾝ 
闘いの軌跡 
早く元気になｰれ 
小児外科看護の知識と実際こどもの病気の地図帳 
小児疾患診療のための病態生理 1 
小児疾患診療のための病態生理 2 
乳幼児健診ﾏﾆｭｱﾙ 
新しい小児の臨床検査基準値ﾎﾟｹｯﾄｶﾞｲﾄﾞ 
小児ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患総合ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 2011 
先天性心疾患 
■成人看護■ 
NSTで使える栄養ｱｾｽﾒﾝﾄ&ｹｱ 
知らないとﾊｲﾘｽｸ誤薬・誤投与を防止する薬 
いつでもどこでもがん疼痛ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 
最新CKD実践ｶﾞｲﾄﾞ 
実践肝疾患ｹｱ 
透析ﾅｰｼﾝｸﾞ 
がん放射線治療の理解とｹｱ 
快適！ｽﾄｰﾏ生活 
これだけは知っておきたい糖尿病 
ﾅｰｽのためのやさしくわかる整形外科 
がん病棟看護物語 
腎不全看護 
消化器系疾患をもつ人への看護 
これからの口腔ｹｱ 
写真でわかる透析看護 
実践脳卒中ｹｱ 
ｱｾｽﾒﾝﾄとｹｱがよくわかる！口腔ｹｱの疑問解決 
写真でわかる整形外科看護 
ﾘｴｿﾞﾝﾅｰｽと考える「困りごと」にどうかかわ 
事例から学ぶｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ・ﾅｰｼﾝｸﾞ 
人生に必要なことはぜんぶ看護に学んだ 
技法以前 
■老人看護■ 
写真でわかる生活支援技術 
写真でみせる回想法 ｼﾅﾘｵ篇・解説篇 
写真でみせる回想法 生活写真集･回想の泉 
根拠と事故防止からみた老年看護技術 
認知症高齢者と家族へのｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 
市町村・地域包括支援ｾﾝﾀｰ・都道府県のため 
ｶﾗｰ写真で学ぶ高齢者の看護技術 
老年看護学 
認知症ｹｱの考え方と技術 
転倒予防 
写真でわかる高齢者ｹｱ 
生活機能からみた老年看護過程 
■在宅ケア・訪問看護■ 
よくわかる医療安全ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 
駐在保健婦の時代 
医療従事者と家族のための小児在宅医療支援 
がん患者の在宅療養ｻﾎﾟｰﾄﾌﾞｯｸ 
在宅看護技術ﾏｽﾀｰQ&A 
優しさのなかで 
ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝｱﾌﾟﾛｰﾁ 
写真でわかる訪問看護 
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの災害対策 
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図書館運営委員の紹介 

編集後記 

「らぶっく｣第１２号をお届けします。今回は矢野智恵

専攻科地域看護学専攻長に寄稿していただきまし

た。また、学生図書館委員の皆さんに新しくなった図

書館の感想を語ってもらいました。そして、各学科の

先生方や学生の皆さんにお勧めの本を紹介していた

だきました。本当にありがとうございました。皆さんが図

書館に親しみをもってもらえるよう、役立つ情報を掲

載していきたいと思います。図書館にご意見箱を設置

しておりますので、ご意見・ご感想をお寄せください。 
ホームページもご覧下さい 

http://www.kochi-gc.ac.jp/toshokan/ 

CiNii（サィニィ）が新しくなりました 

 日本の論文を広く検索できるデータベース『CiNii[サイニィ］』は利用したことがある方も多いと思います。そのCiNii

が『CiNii Article』としてリニューアルしました。併せて全国の大学図書館等が所蔵する図書や雑誌の情報を検索でき

る『CiNii Books』 が公開されました。『CiNii Article』『CiNiiBooks』の特徴は下記のとおりです。ぜひ利用してみてく

ださい。『CiNii Books』の公開に伴い総合目録データベースNACSIS Webcat（ http://webcat.nii.ac.jp/）は平成25（2013）

年3月8日を以てサービスを終了する予定です。 

学会や協会で発行された学術雑誌、大学等で発行された研究紀要、国立国会図

書館の雑誌記事索引データベースなど、18,000誌・1,200万論文に及ぶ膨大な情

報を検索の対象とする論文データベースです。約1,500万件の論文情報を収録

し、そのうち370万件の論文の本文PDFを収録しています。またCiNiiに論文本文

がない場合でも連携サービスへのリンクを設けており、多くの論文の入手が可

能になっています。今回のリニューアルで、CiNiiが収録している本文PDFの内容

を検索する全文検索機能（Beta）が追加されました。 

◆ＣｉＮｉｉ Articles ー日本の論文をさがす（http://ci.niii.ac.jp/) 

全国の大学図書館等が所蔵する本（図書や雑誌等）の情報を検索できるサービ

スです。国立情報学研究所が運用する目録所在情報サービス（NACSIS-CAT）に

蓄積されてきた全国の大学図書館等約1,200館が所蔵する約1,000万件（のべ1

億冊以上）の本の情報や、 約150万件の著者の情報を検索することができます。

探している資料が、全国のどの大学図書館等にあるかが分かります。特定の地

域や図書館に絞り込んだ検索も可能です。図書・雑誌のページから各大学図書

館OPACに直接リンクしていますので、すぐに利用できるかなどの詳細な情報

を確認できます。またNDL Search，カーリルなど公共図書館の所蔵へのリンク

も充実しています。 

 

◆ＣｉＮｉｉ Books ー大学図書館の本をさがす（http://ci.nii.ac.jp/books) 

 

※但し、18時以降は閲覧はできますが、

貸出はできませんのでご注意下さい 

図書館職員の紹介 

山
本
和
代
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科
） 

梶
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子
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長
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書
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長
・看
護
学
科
長
） 

松
井
清
彦
（医
療
衛
生
学
科
医
療
検
査
専
攻
） 

森
岡
美
帆
（生
活
科
学
学
科
） 

坂
本
ま
ゆ
み
（
医
療
衛
生
学
科
歯
科
衛
生
専
攻
） 

上
岡
義
典
（幼
児
保
育
学
科
） 

右
よ
り 

平成24年11月19日より、 

図書館開館時間が 

図書館の開館時間が

長くなりました 

8:30～21:00  となりました 

※土・日・祝日および蔵書点検期間中は

閉館します 

西本恵子 

図書係長 

安岡 隆 

図書課長   

司書 

諏訪有香 

事務職員 

司書 
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