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生活科学学科 教授    池 畠   千 恵 子 

『ひまわり文庫』に寄贈してもう

ありません。しかし、今我が家

には娘に与えた物と同じ絵本

が何冊かあります。それは娘

が自分の幼少時の体験から

孫に買ったものです。今、孫

の一番のお気に入りの絵本は

『ちょろりんのすてきなセーター』です。この絵本の内

容は、トカゲが主人公で、自分のどうしても欲しいも

のを苦労して手に入れた時の喜びがストレートに伝

わってくる絵本です。 

 絵本には絵と言葉と物語があります。また大人が

子どもに読んであげるところからコミュニケーションの

道具としても注目され、幼稚園や小学校で絵本を

読む活動も定着してきています。時代や世代を超

えて長く愛され続けている絵本には、人間の深層心

理を捉え、子どもから大人までを魅了する不思議な

力があります。本学の図書館にも沢山の蔵書があり

ます。学生の皆さんも絵本の持つ世界に触れてみ

ませんか。 

絵本の力 

 書店の一角を占める絵本。絵本は一般的に

子どもの読み物として多くの人に認知されてい

ます。 

 私の絵本に対する考えが大きく変わったの

は、高知県教育センターで研究生とし勤務した

時に、箱庭療法について学んだことがきっかけ

です。そして、箱庭療法の第一人者であった河

合隼雄先生から昔話や絵本と心理学の関係

についての話を聞き、昔話や絵本の奥深さを

知ったことで、童話や絵本の世界に興味が湧

いたのです。それから身近にあった絵本を読み

直してみると、それまでとは違った絵本の持つ

力に魅了されました。さらに「昔話の深層」（河

合隼雄著）、「絵本と童話のユング心理学」（山

中康弘著）などを読み進めながら、昔話と心の

構造を紐解くことは、絵本の世界の新たな発

見でした。 

 今私には４歳と６歳の孫がいます。毎晩寝る

前には１冊の絵本を読むのがお決まりです。30

数年前に私が娘に買って与えた絵本は近所の

新聞を読んでみませんか 

ニュースはTVやインターネットで充分！と思っていませ

んか。しかしそのニュース、どれだけ理解しているかとな

ると、「ただ知ってるだけ」という人が多いでしょう。 

ネット情報と違い、新聞はニュースの背景や解説がプロ

の記者の視点で書かれています。読んでいるだけで自

然と正しい知識や教養が身につきます。就職や日々の

勉強にも役立ちますよ。 

また新聞の記事を全部読むとなると時間がかかって大

変です。まず見出しを見て、気になる記事や勉強で役

立ちそうな記事があれば、最初の段落を読み、興味を

持ったら本文を読むようにしましょう。 

土曜日や日曜日の新聞は話題の商品や健康、読書な

ど文化的な記事があります。まずは休日の新聞だけ読

んでみるのも、オススメです。図書館では高知新聞をは

じめ、朝日、毎日、読売、産経、

日本経済新聞の6誌を購読して

います。各新聞を読み比べてみ

るのも面白いですよ。高知学園

短期大学の記事が載っているこ

ともありますので、探してみてくだ

さいね。 



 

図書館のOPAC蔵書検索が今年の秋に新しくなりました。今度のOPACは蔵書検索だけでなく、様々な便利な機能を備えた

ポータルサイトです。今回の特集では、新しいOPAC蔵書検索の全貌を紹介します。 

＊OPACはOnline Public Access Catalog の略。オンラインで検索できる蔵書目録のことです。 

1.蔵書検索 

 OPACのトップページを表示します。 

２．クイックサーチ 

 簡易検索を行います。キーワードを入力し、検索ボタン

をクリックすると検索結果表示画面になります。 

３．詳細検索 

 図書館資料を様々な条件で検索することができます。 

４．MyLibrary（ログイン） 

 IDとパスワード認証を経て、個人向けページ「My Li-

brary」が表示されます。（詳しくは４ページで！） 

1.「TOP/詳細検索/ブラウズ/

ジャーナルAtoZ/リンク」 

・TOP：LibraryNews,図書館カレンダー、

新着案内などを表示しています。 

・詳細検索：図書や雑誌をいろいろな

条件で検索できます。 

・ブラウズ：書名や著者、件名の項目に

特化した検索ができます。 

・ジャーナルＡtoＺ：雑誌のイニシャル

（頭文字）で検索できます。 

２.クイックサーチ ：図書/雑誌検索の簡易検索窓です。 

３.日本語/英語/中国語/韓国語切り替え：各画面の項目名、ボタン、ヘルプなどを日本語/英語/中国語/韓国語の     

                           表示に切り替えることができます。 

４.「MyLibraryLogin」ボタン：ID/パスワードの認証を経て、個人向けページ「ＭｙＬｉｂｒａｒｙ」に進みます。 

５.「もっとみる」：各コンテンツの詳細情報を一覧表示します。 

 

①検索語を入力！ 

ＯＰＡＣトップページ 

（資料問い合わせ画面） 

検索結果一覧 

②検索結果から見たい 

資料を探してクリック！ 

 

③資料の詳細画面です。資

料の詳細情報を確認して配

置場所に請求記号（本の背に

貼っているラベル）を目印に

配架場所に探しにいこう！ 

配架場所のリンクをクリックすると 

館内図が表示されるようになりました 



 

MyLibraryは図書館のWebサービスです。Webから他機関からの本の借受（相互貸借）や論文コピーの取寄せ（文献複写）

の依頼ができたり、貸出・予約状況の確認ができます。今まで借りた本の履歴や検索した内容を見ることもできます。あなた

だけのWeb上の図書館窓口として利用してください。家のPCや自分の携帯、スマホからもアクセス可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPACのTOPメニューで

「MyLibrary Login」を 

選択してください 

ユーザー認証画面が表示されるので、

利用者ＩＤとパスワードを入力し、「実行」

ボタンをクリックしてください。学生の利用

者IDは学生証に貼付しています。パス

ワードは図書館カウンターで申請した方

に発行します。 

１．プロフィール変更 ：パスワード、各種Emailサービスを使用するために必要なEmailアドレスの管理を行います。 

２．図書館からのお知らせ ：連絡事項、貸出資料、予約資料、各種申込に関するお知らせが表示されます。 

３．個人カレンダー  ：TOPページのカレンダーは図書館全体のカレンダーですが、こちらはあなた専用のカレンダーです。 

               資料の返却期限、予約保管期限がカレンダー上に表示されます。 

４．貸出・予約の状況 ：利用資料、予約資料の状態、状況、書名/著者などを参照できます。 

 

 � 五訂増補食品成分表   ６回 

� 基礎調理実習  ４回 

� はじめての離乳食  ３回 

4 ハイネ詩集 ３回 

4 石川啄木集 ３回 

4 腎臓病の食事療法 ３回 

4 決定版 365日のダイエット献立とおかず ３回 

4 応用栄養学 ３回 

4 食品成分表 [2011] ３回 

4 子どもの食と栄養 ３回 

 � 記入に役立つ保育がわかる実習の記録と指導 ９回 

� はらぺこあおむし ８回 

� わたしのワンピース ５回 

� 保育園・幼稚園の実習完全マニュアル ７回 

� めっきらもっきらどおんどん ６回 

� にゃーご ６回 

7 おおきなかぶ ６回 

7 ライオンと魔女 ６回 

7 みんなの手遊びうた ６回 

7 実習に役立つ表現遊び ６回 

7 サラダでげんき                  他３冊 ６回 

 � 腹部超音波テキスト ３３回 

� 医学領域における臨床検査学入門 ３２回 

� 細菌・真菌・原虫用培地（ニッスイ）マニュアル ２６回 

4 心臓超音波テキスト ２１回 

5 臨床生理学 １５回 

6 輸血検査のすべて １３回 

6 免疫・膠原病・感染症 １３回 

8 新細菌培地学講座 １１回 

9 医学概論/臨床医学総論 １０回 

� 心エコー法マスター・ガイド            他２冊 ９回 

   

 � キーワードで完ぺき！歯科衛生士国家試験直前 １７回 

� こんなときどうする!? ９回 

� わかるからできるまで ５回 

� 高齢者の口腔ケア：知識と実践 ３回 

� なぜ「黒岩恭子の口腔ケア＆口腔リハビリ」は食べ ３回 

� やさしい治癒のしくみとはたらき 歯周組織編 ３回 

� 問診と面接の技術：医師と看護婦のために ２回 

⑧ ５分でできる口腔ケア ２回 

⑧ 歯科衛生士のための高齢者歯科学 ２回 

⑧ 看護で役立つ口腔乾燥と口腔ケア ２回 

⑧ 高齢者歯科                  他７冊 ２回 

貸出日：2014/4/1～2015/3/31 

 � 病気がみえるVol 1. 消化器 58回 

� 病気がみえるVol４. 呼吸器 58回 

� 病気がみえるVol.７ 脳・神経 51回 

4 病気がみえるVol.10 産科 47回 

5 病気がみえるVol.8 腎・泌尿器 46回 

6 病気がみえるVol.５ 血液 31回 

7 病気がみえるVol.2 循環器 29回 

7 病気がみえるVol.3 糖尿病・代謝・内分泌 29回 

9 発達段階からみた小児看護過程＋病態関連図 27回 

� 病気がみえるVol.6 免疫・膠原病・感染症 22回 

   

 � スタンダード輸血検査テキスト 10回 

� これ一冊で医学論文が書ける 6回 

� 保健･医療・福祉のための論文のまとめ方と書き方 5回 

� 輸血検査の実際 5回 

� 病気がみえるVol.7 脳・神経 5回 

6 医学領域における臨床検査学入門 ３回 

6 病気がみえるvol.3  糖尿病・代謝・内分泌 ３回 

6 ヒト遺伝子のしくみ ３回 

6 甲状腺・唾液腺アトラス ３回 

� 輸血検査標準法 他 15冊 ２回 

   

 � 地域看護学概論 １６回 

� Start Up質的看護研究 １６回 

� 保健師国試スキルアップブックNEO １１回 

4 疫学・保健統計 １０回 

5 保健師国家試験オリジナル予想問題集合格への１００題 ９回 

6 保健師国家試験のためのデータ・マニュアル２０１４ ８回 

7 ｸｴｽﾁｮﾝ･ﾊﾞﾝｸ保健師国家試験問題解説 ２０１４ ７回 

8 成人・高齢者・母子 ６回 

9 ｸｴｽﾁｮﾝ･ﾊﾞﾝｸ保健師国家試験問題解説 ２０１３ ５回 

� これならできる看護研究 ４回 

� APAに学ぶ看護系論文執筆のルール ４回 

2 014年度学科別館外 

貸 出 図 書 ベ ス ト １ ０ 



 

 読書によって、わたしたちは現在、日本（高知県）で

生活しているにもかかわらず、未知の時間と空間を経

験した気分になることができます。読書は、どのような

分野の知識であっても我々に与えてくれるのです。お

金さえ払えば、どこへでも行くことは可能ですが、好き

な時（時代）に行くことは、読書を通して実現するのが

一番簡単だと思います。わたしは、明治・大正・昭和

初期に書かれた日本の小説が好きです。昨年、その

頃の作品を集めた文庫本が出版されました。この本

に集められた小説からは、今とは異なるこの時代特有

の雰囲気があふれ出ています。みなさんにも、お勧め

できる内容ですから、ぜひ読んでみてください。 

 

（生活科学学科 寺嶋 康正  先生） 

「日本文学100年の名作 

第1巻 夢見る部屋」 

 

池内 紀・川本三郎・松田

哲夫 編 

新潮社 

「ザ･ラストマン」 
 

河村隆 著 

角川書店 

 著者の意識を変えた言葉『ラストマンになれ』は３０代に

日立工場長だった綿森力さんから聞いた言葉です。 

 ７０歳を迎えた著者は、ラストマンになるべくその沈みかけ

た日立の社長となり、日立をV回復を成し遂げた人物であ

る。 

 日立の回復の過程では、「仕事に必要な『スピード』の本

質」、「フロントランナー方式」、「日立流タフアサイメント」、

「『叱る』と「『詫びる』の徹底」、「けちらないで褒める」など私

たちに色んな人生のヒントを与えてくれます。 

 現在、東芝やシャープといった大企業が窮地に陥ってい

ます。日立のように蘇ることができるのか、この本で感じた

日本の企業の底力をこの二つの企業も見せて欲しいもの

です。  

             （幼児保育学科 祐東 孝好   先生） 

「青空の卵」 
 

坂木司 著 

東京創元社 

 自称引きこもりな鳥井真一と、彼を外の世界に連れ出し

たい主人公の坂木司の成長を描いた日常系ミステリーで

す。つい見逃してしまいそうになる、日常の出来事に気付く

優しさを持っている坂木と、自分を偽ることなく相手と対峙

するも、坂木を唯一の心の拠り所とする鳥井。鳥井の関心

を外の世界に向けるため、僕(坂木)は出会った身近な謎を

披露していきます。ホームズを彷彿とさせる鳥井の推理が

謎を解き明かし、少しずつ広がる人間模様。日常のちょっ

とした出来事に対する見方を変えることができる1冊。ひき

こもり探偵シリーズ続編となる『仔羊の巣』、『動物園の鳥』

もオススメです。 

《失うことを知る人ほど、与えられる喜びもまた大きい》(本

文より) 

             （医療検査専攻 矢野 弘子   先生） 

 

「武士道」 
 

新渡戸稲造 著 

新潮社 

 最近、司法試験問題を教え子に漏洩し、解答指導までしていた有

名教授が話題になりましたが、この頃の日本社会、特にその中枢を

成す大人には、完全にたがが外れてしまった人が実に多くなってきた

と思います。 

 また「時代はグローバル化だ」、「外国人を日本に呼び込もう」、「お

もてなしだ」という言葉が飛び交っていますが、「日本人として我々は

いかにあるべきか」という、民族的、道徳的根幹はまったく放っておか

れているように感じます。 

キリスト教やイスラム教を信奉している人たちの道徳観、規律の拠り

所は宗教教育です。彼らに対して、宗教教育のない我々日本人の

道徳観、規律の拠り所は何でしょうか？ 

 本書はその疑問に答えてくれます。そして私たちの失いかけてい

る、あるいは失ってしまったかもしれない、かつて日本人に浸透してい

たものを教えてくれます。「グローバル化だ」、「おもてなしだ」と言う前

に、「日本人の心」とは一体何なのか？ 自分にはその心があるの

か？ 長い歴史と風土の中で、日本人が生み出した道徳観、価値

観とは何か？ これらのことを今振り返ることは、21世紀を生きる日

本人にとって大切なことではないでしょうか？  

         （専攻科応用生命科学専攻   森田 尚亨 先生） 

「シルバー川柳」 

 

社団法人全国有料老人

ホーム協会  著 

ポプラ社 

 渡辺淳一といえば“失楽園・ひとひらの雪”など大人

の恋愛の姿を描いた物が映画にもなって有名です

が、この方がもとは札幌医科大の整形外科医というこ

ともあり、その目線で書かれた本が、小説なのに専門

性も高く面白いものが多いので、そればかりを選んで

読んでいます。この本は昭和48年に日本で初めて札

幌医科大で行われた心臓移植のことがドキュメントタッ

チで書かれています。その他にも癌の専門医が癌に

なって、告知をどうするかについてなどの興味深い内

容の本もあるので是非読んでみて下さい。  

 

（看護学科  猪野 弥生  先生） 

 

「白い宴」 

 

渡辺淳一 著 

角川書店 

 「美帆とトラウベ」は、「物語で学ぶ産科の急変・疾患・異常」という

副題がついています。この本は、助産師美帆の生活や内面も含め

て物語にして、周産期の様々な症例を読みやすく書いたもので、

「物語のような教科書を書きたい」と思った筆者が月刊誌に連載し

たものを単行本としてまとめたものです。後半には産科異常のそれ

ぞれの項目の解説が載せてありますので、「母性は難しい」「母性

は覚えないといけないことがいっぱいあって、大変」と、話す学生の

皆さんにとっても、身近に感じて学んでもらえるのではないかと思います。 

 タイトルになっている美帆は、社会人２年目になった助産師で、ト

ラウベとは、産科でつかわれる胎児心音聴診器の事ですが、医療

機器の発達した現在では、ドップラー聴診器や超音波画像診断装

置で胎児心拍を確認することが多く、あまり使われていません。私

が助産師として仕事を始めたころは、このトラウベが白衣のポケット

にいつも入っていました。その理由は、ドップラー聴診器を使う一

方、触診法で正確に胎児の位置がわからないと聞こえない、そして

直接自分の耳でおなかの赤ちゃんの心音を確認するトラウベを使う

ことで、助産師としての原点を忘れないためでもありました。この本

は、そんな新人時代の自分の姿や、いろいろなことを教えてくれた

多くの妊産婦さんの事を思い出させてくれました。  

         （専攻科地域看護学専攻 小野文子   先生） 

「美帆とトラウベ」 
 

中田雅彦 著 

メディカ出版 

 「シルバー川柳」は五・七・五の中に人それぞれの人

生観や生活背景が窺えるまさしく人生の達人の傑作で

す。現在と過去が混在しその相乗効果が実に面白く共

感できます。 

 アナログからデジタルに変わっても心の拠り所となる

のは「人」である。疲れた時、せび、読んでみてくださ

い。心が豊かになりα波がでると思います。              

  

（歯科衛生専攻  中石 裕子   先生） 



 

「キケン」 
有川 浩 著 

新潮社 

 私がおすすめする本は、「キケン」です。 

 ある大学を舞台に繰り広げられる様々な出来事。たまたま入った部の

とんでもない先輩。この二つが組み合わさって色んなイベントが楽しいも

のやハチャメチャなものになったりします。この本はことあるごとについ、ツッコミを入れてしまいたく

なったり、時には声を出して笑ってしまいそうになる事があります。全体的になかなか面白いです

が、個人的には、ロボット相撲大会の回がお気に入りです。凄い先輩のせいで参加する事になり、

凄い先輩のとんでもない作戦によって幕を閉じます。他にも、最初の方の凄い先輩の家に行く話も

おすすめです。中身は勿論、表紙も面白い作品です。 

(生活科学学科2年 德弘 翔) 

私はこの本が大好きです。何度読ん

でも、その時の自分の心情で感じ方が変わってきます。 

 私が特に好きな場面は田辺家の台所のことが丁寧に書

かれている所です。台所についてこんなにも書いているのは

新鮮でした。また私の心にピッタリで読んでいて幸せな気分

になりました。 

 それと、もう一つお気に入りの所は主人公がたくさんたくさ

んお料理を作り、家族同然の三人で食事をしている所で

す。イメージしてみると、不器用だけど家族の愛やつながり

を感じました。 

 この本は、言葉の一つ一つが優しくて品があります。だから

自分も優しい気持ちになれます。とてもオススメの一冊で

す。 

(幼児保育学科1年 中山 美穂) 

「キッチン」 
吉本ばなな 著 

角川書店 

 私がおすすめする本は、『心が叫び

たがってるんだ。』という本です。 

 これは、『地域ふれあい交流会』と

いう行事を通じ、それぞれ問題を抱

えている実行委員四人が、本当の気持ちや自分に足りな

かったものに気づき、成長していく話です。 

 玉子の呪いのせいで委員の一人の成瀬順はおしゃべりを

封印されてしまいます。それ以降、誰とも関わらなくなって

いた順が勇気を出し、クラスのみんなの前で歌います。普

段は無口な順の意外な行動をきっかけに、乗り気でなかっ

た『地域ふれあい交流会』にクラスのみんなは真剣に取り組

むようになります。 

 最初はどうなるのか不安だった『地域ふれあい交流会』は

果たしてどのような結果になるのか・・・ぜひみなさんも読ん

でみてください。 

（医療検査専攻1年  美幸 陽子）  

「心が叫びたがってるんだ。」  
豊田美加 著 

小学館 

 

 鈴木はある日、マユと出会った。代打で呼ばれた合

コンの席で。2人はお互いに惹かれあい、恋に落ちた。

休日にはデートをしたり、ケンカもしたり…。誰もが1度は

経験するだろう、甘美でときにほろ苦い青春のひととき

を描いている…と思いきや、最後から２行目ですべて

を覆されます。今年、実写化不可能とされていたこの

小説を映画館で観た人もいるでしょう。読書の秋、映

画を観た人もぜひ原作も読んでみてください。「必ず2

回読みたくなる」。この小説のキャッチフレーズであるそ

の言葉の意味が最後の2行で分かります。そして、2回

目に読むときは、全く違う物語になります。この小説に

仕掛けられたトリックを、あなたは見破れますか? 

 

（専攻科応用生命科学専攻  中島 沙良 ）  

「イニシエーション・ラブ」  
乾くるみ 著 

小学館 

 図書館戦争シリーズの第1作

品です。読書の自由を守るた

めの自衛組織“図書隊”の隊員にかつて助けてもらっ

た主人公が、憧れである図書隊に入隊し、自分を助け

てくれた隊員のようになれるよう頑張るお話です。私

は、この本を読んだとき、主人公の一生懸命さや、強

い正義感に感動しました。 是非みなさんも、読んでみ

てください。  

（歯科衛生専攻２年  岡林 奈央）  

「図書館戦争」  
有川 浩 著 

角川書店 

 全21編を収録した短編集で

す。1つの物語が6~9ページな

ので本が苦手な人でも読みやすい本です。21編の中

でお気に入りも見つかるかも？ 

 この本はどこか懐かしさに帯びたやわらかい言葉で

「別れ」を表現しています。はたまた可笑しくてくすっと

笑ってしまったり、読み終えたあとは心が和やかなのに

ちょっぴり淋しさも残すような作品です。 

（専攻科地域看護学専攻 前川佳澄 ）  

「つめたいよるに」  
江國香織  著 

理論社 

 私が紹介したい本は、Ｊ・Ｋ・ローリングによる《ハリー・ポッ

ターシリーズ》の第一作目「賢者の石」です。シリーズの全体

的な構造は、皆さんも知っている通りハリー・ポッターという

少年が友と共に様々な苦難や困難、命の危機に直面しな

がら友情を育み、人として成長していく物語です。さて、私

が考える「賢者の石」の見所はなんと言っても、これからハ

リーが成長していく上で関わってくる人物たちとの「出会い」

だと思います。親友になるロンやハーマイオニー、作中で

キーパーソンとなるダンブルドア校長やスネイプ教授などは

この物語には欠かせない存在です。この物語の主人公であ

るハリーは１１歳までおじ・おばのもとで育

ちます。なぜ、おじやおばに預けられるこ

とになったのか過去になにがあったの

か、そして、鍵となるヴォルデモートの存

在。「賢者の石」は、そんな、初めてハ

リーが知り体験することでいっぱいな作品

です。「本はちょっとなあ」「映画は観たこ

とある」という人も是非読んでみて下さ

い。きっと、物語の世界に引きずり込ま

れることでしょう。 

     （看護学科２年  楠瀬 朱香）  

「ハリー・ポッターと賢者の石」  
J．K．ローリング著  松岡佑子 訳 

静山社 



 

ぜんぶみえる人体解剖図 

■■臨床医学■■ 

生理検査学・画像検査学 

誤りやすい異常脳波 

微生物検査ナビ 

患者さんが安心できる検査説明ガイドブック 

もしも心電図が小学校の必修科目だったら 

標準免疫学 第３版 

標準病理学 第５版 

標準生理学 第８版 

標準臨床検査医学 第４版 

標準微生物学 第１２版 

学生のための解剖・組織・発生学 

"別冊「医学のあゆみ」生殖医学・医療の最前線" 

楽しい医学用語ものがたり 新装復刻版 

楽しい医学用語ものがたり 続 新装復刻版 

血管エコー 

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）診断と治療のためのガイドライン 第４版 

聴覚検査の実際 改訂３版 

新生児・幼小児の耳音響放射とＡＢＲ 

睡眠時無呼吸症候群（SAS）－臨床に役立つ最新知識 Up to Date 

■■看護学■■ 

よくわかる服薬指導の基本と要点 

事例で学ぶ看護過程  

周産期の看護技術 

母性看護学 

難病看護の基礎と実践 

医療・介護地域連携クリティカルパス 

公衆衛生看護活動  

看護のための臨床病態学 

がん看護BOOKS:がん患者のメンタルケア 

やさしい腫瘍学:からだのしくみから見る”がん” 

よくわかる脳の障害とケア 

ナース・研修医のための心電図が好きになる！ 

みえる生命誕生:受胎・妊娠・出産 

痛みの考え方:しくみ・何を・どう効かす 

正しく・うまく・安全に気管吸引・排痰法 

臨床実践フィジカルアセスメント 

使いこなし人工呼吸器 

看るべきところがよくわかるドレーン管理 

エンド・オブ・ライフを見据えた高齢者看護の基本１00 

認知症高齢者の世界 

バーンズ＆グローブ:看護研究入門 第７版 

イラストで見る救急医療 病態と治療のエッセンス 

整形外科ガール ケアにいかす解剖・疾患・手術 

■■小児看護■■ 

イラストを見せながら説明する子どもの病気とその診かた 

病態を見極め行動できる子ども急性期看護 評価・判断・対応 

■■母性看護■■ 

親と子のきずなはどうつくられるか 

「母乳育児成功のための10カ条」の実践 

母乳育児支援講座 

母乳育児支援コミュニケーション術 

母乳育児支援スタンダード 

緩和ケアの基本basic66とアドバンスadvance44 

腎臓病の基本の食事 

臨床・病理乳癌取扱い規約 

周産期臨床の診断・治療・ケア 

みえる生命誕生 

エビデンスをもとに答える妊産婦・授乳婦の疑問92 

助産概論  

女性の健康とケア  

周産期における医療の質と安全  

妊娠期の診断とケア  

分娩期の診断とケア  

産褥期のケア新生児期・乳幼児期のケア  

ハイリスク妊産褥婦・新生児へのケア  

＜いのち＞をめぐる近代史-堕胎から人工妊娠中絶へ 

「出生前診断」を迷うあなたへ―子供を選ばない事を選ぶ 

人の始まりをめぐる真理の考察 

不妊治療は日本人を幸せにするか 

■■内科学■■ 

おいしい!簡単!毎日の糖尿病レシピ 

糖尿病のおいしいレシピ300 

一生役に立つ食べごたえ糖尿病レシピ 

糖尿病の人の糖質制限食レシピ 

関西電力病院のおいしい糖尿病レシピ 

糖尿病の基本の食事 

グルメをあきらめずに糖尿病が改善体験レシピ 

■■情報科学■■ 

よくわかる自信がつくプレゼンテーション 

よくわかるスッキリ！Ｗｉｎｄｏｗｓ １０ 

１０日でおぼえるＥｘｃｅｌ ＶＢＡ入門教室 ２０１３／２０１０／２００７／ 

ディープ・アクティブラーニング 

データ収集・分析入門 

■■心理学■■ 

つながる勇気 

老いのこころ 

3週間続ければ一生が変わる 

アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる100の言葉 

なまけもののあなたがうまくいく57の法則 

参加型アクションリサーチ(CBPR)の理論と実践 

人と組織を変える自己効力 

なぜ、この人と話をすると楽になるのか 

幸せになれる脳をつくる 「ポジティブ」を取り込む４ステップの習慣  

"「超」集中法 成功するのは2割を制する人" 

Q&A心理学入門: 生活の疑問に答え、社会に役立つ心理学 

 

■■福祉■■ 

子供たちを児童虐待から守るために 

Dr・歯科医師・Ns・PT・OT・ST・PHN・介護福祉士みんなで考えた高齢者の楽し

い介護予防体操&レク 

自分たちで創る現場を変える地域包括ケアシステム 

ダメ出し認知症ケア 

■■学校保健■■ 

学校保健の動向  

学校保健ハンドブック 

学校保健概論 

学校保健マニュアル 

学校環境衛生管理マニュアル 

学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン 

児童生徒等の健康診断マニュアル 

教職員のための子どもの健康相談及び保健指導の手引 

薬物乱用防止教室マニュアル 

学校における自殺予防教育のすすめ方: だれにでもこころが苦しいときがある

から 

■■幼児保育■■ 

「育てにくい」と感じたら 

さくらしんまち保育園の給食レシピ 

はじめよう!保育園・幼稚園での歯みがきレッスン 

特別支援教育における教育実践の研究 

子どもの障害の理解と支援  全１巻 ＤＶＤ 

知的障害施設の一日      全１巻 ＤＶＤ 

障害のある子どもの放課後活動ハンドブック 

障害のある人の支援計画 

民生委員・児童委員のための子ども・子育て支援実践ハンドブック 

社会福祉の動向 ２０１５ 

図解よくわかるＡＤＨＤ 

図解よくわかるアスペルガー症候群 

図解よくわかる発達障害の子どもたち 

真っ先に読むアスペルガー症候群の本 

もっと知りたい！自閉症のおともだち 

もっと知りたい！ＡＤＨＤ(注意欠陥多動性障害)のおともだち 

もっと知りたい！ＬＤ(学習障害)のおともだち 

もっと知りたい！アスペルガー症候群のおともだち 

「分かりやすい文章」の技術 

教育評価 第２版補訂２版 

よくわかる自信がつくビジネスマナー 改訂２版 

遊びこそ豊かな学び 

すぐできる！かんたん遊びを１００倍楽しむ本 

先生のための毎月の製作ラクわざガイド 

おりがみで作るかわいい室内飾り１２か月 

楽しくつくるアイデアがいっぱい！子どもとつくる！壁面１２か月 

わくわく作品展 

どの子も無理なく素敵な絵が描ける幼児の絵画指導１２カ月 

みんないきいき絵の具で描こう！ 

どの子も楽しくどんどんかける！ 

みんなで造形やってみよう！ 

みんなで造形描こうよ！作ろうよ！ 

みんなで造形絵を描こう！ 

イラストでわかるインクルーシブ保育 50のアイデア 

基本保育シリーズ ８ 保育の心理学Ⅰ 

子ども・子育て支援制度を読み解く 

自分でつくるBOOK & NOTE：教育・保育実習でよりよい時間を過ごそう! 

一度は死にたいと思ったこと、ありませんか？子どもの将来を心配していません

か？ 

乳幼児期から育む自尊感情 

保育でつむぐ子どもと親のいい関係 

０歳から５歳までの保育あそびハンドブック 

使える！保育のあそびネタ集 工作あそび編 

使える！保育のあそびネタ集 ゲームあそび編 

子どもの育ちと保育 

児童心理学の進歩 ｖｏｌ．５４（２０１５年版） 

乳幼児期のことばの発達とその遅れ 

子育て支援のための保育カウンセリング 

子どもの思考が見える２１のルーチン 

子育て知恵袋 

発達障がいのある子どもへの支援介助法 

子どものことばをはぐくむ国語・音声・読書の指導 

語りによる保育者の省察論 

脳の発達科学 

流れがわかる幼稚園・保育所実習 

自信のつく保育指導案の書き方 

わかる・話せる・使える保育のマナーと言葉 

誰でもすぐ弾けるピアノ伴奏 

幼児心理にあわせた保育指導事典 

環境構成の理論と実践 

わかる・書ける・使える保育の基本用語 

保育者のためのキャリア形成論 

真っ先に読むＡＤＨＤの本 

図解よくわかる大人のＡＤＨＤ 

図解よくわかる思春期の発達障害 

図解よくわかる大人の発達障害 

図解よくわかる大人のアスペルガー症候群 

保育所の一日 

「イヤ」「ダメ」への保育者の対応（DVDやさしさが育つとき 第1巻） 

友達との関係が育つとき （DVDやさしさが育つとき 第2巻） 

子どもが夢中になる！楽しい運動遊び 

発達につまずきがある子どもの子育て～療育の実際～全1巻 

子どもが伸びる 関わりことば26子ども・人へのことばかけ～全2巻 

ジョブコーチってどんな仕事？全1巻 

ジョブコーチ入門～障害者への就労支援～全2巻 

特別支援学校・福祉施設 見学ツアー 第2巻 障害者の施設 

発達障害のある子どもと話すポイント～コミュニケーション力を高めるために～ 

障害児への専門的指導法 

■■統計■■ 

グループ学習入門 

Rによる計算機統計学 

実践R統計分析 

統計クイックリファレンス 

Rによる統計的検定と推定 

■■基礎医学■■ 

Essential細胞生物学 

Brock微生物学 / Michael T 

死のメンタルヘルス 

物語ひとのからだ/山鳥崇著 

集中講義解剖学 

再生医療2015幹細胞と疾患iPS細胞の研究最前線 

もっとよくわかる!幹細胞と再生医療 

摂食嚥下の機能解剖 

終末期の摂食嚥下リハビリテーション 

集中講義生化学 

集中講義薬理学 

集中講義病理学 

ブラック微生物学 

現代微生物学入門 

バイオセーフティの原理と実際 

微生物学/臨床微生物学 

微生物学 

実践有用微生物培養のイロハ 

ウイルスと感染のしくみ 

人体解剖の実習中継 

ためらいのリアル医療倫理 

献体 

タンパク質はすごい！ 

代謝ガイドブック 

世界科学史大年表 

カラー図解人体の正常構造と機能 全１０巻縮刷版  

臨床検査データブック ２０１５－２０１６ 

人体の構造と機能 第４版 

学生のための医療概論 第３版増補版 

全部見える呼吸器疾患 

全部見える循環器疾患 

全部見える整形外科疾患 

全部見える脳・神経疾患 

全部見える消化器疾患 

各学科の先生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8月と10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！オススメの一冊」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。 

 

ソース・バイブル 

シラサカアサコ+お麩研究部のお麩ごはん。お麩おやつ。 

飛田さんちの卵料理100 

ウエカツの目からウロコの魚料理 

ちゃ・ちゃ・ちゃで美味しい!海ごはん 

もっと野菜を!生のままベジ冷凍 

おもてなし野菜料理うちのレシピ 

人気シェフの新・サラダ料理 

おいしいから野菜料理 

たった2つの野菜でカンタンサラダ 

野菜料理とヘルシーソース 

野菜の新定番おかず 

からだにいい新顔野菜の料理 

人気農家レストランが教える四季の料理保存のワザ 

朝から晩までサラダおろしで、野菜たっぷりレシピ 

片岡護の極みのパスタ料理50 

テーブルマークの冷凍うどんで毎日食べたいレシピ 

1/2日分の野菜がとれる「満足パスタ」 

おべんとうの時間  

週末仕込み弁当 

作りおきで朝ラク弁当 

おべんとうのおかず帖 

ひと工夫でテーブルがときめく持ちよりレシピ 

まいにちがハレの日ごはん 

スヌーピーのおべんとう絵本 

高木ゑみのおもてなしレシピとテーブル 

本当に旨いサンドウィッチの作り方100 

子どもに食べさせたいおやつ 

かんたん!幸せ!冷たいデザート 

きほんの離乳食フリージング 

カフェ&料理教室はじめの一歩 

料理写真大全 

"栄養指導・管理のためのスキルアップシリーズ vol.3 

CKD（慢性腎臓病）の最新食事療法のなぜに答える 基礎編" 

調理師読本 ２０１５年版 

手作り燻製ハンドブック 

食育早わかり図鑑 

The基本200 (ORANGE PAGEBOOKS)  

もっとおいしく、ながーく安心.食品の保存テク 

豆腐があればごちそうレシピ 

細川モモの美人食堂 

疲れやすい人の食事は何が足りないのか 

腸に悪い14の習慣 

腎臓病食品交換表による三連カードでらくらく選べる腎臓病・透析の献立 

一生使える毎日の腎臓病献立 

家族みんなで食べられる三ツ星透析食 

透析患者の栄養管理と食事指導 

改訂版 家庭でつくれる透析食 ｐａｒｔ．１ 改訂版 

家庭でつくれる透析食 ｐａｒｔ．２  

■■芸術・スポーツ■■ 

人類と芸術の３００万年 

イタリア・ルネサンス美術大図鑑１（１４００年～１５００年） 

イタリア・ルネサンス美術大図鑑２（１５００年～１６００年） 

「絶筆」で人間を読む 

コンテンポラリー・ファインアート 

日本武術・武道大事典 

ＤＶＤ スポーツの歴史と文化：人類だけが持つ文化 

ベースボールのアルケオロジー：ボール遊びから大リーグまで 

ボールで遊ぼう！（DVD教材） 

ゴッホを旅する 

はじめてのマインドフルネス 

西洋絵画の到来 

■■学習支援■■ 

資料検索入門 

大学生のための知的技法入門 

読めますか?小学校で習った漢字 

「読ませる」ための文章センスが身につく本 

学生による学生のためのダメレポート脱出法 

■■文学■■ 

火花 

アイネクライネナハトムジーク 

ぼくは明日、昨日のきみとデートする 

ほんとうの贅沢 

日本文学１００年の名作 第１巻（１９１４－１９２３） 

ちょろりんのすてきなセーター 

ザ・ラストマン 

キッチン 

青空の卵 

イニシエーション・ラブ 

小説心が叫びたがってるんだ。 

シルバー川柳1～5 

東京百景 

流  

「学力」の経済学 

ひとりぐらしも何年め? 

つめたいよるに 

ハッピーバースデー 

 幸福な食卓 

自閉症の僕が跳びはねる理由 

自分の生き方を変える知恵 

食物アレルギーA to Z 

子どもの食事とアレルギーQ&A/戸谷誠之、鳥居新平著 

臨床に直結する血栓止血学 

よくわかる血栓・止血異常の診療 

ここまできた白血病/MDS治療 

生活習慣病診療に役立つ受容と和みのコーチング 

おいしく食べて高血圧を下げる減塩食ハンドブック 

おいしい血圧対策レシピ 

高血圧の基本の食事 

臨床・病理肺癌取扱い規約 

胃癌取扱い規約 

大腸癌取扱い規約 

肝臓病の基本の食事 

高次脳機能障害ポケットマニュアル 

認知症のリハビリテーション栄養 

「夜ふかし」の脳科学―子どもの心と体を壊すもの  

睡眠の生理と臨床 改訂第3版 

 健康を育む「ねむり」の科学 

■■歯科学■■ 

開業医だから発見できる口腔がん 

はじめて学ぶ歯科衛生士のための歯科介護 

サイコ・デンティストリー 

歯科臨床におけるガム徹底活用法 

歯的博物館 

基礎から学ぶ歯の解剖 

長期メインテナンス症例から考える!経過観察の意味 

やさしい診査・診断学 

歯科  

Dr.EZAWAのルートプレーニングのエキスパートになろう! 

スケーリングの基礎力アップ!DHトレーニングドリル 

「考える歯科衛生士」のための歯周治療レッスンブック 

歯科衛生士のための21世紀のペリオドントロジーダイジェスト 

コンポジットレジン修復のベーシック&トレンド 

要介護者の義歯治療の勘所 (かんどころ) 

歯科衛生士にも知ってほしいかみあわせの本 

子どもの歯と口のトラブルQ&A 

レーザー歯学の手引き 

インシデントの事例と対策 

ウィルキンス歯科衛生士の臨床 

災害時の歯科保健医療対策 

なぜ起こる乳幼児の致命的な事故 

子どもの歯を守るキーワード５９ 

保育者が知っておきたい子どものむし歯予防と実践ポイント 

楽しみながら身につく歯を見分ける技術 

ネッター頭頸部・口腔顎顔面の臨床解剖学アトラス 第２版 

臨床家のための口腔顎顔面解剖アトラス 

新先天奇形症候群アトラス 改訂第２版 

歯周治療の疑問に答えますＱ＆Ａ４７ 

安心・安全な臨床に活かす！歯科衛生士のための病気とくすりパーフェクトガイ

ド 

プロフェッショナル ワークバランスハイジニストワークでつまずかないための78の

秘訣  

歯育て支援Q&A 

０歳からの口腔育成 

歯科衛生士のための全身疾患ハンドブック : 診療室・多職種協働の現場で活

きる! 

在宅リハビリテーション栄養 

はいしゃさんの仕事段取り術 

デンタルスタッフのための歯科心身症ガイドブック 

第4分野摂食嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの介入Ver.2 Ⅰ口腔ｹｱ・間接訓練 

■■公衆衛生学■■ 

知っておきたい新公衆衛生 

公衆衛生実践キーワード 

健康づくり政策への多角的アプローチ 

集中講義医事法学・法医学 

公衆衛生がみえる 

がんサバイバーシップ 

保険と年金の動向2015/2016 

国民の福祉と介護の動向2015/2016 

医療福祉総合ガイドブック 

説明力で差がつく保健指導 

■■栄養学■■ 

老けない人は何を食べているのか 

知っておきたい食生活支援のコツとポイント 

NR・サプリメントアドバイザー必携 

子どもの欠食・孤食と生活リズム 

栄養・食糧学用語辞典 

食と心 

地域食材大百科  

子供が変わる!奇跡の料理教室 

公衆栄養学 

食事摂取基準 

栄養学実践用語集 

これからの栄養教育論 

管理栄養士で自分らしく働く方法 

日本人の食事摂取基準「2015年版」の実践・運用 

栄養食事療法の実習 

美肌になる栄養セラピー 

症例から学ぶ臨床栄養教育テキスト 

目でみる臨床栄養学update 

百万石減塩レシピ 

NST栄養療法トレーニングブック 

やせるおかず作りおき 

ハローキティのひと目でわかるカロリー&糖質量ダイエットハンドブック 

ぶし味噌レシピで「腸内リセット」 

腸スッキリ菌活レシピ 

おいしく食べて中性脂肪を減らす食事ハンドブック 

「かる塩」「かる糖」料理帖 

阿波の献上料理と糖質制限のコツ 

一生使える毎日の腎臓病献立 

身近な10の食材で始める薬膳ビューティーレシピ 

東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センターのおいしい痛風・高尿酸

血症レシピ 

東京医科大学病院のおいしいコレステロール・中性脂肪対策レシピ 

健康食品の基礎知識 

給食施設のための献立作成マニュアル 

MNA在宅栄養ケア 

スリーステップ栄養アセスメント「NA123」を用いた在宅高齢者食事ケアガイド 

高齢者のための栄養ケア・マネジメント事例集 

困ったときの特選レシピ 

世界と闘うサムライブルーの必勝ごはん 

フランス人は10着しか服を持たない 

深夜食堂  

地球にやさしいエコクッキング / 藤沢良知, 野々村瑞穂, 芦川修貮著 

料理のきほん練習帳 

食べるスープレシピ 

一生作り続けたいおかず 

銀座スエヒロのからだにやさしい肉食社員食堂 

絶品裏ワザレシピ 

ユウキ社員が教えるとっておきのレシピ 

料理をおいしくする切り方のひみつ 

料理研究家16人が教えるこだわり調味料BOOK 

S&B本生生しょうがHOTレシピ 

行正り香の定番料理 

温故知新で食べてみた 

おいしい食材の見分け方 

これからの調理学実習 

ひとりぶん料理の教科書 

とろみの料理帖 

お酢料理専門店へようこそ 

シニアの簡単健康ごはん 

ひとり暮らしに役立つかんたん料理 

「始末の料理」裏ワザ全書 

油いらずのフライパンレシピ 

松田美智子調味料の効能と料理法 

基本がわかる!ハツ江の料理教室 

有元葉子の予約のとれない料理教室  

おいしいごはんはこう作る 

「花ヲツマミニ」のワンプレート料理 

おいしいきほんの料理 

土井善晴の懐かしごはん 

お料理基本の「き」 

料理教室「千乃壺」の日々のごはんがおいしくなる秘密のストック 

おうちごはん入門書 

珍獣ママのフライパンでドーン!と楽々レシピ 

家庭料理の超基本 

谷島せい子のたのしいひとりごはん 

暮らしと料理の便利帖 

おいしくなるコツが身につく!料理のきほん 

13歳からの料理のきほん34 

人気店の創作料理+創作ドリンク 

お料理上手と思われるほっとくだけレシピ 

ザ・時短レシピ 

いちばんやさしい料理の教科書 

初女さんのお料理 

料理のまるごと便利帳 

小林カツ代のおかず大集合 

おうちごはんレッスン 

いまさら聞けない料理の基本1問1答 

10歳からのお料理教室 

新米かーちゃんが『テケトー料理』をはじめたら、どエライことになりました。 

料理の腕が上がる!基本のおかず 

味 

昭和天皇のお食事 

昭和天皇と鰻茶漬 

料理僧が教えるほとけごはん 

天皇陛下料理番の和のレシピ 

次世代に伝えたいいまに活きる伝統料理/恩田祐子、金内テルほか著 

毎日使えるヤマキのかつお節レシピ 

和食の人気揚げ物料理 

郷土料理を知ろう 

懐石料理を知ろう 

日本料理の「だし」「たれ」「合わせ調味料」教科書 

日本料理のだしの基本 

日本料理一汁三菜 

日本料理季節の煮物入門 

秀方さんのチャイニーズキッチン 

ベーシック・フレンチ地方のおそうざいレシピ 

10皿でわかるフランス料理 

イタリア郷土料理調理技術教本 
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開館時間のご案内 

開館時間 

8:30～20:50（2/１０まで） 
 

  8:30～19:50（2/12～3/4まで） 
※18時以降も貸出できます 

  8:30～17:00（3/7より） 

閉館日 

土・日・祝 

ホームページもご覧下さい 

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

10月1日（木）～3月４日（金）の期間、図書館は開館時間を延長します。 

 平日 8時30分～20時50分 （10月1日～2月10日） 

     8時30分～19時50分  （２月12日～3月4日） 

※10月23日（金）、10月26日（月）、12月28日（月）は 

開館時間が8時30分～17時になります。 

なお、入学試験準備や天候不良（台風など）の事由で通常どおりの

開館（開館時間：8時30分～18時）になる場合もありますので、ご了

承ください。その際は掲示板等でご連絡いたします。 

 新しいOPACは 

携帯からも 

アクセスできます 
携帯版OPACの

QRコードです 

編集後記 
らぶっく第１８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。 

新しくなったＯＰＡＣは蔵書検索だけでなく様々

な機能を備えています。是非、使いこなして日々

の勉強や生活に役立てて下さい！ 

開館時間を延長していますので、図書館をどん

どん利用してくださいね。新着図書も要チェック

ですよ！ 


