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生活科学学科学科長   中 山   和 子 

デ ー タ ベ ー ス で あ る

JDreamⅢなど、様々な

データベースがあり、必

要に応じて使い分けるこ

とができます。加えて、瞬

時に自分の欲しい情報を

引き出すことができるよう

になり、昔とは違って随分と便利な時代に

なったものだと思います。 

また、本学の図書館には各学科に関係する

本が多くあります。食品学や栄養学の本もたく

さんあり、研究に関する資料をはじめ、講義や

実験・実習に関する資料、講習会などの資料

を作成するため、図書館をよく利用していま

す。 

学生の皆さんも、もっと図書館を身近に感じ、

利用してください。きっと、自分の世界が広が

ると思います。 

図書館とのかかわり 

 

発行日 平成25年10月１日 

高知学園短期大学図書館運営委員会 

図書館とのかかわりは、やはり学生時代にさ

かのぼります。大学の図書館で定期試験の

勉強をしたことや、レポート課題について調

べたことを思い出します。また、卒業研究が

始まると、論文作成のための資料や文献を

集めるため、図書館をよく利用したもので

す。特に文献については、雑誌に掲載され

た論文の要約を収録した本やキーワードを

収録した本を丹念に読んで自分のテーマに

あった論文をピックアップして、その論文をま

た図書館で探す、ということを繰り返していま

した。このため、複数年分の論文を集めよう

とすると、とても手間と時間がかかり、大変

だったことを思い出します。 

今では文献検索をする場合、米国国立医

学図書館が提供する文献情報データベー

スであるPubMedや、医学・薬学・看護学・栄

養学などの医学関連分野を含む文献情報

KochiGakuenCollegeLibraryNews 

 本を探すならココ！便利なWebサイトのご紹介 

国会の補佐機関であり、日本唯一の国立

図書館「国立国会図書館」のホームペー

ジです。「国立国会図書館サーチ」では全

国の県立図書館の蔵書の横断検索がで

きます。また、「近代デジタルライブラリー」

ではインターネットで閲覧可能なデジタル

資料を公開しています。 

http://www.ndl.go.jp/ http://webcatplus.nii.ac.jp/ 

国立情報学研究所（NII）が提供す

る無料の情報サービスで、大量の

情報の中から、人間の思考方法に

近い検索技術「連想検索機能」を

使って、必要な図書を効率的に探

すことができます。 

インターネット上にはさまざまな便利なWebサイトがあります。今回は本を探すときに便利なWebサイトをご紹介します。 
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ここが変わった！ 

■二次資料（別置記号Ｂ） 

2階から地階の螺旋階段付近に移動 

■100 

哲学や心理学関係の本です。以前の児童書の書架

に移動。 

■200 

歴史や地理関係の本です。以前の１００類（哲学・心

理学関係の図書）の書架に移動。 

■製本和雑誌 

２階から地階へ移動。雑誌名の読みのABC順で並ん

でいます。以前は看護学関係の製本和雑誌は別置

していましたが、他の雑誌と同様に並んでいます。 

■未製本紀要 

紀要とは大学・研究機関などで定期的に出す研究

論文集のことです。製本されていない紀要は２階から

地階へ移動。 

 

 

8 
月29日から9月20日にかけて図書

館の本の移動作業を行いました。 

その全貌を公開します。学科関連の

図書を2階に集中させるためのこの

本の移動、はたして、利用者の皆さんには気に

入っていただけるでしょうか？ 

地階には、以前は教育実習関係の資料や料理の本、絵本などがありました。特に、  

栄養関係の資料が2階にあるため、生活科学学科の学生は地階と2階の両方で資料

を探さなければなりませんでした。そこで、学科関連の資料を2階に集中して配置し、

製本和雑誌などの利用頻度の低い資料は地階へ移動しました。 
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■製本紀要・製本洋雑誌 

ダンボールに箱詰めして別置してい

ます。利用不可。 

製本紀要のあった場所には地階に

あった500類の本、製本洋雑誌の

あった場所には地階から絵本等の

児童書を移動しました。 

■児童書（別置記号Ｊ） 

絵本や紙芝居など。地階から２階の西端に移動 

■５００ 

工学・環境や家政学、料理・レシピの本です。地階

から２階へ移動。 

■３００ 

社会科学・教育関係の本です。幼児保育や教育実

習関係の本もここにあります。地階から２階に移動。 

 

 

■視聴覚資料 

DVDやビデオ、ＣＤなど。２階で移動 

■レポートの書き方など（別置記号Ｗ） 

レポートの書き方や文献の探し方に関する本です。

２階で移動。 

■４００（自然科学） 

医学書を含む４００類は請求記号順に並べ替えまし

た。以前よりスペースを取って並べています。 

以前は看護関係の本を別置していましたが、請求

記号順に並んでいます。 

児童書（別置記号Ｊ）

絵本や紙芝居など 

500  

工業・家政学 

調理法 

300 

社会科学・教育 

幼児教育 

視聴覚資料 

レポートの書き方など 

（別置記号Ｗ） 

400 

自然科学・医学 

看護学・栄養学 

試験問題集 

（別置記号Ｓ） 
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『１歳から１００歳の夢』 

日本ドリームプロジェクト編  

いろは出版 
 

「あなたの夢は何ですか？」 

そう聞かれて、みなさんは何と答えるでしょうか。 

将来の夢に向かって希望に満ち溢れているひと、夢なんて子どもの頃の

遠い昔の話だって思うひと、夢を見失ってしまっているひと、きっと様々で

しょう。 

毎日、頑張っているあなたへ、少し立ち止まって、この本を読んでみませ

んか？ 

一人ひとりが歩んでいく人生の中で、０歳には０歳の１００歳には１００歳の

夢があります。 

あなたの夢もきっと心のどこかにあるはず。 

この本は、そんな忘れかけていた大切にしたい気持ちを呼び起こしてくれ

ます。 

そして、そっと「あなたの夢は何ですか？」と問いかけてくれます。 

ちょっぴり元気のない１日でも、また明日に向かって元気を取り戻せるよう

な、ほんわかした気持ちにさせてくれる、そんな１冊です。 

 

『ハリール・ジブラーンの詩』 

神谷美恵子著 角川書店 
 

ハリール・ジブラーンの作品は、20以上の言語

に翻訳され、世界中で人々の心に響き渡って

います。日本では、神谷美恵子によって温かく

研ぎ澄まされた言葉が届けられています。詩

人は、予言者であり、予言者は、万人の心にある人生につ

いての知恵を美しく表現する役割を担っていると言われま

す。そして、魂が求めたときは、いつでもその姿を現してくれ

ます。「射る者の手によって身をしなわせられることをよろこ

びなさい。射る者はとび行く矢を愛するのと同じようにじっとし

ている弓をも愛しているのだから。」という子どもについての

詩は、親としてのあり方を深く考えさせられるとともに、かつて

愛情を注がれた子どもであっ

たことを自覚させてくれます。 

特集第１弾！各学科･専攻の先生方におススメの本を 

教えていただきました。読書の秋です。興味のある本に 

挑戦してみてはいかがでしょうか。 
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『沈黙の春』 

レイチェル・カールソン著 

青樹簗一訳 

新潮社 
 

1960年代に米国の女性科学者であったカールソン

女史は、著書「沈黙の春」を公表し、化学物質によ

る環境汚染の危険を警告しました。20世紀の科学

技術の発展により人類は物質的な豊かさと便利さ

の恩恵を受けてきました。ところが発展の陰で環境

汚染による生態系の乱れ、食物連鎖を通しての生

物体への健康影響をもたらしました。同時期、我が

国でも経済成長優先の政策が科学技術の進展を

もたらすと同時に公害問題が深刻になり、「公害対

策基本法」が定められました。しかし、今なお公害に

起因する健康障害に多くの人々が苦しんでいます。

環境問題の先駆者としての彼女の著書は全世界に

影響を与えました。近年、「自然は逆襲する」、「想

定外」であるとの報道が盛んに言われます。環境保

護問題のバイブルとして一読しては如何でしょう。 



6 

 

『おちばいちば』 

西原みのり著 ブロンズ新社 
 

秋がいっぱいつまった絵本です。 

さっちゃんがやってきたのは、なんとも不思

議な世界。まず、色使いがすばらしく、どの

ページも秋一色。また、とても可愛く丁寧

に描かれていて、細かい部分まで楽しめます。そして、極め付けは

言葉のリズムの楽しさでしょう。例えば「くーださいなくーださいな」な

ど、自然とメロディーがついてしまいます。おちばいちばの商品と虫

たちの動きは、見るたびに愛着が沸いてきます。秋になるたびに訪

れたい「おちばいちば」でした。 

『陽だまりの彼女』 

越谷オサム著 新潮社 
 
確かにこれは生粋の恋愛小説。でも少しミステリー？

いや、ファンタジー？ワクワク、ドキドキ、ハラハラ、

キュンキュン、そして大粒の涙。今まで読んだ小説の

中で、こんなにも心を振り回された物語があっただろうか。主人公は、広

告代理店で営業をする奥田浩介25歳。商談の場で、冴えないイジメら

れっ子だった幼馴染みと、10年ぶりに再会する。成長した彼女は、モテ

る出来る女性へと驚異の大変身を遂げていた。恋に落ちる２人だが、実

は彼女、計り知れない過去を抱えていて・・・。映画化もされた話題の小

説。誰かを好きになる素敵な瞬間と、同じくらいの切なさも、すべてつ

まったこの物語を、秋の夜長にあなたも読んでみませんか？

『人体の構造と機能からみた

病態生理ビジュアルマップ』

佐藤千史、井上智子編
 

わたしがお薦めする本は『人体の構造と機能からみた病態生理ビジュ

アルマップ』のシリーズです。わたしがこの本と出会ったのは、

礎看護実習のときでした。実習の記録物では、解剖生理を理解し、病

態生理、症状、検査、治療、看護などと患者さんの病気についてまとめ

て書かなければなりません。この本は、それらのことを器官・疾患別に一

冊にまとめてくれていて、全ページカラーであり、

図での説明もあります。そのため、病気について

るには最適の一冊だと思います。ぜひ、実習や

てみて下さい。 

また、わたしも同様、3年生はこれから国家試験に向けて勉学に励みま

す。そのなかで、疾患について学ぶ際は、ぜひこの一冊と解剖学の本も

合わせて活用してみてはいかがでしょうか。
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『エンブリオロジストー受精卵を育む人たちー』 

須藤みか著 小学館 
 

あまり知られていないが、不妊治療の現場に体外受精や顕微授精

を担当するエンブリオロジスト（胚（はい）培養士）という医療専門職

がいる。本書の著者である須藤みかも不妊治療のために訪れた病

院でエンブリオロジストの存在を知る。医者でも看護師でもない、白

衣を着た人によって自身の人工授精失敗を告げられた須藤は「培

養士」という人たちに興味を持つ。不妊治療を行いながら、ラボと呼

ばれる病院のバックヤードで、ひたすら卵子と精子をかけ合わせ妊

娠まで導く人々の悩みと希望を取材していく。 

不妊治療は確実に妊娠する方法などなく、試行錯誤の繰り返しであ

る。そして、取り扱っているものは、貴重な卵子や胚。それは単なる

細胞ではなく、妊娠を願う夫婦の希望である。にもかかわらず、妊娠

したからといって感謝の言葉を聞く機会はほとんどない。それどころ

か不妊治療患者ですらエンブリオロジストの存在を知らない場合も

ある。 

それでも職務に真摯に向き合う彼らに感銘を受ける

と同時に、エンブリオロジストを取り巻く問題について

臨床検査技師として考えさせられる一冊である。 

 

確かにこれは生粋の恋愛小説。でも少しミステリー？

いや、ファンタジー？ワクワク、ドキドキ、ハラハラ、

キュンキュン、そして大粒の涙。今まで読んだ小説の

中で、こんなにも心を振り回された物語があっただろうか。主人公は、広

25歳。商談の場で、冴えないイジメら

年ぶりに再会する。成長した彼女は、モテ

る出来る女性へと驚異の大変身を遂げていた。恋に落ちる２人だが、実

は彼女、計り知れない過去を抱えていて・・・。映画化もされた話題の小

説。誰かを好きになる素敵な瞬間と、同じくらいの切なさも、すべてつ

まったこの物語を、秋の夜長にあなたも読んでみませんか？ 

『人体の構造と機能からみた 

病態生理ビジュアルマップ』 

佐藤千史、井上智子編 医学書院 

わたしがお薦めする本は『人体の構造と機能からみた病態生理ビジュ

アルマップ』のシリーズです。わたしがこの本と出会ったのは、2年生の基

礎看護実習のときでした。実習の記録物では、解剖生理を理解し、病

態生理、症状、検査、治療、看護などと患者さんの病気についてまとめ

て書かなければなりません。この本は、それらのことを器官・疾患別に一

冊にまとめてくれていて、全ページカラーであり、 見やすくわかりやすい

図での説明もあります。そのため、病気について 基礎的な理解を深め

るには最適の一冊だと思います。ぜひ、実習や 普段の学習で活用し

3年生はこれから国家試験に向けて勉学に励みま

す。そのなかで、疾患について学ぶ際は、ぜひこの一冊と解剖学の本も

合わせて活用してみてはいかがでしょうか。 
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 蔵書冊数 
（平成25年3月現在） 

83,699冊 

所蔵雑誌種数 
（平成25年3月現在） 

295種 
うち外国語 

101種 

年間受入図書冊数 
（平成24年度実績） 

2559冊 
うち洋書 

13冊 

年間受入雑誌種数
（平成24年度実績） 105種 

うち外国語 

7種 

入館者数・開館日数および平均入館者数の推移 
（平成17年度～平成24年度） 

学科学年別貸出統計 
（平成23年度/平成24年度） 

学生一人あたりの年間貸出冊数 
（平成24年度） 

文献複写処理件数の推移 
（平成17年度～平成24年度） 

文献複写依頼件数は 

本学図書館から学外の図書館に 

文献のコピーを依頼した件数です。 

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。 
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妊婦食堂 

ホリスティック栄養学の知恵を生かした『ヘルシー・

クッキング』 

基礎栄養学改訂８版 

スポーツ・健康栄養学 

あな吉さんのゆるベジ野菜１種の５品献立て 

ｃａｆｅ´ｓｗｅｅｔｓｖｏｌ．１５０ 

糖質制限の健康おつまみ 

「にんべん」のかつお節レシピ社員公認 

一汁二菜の献立 

１日分の野菜がとれる「主役サラダ」 

ごちそうマリネ 

ショートパスタ・ブック 

酢で美味しくなるいつものおかず 

親子で作る手作りおやつ 

毎日食べたいからだに効くヨーグルトのレシピ 

すごい！ゼラチンふりかけ健康レシピ 

ほんとの本物の発酵食品 

「うま味」パワーの活用便利帳 

からだによく効く食材＆食べあわせ手帖 

やさしくわかりやすい食品と薬の相互作用基礎と活用 

糖尿病のための「糖質オフ」ごちそうごはん 

ヤミーさんの基本７つのスパイスで世界中の料理が

できちゃう！簡単３ＳＴＥＰレシピ 

食べる喜びを新・介護食レシピ 

低糖質スイーツ 

北里研究所病院Ｄｒ．山田流「糖質制限」料理教室 

日経ヘルスサプリメント事典第４版 

Ｔｈｅマクロビオティック 

介護食スイーツレシピと栄養 

村上祥子のおうちでハッピー介護食 

作りおきでおいしい日替わり弁当 

ホントに朝ラクべんとう３００ 

大豆粉でつくる、糖質オフでもこんなにおいしいパン

とお菓子 

おいしい豆腐スイーツ 

糖尿病がどんどんよくなる糖質制限食 

塩分早わかり 

月の満ち欠けごはん 

糖尿病食事療法まるごとガイド 

糖尿病療養指導のための力試し３００題第６版 

栄養素の通になる第３版 

おいしいご当地スーパーマーケット 

ナース・介護スタッフ・管理栄養士のための栄養管

理これだけマスター 

栄養教諭養成における実習の手引第２版 

Ｎｅｗ栄養教育・指導実習 

公衆栄養の科学 

管理栄養士技術ガイド 

管理栄養士国家試験受験必修データ・資料集第５版 

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んだ

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7月と9月の

選書委員会で購入が決定した図書です。 

また、4-７ページで紹介した「読書の秋に読みたい！おススメの一冊」も

含まれています。 

新着書架を是非チェックしてみてください。 

■■情報科学■■ 

すぐわかるＳＰＳＳによるアンケート調査・集計・解析 

機械との競争 

ITホワイトボックス応用編6ICTが変えたビジネスと教育編 

ITホワイトボックス応用編1くらしを支えるICT編 

ITホワイトボックス応用編4情報セキュリティー編 

ITホワイトボックス応用編2ICTで変わるメディア編 

ITホワイトボックス応用編3スマートフォン編 

ITホワイトボックス応用編5新しいコミュニケーションと

ネットワークサービス編 

知の逆転 

２０４５年問題 

インターネット社会を生きるための情報倫理 

ひと目でわかる最新情報モラル第2版 

新しい教育の方法と技術 

マッキンゼー流図解の技術 

マッキンゼー流プレゼンテーションの技術 

マッキンゼー流図解の技術ワークブック 

世界一わかりやすいプレゼンの授業 

学生・研究者のための使える!PowerPointスライドデ

ザイン伝わるプレゼン1つの原理と3つの技術 

学生・研究者のための伝わる!学会ポスターのデザイン術 

研究発表のためのスライドデザイン 

コピペと言われないレポートの書き方教室３つのステップ 

情報利活用コンピュータリテラシーOffice2013/2010対応 

情報利活用プレゼンテーションPowerPoint2013/2010 

情報利活用表計算Excel2013/2010対応 

情報利活用ワープロWord2013/2010対応 

情報活用学入門―情報化社会の「攻め方」・「守り

方」(情報リテラシーを超えて) 

PBLスタイル情報リテラシーテキスト 

情報セキュリティ読本四訂版:IT時代の危機管理入門 

情報セキュリティ教本―組織の情報セキュリティ対

策実践の手引き 

情報セキュリティ白書2013 

ファシリテーターの道具箱 

ハーバード白熱教室講義録＋東大特別授業（上） 

ハーバード白熱教室講義録＋東大特別授業（下） 

5000人の白熱教室[DVDブック] 

ゼロからはじめるITパスポートの教科書 

■■語学■■ 

漢検分野別問題集準２級改訂版 

漢検分野別問題集２級改訂２版 

漢検分野別問題集３級改訂２版 

英語でつくる基本の和食 

日本語から引く「食」ことば英語辞典 

ＴＯＥＩＣｔｅｓｔ見るだけ単語集 

ＴＯＥＩＣテストビジュアル英単語 

Ｆｏｒｅｓｔ解いてトレーニング完全準拠問題集６ｔｈｅｄｉｔ 

総合英語Ｆｏｒｅｓｔ６ｔｈｅｄｉｔ 

Ｆｏｒｅｓｔ音でトレーニング６ｔｈｅｄｉｔ 

ＴＯＥＩＣテストの教科書リーディング編 

ＴＯＥＩＣテストの教科書リスニング編 

音読で鍛える英文法 

音読で英文法をモノにするドリル 

TOEIC(R)テストこれから始めて高得点を狙う本 

新ＴＯＥＩＣテストスーパー英単語 

５日で攻略新ＴＯＥＩＣテスト４７０点！ 

３週間で攻略新ＴＯＥＩＣテスト４７０点！ 

日本語からはじめる新ＴＯＥＩＣテスト２０日間基礎強

化ワークブック 

新ＴＯＥＩＣテスト４７０点突破全パート問題集 

イラストで楽しむグリム童話 

どんどん話すための瞬間英作文トレーニング 

今度こそ必ずモノにする英語習得プランニングノート 

超低速メソッド英語発音トレーニング 

ハートで感じる英語塾英語の５原則編 

ハートで話そう！マジカル英語塾 

Ｗｅ’ｒｅｇｏｉｎｇｏｎａｂｅａｒｈｕｎｔ 

ＧｕｅｓｓｈｏｗｍｕｃｈＩｌｏｖｅｙｏｕ 

Ｓｎｏｒｅ，ｓｎｏｒｅ，ｓｎｏｒｅ 

Ｓｔａｒ，ｓｔａｒ，ｓｔａｒ 

ハートで感じる英文法会話編 

■■食品学・調理学・栄養学■■ 

食品成分の機能と化学 

老化抑制と食品 

図解食品衛生学実験第３版 

エネルギー代謝を活かしたスポーツトレーニング 

発酵食品学 

食料の世界地図第２版 

アメリカ上院栄養問題特別委員会レポートいまの食

生活では早死にする 

めしあがれ。 

おいしい「排毒料理」 

脳から「うつ」が消える食事 

女子栄養大学のダイエット弁当 

花のズボラ飯 

麹のおつまみ 

麹のレシピ 

家庭料理の裏技５０ 

近森栄養ケアマニュアル 

近森栄養ケアＣａｓｅＳｔｕｄｙ 

食事療法に便利な食品成分早見表 

基礎栄養学 

応用栄養学 

日本食品大事典第３版 

子どもの食の育て方 

極旨！酒粕レシピ 

イタリア食堂「ラ・ベットラ」のお魚レシピ 

テーブルマナーの絵本 
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 カラーアトラス機能組織学 

未来を拓く糖鎖科学 

がんと代謝 

進化医学人への進化が生んだ疾患 

三歳までに脳で何が起きているのか？ 

ぜんぶわかる脳の事典 

ＭＩＴ認知科学大事典 

システムとしての脳 

高次認知のコネクショニストモデル 

解剖学カラーアトラス第7版 

体表から構造がわかる人体資料集 

骨と筋肉がわかる人体ポーズ集ー動く美術解剖図ー 

グラフィックスフェイス 

臨床解剖図譜 

脳とアート 

できる!見える!活かす!グラム染色からの感染症診

断～検体採取・染色・観察の基本とケースで身に

つく診断力 

感染症ケースファイル―ここまで活かせるグラム染

色・血液培養 

生命科学を推進する分子ウイルス学 

パンデミック新時代―人類の進化とウイルスの謎に迫る 

FundamentalsofMolecularVirology2ndEdition 

PrinciplesofMolecularVirology,FifthEdition 

最適な実験を行うためのバイオ実験の原理―分子

生物学的・化学的・物理的原理にもとづいたバイオ

実験の実践的な考え方 

血栓形成と凝固・線溶 

ビジュアル臨床血液形態学改訂第３版 

ＷＨＯ分類第４版による白血病・リンパ系腫瘍の病態学 

ＷＨＯ血液腫瘍分類 

造血器腫瘍アトラス改訂第４版 

フィトセラピー植物療法事典 

■■東日本大震災関連■■ 

人は放射線なしに生きられない 

福島嘘と真実 

世界の放射線被曝地調査 

■■医療工学■■ 

解いてなっとく身につく電気回路 

電気回路の基礎と演習続（三相交流・回路網・過

渡現象 

医・生物学系のための電気・電子回路 

医療系資格試験のための電気 

医用電気工学１ 

医用電気工学２ 

スタンダードフローサイトメトリー 

これでわかるニューロンの電気現象 

■■保育士関連■■ 

子どもの病気・けが救急&ケアBOOK(PriPriブックス) 

これだけはおさえたい!保育者のための「子どもの保健I」 

子どもの食と栄養(保育者養成シリーズ) 

子どもの食と栄養―健康と食べることの基本 

子どもの心を育てる最前線―子どもの心に耳をすまして 

発達心理学事典 

キーワード教育心理学－学びと育ちの理解から教員

採用試験対策まで 

保育の心理学Ⅱー演習で学ぶ、子ども理解と具体

的援助 

こぼれ落ちる子をつくらない「聴く保育」 

あたりまえの親子関係に気づくエピソード65 

＜新訂＞子どもとかかわる人のための心理学―発

達心理学，保育の心理学への扉 

保育者の専門性とは何か(幼児教育の理論とその応用) 

保育者のマナーと常識:保育への心構えができる保

護者が安心できる 

子どもの成長を支える発達教育相談改訂版 

子どもも育つおとなも育つ発達の心理学 

０～６歳子どもの発達と保育の本 

ことばの発達の謎を解く 

子どもの心を動かすことばかけ 

子どもの心を動かす指導法 

自然*植物あそび一年中―毎日の保育で豊かな自

然体験! 

保育における家族援助第1巻家族援助の基礎知識 

保育における家族援助第2巻家族援助の実際 

幼児期運動指針ガイドブック―毎日、楽しく体を動か

すために 

保育に生きる人びと―調査に見る保育者の実態と

専門性 

「保父」と呼ばないで―これからのゆたかな保育のために 

保育者養成論 

Ｔｈｅ保育ｖｏｌ．２ 

ＴＨＥ保育ｖｏｌ．３ 

子どもへのまなざし続 

子どもへのまなざし完 

わかってほしい！気になる子 

保育所運営ハンドブック平成２５年版 

保育記録の機能と役割 

日本幼稚園成立史の研究 

幼稚園教育要領・保育所保育指針の成立と変遷 

保育士・幼稚園教諭論作文・面接対策ブック 

教育・保育実習と実習指導 

高齢者と楽しむマジック 

新・プリマーズ保育の心理学 

エピソードでつかむ生涯発達心理学 

子どもの心をエピソードで描く 

子どもの発達にあわせて教える(1)食事編 

子どもの発達にあわせて教える(2)排泄編 

子どもの発達にあわせて教える(3)着脱編 

子どもの発達にあわせて教える(4)手・指の使い方編 

子どもの発達にあわせて教える(5)お手伝い編 

子どもの発達にあわせて教える(6)社会生活編 

保育内容「人間関係」―保育実践を学ぶ 

世界の民族音楽辞典 

乳幼児の音楽的成長の過程 

新編幼児の音楽教育 

おしゃれなピアノで楽しむクリスマス・ソング 

シューマン全ピアノ作品の研究 

ピアノの誕生 

１００円ショップで手作り楽器 

高齢者の音楽療法楽器演奏のすすめ 

幼児のからだとこころを育てる運動遊び―元気に育

てちびっ子たち! 

スポーツ大好き!な子どもを育てる「62」の方法―体

づくりからトップアスリート育成まで 

元気いっぱい!鬼ごっこ50:年齢別アレンジつき(ハッ

ピー保育books) 

絆づくりの遊びの百科―伝承遊びから現代風遊びまで

205種 

3・4・5歳児の子どもが落ち着く魔法の運動あそび28

日本幼児史:子どもへのまなざし 

■■スポーツ■■ 

スポーツライフ・データ2012-スポーツライフに関する

調査報告書 

レジャー白書2012~震災後の余暇を考える~ 

レジャー白書〈2011〉進むレジャーの「デジタル」化 

スポーツの世界地図 

スポーツの歴史と文化:スポーツ史を学ぶ 

日本体育協会・日本オリンピック委員会100年史 

■■食育■■ 

明日からの子どもの食育にすぐ役立つ本最新版 

ＮＨＫためしてガッテン食育！ビックリ大図典 

調べる力を育てる食育ワーク＆小話 

給食指導のシステムづくり小事典 

家庭科の本質がわかる授業１ 

学級担任のための給食＆食育パーフェクトナビ 

小学校家庭科授業研究新版 

保育園・幼稚園ですすめる食育の理論と実践 

■■美容・生活■■ 

DVD付き実はスゴイ!大人のラジオ体操(講談社の実

用BOOK) 

DVD付きもっとスゴイ!大人のラジオ体操決定版(講

談社の実用BOOK) 

美木良介のロングブレスダイエット顔も身体も美しくや

せるブレスプログラム 

DVDで完璧にわかる!美木良介のロングブレスダイ

エット必やせ最強ブレスプログラム 

DVD付き樫木裕実カーヴィーボディ1週間美やせプ

ログラム(扶桑社ムック) 

DVD付き樫木裕実カーヴィーダンスで楽やせ!(ヒット

ムックダイエットカロリーシリーズ) 

スロトレ完全版DVDレッスンつき 

覚えておきたい！暮らしの基本１００ 

■■基礎医学■■ 

解明病理学病気のメカニズムを解く 
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 もの救急相談対応ガイド 

小児外科看護の知識と実際 

ナースのための小児感染症予防と対策 

チームで支える！子どものプレパレーション 

虐待を受けた子どものケア・治療 

病気を抱えた子どもと家族の心のケア 

小児看護過程＆関連図 

発達障害のいま 

発達障害の子どもたち 

家庭訪問 

駐在記者発大槌町震災からの３６５日 

ソーシャル・キャピタルと健康政策 

地域包括ケアに欠かせない多彩な資源が織りなす

地域ネットワークづくり 

新版Ｋ式発達検査にもとづく発達研究の方法 

「育てにくさ」に寄り添う支援マニュアル 

軽度発達障害の心理アセスメント―WISC‐IIIの上

手な利用と事例 

発達相談と援助 

遠城寺式・乳幼児分析的発達検査法改訂新装版 

新版Ｋ式発達検査法２００１年版発達のアセスメン

トと支援 

■■保健師■■ 

保健師国家試験オリジナル予想問題集合格への

1000題[2014年版]第1巻公衆衛生看護学 

保健師国家試験オリジナル予想問題集合格への

1000題[2014年版]第2巻 

クエスチョン・バンク保健師国家試験問題解説

2014 

保健師国家試験のためのデータ・マニュアル

<2014> 

2014年版保健師国家試験問題解答・解説 

2014年版保健師国家試験問題解答と解説 

公衆衛生・関係法規・社会福祉直前α2014 

ラ・スパ保健師〈2014〉 

保健師まるごとガイド 

保健師の継承語り 

保健師のための被災支援〈保健事例〉ガイドブック 

保健師、このステキな仕事 

■■小説・その他■■ 

ビブリオバトル 

ぼくはうみがみたくなりました 

探偵ガリレオ 

聖女の救済 

真夏の方程式 

沈黙の春 

聞く力―心をひらく35のヒント 

エンブリオロジスト-受精卵を育む人たち 

看取りの医者 

気まぐれロボット 

陽だまりの彼女 

１歳から１００歳の夢 

■■数学■■ 

実践！ビジネス数学２ｎｄ 

実践！ビジネス数学Ｌｉｔｅ 

なぜ！こんなに数学はおもしろいのか 

天才ガロアの発想力 

虚数と複素数から見えてくるオイラーの発想 

■■医学統計・医療情報■■ 

質的研究入門新版 

医学的研究のデザイン第３版 

サンプルサイズの設計中級編 

誰も教えてくれなかったＱＯＬ活用法第２版 

医学的研究のための多変量解析 

京大医学部の最先端授業！「合理的思考」の教科書 

フリーソフトｊｓ－ＳＴＡＲでかんたん統計データ分析 

よくわかる情報リテラシー 

統計処理ポケットリファレンス 

ＭＲＩの基本パワーテキスト第３版 

ＭＲＩとフーリエ変換 

絵でみてわかるフーリエ変換 

保健・医療のための研究法入門 

医療に必ず役立つiPhone/iPad 

「複眼的思考」ノススメ 

基礎から学ぶ楽しい疫学第３版 

新版医療情報医療情報システム編第２版 

医療情報情報処理技術編新版（第２版） 

医療情報医学・医療編新版（第２版） 

■■臨床検査■■ 

臨床検査ガイド２０１３～２０１４ 

臨床検査データブック２０１３－２０１４ 

臨床検査のガイドラインＪＳＬＭ２０１２ 

甲状腺超音波診断ガイドブック改訂第２版 

乳房超音波診断ガイドライン改訂第２版 

■■歯科■■ 

咀嚼の本ー噛んで食べることの大切さー 

歯科保健関係統計資料2013年版ー口腔保健・歯

科医療の統計 

歯内療法学専門用語集 

ｽｹｰﾘﾝｸﾞの基礎力アップ！ 

DHトレーニングドリル 

乳幼児の食べる機能の気付きと支援 

診査ｽｹｰﾘﾝｸﾞﾃｸﾆｯｸ 

歯科衛生士のための矯正歯科治療 

“食育”は歯科医療を変える 

食を変えればう蝕もﾍﾟﾘｵも治る 

超明解メンテ・ザ・ペリオ 

歯科発ヘルシーライフプロモーション 

DHStyle子どものお口のｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄになろう 

どんどんはえるじぶんの歯 

歯周基本治療で治る！歯周基本治療で治す！ 

チャートでわかる口腔病変診断治療ビジュアルガイド 

長期メインテナンス症例から考える！経過観察の意味 

義歯をみる口をみる人をみる 

X線写真パーフェクトBOOK 

色と形からみる口腔粘膜病変 

セルフケアの処方箋 

診療室のベーシックワーク 

SRPのArt＆Science長谷ますみ流クリニカルメソッド 

なぜ「黒岩恭子の口腔ケア＆口腔リハビリ」は食べら

れる口になるのか 

黒岩恭子の口腔リハビリ＆口腔ケア 

黒岩恭子の口腔ケア 

やさしい治癒のしくみとはたらき 

ネッタ―頭頸部・口腔顎顔面の臨床解剖学アトラス 

歯科衛生士さんのための成功する定期健診のすすめ方 

歯科衛生士さんのための症例でみるオーダーメード

のPMTC 

歯科衛生士さんのためのブラッシング指導 

歯を長期に守る救歯臨床スタディー・グループ「救

歯会」のケースプレゼンテーション 

歯科からはじめるアンチエイジング 

■■看護■■ 

自分で描ける病態関連図 

ヘンダーソンの看護観に基づく看護過程-看護計画

立案モデル 

早わかり看護の着眼点まんがで学ぶベテランナース

の観察・判断力 

ヘルプマン（１）-(23) 

おたんこナース（1)-(5) 

疾患別看護過程の展開[第3版] 

疾患別病態関連マップ 

産後メンタルヘルス援助の考え方と実践 

うまれる 

根拠がみえる臨地実習のすべて５ 

小児看護学 

生活習慣病ナーシング７ 

小児生活習慣病 

今日の小児治療指針(第15版） 

小児科学第3版 

乳幼児の発達障害診療マニュアル-健診の診かた・

発達の促しかた- 

脳科学から学ぶ発達障害 

-小児プライマリケア/特別支援教育に携わる人のた

めに 

臨床家が知っておきたい「子どもの精神科」-こころの

問題と精神症状の理解のために（第2版） 

困ったときの小児看護 

ナースのミカタ小児看護-知っておきたい53の疾患 

＜すぐ調＞小児科 

根拠と事故防止からみた小児看護技術 

未熟児をはぐくむディベロプメンタルケア 

小児看護ケアモデル実践集-看護師が行う子ども目

線のプレパレーション 

発達段階を考えたアセスメントにもとづく小児看護過程 

「こころ」「からだ」「行動」へのアプローチ子どもを理

解する 

子どもの外来看護 

ナースのための小児の病態生理事典 

子どもの急な病気と事故こんなときどうするの？子ど



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

toshokan/ 
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図書館では今年度より所蔵資料の公開と学生の読書環境の向上を目的にさまざまな企画展示をはじめまし

た。企画展示のテーマも随時募集しています。図書館カウンターまで申し込んでください。 

平成25年4月15日～5月24日 

新入生応援コーナー 
レポートや文献の書き方の本、大学での勉強の仕方の本、料理の本、話題の本、先輩や先生のおす

すめ本（らぶっくに掲載されたもの）などを展示しました。展示冊数は約100冊でしたが、人気があり、

気がつくと書架が空いてる・・・なんてこともしばしば。 

 

平成25年５月24日～６月2５日 

雨の日の本 
「雨の日にじっくり読書」をテーマに高知県立図書館から50冊を借り受け、展示しました。 

幅広いジャンルの本を集め、大学図書館とはまた違う読書の機会を提供したいという想いを 

こめました。 

 

平成25年6月３日～７月１２日 

女子力ＵＰ！ 
「女子力ＵＰ！」をテーマにレシピやダイエットの本、マナーの本、エクササイズのDVDなど50冊と、高

知県立図書館から借りた100冊の合計150冊を展示しました。女子学生からは「こんな本を探してま

した！」との声が聞かれました。 

 

平成25年６月２６日～８月７日 

試験勉強がんばれ！ 
前期試験対策のために、レポートの書き方の本や解剖学・生理学・生化学の

参考書など100冊を展示しました。成績ＵＰに貢献できたでしょうか!? 

 

平成25年６月２４日～７月８日 

星に願いを☆七夕を楽しもう 
図書館に巨大な笹が2本出現！たくさんの願い事で笹がいっぱいになりまし

た。短冊の数はなんと、144！皆さんの願い事がかないますように。 

 

編集後記 

平成25年度後期のはじまりとともに「らぶっく」第13号をお届けします。 

今回は中山和子生活科学学科長に寄稿していただきました。また、書架移動

後の図書館を紹介し、各学科・専攻の先生方と学生の皆さんにおススメの本を

紹介してもらいました。ありがとうございました。 

そして、第1回・2回の選書委員会が選書した新着図書をご紹介しました。図書

館に親しみを持ってもらえるよう、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。 

 

 

開館時間 
■授業期(月～金） 

8：30～18：00 

■10月25日、28日 

8：30～17：00 
 

 

 

閉館日 
土・日・祝 

年末年始 

(12/28～1/3） 

図書館運営委員の紹介 
 

 片岡一忠委員長・図書館長・学長 

 森岡美帆生活科学学科 

 濱田美晴幼児保育学科 

 松井清彦医療衛生学科医療検査専攻 

 坂本まゆみ医療衛生学科歯科衛生専攻 

 山本和代看護学科 


