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生活科学学科 学科長／教授  渡 邊  慶 子 

んを見かけると、読み手に

よってその本の価値や重

みが違ってくるのだとつくづ

く感じたことでした。 

最近では何でもインター

ネットで調べる風潮があり

（私もですが・・）、電車など

ではスマホをスワイプする

人が多く、紙に触ってペー

ジをめくるという感覚が廃れていくのがとても

残念です。図書館が離れた場所にあると自然

と足が遠のきますが、本学の図書館は学生の

往来が多く賑やかな場所に設置されており、

ちょっと寄って行こうかなと気軽に入りやすい

のがとても良いと思います。１号館の食堂に行

く時、ちょっと左に折れて図書館を覗いてみま

せんか？素晴らしい人生を拓く本との出会い

があるかもしれません。 

 

＊私のお勧めの一冊 
オススズメバチのマリアを主人

公にした小説 

百田尚樹『風の中のマリア』 

          （講談社文庫） 

読書への思い 

発行日 平成28年7月7日 

高知学園短期大学図書館運営委員会 

 16歳の頃、J.D.サリンジャーの「ライ麦畑

でつかまえて」が私の読書の始まりです。

それからは太宰治の「走れメロス」「斜陽」

など少し背伸びした本に手を伸ばし、20歳

を過ぎると吉行淳之介、遠藤周作、五木

寛之などの作品を読み漁り、就職して

段々と専門書に使う金額が増えていきま

したが、哲学書や料理本まで幅広く濫読し

ていました。 

 なんと言っても読書の良さは、登場人物

の姿や動きまで想像する楽しみがあり、嫌

なことがあっても現実逃避して没頭できる

ことです。私の近所には広々とした本屋が

あり、椅子に座っての試読もできることか

らゆっくりと本選びができるので、疲れた

時には気分転換に私のライブラリーとして

利用させて頂いています（勿論本も購

入）。 

さて、私の勤務していた高知医療セン

ターにはとても立派な「なるほどライブラ

リー」という図書室があります。患者さんが

自分の病気や治療について調べることが

できるように、豊富な医療関連の専門書

や雑誌を取り揃えていました。ライブラリー

で病気と治療を真剣に調べている患者さ

Kochi Gakuen College Library News 

看護学関係叢書類＜新着図書トピックス＞  

看護学科では、専門分野の叢書類（叢書＝同じ種類・

分野の事柄を、一定の形式に従って編集・刊行した一連

の書物。）について、次の３シリーズを購入しました。 

 ◇「精神障害者問題資料集成」戦前編全9巻 

    近代日本の精神障害者が置かれた状況を明らかに 

    する諸資料  

 ◇「近代日本看護名著集成」全18巻＋解説書 

    明治以降昭和20年に至る文献から貴重かつ重要 

    な19点24冊  

 ◇「現代日本看護名著集成」全14巻＋解説書 

    戦後から今日までの重要名著  

現在、新着図書コーナーにあります。 

手にとってみてください。 

近代日本看護名著集成 



 

２０１５年度学園祭  

「おはなし会＆ぬいぐるみのおとまり会」 

学生図書館委員会では、2015年度の学園祭で「おはな

し会＆ぬいぐるみのおとまり会」を実施しました。 

おはなし会は、学園祭に来てくれた子ども向けに、おはな

し（ストーリーテリング）や絵本の読み聞かせ、紙芝居、手

遊びを楽しんでもらうもの。 

ぬいぐるみのおとまり会は、子どもたちが日ごろ可愛がって

いるぬいぐるみと一緒に図書館に行き、読み聞かせなどを

楽しんだ後、そのぬいぐるみを預かって、閉館後の図書館

で、図書館の仕事を体験したり、館内を探検する様子を

学生図書館委員が撮影し、その様子の写真をぬいぐるみ

といっしょにもどしてあげる、というイベントです。 

今年の学園祭でも実施しますが、昨年の様子をご紹介。 

まずは手遊びと絵本の読み聞かせ。子どもたちは夢中ですね。 

2 
子どもたちも参加して、お泊りの準備？？？ 

 

ぬいぐるみのおとまり会の様子 
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ぬいぐるみを使った図書館の仕事の様子は学生図書

館委員が工夫して撮影したものです（短いコメントも）。 

今年の学園祭にもたくさんの子どもたちが図書館を訪

れて絵本の読み聞かせなどを楽しみ、また、大事にし

ているぬいぐるみが図書館の仕事をする様子を写真で

楽しんでくれたら、と思っています。 



 

学生時代に読んだ「赤と黒」は、当時印象に残った本の中の１つです。 

 主人公のジュリアン・ソレルは、野心が強い青年です。当時のフランス社会で

身分の低い者が権力を持つには、軍人になる(赤い軍服を着る)か、聖職者に

なる(黒い僧服を着る)か、でした。赤か黒か。 

 知性ある美青年のジュリアンは、勉学に励み異例の出世を遂げます。しか

し、恋愛を含め予期せぬ出来事が次々と起こります。長編小説ですが、面白く

どんどん引き込まれます。結末は衝撃でした。人の幸せとは何か、人生に何が

大切かを考えさせられます。 

夏休みに読みたい世界文学の傑作です。 

                          （生活科学学科 谷 智子） 

スタンダール『赤と黒』 桑原武夫・生島遼一 訳 

 岩波文庫（上・下） 

角 由佳 『救急医 脅威の判断力 』  ＰＨＰ研究所 

  「判断することの困難さ」それは、生きている色々な場面で遭遇します。そして時には後悔もあります。

「最善の利益とは何か？」「何のために？」この本は、医療と言う切り口ではありますが、私たちが生きて

いくうえで大事なことは何かという「論理」を追い続けています。「判断する」とはどういうことか、壮絶な現

場からの状況が「正解」とは何かを問いかけます。 

 世界でも何が起こるかわからない今、先の読めない「解」の無い時代に、「大切なことは何か」を見失

わないように、誰のための「ベスト・インタレスト」か？考えさせられる一冊です。救急医の指導医の女性

は、日本には全体の２％（11人）しかいません。その一人である彼女が語ってくれています。 

                                         （幼児保育学科 坂本ひとみ） 

小澤竹俊  『今日が人生最後の日だと思って生きなさい 』  アスコム  

「つれづれなるまゝに、日暮らし、硯に向ひて、心に移り行くよしなしごとを、そこはかとなく書きつくれば、怪

しうこそ物狂ほしけれ。」徒然草の序段の文章を思い返している中で、ホスピス医である小澤先生の著書に

出会いました。両者を比較すると、徒然草は生き方上手になるための指針、より良い人生へのガイダンス、

人生の指南書であり、健康で文化的な生活、人生を送るためのヒント集である。 徒然草の無常とは、この世

のすべての存在はいつまでも常にあるわけでなく、万物は変化し、滅びまたすべての存在は消え、人は死ぬ

ということです。小澤先生の著書を読むと「無常」と感じた鎌倉時代末期の人々の無常より更に深く現実的な

面から、死に対する無常が感じられます。ホスピス医として2800人あまりの患者様の人生の終わりに立ち

会った記録の本です。超高齢化社会の到来と医療技術の発展の中にあっても、死に向かう現実は、今も昔

も変わらない現実です。「自分が生きている本当の意味を見つけることの意義」などを若い時期に考えるのも

如何でしょうか。                        （医療衛生学科医療検査専攻 田村隆教） 
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昇 幹夫  『笑いは心と脳の処方せん 』   二見レインボー文庫  

プロローグに“からだにいいことしてますか” “からだにいい人持ってますか” ん？？と思い、思

わず二度・三度読みしてしまいました。 

みなさんは、最近、笑いのある生活をしていますか。 

近年、“笑い”は副作用のない薬！として、ガン患者の自己免疫を向上させる、糖尿病患者の

血糖値を低下させる、うつやストレスの予防や治療などに役立つといわれています。 

また、スマイル・コミュニケーションは、赤ちゃんから大人までと人間関係をスムーズにしたり、世界

共通の公用語ともいえます。友人の多い人の方が長生きするという医学的データもあります。 

パソコンやiPhone・ゲームなどに夢中な人も、たまには笑顔や笑いのある時間を誰かと共有し

てみてください。作り笑顔からでもいい、そのうち自然な笑顔になり、みなさんのスマイルパワーが、

幅広い年代との交流や国際化の第一歩になることでしょう。 

普段からよく笑う人もそうでない人も、“笑い”が近づいてくる1冊になると思います。 

                         （医療衛生学科歯科衛生専攻 坂本まゆみ） 

 

山根明弘   『ねこはすごい 』  朝日新聞出版（朝日新書）   
私は猫が大好きです。特に、力強く颯爽と生きる野良猫に心を惹かれます。この本は、

猫のすごさについて細かく書かれていて、驚くべき身体能力や生来のハンターとしての能力

など、知られざる猫の秘密がよくわかります。著者の山根明弘さんは動物学者であり、7年

間猫の生態を研究されていました。日本は空前の猫ブームで、あちこちで猫グッズを見かけ

ますが、このように猫好きな民族は他に存在しないということです。猫は心を癒してくれる大

切な存在ですが、殺処分などの問題にも触れられ、猫も人も幸せに暮らせる共存社会につ

いて、山根さんの深い思いが書かれています。猫好きの方にもそうでない方にもおススメの

１冊です。                                （看護学科 髙藤裕子） 

福田幸弘『動物たちのしあわせの瞬間 BORN TO  BE HAPPY』 

                    日経ナショナルジオグラフィック社                    

 活字離れが進み、漫画が原作となった作品が広がっています。私は更に活字離れを

進めてしまうかもしれませんが、写真家・福田幸弘さんによる写真集を紹介します。福田

幸弘さんはテレビでも多く紹介されていますので知っている人も多いかもしれません。気

持ちがすさんだ時、へこんだ時、疲れた時などページをめくり10秒じっと眺めると癒され

笑みが戻る様な動物の一瞬の表情を集めた写真ばかりです。最新本は「動物たちのしあ

わせの瞬間 BORN TO BE HAPPY」ですが、「寝る子は育つ－眠る動物たち…しあわせ

な時間」や「ママ、あのね」が特におすすめです。「ママ、あのね」は絵本形式になっており

子供への読み聞かせにいい1冊です。      （応用生命科学専攻 村上雅尚） 

池田晶子  『１４歳からの哲学 －考えるための教科書』 トランスビュー  

本書は「考えるための教科書」というサブタイトルがつけられているように、「考える」「言葉」「自

分とは誰か」など３０のテーマについてのべています。それらは「１４歳以後、一度は考えておか

なくてはならないこと」であり、「考える」とはどういうことかを真摯に問いかけています。 

著者の池田晶子さん（１９６０年―２００７年）は、日本の哲学者です。哲学書というと、私たちに

は「難解な」という先入観がありますが、本書は中学３年生に伝わりやすいように、語り口調で問

いかけています。そして、一人一人に、哲学的な根本命題を自分の頭と言葉で一から「考える」

ことを勧めています。 

これらのことは、あとがきのなかで、「１４歳以上の人へ」と題して次のように述べられています。

『対象は、いちおう１４歳のひと、語り口もそのように工夫しましたが、内容的なレベルは少しも落

としていません、落とせるはずがありません。なぜならば、共に考えようとしているのは、万人もしく

は人類に共通の「存在のなぞ」だからです。』 

学生の皆さんのなかには、中学校での推薦図書として、また入試対策用の題材として、既に本

書を読まれた方もいらっしゃるかとおもいます。思春期の頃の自分と行き来しながら新たな気持

ちで、もう一度この本を開いてみてはいかがでしょうか。本書のテーマは、人が生きていく上での

非常に根源的、本質的なものですから、読む人の年齢は問われません。是非、読んでみてくだ

さい。                               （地域看護学専攻 山本和代）  
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山本一力 『ジョン・マン』 講談社文庫                    

幕末、土佐の偉人と言えば誰もが坂本龍馬を思い浮かべるでしょう。近代日本の発展に大きく寄与し

た人物は他にもいると思いますが、「ジョン万次郎」という人物が果たした役割は知れば知るほどその大き

さに驚かされます。 

しかしながら、その偉業の数々があまりよく知られていないのは、華々しい活躍をしたわけでも非業の

死を遂げたわけでもなく、どちらかと言えば影の役割に徹したためなのかもしれないですね。 

山本一力さんという高知県出身の作家さんが、そのジョン万次郎を描いているのが『ジョン・マン』で

す。現在まで５巻出版されています。登場人物の生き生きとした描写と、小難しさの全くない本文で、一

気に読めてしまいます。ただし、５巻までではよく知られた漂流のあと、ホイットフィールド船長の元で捕鯨

を行い、アメリカはフェアヘブンで必死で学ぶところまでしか描かれていません。日本へ帰るための資金

を得ようとゴールドラッシュに沸くサンフランシスコに行った後、日本に帰国するとか、その後のさまざまな活

躍を描くとしたら、いったい全部で何巻になるのか想像もつきませんが、是非とも最後まで執筆していただき

たいものです。 

 「ジョン万次郎」を大河ドラマに、という署名活動もあるとか…。   

                                       （事務局・図書課長 森原誠二） 



 

 世の中にご飯を主軸にした物語が数あるけれど、この本のタベモノに

勝るものを、私はちょっと読んだことがない。注目して読んでほしいのは和

食の（つまり炊きたての美しい御飯が主食ということ）朝ごはんである。 

 主人公の恋人は、朝ごはんを人生で一番大事なことだと思っているオ

ジサンで、普段はお気楽な人なのに朝ごはんのこととなると、「ほったらか

すなっ」とびっくりするくらいに怒ったりする。しかし、そんなシリアスな場面

も田辺さんが書くとどこか可笑しい。 

 私は主人公の野百合（のゆり）がとても好きである。物語の筋が悲しい

方向へ向かっても、野百合は言葉選びがユーモラスで、不思議と元気

づけられる。人の好ましい所、良い所を探すのがうまい女の子だなあと、

そう思う。読みながら（いるいる、こんな人）と一癖ある人物さえも好きに

なってしまうくらいである。 

 献立の参考にもなるので、皆さんにもぜひ読んでほしい。 

                     （生活科学学科 2年 島元美玲 ） 

田辺聖子 『鏡を見てはいけません』 集英社文庫  

 この作品は、「死亡フラグが立ちました！」シリーズの２作目となる作品

です。主人公は廃刊が危ぶまれる文蔵社のオカルト雑誌のフリーライ

ター・陣内トオル。今作は美人敏腕編集長から動画サイトにアップされて

いる「呪いの映像」の「呪い」を解除し人類を滅亡から救うように命じられ

ます。しかし、陣内は行き詰まってしまい、高校時代の先輩である本宮を

頼ることになります。この本宮は、強運及び圧倒的な才能を持つ奇跡的

な男で、作中の様々な謎を解決します。「呪い」の解除を探っていくと、

一つの商店街に辿りつきます。そこでも難しい謎が二人の前に立ちはだ

かります。二人がどうやって乗り越えていくのかが見所だと思います。 

                      （幼児保育学科 ２年 谷口泉水） 

七尾与史  

『死亡フラグが立ちました！ カレーde人類滅亡!? 殺人事件』 

                               宝島社文庫 
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 「路面電車の運転手。直進すれば5人の作業員をはねるが、待避線に

行けば1人をはねればすむ。そのときハンドルを切るべきか」という議題が

冒頭にありました。あなたならどちらを選びますか？ 

 答えは人それぞれ違うと思いますが、人の生死を個人で決めることは

そもそも無理な話だと私は考えます。 

 この本には、医療に携わる人の在り方についての問いかけが多くありま

した。医療倫理には、多くの矛盾や思想が含まれており、それを短い時

間で理解することはまず不可能です。もちろん私もその1人です。命の

テーマは医療に関わる人々の永遠のテーマだと考えています。少しでも

興味や疑問を持った方は、一度読んでみてください。 

            （医療衛生学科医療検査専攻 ２年 堀内佑紀 ） 

岩田健太郎 

『ためらいのリアル医療倫理～命の価値は等しいか？』 

                             技術評論社   

 櫃洗
ひつあらい

市で起こる殺人事件からちょっとした疑問まで、「櫃洗市一般苦

情係」の主人公、通称・腕貫探偵が次々と解決していくストーリーです。

魅力的な登場人物と、目から鱗が落ちるような事件の真相にワクワクし

ます。1話ずつの短編になっているので、時間の合間に手軽に読むこと

ができます。シリーズになっており、2巻目の『腕貫探偵、残業中』では、

主人公に恋するヒロインも登場し、二人の仲がどうなっていくのかも見所

です。著者の西澤保彦さんは高知県の出身の作家で、独特なセリフの

言い回しにも注目してみてください。  

            （医療衛生学科歯科衛生専攻 ２年 松下夏芽） 

西澤保彦 『腕貫探偵』 実業之日本社文庫 

 今秋に新シリーズが上映されるので、ぜひ読んでおいてほしい作品

です。 

 両親を幼い頃に亡くしたハリーは意地悪な親戚の元で暮らしていま

したが、11歳の誕生日に魔法使いだと知らされて……。この作品は

世界観がしっかりしていて面白いというだけでなく、正義や悪、偏見

や差別など様々なことを考えさせられるのではないでしょうか？ ま

た、ハリーやロン達の成長、様々な形の勇気にも触れることが出来る

と思います。意地悪な親戚もスネイプ先生もハリーが嫌いでただ意

地悪をしていたわけではなく、何かの考えをもって接していたのでは

ないか……。このように考えながら読んでもらえるとより一層楽しめる

と思います。 

                     （看護学科 2年 倉田知香 ） 

Ｊ・Ｋ・ローリング・著/松岡佑子・訳 

   「ハリー・ポッターシリーズ」（全7作） 静山社 
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蔵書冊数 

（平成28年3月現在） 

所蔵雑誌種数 

（平成28年3月現在） 
299種 

うち外国雑誌 

104種 

年間受入図書冊数 1608冊 
うち洋書 

2冊 

年間受入雑誌種数 75種 
うち外国雑誌 

5種 

90,333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20年度～平成27年度） 

文献複写処理件数の推移 

（平成23年度～平成27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26年度/平成27年度） 

学生一人あたりの年間貸出冊数 

（平成27年度） 

 

健康的な子どもを育むために 

瀬戸内「やまくに」のいりこで毎日おかず 

管理栄養士・栄養士必携 ２０１６年度版 

応用栄養学栄養マネジメント演習・実習 

第４版 

男子ごはんの本 

       その８ 

 

 

 

 

 

 

 

もち麦ダイエットレシピ 

乳酸キャベツ健康レシピ 

やせる！老けない！チアシードレシピ 

油はすごい。 

坂本廣子のだしの本  

サッと使えてしっかり指導！ 食育サポー

ト集 １  

栄養関係法規集 第８版 

日本食品標準成分表２０１５年版（七訂） 

分析マニュアル・解説２０１５年版（七訂） 

栄養薬理学  

ウエルネス公衆栄養学 2016年版 

給食施設のための献立作成マニュアル 

第９版 

一食献立による調理実習２５ 第２版 

導入教育 信頼される専門職となるため

に 第２０巻 第２版 

一品料理５００選 第３版 

公衆栄養学 ２０１６年版 地域・国・国際

レベルでの栄養マネジメント 

慢性腎臓病（ＣＫＤ）食事指導のポイント 

 第３版 

糖尿病３Ｃワークブック 改訂第２版 

栄養素ぷらすまいなす調整レシピ３００ 

栄養ケアのキーワード１６６ 

料理の辞典  

図鑑＆料理 土佐魚のすべて  

合わせ調味料の黄金比レシピ２６０ 

和食いちねんせい  

高知のおいしい料理帖  

馬路村農協のゆずレシピ 

ｄａｎｃｙｕ日本一の野菜レシピ 

日本料理季節の煮物入門 関西仕立て

はじめてのおみそ汁 

行正り香の自分定食 

材料使いきり、便利なおかず  

はじめてのカレーライス  

はじめてのスパゲティ  

料理の基礎の基礎コツのコツ  

働く女性のキッチンライフ 

小林カツ代のお料理入門 

小林カツ代のあっという間のおかず 

小林カツ代のおべんとう決まった！ 

シャトルシェフ生活のすすめレシピ集 

おいしい！はやい！圧力鍋おかず 

ｓｙｕｎｋｏｎカフェごはんレンジで絶品レシピ

ノンフライヤーレシピ 

日本一簡単に家で焼けるパンレシピ 

はじめてのストウブ 

電子レンジ圧力鍋でらくらく絶品メニュー
105 

つくおき 

Ｒｏｌａ’ｓ Ｋｉｔｃｈｅｎ（ローラ‘s キッチン） 

Ｖｉｔａｎｔｏｎｉｏマイボトルブレンダーで作るヘ

ルシースムージーレシピ  

ハンディブレンダーだから作れる日々の新

定番おかず 

「ストウブ」でいつもの料理をもっとおいし

く！ 

わたしの和だし 

毎日食べたいルクエで基本のおかず 

ラクする作り置き 

体脂肪計タニタの社員食堂 

シャトルシェフのもっと簡単レシピ集 

食べる野草図鑑 

平野レミのしあわせレシピ 

朝食ビスケットとコーンブレッド  

サンジの満腹ごはん 

 

 

 

 

 

 

 

 

腎臓病の人のための早わかり食品成分表 

腎臓病の人のおいしい食事 

食品成分表 ２０１６  

「ル・クルーゼ」で、おいしい和食  

アタマとカラダが冴える！東大おやつ教室

燻製の基本  

ハーブティー事典 

和えもの 

■生活科学学科 

栄養学と食事療法大事典 

運動と栄養 

ビジュアル治療食３００ カラー版第２版 

栄養食事療法の実習 栄養ケアマネジメ

ント第１１版 

はじめての生化学 第２版 

栄養管理・食事指導エキスパートガイド 

生化学ドリル （スッキリわかる！ グング

ン身につく！） 

腎臓病教室 第４版 

新教育課程ライブラリ ｖｏｌ．１-５  

現場から見た学びの変遷 

小学校社会科 はじめての問題解決的な

授業づくり  

スペシャリスト直伝！ 小学校家庭科授

業成功の極意 

ユーモアとしての教育論 

教育プレゼンテーション 

教科の本質から迫るコンピテンシー・ベイ

スの授業づくり  

アクティブ・ラーニング実践の手引き 

中学校新学習指導要領の展開 総合的

な学習編  

学校でつくる食育のカリキュラム シリーズ

食育－学校でつくる食生活の基礎・基本 

第１巻 

どうしたらいいの？“食の教育”ＱＡ事典 

本物のアクティブ・ラーニングへの布石 

グローバル化時代の教育評価改革 

“食育基本法”学校で取り組むＱＡ事典 

栄養学 食と健康 第３版 

栄養学 よくわかる専門基礎講座 第４版 

新しい栄養学と食のきほん事典 

健康管理する人が必ず知っておきたい栄

養学の〇と× 健康的な子どもを育むた

めに   

 

 

 

 

 

 

 

 

たのしい調理 基礎と実習 第５版 

食物繊維１カップ法  

ライフステージ栄養学  

流れと要点がわかる調理学実習 
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各学科の先生から寄せられた選書リストを元に図書館運営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月の図書館運営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。 



 
こどもと絵で話そう  

 ミッフィーとほくさいさん 

 ミッフィーとマティスさん 

 ミッフィーとフェルメールさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画家のものがたり絵本 

 ぼくはクロード・モネ 

 ぼくはヨハネス・フェルメール  

１２か月わくわく製作あそびアイデア＆アレン

ジ１８０ 

ＤＶＤでわかる！乳幼児の造形  

よくわかるクレパス・クレヨン 

ルノワールへの招待  

世界美術家大全 

日本人にとって美しさとは何か  

年齢別おりがみ１２か月 

３・４・５歳児の行事＆季節の製作アイデア 

４月～９月  
みんな喜ぶわくわくシアターあそびアイデア４９ 

２・３・４・５歳児の技法あそび実践ライブ 
３・４・５歳児が夢中になる実践！造形あそび 

０・１・２歳児が夢中になる実践！造形あそび 

子どもは描きながら世界をつくる  

０．１．２歳児手作りおもちゃ６４  

 

■医療衛生学科医療検査専攻 

臨床検査技師のためのチーム医療教本 

髄液検査技術教本  

超音波検査技術教本 

循環機能検査技術教本 

神経生理検査技術教本 

神経生理検査症例集  

血液検査技術教本  

検体採取者のためのハンドブック  

輸血・移植検査技術教本 

コネクトーム  

意識と脳  

意識をめぐる冒険 

意識はいつ生まれるのか 

メカ屋のための脳科学入門 

量子力学で生命の謎を解く 

数学で生命の謎を解く 

〈わたし〉はどこにあるのか 

心はすべて数学である 

手話入門講座（DVD） 

 

 

 

 

 

一日がしあわせになる朝ごはん  

応用自在な調理の基礎 日本料理篇 増

補 

餃子の教科書 

管理栄養士国家試験受験必修過去問集 

 ２０１７ 

いちばんやさしい管理栄養士国家試験合

格講座最新出題基準対応  

管理栄養士国家試験合格のためのワー

クノート１５０日 第６版 

栄養学の基本 

管理栄養士国家試験完全攻略国家試験

解説2017年版  

管理栄養士で自分らしく働く方法  

毎日の食事のカロリーガイド 改訂版 

食品８０キロカロリー成分表（七訂） 

子どもの食と栄養 

栄養素の通になる 第３版 

料理のコツ解剖図鑑  

料理の科学 １ 

料理の科学 続 １  

料理の科学 ２ 

料理の科学 続 ２  

料理と科学のおいしい出会い  

「健康食品」のことがよくわかる本  

ニューヨークレシピブック 

簡単なのにごちそう。 焼きっぱなしオー

ブンレシピ 

本日も餃子日和。 

料理のわざを科学する  

禁断のレシピ 

ＡＪＩＫＩ ＳＷＥＥＴＳ ＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤ 

自然ぐすり  

酵母から考えるパンづくり 

ゆる自炊ＢＯＯＫ 

秘密のストックレシピ  

胆石・胆のう炎・膵炎の安心ごはん 

料理と栄養の科学  

がん研有明病院の肝臓がん・胆道がん・

膵臓がん治療に向きあう食事 

過敏性腸症候群の安心ごはん  

なにをどれだけ食べたらいいの？ 第２版 

食べない子が食べてくれる幼児食 

こころに効く精神栄養学 

ＫＩＨＡＣＨＩ旬レシピ高知の四季を料理する 

ＴＯＥＩＣテスト公式問題集 

「人を動かす」広告デザインの心理術３３ 

口から食べる幸せをサポートする包括的

スキル  

管理栄養士国家試験過去問解説集
2016 

デザインの教室 

苦手な人が気にならなくなる本 

入社１年目の教科書  

食事介護マニュアル 

見てわかる！ 栄養の図解事典  

 

 

認知症の人の心身と食のケア  

栄養素キャラクター図鑑 

子どもの欠食・孤食と生活リズム 

医師と管理栄養士が考えたとっておき！

ヘルシーごはん６５選 

人体キャラクター図鑑 

旬の食材カレンダー  

粗食のすすめ 

究極の食身体を傷つけない食べ方 

なぜ日本の大学生は、世界でいちばん勉

強しないのか？ 

大好きなことをやって生きよう！  

いつやるか？今でしょ！ 

子どもを病気にする親、健康にする親 

歯医者さんが教えてくれない歯科治療で

大切なこと 

死を招いた保育 

神様のカルテ ２ 

神様のカルテ ３ 

管理栄養士のための疾患・症状・身体の

はたらきイラスト事典 

栄養士・管理栄養士になるための完全ガ

イド 

イラストでみるはじめての大量調理 

栄養指導スキルアップ 通巻８１号 

女子の人間関係 

土佐の味ふるさとの台所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨床家のための対人関係療法入門ガイド 

吉田類の土佐酒ｎｏｔｅ 

花物語 上・下 

倒立する塔の殺人  

調理のためのベーシックデータ 第４版 

図解入門よくわかる栄養学の基本としくみ 

最新食品学 第４版  

摂食障害の不安に向き合う 

 

■幼児保育学科 

ピカソの世紀 １８８１－１９３７ 

ピカソの世紀 続（１９３７－１９７３） 

名画の秘密 

 ベラスケス   

 ピエロ・デッラ・フランチェスカ 

 レオナルド・ダ・ヴィンチ 

 ボス 

 カラヴァッジョ 

 ラファエロ 

ぼうけん７のたん 

モナ・リザはチョコの色 
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カルテ用語辞典 第５版 

参加観察法入門 

成人看護技術 急性・クリティカルケア看

護 第２版 

成人看護技術 がん・ターミナルケア 第

２版 

成人看護技術 リハビリテーション看護 

第２版 

患者の心に寄り添う聞き方・話し方 

根拠がわかる疾患別看護過程 改訂第

２版 

根拠がわかる症状別看護過程 改訂第

３版 

耳鼻咽喉科エキスパートナーシング 改

訂第２版 
眼科エキスパートナーシング 改訂第２版 

血液・造血器疾患エキスパートナーシング 

ドレーン管理  

ビジュアル周術期ケア  

基本から学ぶ看護過程と看護診断 

慢性疾患の病みの軌跡―コービンとスト

ラウスによる看護モデル 

"Winningham's Critical Thinking Cases 
in Nursing: Medical-Surgical, Pediatric, 
Maternity, and Psychiatric, 6e 
"Medical-Surgical Nursing: Patient-
Centered Collaborative Care, 2-Volume 
Set, 8e"  

ナーシンググラフィカ 成人看護学② 健

康危機状況/セルフケアの再獲得  

バーンズ＆グローブ 看護研究入門 評

価・統合・エビデンスの生成 原著第7版 

ビジュアル実践リハ 呼吸・心臓リハビリ

テーション改訂第2版～カラー写真でわ

かるリハの根拠と手技のコツ 

谷崎純一郎と芥川龍之介 

■医療衛生学科歯科衛生専攻 

常用歯科辞典 第４版 

歯周病と全身の健康  

カパンジー機能解剖学（全３巻セット）  

原著第６版  

グラント解剖学図譜 第７版 

ラングマン人体発生学 第１１版 

ペリオのための重要１６キーワードベスト３

２０論文 臨床編  

糖尿病患者に対する歯周治療ガイドライ

ン ２０１４改訂第２版 

洗口液なるほど活用術 

いますぐはじめる！やさしい感染管理 

補綴後のメインテナンス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療スタッフのための衛生学エッセンス 

２０１６ 

新ＰＭＴＣ  

月刊「デンタルハイジーン」別冊 わかる・

気づく・対応できる！ 診療室からはじめ

る口腔機能へのアプローチ  

口腔カンジダ症薬物療法の指針  

老年歯科医学用語辞典 第２版  

５疾病の口腔ケア 続  

口腔ケア歯科衛生士の役割を問う 

腕貫探偵 

笑いは心と脳の処方せん 

 

■看護学科 

日常生活の援助技術編 経管栄養法 

清潔の援助技術編 洗髪 

清潔の援助技術編 部分浴（足浴・手浴） 

小児看護技術 第３巻 ナーシング・グラ

フィカＤＶＤ 

小児看護技術 第２版  

きみの体の中 

感染症キャラクター図鑑 

根拠と事故防止からみた小児看護技術 

第２版 

小児緩和ケアガイド  

今日の小児治療指針 第１６版 

ネウボラ フィンランドの出産・子育て支援 

 

 

 

 

 

 

 

小児感染対策マニュアル 

ペリネイタルケア １３年新春増刊 

帝王切開のすべて  

母性看護技術 第２版 

日本子ども資料年鑑 ２０１６  

精神疾患・高齢者の精神障害の理解と看

護 

精神科ナースのための認知症看護 

変わりゆく思春期の心理と病理 

子どものまま中年化する若者たち 

なぜうつ病の人が増えたのか 
大人の発達障害ってそういうことだったのか 

受験うつ 

統合失調症からの回復に役立つ治療と

日常生活のポイント 

統合失調症に負けない家族のコツ 

統合失調症から回復するコツ  

統合失調症を乗りこえる！正しい知識と

最新治療 
統合失調症だけど、がんばって生きています 

こころを病んで精神科病院に入院してい

ました。 

ボクには世界がこう見えていた 

躁うつ病はここまでわかった 第２版 

よくわかる双極性障害（躁うつ病） 

双極性障害（躁うつ病）の人の気持ちを考

える本 

「やめられない心」依存症の正体 

恋愛依存症 

 

 

 

 

 

 

 

 

老年精神医学 高齢患者の特徴を踏ま

えてケースに臨む 

リラクセーション法の理論と実際 第２版 

精神疾患の摂食嚥下障害ケア 

こころの治療薬ハンドブック 第１０版 

精神科の薬がわかる本 第３版 

まとめてみた精神科 

もしも「死にたい」と言われたら 

セルフ・アサーション・トレーニング 改訂

新版 

職場復帰を成功させるための３０日ノート

精神保健医療福祉白書 ２０１６ 

宅間守精神鑑定書  

症状別病態生理とフィジカルアセスメント 

パッとひける医学略語・看護略語 

アセスメントに使える疾患と看護の知識 

実習記録の書き方がわかる看護過程展

開ガイド    

看護に役立つ検査事典 新版  
成人看護実習ガイド １（急性期・周手術期） 

領域別看護過程展開ガイド 
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毎年恒例、７月７日までの間、図書館に大きな笹をおきました。 

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がいっぱい飾られま

した！ 

下記期間中に借りた図書は返却日が10月3日(月)となります。 

7月29日（金）～9月12日（月） 

■夏期休業期間中も図書館は 

 開館しています。 
（開館時間は掲示で知らせます。） 

新・スタッフの紹介 
図書館は、平成28年４月からスタッフが新しくなっています。 

お気軽に、声をかけてください。 

図書館長・中山和子教授 

図書課長・森原誠二（司書） 

みなさんのお役に立てること

ができるように頑張ります。 

（学外文献複写依頼・ 

 研究室図書受入等担当 

 下本江美） 

いいところですよ、

きてくださいね。 

（資料管理・ 

 図書受入等担当 

   内田希良子） 

ズラリと並んだ専門雑

誌に感動してます。 

（学外文献複写受付・ 

 雑誌受入等担当 

       山田直子） 

ホームページもご覧下さい 

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

編集後記 

らぶっく第１9号をお届けします。 

寄稿してくださった教職員の方々、学生の皆さん、あり

がとうございました。 

学生の皆さんの図書館利用は思った以上に活発で、ま

たマナーもよく、感心しています。 

図書館をもっと利用しやすい環境にしよう、学習がしや

すい空間にしようとこれからも努力していきたいと思って

いますので、ご意見や希望などをお寄せくださ

い。 


