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   図書館長  今 村  優 子 

なった現在では、欲しい

情報を短時間で効率よく

入 手 す る こ と が 可 能 に

なっています。ただ、あの

目と手と足を使って必要

な書籍・資料を探したこと

も、今の自分にとっては貴

重な思考過程のバネに

なっているような気がして

います。 

 本学の図書館は、学生の皆さんの学習の

サポートを大切な役割として、整備を進めて

きました。これからも、皆さん一人一人の描く

未来への道を支援するよう、学習環境を  

整え、入りやすい、使いやすい図書館として

努力していきます。専門科目や国家試験の

学習は勿論、様々な本との出会いを楽しむ 

よう、気軽に利用していただき、是非直接本を

手に取ってみてください。心の拠り所となる   

1冊に出会えることと思います。図書館は   

教育・研究に活用できるとともに、常に自ら 

学ぶ力を育てる居心地の良い場所でありたい

と考えています。  

図書館の記憶 

  

発行日 平成26年８月１日 

高知学園短期大学図書館運営委員会 

 図書館の記憶を遡ると、小学校のころは

「本の虫」で図書室の貸し出し冊数の上位を

常に競っていたものでした。本は空想を掻き

立てて様々なところへと誘ってくれましたの

で、本来しなければならないことより、読書に

夢中になっていました。高知市民図書館の

移動図書館もよく利用しました。巡回の日が

来るのが待ち遠しく、図書室同様貸し出し冊

数の限度一杯に借りていました。貪るように

読書に没頭できたあの頃は贅沢な時間が

過ごせたのだと思います。 

 本学の図書館の片隅に、小さな引き出し

が整然と並んだ棚が、かつて利用されてい

た頃とは趣きを変えて再利用されていま

す。明治以降インターネットが普及するま

で、どこの図書館でも利用していたカード目

録を入れたカードボックスです。学生時代に

図書館で本を探すときはいつもこの引き出し

の取手を引っ張り、膨大なカード目録の中

からお目当ての一枚を見つけ出し、メモをし

て書架を探しました。探したい本にやっと出

会った時の小さな感動が懐かしく思い出さ

れます。情報に関して利便性の高い時代と

 図書館のパソコンが新しくなりました！ 

 図書館の学生用パソコンは今までWindows XPでしたが、6月から

Windows８になりました。台数は6台です。 

 以前と同様にWordやEXCELなどの基本ソフトが入っていますの

で、レポートなどの作成に利用できます。学内LANおよびインター

ネットにも接続しています。 

 印刷も可能です。モノクロ印刷のときは、プリンターの設定画面

で、EPSONLP-8700 の プ リ ン タ ー を、カ ラ ー 印 刷 の と き は

EPSONLPS-5300プリンターを選択してください。両面印刷のとき

はEPSONLPS-5300を選んでください。（何も選択しなければモノ

クロプリンター（EPSONLP-8700）で印刷されます） 

 アイコンの位置や操作方法が変わって戸惑うかと思いますが、

困ったことがあればお気軽にカウンターにご相談ください。 
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答えは 

カタカナで！ 

暑さで疲れた頭をリフレッシュするために、頭の体操はいかがですか？ 

図書館に関連する用語を取り入れたクロスワードを作りました♪  

右ページのヒントを参考にマス目を埋めます。 

AからIのマス目の文字を並び替えると、何という言葉になるでしょうか？ 

いざ 
全問正解を 
目指して 

チャレンジ！ 

答えは10月に発行する、らぶっく16号に掲載されます！ 

答え 
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ドイツ人哲学者イマヌエル・○○○。主な著書

は「純粋理性批判」。   

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は      

○○媒介の新しい感染症です。 

   噛まれないように注意しましょう。 

9-11ページに○○○○○図書を 

紹介しています。 

  たくさん借りてください！ 

「石の上にも三○○」とは、つらくても辛抱して続

ければ、いつかは成し遂げられるということわざ。  

照度の単位。図書館の机上の明るさは３００ 

○○○以上が望ましいとされています。 

 

○○○風呂とは野外にあって、屋根

や囲いを設けない風呂のこと。 

図書館は○○○○○禁止です。 

食事は食堂で！ 

韓国語で「機械」 

のいち動物公園のシンボルマークは 

○○キツネザルです。 

本を借りるとき、返すときはこちらへ！ 

文献複写の申込や図書館への質問 

 など、いつでも受付けています。 

高知県は人口一人当たりの○○○店舗数密度が  

日本一！豊富なメニューが人気の秘密です。 

プロ野球は○○両リーグがあります。 

 

      

「○○○○の巨人」とは、諫山創による日本の  

漫画作品。小説、アニメ化に続き、2015年には 

    実写映画が公開されます。 

俳優の○○○恒彦。お兄さんは俳優の渡哲也。

2004年には映画「ハルウララ」の撮影のために      

     来高しました。 

蔵書検索をパソコンで行える 

検索システムのこと。 

雨の日には欠かせません。 

図書館にこれを忘れていく 

   人もいます。 

つめ。「○○○アート」「○○○ブラシ」。 

図書館職員は本に傷をつけるので短くします。 

高知市洞ヶ島にある○○○○神社。神社なのに 

お寺の和尚様が祭られている珍しい神社。 

高知県の鳥。○○○チョウ。 

学生の図書館の資料の 

○○○○期限は3週間です。 

  しっかり守りましょう 

ウサギの好物。 

カロチンを多く含む緑黄色野菜 

  です。 

OPACで検索してみよう！ 

勉強も良いけど、目を休めるため、  

1時間に5分程度遠くの緑を見てね 

図書館内だけでなく、学内LANに 

つながっているパソコンならどこから

でも検索できます！ご利用ください。 
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昭和51年を歩く・高知市旭 

 
 今から38年前、昭和51年の高知市旭の町並み

やそこに暮らす人々の姿を写した写真集です。撮

影は四万十町の写真家・武吉孝夫さん。昭和51

年の夏、地図を片手に市内の路地という路地を歩

き回りながら撮影をしたそうです。 

 高知市旭界隈は戦火を免れたこともあり、今でも

昭和の面影が色濃く残る地域です。 

 電車通りから一歩入ると、細い路地が入り組み、

老朽化した家屋や店舗が密集しています。正直、

寂れた感は否めません。しかし、写真集の中の旭

は今とは違います。人も店も多く、旅館や銭湯もあ

る。そこには、にぎやかで活気のある町と人々の暮

らしがあります。当時を知らない私には、昭和51年

の旭界隈の様子は新鮮で驚きに満ちたものでした

（当時を知る人には懐かしいのかもしれません）。 

『昭和51年を歩く』には旭のほかに、高知市中心部

の西・東、高知市の北部・東部・南部・西部がありま

す。この写真集を片手に現在の市内を歩き、今と

昔の移り変わりを見て回るのも面白いと思います。  

 （幼児保育学科教員 春原淑雄） 

著/武政孝夫  出版社/高知市の記録刊行会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルポ 貧困大国アメリカ 

 

 かつてアメリカのある都市を訪れた際、大学

やショッピングモールのある駅の北側と、ホー

ムレスの人たちが多く行き交う駅の南側との違

いが、印象深く記憶に残りました。本書は、アメ

リカで進む貧富の二極化の現状を、以下の局

面から活写しています。 

・貧困地域に、なぜ肥満児・肥満成人が多い

のか？ 

・連邦緊急事態管理庁が実質民営化され

て、何が起こったか？ 

・入院出産で150万円必要となるアメリカの医

療保険制度とは？ 

・民営学資ローンに締め上げられる若者は軍

隊へ 

・世界中のワーキングプアが支える「民営化さ

れた戦争 

 迫力ある内容に、寒気を覚えたことでした。

アメリカと密接な関係を持ち、TPP交渉が継続

中の日本に住む若い皆さんに、続編の「ルポ 
貧困大国アメリカⅡ」、「(株)貧困大国アメリカ」

と併せて、一読の価値ある本としてお薦めさせ

ていただきます。     

  

 （生活科学学科教員 髙畑貴志） 

著/堤未果  請求記号/302.53・T 出版社/岩波書店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永遠の０ 

 

 このタイトルは、みなさん一度は耳にした

ことがあると思います。2009年に発売さ

れ、2013年には映画化されているので、

すでに原作を読んだ人や映画を観た人も

いるかもしれませんね。 

 終戦を迎えて今年で69年目を迎えます。 

著/百田尚樹  請求記号 /

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DVD木場×大儀見が教える！ 

実践 体幹トレーニング 

 
 体幹トレーニング！ まさに今の私にぴったり

と思い、手に取った一冊です。 

 スポーツの世界ではよく体幹を鍛えること

で、今以上のパワーや技の精度があがると 

 

著/木場克己  請求記号 5 

 

長い夏休みの間に、よい本に出会っ

てほしい・・・・・・そんな願いをこめて、

各学科専攻の先生方が、おススメの

一冊を教えてくださいました。 

暑い夏の日、外出をやめて家の中で 

本を読む、あるいは、長期休暇の間に

読みたかった長編を読む— 

今年は、そんな「読書の夏」にして 

みては? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続・悩む力 

 

 皆さんが幸せと感じるのはどんなことで

しょうか。美味し物を食べること、欲しかっ

たものを手に入れること、家族が元気でい

ること、友達との仲がうまくいっていること、

素敵な彼（彼女）と楽しい時を過ごすこと。

「そんな幸せと感じることなんて何もない。

悩むことはいっぱいあるけど。」と思う人も

多いのではないでしょうか。 

 図書館で見つけた『続・悩む力』は、前作

の『悩む力』で、ぱさぱさした潤いのない社

会のただなかでも卑屈にならず絶望せず

悩むことが生きることの証だと書いていた

著者が、３月１１日の巨大地震を経験し、

日常化した「非常事態」を生きる中で「人

間とはなにか」をつかみ取りたいと書いた本

です。この本を読んであなたはどんな感想

を持つでしょうか。  

 

 （専攻科 地域看護学専攻教員 

                小野文子） 

著/姜尚中  請求記号/１５９・K/2 出版社/集英社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミラクル エリザベス・ヒューズと 

インスリン発見の物語  

 
 今回紹介する本はインスリン発見と糖尿病治療

における歴史的な観点、糖尿病患者とその家族

によって新たなエビデンスができるまでが実話に基

づき描かれています。さらに、製薬会社と研究機

関のトランスレーショナルリサーチ（臨床応用への

橋渡し研究）の読み物としても一読する価値が高

いものです。 

エビデンス・ベースド・ナーシング！学生さんに「イン

スリンとは何？」と尋ねると「血糖値を下げるもの」と

答えが返ってきます。しかし、インスリンは組織にお

けるグルコースの取り込みを高め、糖代謝に関わ

ることであって、血糖値下降はその反応の一部を

見ているに過ぎないという考え方が大切です。 

Ⅰ型糖尿病は昔、死の病でした。私は生理学的

な正しい知識、インスリンと患者の苦悩の歴史を知

ること、そして、今、目の前にいる患者の背景から

看護を考えてもらいたいのです。さらに、普段から

「本をそのまま読むだけでなく、どう日常に応用でき

るのか？」という視点をもって、多読してもらえたらと

思います。   

  

（看護学科教員 二本柳 圭） 

著/シア・クーパー、アーサー・アインスバーグ  出版社/日経メディカル開発  

 

 

 

 

 

 

 

 

トンプソン・トンプソン 遺伝医学（左）  

Thompson ＆ Thompson 

 GENETICS IN MEDICINE （右） 

 

 出生前診断・発症前診断についての

ニュースがよく伝えられています。女優アン

ジェリーナ・ジョリーさんが、遺伝子検査の結

果から将来の乳がん発症を予見し、発症前

に乳房摘出を行ったことは記憶に新しいこと

と思います。遺伝医学は、医療職を目指す

人にはもちろんですが、そうでない人にとっ

ても、難しいけれど理解していきたい学問の

領域です。この2冊の本は遺伝医学を勉強

する人にとっては必ず読んでいただきたい

本です。英語版と翻訳版があり、比較しな

がら読むと医学英語の勉強にもなって非常

に有意義です。ヒトの遺伝子・染色体のこ

と、細胞分裂、遺伝性疾患についてなど、

生物学の基本的な事柄から、疾患に関連

した遺伝医学まで網羅されています。自分

の興味ある部分だけでも読んでみません

か。不思議で巧妙な遺伝子についてもっと

知りたくなると思います。 

 

（専攻科 応用生命科学専攻教員        

                  富永麻理） 

(左）監訳/福嶋義光  請求記号/491.69・N   出版社/ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｻｲｴﾝｽ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

（右）著/Nussbaum ･Mclnnes･ Willard  請求記号/467・N 出版社/SANDERS  

この本では、第二次世界大戦の時代に日本

でそして世界で本当に起こっていた出来事が

描かれています。今のあなたと同じ年頃の若

者が国のために死を覚悟して戦場へ向かっ

た時、本当はどのような気持ちで戦闘機に乗

り込んでいたのか、そして大切な家族に会い

たい、生きて日本に帰りたいと思うことがどれ

ほど卑怯な考えであったのか…。この本を読

めば「生きる」意味を改めて考えるきっかけに

なると思います。 

 この本をきっかけにあなたの生まれる前の

家族、祖父母や曾祖父母が歩んできた道

を、また第二次世界大戦という時代をどのよ

うに過ごしたか、あなたの生まれたルーツを

たどってみてはいかがでしょうか？ 

 

（医療衛生学科医療検査専攻教員 

              三木友香理） 

/ 913.6・H 出版社/講談社 

言われています。身体の軸を意識して効率 

よくトレーニングする方法や、ビギナー編から 

アスリート・トッププロ編まで自分の状態にあっ

た方法を順にトレーニングできるようになって 

います。 

 女性は特に必見で、「女性にこそ体幹で

す！！」というフレーズは、興味深いものです。 

自分の身体と上手に付き合い最高のパフォー

マンスを導き出したいものです。 

 また、本文中 弱い自分に打ち勝つ方法 と

して、いろいろと書かれている事柄はスポーツ

のみに捉われず全てのことに共通してすること

だと言えます。ご一読ください。 

 （医療衛生学科歯科衛生専攻教員  

                野村加代） 

 / 780.7・K 出版社/西東社 
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病気がみえる Vol2.循環器 

 
 私が皆さんにおすすめする本は、 「病気

がみえる」 シリーズです。2年生になってか

ら慢性期看護学や急性期看護学を学ぶ上

で、教科書に書かれている疾患名や文章で

書かれた画像診断を理解することが難しく、

わかりやすい参考書がないかと探していた

時に授業で先生が紹介してくれたのがこの

本でした。この本は、疾患概念の解説や病

態生理・解剖学だけでなく最新の画像技術

を取り入れた分かりやすい解説なども書か

れており、理解しやすいだけでなく様々な項

目が一つの疾患について体系づけて記載し

てあり、頭の中で整理しやすかったです。今

回紹介した「病気がみえる」シリーズでは、循

環器だけでなく消化器や脳・神経、血液など

様々な種類があるので、授業を受講して

持った疑問点やより具体的に疾患について

知りたい時にはこの一冊がおすすめです。 

 また、国家試験や実習に向けての参考書

として使えるのでぜひ読んでみてください。 

 

     （看護学科2年 池内和佳） 

編著/医療情報学研究所  請求記号/493.2・I  出版社/MedicMedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たまごを持つように 

 
 私がお勧めする夏に読みたい本は、まはら

三桃作の「たまごを持つように」です。弓道を

通して仲間や自分自身とぶつかり合う中学

生の物語で、わたしも弓道部だった頃に読

み感銘を受けたのを覚えています。 

著/まはら三桃  請求記号/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬指の標本 

 
 思い出の品を標本にし、その思いを閉じ込

める標本技術士の弟子丸氏と、そこで事務

として働く『わたし』。焼け跡に生えたきのこ、

文鳥の骨、楽譜に書かれた音、やけど、

様々なものが持ち込まれ、弟子丸氏の手に

よって標本にされていく。次第に弟子丸氏に

惹かれていく『わたし』は標本になって永遠

に弟子丸氏に愛される存在になりたいと願う

が―ー。 

 作中に登場する、桃色のサイダーの中で

揺らめく薬指のかけらや、試験管の中で浮

遊する標本の描写が、本当にきらきらと輝い

て見えるようです。読んだ後、本の世界に迷

い込んでしまったかのような錯覚を覚える作

品です。是非一度ご体験ください。 

 

  （専攻科 地域看護学専攻  

               松原香織） 

著/小川洋子  請求記号/913.6・O  出版社/新潮社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妖怪アパートの優雅な日常  
  

私がおすすめする本は、『妖怪アパートの

優雅な日常』という本です。私は「妖怪と幽

霊と人間が同居!? 稲葉夕士がひとり暮らし

を始めたアパートには、人情味あふれる  

『クセ者』ばかり！二畳の板間と六畳の   

和室、トイレ風呂共同まかない付きで二万

五千円！さあ、キミも一緒に住みこもう！ 」

というあらすじと「まかないを作るのは手首だ

けの人」などのキャッチコピーを見ておもしろ

そうと思い読み始めました。 

 私はこの本を読んでいると泣きそうになっ

たり、笑ったりしました。夕士が落ち込んでい

るときは親友の長谷泉貴やアパートの住人

の方々が支えてあげたりと温かい人間関係

が書かれていたのでこういう人たちに囲まれ

ている夕士は羨ましいなと思いました。 

 小説を読むことが苦手な方はマンガもある

のでぜひ読んでみてください。 

 

  （生活科学学科１年 中村美月） 

著/香月日輪  請求記号/913.6・K  出版社/講談社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風土的性格：土佐人への郷愁 

 
 私がおすすめする本は、 近藤勝の「風土

的性格」です。 

 この本は、一言で言うと「どのようにして土

佐のいごっそう、はちきんが生まれたか」を書

著/近藤勝  請求記号/Ｋ・
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まはら

を

中学

読

 わたしがこれを夏に読みたい本として挙げ

た理由は、弓道は夏が一番輝いているよう

に見えたからです。スポーツといえば秋を連

想しますが、弓道部だった頃に見た、的を狙

う先輩の凛とした横顔にスーッと一筋だけ汗

が流れ、次の瞬間矢が離れてパァンと気持

ちのいい音がして的に中ったのを、綺麗だ、

と思ったことが忘れられませんでした。 

 この本はそのような描写も繊細に描かれて

います。弓の弦から手が離れて矢が飛ぶ瞬

間の音を弦音といいますが、その弦音の表

現の仕方もとても面白いです。どのような言

葉を使って表現しているのか、是非手に

取って確かめてみてください。 

 

  （幼児保育学科１年 大庭夏海） 

請求記号/913.6・M  出版社/講談社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

星の王子さま 

 

 「星の王子さま」はフランス人の小説家

サン＝テグジュペリの代表作です。著者は

パイロットでもあり、「夜間飛行」などの著作も

知名です。 

 「星の王子さま」は聖書の次に読まれてい

ると言われるベストセラーで、砂漠に不時着

した飛行機のパイロットが、遠い小さな星から

来た少年に出会う不思議な物語です。人間

の絆や愛の意味を問うた哲学的な童話とし

て名高く、子どもだけでなく大人にも人気が

あり、世界中の人を魅了してきました。 

 大人になれば多くの人が忘れていく「自分

の感情を大切にする」ということの重要性を

思い出させてくれます。ぜひ、みなさんも読

んでみてください。  

  

（医療衛生学科医療検査専攻１年  

        井上星奈・武政志保） 

著/サン・テグジュペリ  請求記号/J・726.6 ・S  出版社/岩崎書店 

風土

土

書

いたものです。一般的な日本人の国民性

は、内気で礼儀正しく、働き者とされていま

すが、高知県民はどうもそれらに当てはまり

ません。土佐の気候や地形の特徴に沿って

土佐人の性格が形成されていく様が記され

ています。 

 また、歴史が好きな人にもおすすめです。

古事記からはじまり、戦国の一領具足、幕

末の土佐勤王党、明治の自由民権運動な

ど、長い年月の中での説明もあります。 

 高知県民も、そうじゃない人にも読んでもら

いたい一冊です。 

（医療衛生学科歯科衛生専攻１年  

               川村萌李） 

・361.48・Ｋ  出版社/金高堂書店 

 

 

 

 

 

 

 

 

病気がみえる 

 
 私がオススメする文献は、 「病気がみえ

る」 です。この「病気がみえる」には消化

器、循環器、糖尿病・代謝・内分泌、呼吸

器、血液、免疫・膠原病・感染症、脳・神

経、腎・泌尿器、婦人科・乳腺外科、産科と

シリーズもたくさんあります。 

 中身についても、目的とする臓器の基本

的な構造から機能、そして疾患までイラスト

を交えながら簡潔に述べられており、大変解

りやすいです。 

 この中でも私は、血液編を検査専攻2年

生の時から講義のサブテキストとして参考に

しており、大変勉強に役立っています。 

 又、今では病態の発表や課題等も良く出

るので、「病気がみえる」シリーズを参考にし

ています。 

 医療従事者には必須の文献ではないかと

思います。皆さんも、解らない事がある時は

ぜひ「病気がみえる」をお手に取ってみて下

さい。「あ～、なるほど！」「そうなんだ」と理

解できると思います。 

（専攻科 応用生命科学専攻 

              尾碕 真帆） 

編著/医療情報学研究所    出版社/MedicMedia 

病気がみえるシリーズは   

 新着図書コーナーに 

   展示中です！ 
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 蔵書冊数 
（平成26年3月現在） 

所蔵雑誌種数 
（平成26年3月現在） 

299種 
うち外国雑誌 

104種 

年間受入図書冊数 
（平成25年度実績） 

1633冊 
うち洋書 

34冊 

年間受入雑誌種数
（平成25年度実績） 110種 

うち外国雑誌 

10種 

85,310冊 

入館者数・開館日数および１日平均入館者数の推移 
（平成18年度～平成25年度） 

学生一人あたりの年間貸出冊数 
（平成25年度） 

文献複写処理件数の推移 
（平成21年度～平成25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。 

学科学年別貸出統計 
（平成24年度/平成25年度） 
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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６月の選書委員会で

購入が決定した図書です。新着書架を是非チェックしてみてください。 

■■心理学・社会学・福祉■■ 

発達科学ハンドブック１発達心理学と隣接領域の理論・方法論 

発達科学ハンドブック７災害・危機と人間 

世界がもし100人の村だったら ３たべもの編 

世界がもし100人の村だったら ４子ども編 

世界がもし100人の村だったら 完結編 

世界がもし100人の村だったら 総集編 

たった5秒思考のムダを捨てるだけで、仕事の９割はうまくいく 

ビジネスマナー基本テキスト 

冠婚葬祭マナーオールガイド 

10分間レクリエーション日誌&素材集 

■■栄養教育・幼児教育■■ 

子どもの仲間関係 

学校安全と危機管理 

学校給食必携 

クイズで食育！ 

食育の本 

保育者の地平 

親と子の生涯発達心理学 

集団遊びの発達心理学 

保育を学ぶ人のための子どもの保健 

保育記録の機能と役割 

幼児期における運動発達と運動遊びの指導 

幼児期運動指針実践ガイド 

学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役

合格した話 

アスペルガー症候群の子育て200のヒント 

江戸時代子ども遊び大事典 

日本子ども資料年鑑 / 日本総合愛育研究所 

■■医学■■ 

解剖実習カラーテキスト 

新動きの解剖学 

頭頸部/神経解剖 

心臓外科医が描いた正しい心臓解剖図 

摂食・嚥下と誤嚥のメカニズム 

サルコペニアの摂食・嚥下障害 

開業医のための摂食・嚥下機能改善と装置の作り方超入門 

プリンに醤油でウニになる 味覚センサーが解明した仰天の食の謎 

薬理学の基本がわかる事典 

病態生理基礎のキソ 

■■臨床検査■■ 

臨床生理機能検査 

心電図ドリル 

スッキリわかるモニター心電図 

ポケット臨床脳波 

脳波の旅への誘い 

脳波所見をどう読むか 

神経伝導検査テキスト 

神経伝導検査ポケットマニュアル 

日本静脈経腸栄養学会静脈経腸栄養ハンドブック 

ホントによく効くリンパとツボの本 

■■看護学■■ 

20代ナースに伝えたい職業人としての心得 

楽しく学ぶ！看護につながる解剖生理 

周手術期管理ナビゲーション 

早期離床ガイドブック 

消化器外科の術式別ケアはやわかりノート 

決定版消化器外科看護まるわかり 

甲状腺/乳腺/食道/胃・小腸/肝臓 

胆道/膵臓/脾臓/結腸/直腸/体表ヘルニア 

■■小児看護■■ 

写真でわかる小児看護技術 

医療を受ける子どもへの上手なかかわり方 

カラー写真で学ぶ子どもの看護技術 

小児クリティカルケア看護 

小児のための看護マネジメント 

疾患別小児看護 

小児看護学 

小児看護学概論 

小児看護技術 

小児の発達と看護 

小児看護技術 

フィジカルアセスメントと救急対応 

児童青年期精神看護学 

優しさはどこから 

きっと「大丈夫。」 

食物アレルギー 

子供が喜ぶ食物アレルギーレシピ100 

アレルギーっ子のためのおいしい毎日ごはん 

子どもの心の処方箋ガイド 

お母さんのための児童精神医学 

小児の感染症診療の落とし穴 

こどもの心臓病と手術 

■■成人看護■■ 

検査・術式・術後管理・薬剤…患者説明にそのまま使える！

心臓欠陥外科ナースのための検査と治療 

糖尿病まるわかりガイド 

エビデンスに基づく呼吸器看護ｹｱ関連図 

写真でトコトン！いちばんはじめの整形外科きほんの看護技術 

援助技法としてのプロセスレコード 

心臓病の病態生理 

ケアスタッフのためのよくわかるCOPD 

科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン 

糖尿病治療の手びき 

標準整形外科学 
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■■精神看護■■ 

全人的視点にもとづく精神看護過程 

はじめてのヘンダーソンモデルにもとづく精神科看護過程 

身体疾患患者の精神看護 

看護者のための精神科薬物療法Q&A 

精神病院を捨てたイタリア捨てない日本 

大笑い！精神医学 

名作マンガで精神医学 

サイコバブル社会ー膨張し融解する心の病 

あなたの心を操る隣人たち 

レジリアンスー現代精神医学の新しいパラダイム 

うつ再発休職中の告白 

「うつ」は、ゆっくり治せばいい！ 

自治体における精神保健活動の課題 

精神科病院を出て、町へ 

精神疾患・高齢者の精神障害の理解と看護 

■■老年看護■■ 

ユマニチュード入門 

高齢者救急 

系統別高齢者フィジカル・メンタルアセスメント 

高齢者の容態で迷ったときの医師・救急車を呼ぶ新常識 

在宅・施設ケアスタッフのための誤嚥のケアと予防チェックテ

スト88 

転倒予防いろはかるた 

TIAと脳卒中 

急性期病院で治療を受ける認知症高齢者のケア 

看護実践にいかすエンド・オブ・ライフケア 

みるみる老年看護 

認知症予防のための回想法 

■■地域保健■■ 

保健師は今何を考えどう実践したらよいか 

「特定健診」の本格化と自治体保健師 

今考えておきたい保健活動の基本 

健康社会づくりの担い手になろう 

東日本大震災医療と介護に何が起こったのか 

東日本大震災原発災害と被災地の保健師活動 

■■栄養指導■■ 

ｸﾞﾙﾒをあきらめずに糖尿病が改善体験ﾚｼﾋﾟ 

肥満症の生活指導 

食物アレルギーの栄養指導 

■■歯科学他■■ 

有病高齢者歯科治療のガイドライン 上・下 

イラストで学ぶ有病高齢者歯科治療の実例集 

長期メインテナンス症例から考える！経過観察の意味 歯科

衛生士は患者さんとどのように関わってきたのか 

人はなぜ歯周病になってしまうのか？ 

超明解メンテ・ザ・ペリオ 

審美歯科 

やってみよう！手話で簡単コミュニケーション 

口腔の緩和医療・緩和ケア 

口腔ケアの疑問解決Q&A 

入院患者の口腔・咽頭ケアポケットマニュアル 

歯科衛生士のための歯科医療安全管理 

歯科医院の防災対策ガイドブック 

薬学生のための実習実験安全ガイド 

■■食品学・調理学・栄養学■■ 

カラーグラフ食品成分表 

はじめよう！楽しい食育（第１巻～７巻） 

新しい栄養学と食のきほん事典 

わかりやすい食品化学 

食品微生物学の基礎 

食品・環境・生活用品の安全を考える 

塩分早わかり 

エネルギー早わかり 

スマート栄養管理術123 

キッチン栄養学 

図解栄養生理学・生化学 

腎臓病の食品早わかり 

実践栄養カウンセリング 

図表でわかる栄養療法 

病態栄養専門師のための病態栄養ガイドブック 

NST完全ガイド 

モヤモヤ解消！栄養療法にもっと強くなる 

野菜で探す「健康食べ合わせ」手帖 

約束食事箋の作成と献立展開のコツ 

病院・施設のための嚥下食ピラミッドによる咀嚼・嚥下困難者

レシピ100 

女子栄養大学のダイエットクリニック 

1食500kcalからだ改善レシピ 

山王病院の女性ホルモンでキレイになる定食 

食事指導のABC 

低たんぱく食でおいしくて、元気 

革新的嚥下障害食レシピなめらか食 

治療が劇的にうまくいく！高齢者の栄養はじめの一歩 

ホスピめし みんなのごはん （１）～（３） 

ホスピめし2nd season 

イチからよくわかる摂食・嚥下障害と嚥下調整 

とっておき！マリネレシピ 

クックパッドの大好評レシピ 

デコを楽しむカップケーキ・クッキー 

お料理基本の「き」 

魔法使いの台所 

Todays breakfast－シンプルで美しい、ワンプレートの朝ごはん日記。 

Vermicular recipe book 00 

まいにちのマリネレシピ 

死ぬまでに絶対行きたい世界一周食の旅 

一流料理長の和食宝典 
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美健丼ー美味しく食べて健康になる丼レシピ５３ 

とうふ美人のヘルシーレシピ80 

おにぎりレシピ101 

阿里山カフェレシピ・ブック 

菜菜ごはん 

作りおきサラダ 

野菜たっぷり重ね煮レシピ 

エビベジ野菜レシピ 

干し野菜手帖 

持ちよりパーティーをしよう 

なんでもデザート 

ちびスイーツ 

低糖質スイーツ 

人気カフェのスムージーが自宅で作れる！かんたんレシピ122 

好き嫌いをなくす幼児食 

もっとおいしく撮れる！お料理写真10のコツ 

■■芸術・スポーツ■■ 

童謡唱歌名曲全集 

スポーツの使命と可能性 

スポーツモチベーション 

青少年のスポーツライフ・データ 

子どものスポーツライフ・データ 

痩せる筋トレ痩せない筋トレ 

長友佑都体幹トレーニング20 

DVD木場×大儀見が教える！実践体幹トレーニング 

カラダをリセット+体幹力upのコアトレーニング 

■■英語■■ 

聞いて覚える英単語キクタンTOEIC Test Score 5 

キクタン【Basic】4000 

究極の英単語SVL 

The Elves and the Shoemaker 

The Rich Man and the Shoemaker 

Three biｌｌｙ goats 

Thumbelina 

Goldilocks and the Three Bears 

The Enormous Turnip 

Patchs Lucky Star 

The Lion and the Mouse 

The City Mouse and the Country Mouse 

The Little Red Hen 

Rumpelstiltskin 

The Bremen Town Musicians 

The Three Spinners 

The Wonderful Musician 

Little Ant Andy 

Little Witch Wanda 

The Magic Fish 

Henny Penny 

The Velveteen Rabbit 

The Five Brothers 

The Three Little Men in the Woods 

Rapunzel 

The Princess and the Pea 

The Selfish Giant 

Tom Thumb 

キクタン英会話【初級編】 

キクタン英会話【基礎編】 

■■絵本・文学■■ 

かないくん 

だいじょうぶだよ、ゾウさん 

永遠の0（ゼロ） 

ボールのようなことば。 

■■DVD■■ 

白い遺言状 

ある家族の事情 

導尿・膀胱留置ｶﾃｰﾃﾙ 

全身清拭・陰部洗浄 

輸液 

口腔内吸引 

経管栄養 

ユマニチュード[DVD] 

認知症高齢者の看護 

ウキウキ体操高齢者向けプログラム 

わくわく運動レク高齢者向けプログラム 

■■試験問題集■■ 

MOS対策テキストWord 2013 

MOS対策テキストExcel 2013 

MOS攻略問題集Microsoft Word 2010 

MOS攻略問題集Microsoft Excel 2010 

MOS攻略問題集Microsoft Office Word 2007 

MOS攻略問題集Microsoft Office Excel 2007 

解いてわかる解剖生理学 

読んでわかる解剖生理学 

看護師・看護学生のためのレビューブック 

ヒッポケ! 

クエスチョン・バンク 看護師国家試験問題解説 

第103回看護師国家試験問題＆解説 

Question bank select 必修看護師国家試験 

系統別看護師国家試験問題解答と解説 

覚えておきたい重要事項:系統別看護師国家試験問題 解

答と解説 2015年版 別冊付録 

第103回看護師国家試験 解答と解説:系統別看護師国家

試験問題 解答と解説 2015年版 別冊付録  

看護師国家試験パーフェクト！必修問題対策 

これで完璧！看護国試必修完全攻略集 

人体の構造と機能/臨床栄養学 

応用力試験に学ぶｶﾙﾃ・検査値の見方 

 



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

toshokan/ 

 
 

 
 

 
 

 
 ら

ぶ
っ

く
 

 
K

o
ch

i G
a

k
u

e
n

 C
o

lle
g
e

 L
ib

ra
ry N

e
w

s   高
知

学
園

短
期

大
学

図
書

館
報

 
 

 
第

1
5
号

 
2

0
1

4
年

８
月

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
編

集
発

行
 
高

知
学

園
短

期
大

学
図

書
館

運
営

委
員

会
 
 

〒
7

8
0

-0
9

5
5
 
高

知
市

旭
天

神
町

2
9

2
-2

6
 

 
Ｔ

Ｅ
Ｌ
 

0
8

8
-8

5
0

-0
0

3
3
 
 

 
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
ア

ド
レ

ス
 

h
ttp

://w
w

w
.k

o
ch

i-g
c.a

c.jp
/to

sh
o

k
a

n
/ 

編集後記 

らぶっく第15号をお届けします。 

寄稿してくださった先生方、学生の皆さん、 

ありがとうございました。 

クロスワードパズルはいかがでしたか？ 

図書館はこれからもあの手この手で図書館の

魅力をお伝えします。たくさんの人に図書館を

好きになってもらえますように・・・ 

開館時間 

■授業期(月～金） 8：30～18：00 

■夏期休業中    8：30～17：00 

閉館日 

  土・日・祝 

蔵書点検期間中(9月24日～26日) 

6月30日から7月7日までの間、図書館に巨大な

笹が登場し、たくさんの短冊が飾られました。 

実習や前期試験の成功、国家試験の合格、楽しい夏休みへの

期待などなど、皆さんの夢と希望がこもった短冊は実に122枚！

皆さんの願い事が叶いますように！ 

平成26年6月12日（金）午後6時より、第1回学生図書

館委員会が開催されました。今村優子図書館長より学

生図書館委員に図書館について意見を伺ったところ、

以下のような意見が出されました。 

★図書館について 

  ・館内が広いのに各階に案内図や見取り図がないの  

   で作ってほしい。 

  ・前期も開館延長をしてほしい。職員の勤務が難し 

   いようであれば18時から20時まで学生アルバイトを  

   置くなど、検討してほしい。 

  ・館内で無線WiFiが使えるようにしてほしい。ノートパ 

   ソコンやタブレットを持ち込むだけでインターネットに 

   接続できるので便利。 

★所蔵資料について 

  ・専門書以外の本を増やしてほしい。旅行本やビジ 

   ネス書、読みやすいライトノベルや小説等。 

  ・すでに続編が出版されている本や巻が抜けている 

   本は補充してほしい。 

  ・新着図書を入口の目に留まりやすい場所に展示し 

   てほしい。 

  ・映画のDVDや音楽CDを増やしてほしい。 

  ・新聞が減っているので増やしてほしい。 

学生図書館委員の皆さん、貴重な意見をありがとう   

ございました。今後の図書館運営に活かしていきたいと

思います。 

下記期間中に借りた図書は返却日が10月3日(金)となります。 

7月29日（火）～9月12日（金） 
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