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 今は、パソコン、スマート

フォンなどで、キーワード

を打つとわからない事は

ないくらい情報を得られ

ますが、私はアナログ人

間なので、まず気になる

事は辞書を開きます。 

 辞書の魅力は幅広く、飽きることなく次から

次へと知識が増える宝石箱だと思います。 

 学生のみなさん、勉強でわからない事は、

図書館を利用し、辞書を使って調べては書き

とめていき、後期試験、国家試験合格に向け

て自分だけのノート作りをこの秋から実践して

是非、私に見せに来て下さい。辞書の魅力を

語りましょう。お待ちしています。  

辞書の魅力 

発行日 平成26年10月21日 

高知学園短期大学図書館運営委員会 

 本の思い出といえば、小学校に入学する

前に日本のむかし話を何度も覚えるくらい読

んだことや、小学校では移動図書館が来る

のが楽しみで、伝記ものを読むのがいろんな

人になったような気になりおもしろかったこと

を思い出します。 

 それから、国語の教科書を大きな声で間

違わずに読めるか兄と競争しながら読んだ

おかげで、まず読めない漢字、意味がわか

らない言葉を国語辞典や漢字辞典を使っ

て索引することが早くなり辞書に興味を持ち

ました。 

 辞書は何でも教えてくれるので、ただ何気

なく開いたページを見るだけでも勉強になり

時間を忘れます。 

Kochi Gakuen College Library News 

探している本が図書館にない！とあきらめた 

ことはありませんか？実は、県内の図書館で 

所蔵していれば、無料で取り寄せることが 

できます。県立図書館の蔵書であれば、

日数は１～３日、高知県内の大学図書館

または公共図書館の本は３～７日で届き

ます。まずはカウンターで「この本ないです

か？」とお問い合わせください。 

また、高知県立図書館で借りた本は 

本学図書館カウンターを通じて返却することが

できます。（高知県立図書館で借りた本のみ） 

便利なサービスですので、是非ご利用下さい。 

ご存知ですか？物流サービス 
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文献検索基礎知識 

著者が図書や論文を作成するために 

参考にした文献のこと。 

【参考文献】 
  

 1． 只木良也.森と人間の文化史.新版.東京,日本放送出

版協会，2010，235p. 

 2.  村主朋英. “医学分野における動向”.電子メディアは

研究を変えるのか.倉田敬子編.勁草書房,2000,p.59-97. 

 3.    松原茂樹，加藤芳秀，江川誠二．英文作成ツールと

しての用例文検索システムESCORT．情報管理．2008，51

(4)，p.251-259 
 4.  Meleis AI, Sawyer LM, et.al. Experiencing transitions: 
an emerging middle-range theory. ANS Adv Nurs 
Sci.2000, 
Vol.23, No.1, p.12-18 
  

本や論文の 

最後に・・・ 

参考文献を活用すれば、同じようなテーマや内容で書かれた図

書・論文等を集めることができます。論文の最後に ［注］ ［引用

文献、参考文献］ ［References］等と書かれた情報を皆さんも見

たことがある・・・かも？データベースに載っていない文献の情報が

見つかることもあるので、チェックしてみましょう！ 

書き方は様々ですが、ここでは一般例から、参考文献リストの利用

の仕方を紹介します♪ 

をヒントに、文献の正体を 

判断してみよう！

雑誌論文 

図書 

図書  の一部分（図書内で各章が論文単位の場合等） 

雑誌論文 

(英語） 

 

 出版者名があれば 

図書のことが多い。 

読みとった文献を探してみよう！ 

【参考文献】 

1．只木良也. 森と人間の文化史，新版, 東京, 日本放送出版協会，2010，235p． 
       著者名      書  名        版表示 出版地     出版者          出版年  総ﾍ゚ ｼー゙数 

 

 
 

2． 村主朋英
        著者名         編者名     出版者  

 
 
 

3．
              著者名                             論文名                                        雑誌名  
  
 
 

4.Meleis AI, Sawyer LM, et.al.  Experiencing transitions: an emerging middle-range theory.  
                     著者名                                                              論文名      
   ANS Adv Nurs Sci.  2000,  Vol.23, No.1,  p.12-18 
              雑誌名              出版年          巻（号）           

参考：『参考文献の役割と書き方：科学技術情報流通技術基準(SIST）の活用』（独立行政法人科学技術振興機構） 

 あなたが手にした文献の参考文献=あなたにとっても使える文

献かも？！ということで、ちょっと探してみませんか♪ 

ここでは実際に文献を手に入れるための方法を 

紹介します！ 

まずは学内にあるか調べてみよう 

 
Googleで検索すると 

本文が見つかることもあるよ 
他、CiNii Articles や J-STAGEもチェック！ 

OPACで検索 
図書名・雑誌名・著者で調べよう！ 

データベースで検索 
全文がＰＤＦファイルで手に入るかも！ 

学外から取り寄せよう 
外部の図書館から文献を手に入れよう！ 

外部の図書館から図書の借用・ 

論文の複写の取り寄せができるよ 

わからないことがあったら、図書館で相談してみてね！ 

 
OPACについては 

「らぶっく＋」にも 

 解説があるよ♪ 

この著者の図書は 

他にもないかな？ 

同じような論文を 

探したい！ 

論文名はわかるけど、 

雑誌名がわからない 

こんな分野の情報が 

たくさん欲しい！ 

そんなあなたに 

検索ツールを 

紹介します！  

 図書 
(国立国会図書館サーチ） 

    (国立国会図書館サーチ）        等々 

図書館HP［http://www.kochi-gc.ac.jp/toshokan/］からアクセスできます。 

たくさんの文献の情報があるので調べてみよう♪ 

検索ツールの使い方は、館内にあるパスファインダーでも詳しく案内しているので、 

こちらもチェックしてみてね。 

詳しくは、「らぶっく＋（プラス）」を見てね！（入学式 

オリエンテーションで配布、図書館でも配布しています） 



 

目標を達成する⼒は「根性」ではなく、技術（ス
キル）によって習得できるものであり、その5つの技
術を、発明家永谷研一氏がPDCFAサイクル
（P:目標を⽴てる技術、D:⾏動を続ける技術、
C:⾏動を振り返る技術、F:人から吸収する技
術、A:⾏動を変える技術）の順に書き記してい
ます。 

「⼼がける」「徹底する」「努⼒する」といった⾔葉は、目標を⽴てると
きのNGワード、「日付」の書かれていない目標は単なる「願い」である
など、達成できなかった経験を振り返りながら読み進めていくことので
きる内容となっています。「問題・課題・成果」という3つのキーワード
の違いを理解し、正しい目標を⽴て、その⾏動を習慣化できる人に
なるためには、「反省」より「内省」が⼤切であることなど、１万人以
上の目標設定と⾏動実践を検証したデータをもとに、目標を達成す
る技術が具体的に書かれています。これから新たな目標に向かう皆
さんに、お薦めの一冊としてご紹介させていただきます。  
              【幼児保育学科 教員 濱田美晴】 

「絶対に達成する技術 」 
永谷研一著 中経出版 2013年7月刊             

請求記号 159N 

「子育てハッピーアドバイス   

笑顔いっぱい食育の巻 」 

食育への関⼼が高まっているからこ
そ、プレッシャーに感じるお⺟さんも多
いかと思います。そもそも食の好みは
人それぞれで、そのやり方もいろいろ
あって当然です。 
この本は、そんなお⺟さんたちのため

に安⼼できる簡単な食事や子育ても楽しめる「食育のヒン
ト」がたくさん書かれています。また、精神科医が共著のため
実践面だけではなく、⼼の面からもサポートしてくれる内容で
す。そして、かわいいイラストも添えられていることから気持ちも
癒されます。この「子育てハッピーアドバイス」シリーズの食育
の巻は、食の専門家を目指す皆さんは勿論のこと、将来親
となるその他の皆さんにもぜひ読んでもらいたいお勧めの1冊
です。 

          【生活科学学科 教員 古屋美知】 

松成容子, 明橋大二著 １万年堂出版 

2014年6月刊  請求記号 599.3Ｍ 

「季節の野菜を味わう漬け物と常備菜」 

 先日、予定があり東京に⾏っ
た際に３、４年ぶりに友人と浅
草で再会しました。趣味のお友
達で「東京に来るんだったら〇〇
会に来ない！？」そんなお誘い
を受けて用事をすました後、〇
〇会のお仲間に入れてもらって
夕食を共にし、楽しい話をワイワ
イ！！東京にいる私の⼤切なお
仲間です。友達は出版関係のお仕事をされていて別れる際
にそっとお⼟産をくれました。それがこの本。「また料理がんばっ
て！最新号！」この本を⾒ると、友人の笑顔と楽しかったひと
時に⼼和ませ、「料理の幅を広げるぞ！！」という気合がわき
あがってきます！友人のお勧めのこの本、皆様もどうですか？ 
  

【医療衛生学科医療検査専攻 教員 中村泰子】 

手作り漬物の会編 家の光協会 

2014年5月刊  請求記号 596.3Ｔ 

「自分の生き方を変える知恵」 

斉藤茂太著 中経出版 2013年1月刊 

請求記号 159Ｓ 

「前向きになれる」６６のヒントには、リ
セットすることにより気持ちの再生効果
があるという。その本の中に「質問上手
はリセット上手」という１節がある。口
下手であることを苦に思っている人は、
話上手になる必要はない。聞き上手
にになればよい。むりに話題を探して、
むりに口を開くから、つらいのである。聞
いているだけではうまくいかない。「訊く」「尋ねる」そういう質問
⼒を⾝につけ、人にやさしい⾔葉遣いを⼼がけて、やさしい気
持があれば、⾔葉でのコミュニケーションのみならず、⼼と⼼も
コミュニケーションを始めると書かれている。本の中にもあるが、
「ここらで一服」という⾏為がリセットとなり、よい結果をもたらす
きっかけになることもある。自分につまづいたら読んで⼼のリセッ
トをしてみてください。  
  

【医療衛生学科歯科衛生専攻 教員 大野由香】 

読書の秋です！各学科・専攻の

先生方におススメの本を紹介し

ていただきました。この機会に、

興味のある本に挑戦してみては

いかがでしょうか？ 

 

 皆さんは、四国⼋⼗⼋カ所霊場という⾔葉を聞いたことがありますか。今から約1200年前に弘法⼤師が
開いた霊場のことです。今年は、四国霊場開創1200年の記念の年となっており、テレビ等でもよく取り上げ
られているので、ご存じの方が多いと思います。人間には88個の煩悩があり、霊場を⼋⼗⼋ヶ所巡ることに
よって煩悩が消え、願いがかなうと⾔われています。四国⼋⼗⼋カ所霊場は、願いが有っても無くても、また、
宗派等も関係なく誰でも巡ることができます。年齢層も１０代の方から年配の方まで様々です。巡る順番も
一番札所から始める必要はありません。興味のある方は、まず、四国⼋⼗⼋カ所のお寺を紹介している冊子に目を通してみてはいかがで
しょうか。今回ご紹介する「日曜遍路」は、一番札所から順番にそれぞれのお寺の⾒どころをはじめ、観光スポットなども交えて解りやすく紹
介しています。是非参考にしてみてください。                  

 【看護学科 教員 政平憲子】 

「日曜遍路 四国八十八ヶ所霊場全ガイド 」 

エス・ピー・シー 2013年7月刊       

請求記号 185.918 S 

「自閉症の僕が跳びはねる理由： 

会話のできない中学生がつづる内なる心」 

東田直樹著 エスコアール出版 2007年2月刊 

請求記号 493.937 H 

この本を読んで「思いやり」とは何かを深く考えさ
せられました。私たちはその人のみかけや⾏動を
みて考えや気持ちを察しているのではないでしょ
うか。自閉症の方にとってはこれがとんでもない誤
解を招いているようです。著書の東田直樹（ひ
がしだなおき）さんは、自閉症でありながら筆談
というコミュニケーション方法を獲得し、自閉症の

内なる⼼をつづった作品を出版しています。自閉症の方が「迷惑かけたくな
い」「楽しくやりたい」「成⻑したい」「幸せになりたい」など普通の人と同じよう
に希望をもちながらも、思いどおりにならない体、伝えられない気持ちを抱
え、いつもぎりぎりのところで戦いながら生きていることがよく理解できます。私
たちも⼤なり⼩なりそんな毎日を過ごししているようにも思います。人間理
解につながる一冊としてお勧めします。この本はイギリス、アメリカ、カナダなど
海外でも翻訳出版されています。   

【専攻科応用生命科学専攻 教員 髙岡榮二 】 

「そして父になる」 

是枝裕和, 佐野晶著 宝島社 2013年9月刊 

請求記号 913.6K 

「６年間育てた子供は、他人の子でした。」 
 すでにDVD等でご覧になった方もおいでになるかと思います。 
 世間一般に「エリート」と⾔われる⼤手建設会社に勤務する家庭
に生まれた息子と、田舎の電気店を営む家庭に生まれた息子は、
生後３日目に病院の看護師によって故意に取り違えられました。 
⼩学校入学のための血液検査で血液型が一致しないことから、「取
り違え」が発覚します。 
 「血」か「一緒に過ごした時間」か･･･!!お互いの家族につきつけられる究極の選択。エリート
社員として仕事一筋に生きてきた父親は、実子との生活を始めるための様々な取り組みを通
じて、自分の両親との確執・妻や子供との時間 
等を考える機会となります。 
 子どもの葛藤や⺟親の⼼情、周囲の人々の想いなど、「家族の絆」について考えさせられる
１冊になると思います。   

【専攻科地域看護学専攻 教員 森本美佐子 】 



 

「幸福な食卓 」 

 私がおすすめする本は、「幸福な食
卓」という本です。この本を読んだきっか
けは先生に薦められたからでした。この
本は朝食時の「父さんは父さんをやめよ
うと思う」という父さんの衝撃的な⾔葉か
ら始まります。主人公の家はお父さん、
兄の直ちゃんと妹の佐和子が住んでい
て、朝食は必ず一緒にとることを約束し

ている。その中でそれぞれの人物に対して起こったことをどれも和
やかな日常として書かれています。 
 私はまず「父さんは父さんをやめようと思う」という⽂章を⼆度⾒
しました。父さんをやめるということはどういうことなのか。また「彼氏
や友達はまた出来るが、家族はなかなか出来ない。⼤切にしな
いといけない」といったような⼼に響く⾔葉がたくさん出てきます。
幸福な食卓とはどういうものなのか、ただ食卓に座って食事をする
ということだけを幸福というのか、ぜひこの本を読んで⾒つけてもら
いたいです。 

          【生活科学学科 1年 三谷瑚子】 

瀬尾まい子著  講談社 

2004年11月刊  請求記号 913.6Ｍ 

 私が薦める一冊は、「ごめんねともだち」という
絵本です。このお話は、きつねとおおかみが些細
なことで喧嘩をしてしまい、２匹とも「ごめんね」
の一⾔がなかなか⾔えず、仲直りするきっかけが

つかめないという物語です。 
 私も⼩学生の時に友達と些細なことで喧嘩をしてしまい、すぐに謝
ることができませんでした。 
 謝りたくても素直に謝れないのが人間です。私は、先に切り出して
相手がまた怒ったらどうしようと考えてしまい、⾏動することができませ
んでした。時間が経てば自然と仲直りできることもありますが、早く⾏
動していればもっと早く仲直りして、お互い気持ちよく遊ぶことができた
のではないかと思いました。 
 私が将来保育士になった時、子どもたちが素直に「ごめんね」の一
⾔が⾔えるよう、この絵本を読んであげたいと思います。みなさんも誰
かに素直になれない時は、ぜひこの絵本を手に取ってみてください。 
  

              【幼児保育学科 1年 中澤彩妃】 

「ごめんねともだち 」 

内田麟太郎作 ; 降矢なな絵 偕成社 

2001年3月刊 請求記号 J726.6Ｕ 

「百瀬、こっちを向いて。 」 

中田永一著  祥伝社  2010年9月刊 

請求記号 913.6Ｎ 

 誰しもが経験する初恋、忘れられないその記憶・・。 
 恋をしたことのないノボルと想いを寄せる瞬の為に自⾝が傷つくことをいとわない百瀬。
「嘘」で始まった⼆人の「恋」の⾏方は・・。『百瀬、こっちを向いて。』は「嘘」から始まる
恋愛の持つ切なさ全てが込められたみずみずしい恋愛⼩説です。「嘘」でどれほど自分
が傷つくのか、どれだけ自分が傷つけるのか。ノボルや百瀬が抱える切なくてほろ苦い想
いは性別や世代を問わず、恋をしたことがある人なら誰しもが経験する胸のトキメキと
痛みを呼び起こすと思います！⼥性の圧倒的な⽀持を得てベストセラーとなり、今年
映画化されています。是非チェックしてみてください！！  

  

【医療衛生学科医療検査専攻 2年 田辺咲貴】 

読書好きの各学科・専攻の学生におススメの本を紹介していただきま

した。この機会に、興味のある本に挑戦してみてはいかがでしょう？ 

 

「ハッピーバースデー」 

青木和雄, 吉富多美著 金の星社 

2005年4月刊 請求記号 913.6Ｈ 

 私がおすすめする本は「ハッピーバー
スデー」という本です。 
 この本は主人公のあすかが11歳の
誕生日に⺟からの精神的虐待に より
声を失ってしまうというお話です。 
 あすかは「生まれてこないほうがよかっ
た」とまで考えますが、祖父⺟の無償の愛や人々との
出会いによって優しさに触れたり多くのことを学び成⻑
していきます。 
 悲しいことを乗り越え、幸せな人生を歩み始める姿
にとても感動します。 
 ぜひ読んでみてください。  
  

【医療衛生学科歯科衛生専攻 2年 岡添りずむ】 

「片想い」 

東野圭吾著 文藝春秋  2001年3月刊 

請求記号 913.6H 

私がオススメしたい1冊は、東野圭吾の
「片想い」です。 
 主人公は10年ぶりに⼤学時代のラグ
ビー部の⼥性マネージャーの美⽉に再会
します。しかし、10年ぶりに再会した美⽉
の⼼と体は「男」へと変化していたのです。
そこで、主人公は、美⽉から、⼼はずっと
「男」であったこと、殺人を犯してしまったということを告白されま
す。主人公は美⽉の親友である妻とともに美⽉をかくまうことを
決意します。そしてふたりは、美⽉の犯した殺人事件、美⽉の過
去について追求していきます。その中で、美⽉が関与しているあ
る重要な真実へとたどりつきます。 
 「⼩説」として楽しむだけでなく、「恋愛」とは？「性」とは？と改
めて考えさせられる1冊です。   

 

【看護学科1年 梅原有由】 

「神様のカルテ」 

夏川草介著 小学館 2009年9月刊 

請求記号 913.6Ｎ 

 主人公の栗原一⽌が受け持っている患者の中に安曇さんと
いう高齢の癌患者がいる。安曇さんは胆のう癌が⾒つかり、手
術が可能かもしれない⼤学病院に⾏ったが、初診の外来でいき
なり「半年で死ぬから今のうちに好きなことをしろ」と⾔われて帰っ
てきた。早くに夫を亡くし、子供も親戚もいない孤独な患者で、
時が流れるにつれ病状が深刻になっていく。そんな安曇さんの
73歳の誕生日に一⽌たちは幸せな時間をプレゼントする。しか
し2日後に容態が急変するが、一⽌はあえて⾒守ることを選んだ。 
 一⽌の考えは特に死を前にした患者のために働く医者にとって重要なことだと私は
思う。この本を読んで、人の気持ちには病を癒す⼒があることを知り、私の中で何か
ほっとするものを感じた一冊となった。   
 

【専攻科応用生命科学専攻 山中亜美】 

「世界がもし100人の村だったら：総集編」 

池田香代子, マガジンハウス編著 

2008年10月刊  請求記号 304Ｉ 

 この本では、67億人という想像もできないほどの世界の人口を100人
という数で表してくれているため、かなり世界の現状がイメージしやすく
なっています。また世界と日本がどのように違うのか、比較できるようにも
なっています。 
 100人という村の中には、アジア人、アフリカ人、南北アメリカ人、ヨー
ロッパ人など自分を含め様々な人間が存在しています。世界の人たちを
知ることで、自分とは異なる人を理解すること、相手を受け入れることが
⼤切だと気付きました。そして、世界の厳しい現状を知ることができる本です。この本を読ん
で、日常の些細なことにも感謝出来るようになりました。ぜひ、皆さんも読んでみてください！   
 

【専攻科地域看護学専攻 安岡優里】 



 

 � これでチョーカンペキ歯科衛生士の新・歯周治療の本 ４回 

� 保存修復学・歯内療法学 ４回 

� 歯周病治療の基礎と臨床 ４回 

④ キーワードで完ぺき！歯科衛生士国家試験直前マス ３回 

④ 歯科衛生士のための歯周治療ガイドブック ３回 

⑥ 「考える歯科衛生士」のための歯周治療レッスン ２回 

⑥ こんなときどうする!? ２回 

⑥ 在宅訪問における口腔ケアの実際 ２回 

⑥ 歯科衛生士国家試験対策主要三科キーワードチェック ２回 

⑥ 歯科補綴学                      他５冊 ２回 

⑥ 5分でできる口腔ケア ２回 

 �  病気がみえるVol.1 消化器 50回 

�  病気がみえるVol.10 産科 49回 

�  病気がみえるVol.2 循環器 48回 

④  根拠がわかる症状別看護過程 42回 

④ 症状からみる病態生理の基本 42回 

⑥ 病気がみえるVol.9 婦人科・乳腺外科 29回 

⑦ 病気がみえるVol.4 呼吸器 28回 

⑧ 看護学生のための疾患別看護過程 26回 

⑨ 根拠がわかる疾患別看護過程 23回 

⑩ 緊急度・重症度からみた症状別看護過程 他１冊 22回 

   

 � 実践病理組織細胞学カラー図鑑 ３回 

� 初級シスアド合格バイブル ３回 

� 白血球と食作用 2回 

� 酵素抗体法 2回 

� 病理組織の見方と鑑別診断 2回 

� 貧血：新しい病態の理解と診断・治療のために 2回 

� 標準免疫学 2回 

� 脳死と臓器移植 2回 

� 臨床血液学 2回 

� 医系免疫学 他 12冊 ２回 

   

 � 保健師国家試験のためのデータ・マニュアル 2014 11回 

� 保健師国家試験オリジナル予想問題集 [2014年版] 10回 

� 保健師国試スキルアップブックNEO １０回 

④ Start Up質的看護研究 ９回 

⑤ ラ・スパ保健師 2012 ８回 

⑥ 疫学・保健統計 6回 

⑦ ラ・スパ保健師 2014 5回 

⑦ 成人・高齢者・母子 5回 

⑨ 地域看護学概論 4回 

⑨ ベナー看護論 4回 

⑨ 黒田裕子の看護研究step by step 4回 

 �  一品料理献立集：基本献立と治療食・軟菜食  ７回 

�  女子栄養大学のカフェテリア  6回 

�  たべもの・食育図鑑  4回 

④ 食品加工貯蔵学 3回 

④ メニューBOOK365日：食べて治す・食べてやせる 3回 

④ 決定版365日野菜のおかず百科 3回 

④ 体脂肪計タニタの社員食堂 3回 

④ 五訂増補食品成分表 3回 

④ 食べ物栄養事典 3回 

④ 女子栄養大学のダイエットレシピ 3回 

 � ライオンと魔女 11回 

� 記入に役立つ保育がわかる実習の記録と指導 ７回 

� たのしい手あそびうたDVDブック ６回 

� 手あそびうたブック ６回 

⑤ はらぺこあおむし ５回 

⑤ 壁面おり紙スペシャルBOOK ５回 

⑤ 最新保育園・幼稚園の実習完全マニュアル ５回 

⑧ ３歳児の保育資料１２か月 ４回 

⑧ グリム童話集 ４回 

⑧ 教育・保育実習実技ガイド ４回 

⑧ みんなの手あそびうた               他９冊 ４回 

 �  新染色法のすべて ４３回 

�  病理標本の作り方 ３８回 

�  染色法 24回 

④ 病理組織標本の作り方 23回 

⑤ 最新染色法のすべて 20回 

⑥ 微生物学/臨床微生物学 14回 

⑦ 病理学/病理組織細胞学 13回 

⑧ 臨床検査技師グリーン・ノート 臨床編 12回 

⑨ 細菌・真菌・原虫用培地［ニッスイ］マニュアル 11回 

⑩ 臨床検査技師ブルー・ノート 基礎編 10回 

   

貸出日：2013/4/1～2014/3/31 

2013年度学科別       

館外貸出図書ベスト１０ 

 

音楽の進化史 

保育士になろう!  

■■臨床医学■■ 

トリセツ・ヤマイ 

プロが教える人体のすべてがわかる本 

からだの地図帳 新版 

病気の地図帳 新版 

今日の治療指針 ２０１４年版 

血液疾患 第２版 

血液診療エキスパート貧血 

血液診療エキスパート悪性リンパ腫 

血液診療エキスパート白血病 

あなたも名医！貧血はこう診る Ｎｏ．３２ 

異常値の出るメカニズム 第６版 

写真の色補正・加工に強くなる : レタッチ&カラーマネージ

メント知っておきたい97の知識と技 

タンパク質はすごい！ 

人の健康は腸内細菌で決まる！ 

間違いだらけの食事健康法 

食べ物はこうして血となり肉となる 

化学物質はなぜ嫌われるのか 

へんな毒すごい毒 

実はおもしろい化学反応 

身近なクスリの効くしくみ 

薬のルーツ“生薬” 

イラストでまなぶ薬理学 第２版 

臨床薬理学 第３版 

ヒューマンバイオロジー 

医療法学入門 

はじめての心電図 第２版増補版 

レーニンジャーの新生化学 上 第５版 

レーニンジャーの新生化学 下 第５版 

シンプル生化学 改訂第６版 

いのちを選ぶ社会 

運命の子トリソミー 

史上最強図解安保徹のこれならわかる！免疫学 

臨床病因・生体防御検査 

免疫検査学 

栄研マニュアル 

ひと目でわかる微生物検査アトラス 第２版 

図解臨床細菌検査 第２版 

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 

ミムス微生物学 

微生物学 改訂第６版 

微生物検査ナビ 

新細菌培地学講座 上 第２版 

細胞・培地活用ハンドブック 

A Practical Guide to Clinical Virology 2 SUB HRD 

いま知りたい臨床微生物検査実践ガイド 

ブラック微生物学 第３版 

新細菌培地学講座 下 ２ 第２版 

脳波判読に関する１０１章 第２版 

血液ガス“超”入門 

心臓ペースメーカー 

集中講義生理学 

細胞診の基本から実践へ 

がんの浸潤・転移 

病態の理解と治療をめざす癌と微小環境：癌幹細胞，浸

潤・転移，血管新生のメカニズムと環境応答を標的とした

治療・創薬の新展開 

広範囲血液・尿化学検査，免疫学的検査 第7版 2 

広範囲血液・尿化学検査，免疫学的検査 第7版 3 

広範囲血液・尿化学検査，免疫学的検査 第7版 4 

実践エコー診断 

 

 

■■情報科学・情報教育・社会学■■ 

インターネットの光と影Ver.5: 被害者・加害者にならないた

めの情報倫理入門 

第五の権力---Googleには見えている未来 

ジェフ・ベゾス 果てなき野望 

暴露:スノーデンが私に託したファイル 

医療ビッグデータがもたらす社会変革 

医療情報サブノート 

ビジネス活用事例で学ぶ データサイエンス入門 

「仮想通貨」の衝撃  

無業社会 働くことができない若者たちの未来  

スマホやネットが苦手でも指導で迷わない!  スマホ時代に対

応する生徒指導・教育相談 

つながりを煽られる子どもたち：ネット依存といじめ問題を考える  

脱ネット・スマホ中毒: 依存ケース別 SNS時代を生き抜く護身術! 

ルポ MOOC革命――無料オンライン授業の衝撃 

ワーク・シフト ― 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図 

お金と個人情報を守れ!  ネット護身術入門  

フェイスブック 情報セキュリティと使用ルール 

親子で読む ケータイ依存脱出法 

家庭や学級で語り合う スマホ時代のリスクとスキル: スマホ

の先の不幸をブロックするために 

わが子のスマホ・LINEデビュー 安心安全ガイド 

LINE なぜ若者たちは無料通話&メールに飛びついたのか?  

図解入門ビギナーズ 最新介護保険の基本と仕組みがよー

くわかる本―介護制度のしくみと利用の手引き  

世界はひとつの教室 「学び×テクノロジー」が起こすイノベーション 

iTunes Uと大学教育 -Appleは教育をどのように変えるのか? 

iPadで拓く学びのイノベーション タブレット端末ではじめるICT

授業活用 

アカデミック・スキルズ 

大学生のための日本語表現トレーニング ドリル編 

dbookPROデジタル教科書作成入門 

統計学がわかる  

リアルタイムレポート・デジタル教科書のゆくえ 

養護教諭の社会学-学校文化・ジェンダー・同化- 

嫌われる勇気―――自己啓発の源流「アドラー」の教え 

他人を攻撃せずにはいられない人 

死ぬまでに行きたい!  世界の絶景 日本編 

本当に頭がよくなる1分間記憶法 

面倒だから、しよう 

御朱印ブック 

人生を変える 修造思考！ 

■■幼児保育■■ 

保育を変える記録の書き方・評価のしかた 

イメージの誕生-0歳からの行動観察 

子どもに伝えたい「三つの力」-生きる力を鍛える 

図解 自分の気持ちをきちんと＜伝える＞技術 

ヴィゴツキーの新・幼児教育法ー幼児の足場づくり  

美と造形の心理学 

ニッポン現代アート ミロのヴィーナスはなぜ傑作か? 

子どもはどのようにして<じぶん>を発見するのか 

自然・子ども・アート いのちとの会話 

自由保育とは何か-「形」にとらわれない「心」の保育 

保育をデザインする-保育における「計画」を考える 

共感-育ち合う保育のなかで 

子どもの絵の謎を解く 127の実例でわかる! 絵に込められた

メッセージ 

遊びのなかの「学びの過程」―発達特性と教育課程― 

子どもの絵と心の発達 

子どもが絵を描くとき 

子供の「脳」は肌にある 

子どもはことばをからだで覚える-メロディから意味の世界へ 

子どもの表現を見る、育てる-音楽と造形の視点から 

表現原論-幼児の「あらわし」と領域「表現」 

動作とイメージによるストレスマネジメント教育・基礎編 -子ど

もの生きる力と教師の自信回復のために 

幼稚園・保育所・施設実習完全ガイド 

子どものための心理学 

実習日誌の書き方─幼稚園・保育所・施設実習完全対応 

児童心理学の進歩 2014年版 

気になる子のために保育者ができる特別支援  

イラスト図解 発達障害の子どもの心と行動がわかる本 

子どもの保健〈1〉  

子どもの友だちづくりの世界: 個の育ち・協同のめばえ・保育

者のかかわり  

乳児期の発達と生活・あそび  

乳児保育[新版]  

子どもの食と栄養  

0歳児の指導計画 

1歳児の指導計画 

2歳児の指導計画 

3歳児の指導計画 

4歳児の指導計画 

5歳児の指導計画 

津守真講演集 保育の現在―学びの友と語る― 

白梅学園大学子ども研究所「子ども学」第2号  

平成26年度版保育所運営ハンドブック 

子ども社会シリーズ２ 幼児教育の世界 

発達が見える!0.1.2歳児の指導計画と保育資料 

発達が見える!3歳児の指導計画と保育資料  

発達が見える!4歳児の指導計画と保育資料  

発達が見える!5歳児の指導計画と保育資料 

みんなの育ちの物語―子どもの見方が変わる 

乳幼児期から学童期への発達と教育 

保育者の保護者支援―保育相談支援の原理と技術 

遊び保育論 

保育・主体として育てる営み  

保育のためのエピソード記述入門 

エピソード記述で保育を描く 

幼児教育の世界  

保育相談支援―保育の内容・方法を知る  

幼稚園教育実習―準備と自己評価で実力をやしなう 

学びつづける保育者をめざす実習の本―保育所・施設・幼稚園 

保育教職実践演習 これまでの学びと保育者への歩み施設

実習[新版]  

施設実習ガイド―保育者として成長するための事前事後学習 

保育の基礎を学ぶ 福祉施設実習 

幼稚園実習 保育所・施設実習[第2版]  

記録を書く人 書けない人―楽しく書けて保育が変わるシナリオ型記録  

気になる子のために保育者ができる特別支援  

幼児教育入門――ブルーナーに学ぶ 

保育士・幼稚園教諭・支援者のための 乳幼児の発達から

みる保育“気づき 

「小学校で困ること」を減らす親子遊び10: 6~12歳 発達が

気になる子を理解して上手に育てる本 

保育者の力量形成に関する実践的研究 

幼児期の知識獲得における帰納推論: 因果関係に基づく属

性推論の発達 

自己制御における意識と非意識の役割 

算数・理科を学ぶ子どもの発達心理学 

読みに困難がある子どもの理解と指導 ‐知能のPASS理論と

DN-CASから‐ 

わが子は発達障害  

はじめての幼保連携型認定こども園教育・保育要領ガイドブック 

大学生が感動した 現代「生きがい論」講座 

なぜ子供のままの大人が増えたのか  

幼保一体化の変遷 

保育の学校〈第1巻〉保育の基本と学び編 

保育の学校〈第2巻〉5領域編 

保育の学校〈第3巻〉5つの今日的課題編 



 
いつもの調味料にナムプラーを加えるだけ! かんたん&おい

しい はじめてのタイごはん 

からだにやさしい! レモン塩レシピ  

ネバネバごはん! 

和食・洋食・中華「上手だね」って言われる220レシピ  

家で作れる[本格]中国料理: おもてなしに、毎日の食卓に 

冷凍保存で使いきりレシピ 基本のフリージングで節約&ス

ピードクッキング 毎日のおかず、お弁当にお役立ち 

デパ地下&デリで人気! ごちそうサラダ100 

笠原将弘の絶品和どんぶり 

とうふと野菜だけレシピ 

突然死を防ぐ!「血管力」がぐんぐん上がる健康レシピ 

「ナイルレストラン」ナイル善己のやさしいインド料理 

VEGE&SPICE 野菜、スパイスで 世界の菜食ごはん 

改訂３版 すぐに役立つ 栄養指導マニュアル 

健診・健康管理専門職のための新セミナー生活習慣病 

成果につなげる特定健診・特定保健指導ガイドブック 

健康づくりと競技力向上のための スポーツ栄養マネジメント 

JISS国立スポーツ科学センターのアスリートレシピ 

アスリートのための食トレ 栄養の基本と食事計画 

トップアスリートに学ぶ「勝負食!」 実践編 

3か月で必ず結果がでる! からだの中から美しくなるレシピ 

高齢者の糖尿病と栄養 ―合併する疾患ごとの栄養ケア 

栄養管理でみるみる治る褥瘡治療のコツ―基礎がわかる

とこんなに違う 

国際標準化のための栄養ケアプロセス用語マニュアル 

毎日役立つ からだにやさしい 薬膳・漢方の食材帳 

漢方の知恵を毎日の食卓に いつもの食材効能&レシピ帖

―食材338点レシピ151点 

女性の悩みを解消する うつくし薬膳 

カーボカウントと食べ方を組み合わせた新糖尿病指導法 

フローチャートで学ぶ栄養教育論実習 

NSTのための疾患診断・治療と臨床検査の基礎知識 

栄養教育と健康の科学  

食品の科学総論―記入式ノートつき  

給食経営と管理の科学―記入式ノートつき  

エッセンシャル栄養教育論 

糖尿病の最新食事療法のなぜに答える 基礎編 

新 喜ばれた給食献立1 煮物・焼き物  

新 喜ばれた給食献立2  揚げ物・そのほか  

新・喜ばれた給食献立3  バラエティライス 

新喜ばれた給食献立5  カフェテリア  

メニューコーディネートのための食材別料理集 

栄養・食事管理のための改訂施設別給食献立集 

リングカード式 一生使える毎日の糖尿病献立 

一生使える毎日の糖尿病献立 

カード式一生使える毎日の糖尿病献立 新・和食編 

組み合わせ自由-簡単おかずでおいしい献立  

臨床栄養学〈2〉疾患・病態別  

臨床栄養学 1 総論  

人体の構造と機能及び疾病の成り立ち〈1〉生化学  

人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 2 解剖生理学・病理学  

社会・環境と健康―公衆衛生学・健康管理概論  

応用栄養学―ライフステージ別  

食べ物と健康 1 食品学 食品機能学  

食べ物と健康 3 食品加工学 調理学  

公衆栄養学  

食べ物と健康 2 食品衛生学  

基礎栄養学  

栄養教育論  

給食経営管理論  

マスター栄養教育論―管理栄養士国家試験改定ガイドライン対応 

■■紙芝居■■ 

やせいぬニードル 

ななちゃんのたなばた 

みつごの こぶたの クリスマス 

おひさま、あけましておめでとう！ 

かたつむりさんのおはなみ 

くもくももくもく 

おおきないわがどーん 

はしれきょうりゅうバラーサ 

のはらにね 

ホッキョクグマのおかあさん 

■■基礎看護■■ 

看護学生のためのよくわかる大学での学び方 

看護のためのシミュレーション教育はじめの一歩ワークブック 

ナイチンゲール伝 

臨床実践力を育てる！看護のためのシミュレーション教育 

１年で育つ！新人＆先輩ナースのためのシミュレーション・

シナリオ集 春編 

１年で育つ！新人＆先輩ナースのためのシミュレーション・

シナリオ集 夏編 

■■小児看護■■ 

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 

小児外科看護の知識と実際 

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 

予防接種Ｑ＆Ａ改訂第３版 

児童青年期精神看護学 

ティーンズボディブック 

カラダの本 誰にも聞けない性の疑問に答えます 

■■母性看護■■ 

母親の心理社会的側面と看護ケア 

ウエルネス看護診断にもとづく母性看護過程2版 

ウエルネスからみた母性看護過程＋病態関連図｛第2版｝ 

新生児の皮膚ケアハンドブック 

新生児のポジショニング 

新生児の栄養・代謝 

新生児呼吸管理なるほどＱ＆Ａ 

新生児循環管理なるほどＱ＆Ａ 

出産準備教室 

育てにくさをもつ子供たちのホームケア 

ボウルビィ母と子のアタッチメント 

セルフケア概念と看護実践 

マタニティサイクルとメンタルヘルス 

子どもと生きる・あまえ子育てのすすめ 

■■老年看護■■ 

ユマニチュード入門 

あこがれの老い 

根拠と事故防止からみた老年看護技術 

NANDA-Ⅰ看護診断定義と分類2012－2014 

生涯人間発達論 

アセスメントからはじまる高齢者ケア 

看護診断ハンドブック 

■■在宅看護■■ 

家族看護 ２４ 

家族看護 ２３ 

訪問看護業務の手引 平成２６年４月版 

平成２６年４月版 介護支援専門員基本テキスト 

訪問看護ステーションの法則 

よくわかる在宅看護 

訪問診療・訪問看護のための在宅診療報酬Ｑ＆Ａ ２０１２-１３年版 

ほかに何ができたろう アルツハイマー患者の在宅看護日記 

“訪問看護”で変わる希望の在宅介護 

■■精神看護■■ 

人を育む人間関係論 

仕事のコミュニケーション論 

行動分析学マネジメント 

ヘルピング・スキル 

認知行動療法入門 ＢＯＯＫ １ 

認知行動療法入門 ＢＯＯＫ ２ 

こころが晴れるノート 

図解やさしくわかる認知行動療法 

シナリオで学ぶ医療現場の臨床心理検査 

精神科臨床における心理アセスメント入門 

プロカウンセラーの聞く技術 

アサーション・トレーニング 改訂版 

共感的傾聴術 

新しいカウンセリングの技法 

もうひとつの「心病む母が遺してくれたもの」 

心病む母が遺してくれたもの 

精神科医療の隔離・身体拘束 

「統合失調症」からの回復を早める本 

統合失調症が秘密の扉をあけるまで 

不安もパニックも，さようなら 

自閉症スペクトラム 

子どもから大人への発達精神医学 

アスペルガー症候群のある子どものための新キャリア教育 

精神看護エクスペール ４ 

精神看護エクスペール ５ 第２版 

精神看護エクスペール ６ 

精神看護エクスペール ７ 

精神看護エクスペール ８ 第２版 

精神看護エクスペール １４ 

精神看護エクスペール １８ 

■■歯科学・口腔衛生学■■ 

口から食べるストラテジー 

セルフケアのための歯磨剤ガイド 

口が元気なら、若い！ぼけない！口腔からウェルエイジング 

小児の摂食嚥下リハビリテーション第2版 

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 

歯科衛生士のための看護学大意＜第３版＞ 

“医療連携”に役立つ有病者歯科マニュアル 

「食べる」介護がまるごとわかる本 

認知症高齢者への食支援と口腔ケア 

サルコぺニアの摂食・嚥下障害ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ栄養の可能性と実践 

地域歯科医院による有病者の病態別・口腔管理の実際 

フッ化物・キシリトールクイックQ&A BOOK 

顔・からだ・バランスケア 

歯科衛生士講座 高齢者歯科学 第2版 

歯科衛生士講座 障害者歯科学 第2版 

在宅歯科医療の地域実践 チームで推進 口腔ケア対策 

器材準備マニュアル 6版 

新装版 子どもの歯に強くなる本 

歯周病のコーチングのヒントと応用 

歯内治療学  第4版 

ペリオドンタルメディスンに基づいた抗菌薬療法の臨床 

歯のしくみ、口のしくみ 

障害のある人たちの口腔ケア 

みんなで楽しめる高齢者の年中行事＆レクリエーション 

車いす、片マヒの人もいっしょにできる高齢者のレクリエーション 

高齢者のレクリエーション＆健康ゲーム 

ライフステージに応じた歯科保健指導ハンドブック 

歯科衛生士のための障害者歯科第3版 

はじめて学ぶ歯科衛生士のための歯科介護 第３版 

歯科医療における感染予防対策と滅菌・消毒・洗浄 

歯の比較解剖学 第2版 

先端再生医療英語活用事典 

患者さんに喜ばれる歯ブラシコーディネート術 

メディカル インタビュー 求められる言葉の医療行為 

「いいかげん」が好い加減 

虚弱・障害高齢者のための健康体操 

■■栄養学・調理学・食品学■■ 

加熱上手はお料理上手―なぜ?に答える科学の目  

だしの秘密―みえてきた日本人の嗜好の原点  

野菜をミクロの眼で見る  

お米とごはんの科学  

和菓子の魅力―素材特性とおいしさ  

科学でひらくゴマの世界  

料理をおいしくする切り方のひみつ 

子供が変わる!  奇跡の料理教室 

郷土料理を知ろう: 日本各地の和食  

NHK「きょうの料理ビギナーズ」ハンドブック 基本がわかる!  

ハツ江の料理教室  

いまさら聞けない料理の基本1問1答 

笠原将弘の子ども定食:子どものための36献立115の料理

+7のおやつ 

21時以降に食べても太らない 遅い時間の夜ごはん 

だれか来る日のメニュー 

dancyu何度でもつくりたい絶品おかず438レシピ  

トーキョーバル: 進化するバル・バールのメニューとデザイン 

最新栄養学―専門領域の最新情報 

管理栄養士・栄養士のための困りごと相談ハンドブック 

ウエカツの目からウロコの魚料理 

魚料理いろは 

新味新鮮 魚料理 

浜内千波お魚料理はじめます 

やせぐせおかず  

 

 

■■郷土資料■■ 

高知市の昭和 

昭和51年を歩く・高知市北部 

昭和51年を歩く・高知市東部 

昭和51年を歩く・高知市南部 

昭和51年を歩く・高知市西部 

■■らぶっく掲載おススメの一冊・小説など■■ 

島はぼくらと 

風が強く吹いている  

誌上・パターン塾 Vol.1 トップ編  

これでカンペキ!マンガでおぼえる敬語 

96歳。今日を喜ぶ。一人をたのしむ 

虚ろな十字架 

99のなみだ―涙がこころを癒す短篇小説集  

エリック 

花のズボラ飯2 

あさきゆめみし1-7 

想い描く世界に 愛蔵版  

私が彼を殺した  

清須会議 

妖怪アパートの幽雅な日常1-10 

妖怪アパートの幽雅な日常 ラスベガス外伝 

たまごを持つように 

ミラクル エリザベス・ヒューズとインスリン発見の物語 

薬指の標本 

子育てハッピーアドバイス笑顔いっぱい 食育の巻 

絶対に達成する技術 

漬け物と常備菜―季節の野菜を味わう 

自閉症の僕が跳びはねる理由 

四国八十八ケ所霊場全ガイド日曜遍路 

そして父になる 

ごめんねともだち 

百瀬、こっちを向いて。 

神様のカルテ 

片想い 

 

びっくりピクニック 

みんなでぽん！：英語版ＥＶＥＲＹＢＯＤＹ ＣＬＡＰ！  

まるいものな～んだ 

ふしぎなくるま 

もみもみおいしゃさん 

ばけばけ～どん 

はぶらしちゃんと！ 

ごしごしごし 

くいしんぼうのまんまるおに １対１対応 

そらのうんてんしゅ ３の認識 

まーるのなかまさがし 形の認識 

まほうのことば るるるのる ４の合成と分解 

へんしーん ５の合成 

だんごむしのころちゃん 

はなちゃんとびょうきのおはなし 3巻セット 

■■しかけ絵本■■ 

SWING!   

ゆめみるきょうりゅう 

雪の結晶 とびだすポップアップ絵本 

ポップアップ絵本 にじいろのさかなのかくれんぼ 

ABCディズニー  

おばけやしき  

シンデレラ 

ジャングルブック 

■■スポーツ■■ 

心の壁をとりのぞくサッカーアイスブレイク集―遊びながら絆

を深めるトレーニング  

小学校体育 全学年対応 サッカー指導の教科書 

リラックスと集中を一瞬でつくる アイスブレイク ベスト50  

アイスブレイク 

アイスブレイク&リレーションゲーム-出会いから親しくなるまで

を演出!  

［世界と日本の民族スポーツ（1）］民族スポーツってなんだろう？ 

［世界と日本の民族スポーツ（3）］世界の民族スポーツを調べよう！  

［世界と日本の民族スポーツ（4）］世界の民族スポーツをやろう！ 

■■DVD・ビデオ■■ 

足立香代子の実践栄養管理パーフェクトマスター 

あだちかよこの生活習慣病の症例を読み解くための基本と解説 

あだちかよこの生活習慣病予防症例の解説 

あだちかよこの生活習慣病治療症例の解説 

あだちかよこの 生活習慣病 予防症例の解説 Vol.2 

あだちかよこの 生活習慣病 治療症例の解説 Vol.2 

つまづきのある子への保育 第1巻 知的障害児施設 

つまづきのある子への保育 第2巻 重症心身障害児施設 

肢体不自由児施設 

つまづきのある子への保育 第3巻 乳児院 

つまづきのある子への保育 第4巻 児童養護施設 

第１巻 変わり行く乳児院 

第２巻 乳児院の１日 

ジリアン・マイケルズのダイエット・ヨガ 

TRF イージー・ドゥ・ダンササイズ EZ DO DANCERCIZE TRF- 

綿本彰プロデュース Watamoto YOGA Studio ヨガベーシック  

綿本彰プロデュース Watamoto YOGA Studio ストレッチヨガ 

綿本彰プロデュース Watamoto YOGA Studio 骨盤ヨガ・ダイエット 

DVD付 オチョダイエット 8の字が作りだす究極ボディ  

DVD付 オチョリズム 8の字で痩せるダンスエクササイズ  

小学生・中学生のための手話ビデオ 全９巻 

目で見る解剖と生理 第2版７ 自律神経・内分泌 

目で見る解剖と生理 第2版８ 運動系Ⅰ 

目で見る解剖と生理 第2版9 運動系Ⅱ 

誕生をめぐる新たな動き 

新生児の全身観察 

続・地域看護活動とヘルスプロモーション 第2巻 公衆衛

生看護活動における健康相談 

続・地域看護活動とヘルスプロモーション 第3巻 公衆衛

生看護活動における地区組織活動・自主グループ 

続・地域看護活動とヘルスプロモーション 第4巻 地区診断 

■■国家試験・採用試験■■ 

クエスチョン・バンク 管理栄養士国家試験問題解説 2015 

栄養士・管理栄養士になるための完全ガイド 

らくらく突破管理栄養士国家試験対策問題集 ２０１５年版 

管理栄養士国家試験 ちょいと便利な資料集 CHOI-BEN 2014 

管理栄養士国家試験合格のためのワークノート150日 

臨床検査技師国家試験問題集解答と解説2015版 

徹底分析！年度別歯科衛生士国家試験問題集２０１５年版 

看護学生スタディガイド 

看護師国家試験のためのゴロあわせ集 かんごろ 

月刊ナーシング 検査値ミニノート 

必修問題まんてんGET！2015 

公衆衛生・関係法規・社会福祉直前α2015 

デルカン2015 

看護師国家試験らくらく点取りブック 

看護国試ココポイ 

体のしくみがよくわかるニガテ克服講座 

自分で描ける病態関連図 

なぜ？どうして？ちぇきら 

必修ラ・スパ2015 

ラ・スパ2015 

第104回看護師国家試験国試過去問”よくでる！”セレクト 

2015年出題傾向がみえる疾病の成り立ちと回復の促進 

学校保健実務必携 新訂版 

高知県教員試験「過去問」シリーズ高知県の専門教養 養護教諭 

教員採用試験「参考書」シリーズ⑪高知県の養護教諭 参考書 

ト シ ヨ カ ン ニ キ テ ネ 

前号のクロスワードパズル、解けたでしょうか？答えは 

「トショカンニキテネ」でした。後期に入り、開館延長が 

始まり、夜20時50分まで利用できるようになりました。 

新着本、企画展示コーナーも是非チェックしてください。

皆さんの来館をお待ちしています。図書館に来てね！ 

！ 



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

「らぶっく」第16号をお届けします。 

今回は中石裕子歯科衛生専攻長に寄稿していただき

ました。また、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2・３回の選書委員会が選書した新

着図書をご紹介しました。開館時間延長も始まりました

ので図書館をどんどん利用してください。 

開館時間 
■授業期(月～金）  

 8：30～20：50(2月27日まで） 
 ※18時以降も貸出・返却・継続手続きできます！ 

■10月2４日、27日 

 8：30～17：00  

閉館日 
  土・日・祝・ 年末年始(12/28～1/3） 

学園記念日（1月23日） 

    

    

289.3/I/1/2 913.6/H 596/T/1 361.454/A 

    

    

596.04/T 780.7/K J/726.6/T 913.6/M 

スティーブ・ジョブズ 永遠の０ 
体脂肪計タニタの  

社員食堂 

聞く力 

心をひらく35のヒント 

告白 
愛しの 

ローカルごはん旅 

カラダをリセット＋体幹力

upのコアトレーニング 
かないくん 

図書館で行われている、企画展示をご存知ですか？図書館ではテーマを決めて本を集め、展示しています。

今回は、現在の企画展示「秋を楽しむ読書のススメ」で取り上げた図書の一部をご紹介します。4-7ページの

「おススメの一冊」とあわせてお楽しみください。 

 


