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幼児保育学科 学科長    山 下  文 一 

などにより子どもを判断し

てしまうことがよくあります。

これでは、子ども一人ひと

りが持つ「よさ」を見失って

しまいます。 

 特に、保育は子どもと生

活を共にしながら、行動や

心の動きを温かく受け止

め、理解しながら、信頼関

係を深めていくことがその出発点となり、そこか

ら、一人ひとりの子どもの発達を着実に促す保

育が生み出されていくのです。  

 子どもたちの揺れ動く思いを、出来るだけ素直

な心で感ずる「あたたかなまなざし」を常に持ち

続けることが、とても大切なのです。 

 今でもこの本は、研究室の本棚から私を見

守ってくれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「おこだでませんように」（小学館） 

くすのき しげのり（著）、石井聖岳（ｲﾗｽﾄ） 

一冊の本が私を変えた 

発行日 平成28年12月22日 

高知学園短期大学図書館運営委員会 

 教師としてスタートを切って、初めて担任

するクラス。しかし、その中にどうしても私と

うまく関係をつくれない男の子がいました。

一所懸命向き合おうとすればするほど、そ

の関係はますます難しいものとなりました。

いつしか、「こんなに一所懸命頑張っている

のに、どうして私の思いが分かってくれない

のか」と、知らず知らずのうちにその子に対し

て、マイナスイメージを抱く自分がいました。

そんな時、何気なく本屋で手にした絵本

が、私の教育観を大きく変えたのでした。そ

れは、「おこだでませんように」（くすのき し

げのり作）の本でした。  

 家でも学校でも、いつでもおこられる主人

公…。休み時間に、友だちがなかまはずれ

にするからなぐったら、先生にしかられた。

おかあちゃんが仕事で帰りが遅い時、妹と

遊んでやる。妹がわがまま言って泣き出し

たとき、丁度帰ってきたおかあちゃんに怒ら

れた。いつも誤解されて損ばかりしている少

年が、七夕さまの短冊に書いた願いごと、そ

れは「おこだでませんように」だったのです。

この子が楽しいと思ってしたこと、いいと思っ

てしたことも、やりすぎてしまったり、あるいは

その言動が大人から見てよくなかったり、そ

の結果怒られてしまうのです。  

 私たち大人は、子どもの心に寄り添うと言

いつつも、子どもの言動やその行為の結果

Kochi Gakuen College Library News 

    平成28年度（平成29年3月）に

卒業する学生の皆さん。図書館の本

などの資料の返却期限を 

   平成29年2月27日（月） 

としますので、その日

までに借りている資料

はすべて図書館へ返し

てください。 
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図書館の企画展示 

 

 図書館では本に親しんでもらおうと、様々な企画展

示を行なっています。 

 今年実施したのは、 

 ・本屋大賞 

 ・この夏まだ間に合う 

   かっこよい体づくりのために役立つ本 

 ・あなたの知らない辞書の世界（左の写真） 

などです。 

 今後もいろいろテーマを考えて、展示していきます

ので、是非、楽しんで、そして借りてください。 

 １階から地階へいく踊り場におかれてい

る「岩波新書」を移動しています。 

 これは防災上の措置で、いざ、という時

に逃げやすくするためです。 

 ちなみに、そこには防災や3.11の震災に

関する本を展示していますので、ちょっ

と、のぞいてみてください。（右の写真） 

岩波新書の移動 

七夕飾り その後 
 

 7月にみなさんにいっぱい飾って

もらい、願い事をたくさん書いても

らった七夕飾り（左の写真）。 

 皆さんが願いを込めて書いてくれ

た短冊は、高知市上本宮町の本宮神

社に奉納しました。 

 皆さんの願いがかないますよう

に、とお参りもしてきましたよ。願

いがかなうといいですね。 

 

 この本のタイトルは「女性の品格」ですが、男性に

も通じる内容だと思います。 

 『国家の品格』（藤原正彦著、新潮新書）が関心を

集めましたが、品格ある国家は品格ある一人一人の個

人があってこそ、品格ある家庭が、品格ある企業が、

品格ある社会が成り立つのであり、その逆はありえな

いと述べています。 

 国語辞書では「品格」とは、その人や物に感じられ

る気高さや上品さ、品位とあります。 

 本書では、品格ある人間であるための重要な要素と

して、正義感、責任感、倫理観、勇気、誠実、友情、

忍耐力、持続力、節制心があることなどを挙げていま

す。 

 仕事の仕方、生活の仕方の具体的なアドバイスとし

て、「約束を守る」「挨拶ができる」などマナーに関

すること、「敬語の使い方」「乱暴な言葉を使わな

い」など言葉と話し方に関すること、「仲間で群れな

い」「後輩を育てる」など人間関係に関することなど

が述べられており、自分自身の生き方の参考になりま

す。  

           （生活科学学科 下元智世） 

 

 

 「女性の品格」 

 

   坂東眞理子・著 

   （ＰＨＰ研究所）  

 私が高知に来るにあたり、知り合いはたった一人で

した。それは、この著書『牛を飼う球団』の舞台と

なった高知ファイティングドックス（以下「ドック

ス」）の吉田豊彦コーチでした。そのドッグスの本が

出るということで、さっそく読んでみました。チーム

存続の危機であったところから、黒字経営までの道の

りが書かれていました。具体的には、高知市内から車

で１時間ほどの２つの町、佐川町と越知町をホームタ

ウンにすることや、肉用牛の子牛を飼って太らせて肉

を売ること、水田を借り受けて稲作を始め、ビニール

ハウスで野菜を作ること等、ノンフィクションで書か

れています。 

 中でもアフリカのグルキナファソからの選手採用の

ところは、サンボ・ラシィナ選手と仲の良 

いこともあり興味深く読みました。 

 その他、ユニークでサプライズ的発想

等々、ドッグス球団経営にとどまら

ず、地方再生のヒントがたくさん隠れ

ているように感じました。 

         （幼児保育学科 祐東孝好） 

 

 

 「牛を飼う球団」 

 

   喜瀬雅則・著  

   （小学館）  
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「問題な日本語 －どこがおかしい？何がおかしい？－ 」 

   北原保雄・編（大修館書店） 

 活字離れが進んでいる今日、本を読む人が減り日本語に深く触れる機会も

減っているように思います。日常的に多くの人が使っている日本語が正しいと

は限らない、ということを教えてくれる一冊です。数ページごとに4コマ漫画が

あり、本をあまり読まない人でも読みやすくなっていると思います。会話では

違和感がなくても、文章にしてみるとおかしな日本語があります。社会へ進出

する皆さんに是非、目を通してほしい本です。 

              （医療衛生学科医療検査専攻 片岡将規） 

 本書は、本の売り上げにおいて、首都圏あるいは高知市内の書店でのベストセラーに位置し、

よく売れているビジネス本です（高知新聞9月18日14面参照）。本書は3章に分かれ、第1章：高

知の闘いで「勝ち方」を学んだ、第2章：舞台が大きくなっても勝つための基本は変わらない、

第3章：まとめ：勝つための「心置き場」となっています。第1章が110頁ほどあり、本書の半分

を占めており、本書のテーマの中心です。著者は1995年に高知支店に支店長として赴任し、

2001年まで勤務し、その間に高知におけるビール売上トップをアサヒビールから奪回し、その成

果を基に四国4県の地区本部長、東海地区本部長、その後代表取締役副社長兼営業部長として活

躍されました。高知で得た手法や行動スタイル、あるいはビジョンなどで、全国営業の指揮をと

り、2009年にキリンビールのシェアの首位奪回をはたしており、その過程が本書に書かれていま

す。 

冒頭の項目「1995年 高知の夜は漆黒だった」の文章は、なかなか興味深く書かれており、夏

の時期に飛行機の最終便で高知空港に降り立った時の印象が書かれています。県外から来た方の

第一印象かと思います。高知独特の流儀、慣習（たとえば、返杯など）が随所に書かれており、

高知県在住の人にはこれが独特の流儀とは思わず、行っているかもしれません。また県民性のち

がいも触れており、「高知がいちばん」や「たっすいがは、いかん」といったキャッチコピーの

発信のいきさつが書かれています。試しに一読してはいかがでしょうか。在学中あるいは卒業

後、県外に行った時、職場などで知らない方と話をする時、この本を話題にすれば、雑談のきっ

かけになると思います。             （医療衛生学科歯科衛生専攻 三島弘幸） 

「気持ちのいい看護 」 

   宮子あずさ・著（医学書院） 

 私が紹介したい本は、宮子あずさ氏著作「気持ちのいい看護」です。看護学生

時代に宮子あずさ氏の本と出会い、何度も読み返した事を思い出します。宮子氏

の本はコミカルな表現と、どこか開き直っているような文章の中にも1本の筋が

通っており、看護師時代に悩んだ事や、壁にあたってどん底に落ちそうになった

時にこの本を読み、しんどいのは自分だけじゃない、大体の人が看護の壁にあ

たっているという事をおもしろおかしく感じる事ができ、最終的にはスカッとな

るような内容でお気に入りの１冊です。ストレス発散にもなります！今年から看

護学科で勤務するようになり、学生さんにも是非読んでもらいたいなと思い紹介

しました。 

                         （看護学科 川本 恵） 

「キリンビール高知支店の奇跡  」 

   田村 潤・著（講談社＋α新書） 

 本書は、本の売り上げにおいて、首都圏あるいは高知市内の書店でのベスト

セラーに位置し、よく売れているビジネス本です（高知新聞9月18日14面参

照）。本書は3章に分かれ、第1章：高知の闘いで「勝ち方」を学んだ、第2章：

舞台が大きくなっても勝つための基本は変わらない、第3章：まとめ：勝つため

の「心置き場」となっています。第1章が110頁ほどあり、本書の半分を占めて

おり、本書のテーマの中心です。著者は1995年に高知支店に支店長として赴任

し、2001年まで勤務し、その間に高知におけるビール売上トップをアサヒビー

ルから奪回し、その成果を基に四国4県の地区本部長、東海地区本部長、その後代表取締役副社長兼営

業部長として活躍されました。高知で得た手法や行動スタイル、あるいはビジョンなどで、全国営業

の指揮をとり、2009年にキリンビールのシェアの首位奪回をはたしており、その過程が本書に書かれ

ています。 

 冒頭の項目「1995年 高知の夜は漆黒だった」の文章は、なかなか興味深く書かれており、夏の時

期に飛行機の最終便で高知空港に降り立った時の印象が書かれています。県外から来た方の第一印象

かと思います。高知独特の流儀、慣習（たとえば、返杯など）が随所に書かれており、高知県在住の

人にはこれが独特の流儀とは思わず、行っているかもしれません。また県民性のちがいも触れてお

り、「高知がいちばん」や「たっすいがは、いかん」といったキャッチコピーの発信のいきさつが書

かれています。試しに一読してはいかがでしょうか。在学中あるいは卒業後、県外に行った時、職場

などで知らない方と話をする時、この本を話題にすれば、雑談のきっかけになると思います。 

                          （医療衛生学科歯科衛生専攻 三島弘幸） 
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「現代語訳 論語」 

   齋藤 孝・著（ちくま新書） 

 「論語」といえば言わずと知れた儒教の開祖である孔子の言行記録です。日本

には応神天皇の時代、百済から伝わったといわれ、2500年もの間、読み継がれて

います。書店やテレビでもおなじみの明治大学教授の齋藤孝さんが訳された「現

代語訳 論語」を出されているのを見て、ふと手に取り購読しました。現代語訳

のため内容は読みやすく、孔子と弟子たちの会話の中から「仁」「礼」「恭」

「敬」「恵」「義」など人に大切なそれらの意味を読み取ることができ、2500年

前に書かれた古典ですがその文章は心に響きます。2500年前から現代まで日本も様々な時代を超

え、特に戦後からの科学の進歩はめざましく、人を取り巻く環境は大きく変化してきました。しか

し、「論語」が2500年間、多くの人に読まれ、生き方の指針となっていることを見ると、文化、文

明は違えども人が生きていく上で共通で大切なことがこの「論語」にあるのではないかと思われま

す。『「論語」は現代社会でまさに「今」読まれるべき本。現代日本では、さまざまな問題が山積

みになっており、その根本原因は精神的な拠り所がないからである。その精神を培う基準はどこに

求めるか、それは「論語」である』と作者は書いています。「論語」と聞くと敷居が高いように感

じますが、この本を手に取って読んでみてください。あ、そうかと我を振り返ることがあると思い

ます。 

                          （専攻科応用生命科学専攻 中村泰子） 

「見てる、知ってる、考えてる」中島芭旺・著（サンマーク出版） 

 「僕の最大の長所は、１人では何もできないこと。 

  それを知っていること。 

  助けてっていえること。」 

この本の作者は10歳の少年です。彼の紡ぐ言葉に「本当に10歳？」 

という驚きとともに、忙しい日常の中で忘れがちになっている大切なこと 

に気づかされます。  

学校に行かないことを選択し、「自分で選択して学習」「好きな人から学 

ぶ」をモットーにして自分らしく生きている彼のことばに勇気づけられ、困 

難なことにも向かっていこうと思える1冊です。 

芭旺くんからの92のメッセージと出会ってみませんか？ 

芭旺くんは、ツイッターでつぶやく言葉があまりにも深くて「小さなからだの哲学者」とも呼ばれ

ることあるそうです。ツイッターアカウント：＠bao829 

                   （専攻科地域看護学専攻 大西昭子） 

「こども」   文・はまだ まさよ 
        絵・はたけなか ちえこ  飛鳥出版室 

 知っていますか？ 子どもの気持ち「ブランコを立ってこげたら すごく嬉

しい でも それを誉められたことの方がもっと嬉しいってことを」この本の

帯に書かれた言葉に、多くの人が反応しました。2004年に発売されて以来今

もなお愛されているこの本は、高知の保育士が日々の仕事をとおして、0歳の

頃から5歳の頃までの子どもの成長を捉えて子育て途上の親たちへの思いを短

い文章で綴っています。読み手は、その言葉にうなずき可愛く優しいタッチで

描かれた絵に心が和みます。高知市内にある産科で新米ママが退院する時にも

プレゼントされ続けているこの本は、子育て中の親だけでなく、子どもに関わるすべての人たちに是

非読んで欲しいと思える本です。 

 実は、この挿絵は学生支援課 就職担当職員の畠中智恵子さんが描いています。図書館やキャリアセ

ンターで手にとってくだされば嬉しいです。  

                               （学園本部参事 二宮久美） 
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『ストーリー・セラー 』 有川 浩・著（幻冬舎文庫） 

 「思考することで脳が劣化し、死に至る」物語は唐突に始まる。同僚の彼

女と、恋に落ちた彼の甘いだけの話じゃないんだということを突きつけられ

たようだった。『読む側』の彼と『書ける側』の彼女が結婚して、彼女が小

説家になるところまでは素直に受け取れる流れで、彼女が冒頭のような病気

になるなんていうのは私としても受け入れたくない事実に思えた。この小説

を人に勧めたいと思ったのは、二人の感情が激流のように流れ込んでくる

（と私は感じた）最後のシーンからだ。 

 ところでこの小説はもともとあったサイドＡに、書き下ろしのサイドＢを

加えた二部構成となっている。サイドＡのラストの感情を引きずったままサイドＢを読み始め

ると、とても面白い繋がりがあることに気付くことだろう。サイドＢの内容はあえてここでは

書かないでおこうと思う。これは悲しくてそれでいてとても優しい物語だ、と読むたびそう感

じる。誰かに優しくなりたいとき、はたまた静かに物語の世界に入りたいとき、そんな瞬間に

ぜひこの物語を読んでほしい。              （生活科学学科２年 佐田涼佳） 

『ディズニー サービスの神様が教えてくれたこと』 
鎌田 洋・著（SBクリエイティブ ） 

この本はディズニーの全スタッフの育成指導に携わった作者の体験を基にし

た物語が４つ収録されています。 

東日本大震災時にディズニーのキャストの方々がゲストの皆さんの安全を守

るためにおおきなぬいぐるみをショップから持ってきて頭を守るよう促した

り、家に帰ることのできない方々にショップのお菓子を配ったりするなどの

様々なサービスが報道され、知っている方もいると思います。しかし、ディズ

ニーのキャストの方々にはサービスに関してマニュアルのようなものは無いそうです。その中

でキャストの方々のゲストの皆さんへの素晴らしいサービスの数々がこの本に詰まっていま

す。 

他の場所では聞いたことがないような素晴らしいサービスの物語も収録されていて、感動で

きる物語ばかりです。 

ぜひ読んでみてください。              （幼児保育学科２年 佐藤結菜） 
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『オコノギくんは人魚ですので 』①② 柴村 仁・著（メディアワークス文庫） 

 人魚が陸に上がることができる世界観で人魚のオコノギ

くんと交流を深めていく学園物語です。見た目は普通の男

子高校生であるオコノギくんだけど、水をよく飲んだり、

カチカチと妙な音を出したり、またはうっかりヒレを出し

てしまったりと目が離せなくなります。 

 中身はほのぼのとしているので読みやすいと思います。

また、キャラクターや物語の世界観もとても魅力的なの

で、こういった作品が好きな人は、ぜひ読んでみて下さ

い。   （医療衛生学科医療検査専攻１年 小谷 月） 

『ギリシアの神話～神々の時代～ 』 
    カール・ケレーニイ・著/植田兼義・訳 （中公文庫） 

 ギリシア神話は、「万物の始め」から様々な物語が生まれました。膨大な

数の神々と無数の逸話を孕んだギリシア神話体系は、かつてエーゲ海沿岸に

栄えた、古代ギリシア文明から生まれたものです。物語の中には、いくつも

の未知の世界があり、その世界を神々はめぐり歩き、困難にくじけず、独自

の武器で勇猛果敢に怪物と戦います。美しい女神と恋におちる物語は現実味

を帯びており、当時の神話とは、たんなる虚構ではなく、まさに現実と隣り合わせだったに違い

ないでしょう。 

 この本では、個々の神々の代表的なエピソードに加え、神々の家系図や当時の時代に描かれた

（使用された）美術品も添えられています。名前だけ知っていた神様の意外な面を知ったり、こ

んな神様もいたのという驚きを味わうことでしょう。楽しみながら、ギリシア神話の世界を散策

していってください。                    （看護学科２年 筒井真望） 

『小さい“つ”が消えた日 』 ステファノ・フォン・ロー・著 

          トルステン・クロケンブリンク・絵（三修社） 

 この物語は、日本語の文字達が暮らしている村があり、主人公の、音を発す

ることができない「つ」がひょんな出来事から旅にでてしまい、その後の日本

語が大変な事態になってしまうというものです。 

 この本の登場人物は驚くべきことに、ほとんどが文字です。一文字一文字に

人間のように個性があり、人間にある様々な個性を文字に置き換えているよう

で面白く、見所の一つです。更に、日本語の文字が題材で、親しみやすくもあ

ります。 

 著者の方は日本人ではありません。外国の方だからこそ、日本人とは違う観点から日本語を捉

え、出来た作品だと思います。 

 表紙や挿絵も、独特ながらも温かみを感じられます。ページ数も多くないので、読書が苦手な方

にも読みやすいと思うのでとてもオススメの本です。  

                      （医療衛生学科歯科衛生専攻1年 戸田 春香） 
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『帰ってきたヒトラー 』（上・下） 
 ティムール・ヴェルメシュ・著/森内 薫・訳（河出書房新社） 

 ヒトラーが突如、現代に甦った！周囲の人々が彼をそっくりの芸人だと思い

込み、勘違いが勘違いをよび、彼は本物のコメディアンにさせられていく。そ

の中でメディアの攻撃に遭いながらも彼は着々と民衆の人気を得ていく。ある

仕事で極右政党本部突撃取材を行った彼は、徐々に現代ドイツの問題に目覚

め、政治家を志すこととなる。本国ドイツに賛否両論を巻き起こした問題作。

この小説を読んだあなた、あなたは必ずアドルフ・ヒトラーについてググることとなるだろ

う。                     （専攻科応用生命科学専攻 山下慢同） 

『思考の整理学』外山滋比古・著 （ちくま文庫） 

 私が皆さんにおすすめする本は『思考の整理学』という本です。コンピュータ

にはできない人間らしい創造的な考えを生み出すためのヒントがエッセイとして

書かれており、日頃、考える機会が多い私たちにとって読む価値のある本だと思

います。この本の中でも特に私が印象に残ったのは、考えを「寝させる」という

ところです。“見つめるナベは煮えない”と言うように、考えをナベに例えて、

あまり考えつめては問題の方が引っ込んでしまい、一晩寝かせた方がほどよく煮えているとい

う部分は納得してしまいました。30年前に出版された本なのですが、現代でも通じるものがた

くさんあるので、是非一度手にとってみてください。 

                        （専攻科地域看護学専攻 前田秋穂） 

                  ここ数年、図書館を扱った本やマンガがいろいろと出版されていますので、ちょっ 

                  とだけ紹介しましょう。 

 

           『図書館の魔女』 高田大介 著（講談社文庫/全4巻） 

            出版社の紹介文～鍛治の里に暮らす少年キリヒトは、師 

の命により、大陸最古の図書館を統べるマツリカに仕えることになる。古今の書 

物を繙き、数多の言語を操って策を巡らせるがゆえ、「魔女」と恐れられる彼女 

は、自分の声をもたないうら若き少女だった。 

                                              本を愛し、言葉の力を信じるすべての人に！ 

『図書館の主』 篠原ウミハル 著（芳文社コミックス 現在第14巻まで） 

 図書館および児童書・童話をテーマにした作品であり、1話から数話で1つのエピソードを語る。エピソードご

とに児童書のあらすじや謂れが紹介され、それが物語を進める鍵となっている。 

＜作中で扱われた児童書（抄）＞ 

『宝島』（スティーブンソン）、『クリスマス・キャロル』（ディケンズ）、『星の王子さま』（サン＝テグジュペリ）、 

『秘密の花園』『小公子』（バーネット）、『飛ぶ教室』（ケストナー）、『注文の多い料理店』『貝の火』（宮沢 

賢治）、『赤い蝋燭と人魚』（小川未明）、『うた時計』（新美南吉）、『あしながおじさん』（ウェブスター） 

『夜明けの図書館』 埜納タオ（双葉社ジュールコミックス 現在第4巻まで） 

 図書館の「レファレンスを題材にした異色のマンガ。 

 利用者からのいろんな「？」に適切な資料を紹介するのがレファレンス。  

 新米司書のひなこの奮闘ぶりが描かれている。 
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糖尿病治療のための！ 

          糖質制限食パーフェクトガイド 

わかりやすい疾患別栄養ケア・マネジメント 

 献立から指導まで 

腎臓病の人のおいしい献立 もう悩まない 

アイデアいっぱい糖尿病ごはん Low Calorie 

糖尿病専門病院が教える日本で一番おいし

いレシピ 1日1600Kcalのバランス食 

糖尿病のごちそう術 血糖値を下げる！ 

一生使える！レシピ109と裏ワザ80 

授業を成立させる基本技60 

☆合格への決定版☆ 

 解答のコツがひと目でわかる SGS管理栄養

士国家試験/過去問題&解説集2017 

太らない！お菓子とおやつ 

－超おいしい！低カロリレシピ 

イタリア料理の基本講座 

最新 四川料理の教本 

－極める伝統料理と基本の技 

体にいい食べ合わせベストレシピ 

ガンが消える食べ物事典 

図解入門 よくわかる栄養学の基本としくみ 

からだにおいしい キッチン栄養学 

栄養調理六法 平成29年版 

患者指導のための病気と栄養  

応用栄養学栄養マネジメント演習・実習第4版 

新教育課程ライブラリ Vol.6～Vol.12 

 

＜幼児保育学科＞ 

新・発達心理学ハンドブック 

発達障害の理解と支援DVD 

保育相談支援DVD 

つまづきのある子への保育 

  第１巻 知的障害児施設 DVD 

  第２巻 重症心身障害児施設・ 

      肢体不自由児施設 DVD 

  第３巻 乳児院 DVD 

  第４巻 児童養護施設 DVD 

サファリ しかけえほん 

太古の世界 恐竜時代 

あかい きしゃは どうぶつえんいき 

ポーラー 

とびだす！やさいばたけ 

あっぷっぷ 

とびだす！はたらくくるま 

特別支援学校・福祉施設見学ツアー 

 第5巻「子どもの施設」 

「教材教具を活用した発達支援」 

～障害のある子どもから学ぶ～  

さまざまな保育の職場(保育教諭) 第2巻  

 幼稚園・児童福祉施設 

保育者へのあゆみ 第1巻 児童福祉施設の 

 紹介～乳児院・児童養護施設～ 

スキルあそび45 

保育学講座 全5巻 

幼稚園教育指導資料  

  第1集 指導の作成と保育の展開 

  第2集 家庭との連携を図るために 

  第3集 幼児理解と評価 

  第4集 一人一人に応じる指導 

  第5集 指導の作成と保育の展開 

子どもたちの四季 

生き方の道しるべ エリクソンとの散歩 

子どもの見方が変わる みんなの育ちの物語 

「育てにくさ」に寄り添う支援マニュアル 

育てにくさをもつ子どものホームケア 

気になる子の保育 

教育・保育実習のデザイン 

子どもの睡眠 

子どもを伸ばす眠りの力 

おひゃくしょうとえんまさま 

くれよんさんのけんか 

幸せさがし 

月のうさぎ（寂聴おはなし紙芝居） 

ふしぎなしゃもじ 

おたまたまごろう 

こねこのしろちゃん 

どっか～ん 

花嫁さん 

はたらくくるまだいかつやく 

おにとふくのかみ 

らいねんはなにどし？ 

おしょうがつのおきゃくさん 

きいろいぼうしとやさしい

バス 

みいちゃんのかぞえうたあ

そびうた－遊び歌 

 

＜生活科学学科＞ 

これからの栄養教育論 

食物アレルギーＡ to Ｚ 第2版 

栄養教諭のための学校栄養教育論 補訂 

栄養教育論 第３版

献立作成の基本と実践

栄養教諭論 2 

給食のための基礎からの献立作成 

カレント栄養教育論 

栄養教育・指導実習 

栄養教育論 第2版 

原色食品図鑑 新訂第2版 

アレルギー総合ガイドライン 2016 

ノンオイルだからおいしいお菓子 

塩分1日6ｇ 減塩おかずとお弁当 

塩分一日6ｇの健康献立 

ウェスティンナゴヤキャッスルの減塩松花堂 

女子栄養大学の毎日おかず-食材からひける 

献立もついてる 

女子栄養大学のお料理入門-きちんと作れ

ば、ちゃんとおいしい 

きょうの料理きょう・すぐ・レシピ 全10 

京町家・杉本家の味 京のおばんざいレシピ 

味付けの教科書 

笠原将弘の30分で和定食 

だしの教科書 

食品の裏側〈2〉実態編 

－やっぱり大好き食品添加物 

もう献立に悩まない－今日から使える献立の

決め方、作り方、時短ワザまで 

暮らし上手のハーブとスパイス 

はじめてでも、とびきりおいしい料理のきほん

練習帳 

食生活データ総合統計年報〈2016〉 

女子栄養大学栄養クリニックのこども栄養素

えほん 全3巻 

ソース造りの基礎とレシ

ピー 

はじめよう！楽しい食育

（全7巻）身につけたい！

バランスレシピと食の知

恵 

奥薗壽子の簡単レシピ 

全5巻 

腎不全治療レシピ 

糖尿病・代謝・栄養疾患ビジュアルブック 

糖尿病でもおいしく食べる

作って食べて学べるレシピ 療養指導にすぐに

使える糖尿病食レシピ集＆資料集 

腎臓病の人の朝昼夕献立カレンダー  

糖尿病性腎症・慢性腎不全 改訂新版 
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イメージできる解剖生理学

イメージできる生化学・栄養学（  

イメージできる病態生理学

ナチュラルメディシン・データベース  

    健康食品・サプリメント［成分］のすべて 

ヒトマイクロバイオーム研究最前線 

フラジャイル 病理医岸京一郎の所見 1～7巻

はたらく細胞 1～3巻 

ムーア臨床解剖学 第3版 

臨床のための解剖学 第2版 

一目でわかる臨床遺伝学 第2版  

ムーア人体発生学 原著第8版 

微生物検査ナビ 第2版 

カラー図解 免疫学の基本がわかる事典 

免疫系のしくみ－免疫学入門  

あたらしい人体解剖学アトラス 

ギルバート発生生物学 

東大講義録  

 医療職を目指す人の解剖学 はじめの一歩 

新しい発生生物学 

ウォルパート発生生物学  

ガートナー/ハイアット組織学 第3版 

はじめて学ぶ医療英語  

ゲノム医学 

ペコリーノがんの分子生物学 第2版 

デヴィータがんの分子生物学 

疾患からまとめた病態生理FIRST AID 

人体の構造と機能 第4版 

標準組織学総論 第5版 

組織病理カラーアトラス 第2版 

消化管の病理学 第2版 

内科診断学 第3版 

Essential 解剖学 テキスト＆アトラス 

ネッター解剖学アトラス原書第6版 

医療情報技師能力検定試験 

 過去問題・解説集2016 

組織細胞生物学原書 第3版 

人体解剖カラーアトラス原書 第7版 

Ross組織学原書 第5版 

カラーアトラス人体 解剖と機能 第4版 

解剖学カラーアトラス 第8版 

 

＜歯科衛生専攻＞ 

カラーアトラス口腔組織発生学 第4版 

目で見る解剖と生理 第2版 DVD  

  Vol.10 消化系I 口、消化管 

  Vol.11 消化系II 肝臓・胆嚢・膵臓、代謝 

   Vol.12 腎・尿路  

歯科衛生士のための 

 口腔機能管理マニュアル 高齢者編 

基礎からわかる高齢者の口腔健康管理 

認知症の人の「食べられない」「食べたくない」

解決できるケア 

多職種協働チーム先制医療での口腔ケア

FAQ50 

あめふってきたゆきふってきた 

きんいろのさかな 

はしの上のおおかみ 

かわるよかわるよ－まる/さんかく/しかくの型

抜きしかけ紙芝居 

おかあさんどこ？－穴あきしかけ紙芝居 

日本遊戯思想史 

日本遊戯史 

相撲大事典 第四版 

高校野球 四国100年物語  

保育園義務教育化 

ブラック化する保育 

ルポ 保育崩壊 

THIS IS JAPAN 英国保育士が見た見本 

映像で見る主体的な遊びで育つ子ども 

 あそんでぼくらは人間になる 

じんぐるじゃむっ 

ふじようちえんのひみつ 世界が注目する 

 幼稚園の園長先生がしていること 

保育におけるドキュメンテーションの活用： 

  新時代の保育1 (ななみブックレット) 

スキルあそび45－人とのかかわり方を育てる 

楽しみながら運動能力が身につく！ 

  幼児のためのコーディネーション運動 

みんなのコーディネーション運動 (DVD)  

  幼児編  

  小学生編 PART1  

   小学生編 PART2  

   親子編 PART1  

   親子編 PART2  

運動の苦手なほど効果がでる!  

 子どもの運動神経はジャンケンゲームで 

 みるみる育つ 

日本幼児体育学会認定 

 幼児体育指導員養成テキスト 

  幼児体育 理論と実践[初級] 第5版 

    

 幼児のリズム運動指導員養成テキスト 

  幼児のリズム運動 

幼児体育用語辞典 

3か月でフルマラソン！ DVD-BOX

まる得マガジン 3秒から始める 腰痛体操  

 腰痛はもう怖くない [DVD] 

ジリアン・マイケルズの キックボックス・ダイ

エット~たった20分で、あなたの脂肪に蹴りを

入れるわ! [DVD]  

ジリアン・マイケルズの 下半身最強ダイエット 

～理想の下半身がほしい人は私に任せて。 

   約束する! [DVD]  

ジリアン・マイケルズの腹やせエクササイズ 

 ～6週間で脂肪を取る [DVD] 

マクミラン世界子ども学大事典 

笑いとユーモアの心理学 

遊びのリアリティー 

スポーツ心理学ハンドブック 

パーソナリティ心理学ハンドブック 

必携 発達障害支援ハンドブック 

 

＜医療検査専攻・応用生命科学専攻＞ 
臨床研究の教科書 

   -研究デザインとデータ処理のレポート- 

今日の治療指針 2016年版 デスク版 

老年歯科医学 

スペシャルニーズデンティストリーハンドブック 

精神疾患の摂食嚥下障害ケア 

はじめよう在宅歯科医療 

日本におけるフッ化物製剤 第10版 

 フッ化物応用の過去・現在・未来  

生活と健康  第5版 

歯周病と全身の健康 

歯科医のための皮膚科学 第2版 

今読むべきインパクトの高い70論文＆77症

例－文献と臨床のインプラントサイエンス 

医療スタッフのための美しいしぐさと言葉 

歯科五法コンメンタール 第2版 

 歯科関連法律の逐条解説 

小児歯科診療最前線！ 

 子どもを泣かせない17の裏ワザ 

絵で見る予防歯科 

   

絵で見る歯医者さん 

 

デンタルオフィスナビゲーション 

 歯科衛生士って素敵な仕事 

歯科保健関係統計資料  

 口腔保健・歯科医療の統計 2016年版 

歯科衛生ケアプロセス実践ガイド 

はいしゃさんの仕事カイゼン術 

フローチャートでわかる歯科医院における 

 50の痛み  診断手順と治療法 

新骨の科学 第2版 

学生のための解剖・組織・発生学 

標準組織学 総論 

ネッター解剖学アトラス原書第6版 

顎・口腔のCT・MRI  

解体新書「復刻版」 

新・PMTC予防・メインテナンス・SPTのための

プロケアテクニック  

史上最大の暗殺軍団デンタルプラーク  

一歩進んだ臨床のための エンド治療Q&A 

歯が割れてもあきらめないで！ 

歯科衛生士にも知ってほしい 

 かみあわせの本 ペリオにもかかわるの？ 

歯周病学用語集 第2版 

患者さんの不安・疑問に答える 選ばれる歯科

医院になるための治療時の説明 

診療室・病院・訪問・介護の現場すべてに 

 対応 絶対知りたい義歯のこと  

医療スタッフのための 動機づけ面接法 

 逆引きMI学習帳 

一刀両断!高齢者補綴治療のお悩み解決  

 Q＆Aで学ぶ理論と70のコツ 

口腔咽頭の臨床 第3版 
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＜看護学科・地域看護学専攻＞ 

看護のためのアセスメント事例集第2版 Vol.5

脳梗塞患者の看護事例 

2016年度版医療福祉総合ガイドブック 

看護関係法令-健康支援と社会保障制度4 

 （系統看護学講座 専門基礎分野） 

リハビリテーション看護

栄養食事療法（系統看護学講座 別巻） 

運動器リハビリテーションシラバス セラピスト

のための実践マニュアル 改訂第3版 

認知症ケアガイドブック 

看護実践能力習熟段階に沿った急性期病院

でのステップアップ認知症看護 

認知症の語り 

認知症高齢者の看護 

 パーソン・センタード・ケアの視点 

 Vol.1コミュニケーションはとれていますか？ 

 Vol.2看護の工夫をしていますか？ 

心臓外科手術と術後ケア 術式別ポイント

チェック 

人工呼吸器まるごとブック（とことんやさしい！

だけじゃナイ！） 

Dr.林のワクワク救急トリアージ 

消化器外科のドレーン看護 

 （速習・速しらべBOOK） 

Do＆Donotでわかる消化器外科手術別の術

前術後ケア 

いかに死を受けとめたか 

 －終末期がん患者を支えた家族たち 

問題意識の倫理 

病態生理が見える 整形外科早わかり図鑑

（整形外科看護2016年春季増刊） 

はじめての整形外科看護 

 カラービジュアルで見てわかる!  

パッと引けてしっかり使える  

  循環器看護ポケット事典 第2版] 

  救急・急変看護ポケット事典 第2版 

  看護＆医療略語ポケット辞典 

  消化器看護ポケット事典 第2版 

  脳神経看護ポケット事典 第2版 

はじめての心臓カテーテル看護 

 カラービジュアルで見

てわかる!  

救急での動きかた・患

者のみかた 

リハビリ病棟の標準看

護計画35  

アディクション看護学 

まるごと図解 ケアに

つながる脳の見かた 

やさしくわかる心臓カ

テーテル 検査・治

療・看護 

在宅ケア学  

 第1巻 在宅ケア学の基本的な考え方 

 第2巻 在宅ケアと諸制度 

 第3巻 在宅ケアとチームアプローチ 

 第4巻 子どもを支える在宅ケア 

 第5巻 成人・高齢者を支える在宅ケア 

 第6巻 エンド・オブ・ライフと在宅ケア 

非侵襲的人工呼吸療法ケアマニュアル 

訪問看護のフィジカルアセスメントと急変対応 

在宅人工呼吸器ケア実践ガイド 

 ALS生活支援のための技術・制度・倫理 

看護がつながる在宅療養移行支援－病院・

在宅の患者像別看護ケアのマネジメント 

現場で使える訪問看護便利帖 

病院で死ぬのはもったいない 

「かあさんの家」のつくり方 

  －ひとり暮らしから、とも暮らしへ－ 

 

マインドマップでつながる!わかる! 

 解剖・機能・症状・疾患? 

クエスチョン・バンク  

 保健師国家試験問題解説 2017 

保健師国家試験のためのレビューブック 2017 

公衆衛生・関係法規・社会福祉 直前α2017 

 (看護師・保健師国家試験対策ブック)  

公衆衛生がみえる2016-2017（第2版） 

2017年版 保健師国家試験問題集 

2017年版 保健師国家試験問題 解答・解説  

保健師国家試験オリジナル予想問題集 

 合格への1000題[2017年版]  

  第1巻 公衆衛生看護学  

  第2巻 保健医療福祉行政論／疫学 

      ／保健統計学 

公衆衛生マニュアル 2016 

重症心身障害児の看護 

子どものアレルギー×母乳育児×スキンケア 

どーしたどーした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イラストを見せながら説明する 

 育児のポイントと健康相談 

メディカ看護基礎教育DVDシリーズ 

 母性看護学の演習や実習に役立つ妊婦 

 健康診査 

ナーシング・グラフィカDVDシリーズ 

 母性看護技術第2巻産婦の看護 

すぐに役立つ小児＆周産期の疾患とケア  

 育成看護の基準として 

特別支援教育における養護教諭の役割 

校内支援体制を築くために (幼稚園・小中高

等学校における特別支援教育の進め方)  

学校における小学生・中学生の精神的ケア 

救急車を呼ぶべきかの見極めと 

 応急対応ケーススタディ 

学校安全の推進と養護教諭の役割 

問診だけで診断できるコツ！ 

 何が一番大事な情報？ 

すぐに使えてよくわかる養護教諭の 

 フィジカルアセスメント 

スキルアップ 養護教諭の実践力  

 養護教諭・保健室の5S+S 

保健室コーチングに学ぶ!  

 養護教諭の「現場力」「癒しの場」を「教育の

場」にチェンジする35の事例 

養護教諭のための救急処置 増補版 

LGBTQを知っていますか？ 「みんなと違う」は

「ヘン」じゃない 

養護教諭ってなんだろう？－その魅力とこれ

からの養護教諭の専門性とは 

養護教諭の常識？ 非常識？ 

思春期の精神疾患 精神科医と養護教諭がホ

ンネで語る 

「ほけんだより」のつくり方ガイドブック 

養護教諭のための調査研究法入門 

養護教諭の健康相談ハンドブック 

保健室で役立つフィジカルアセスメント 

養護教諭の活動の実際 第2版 

災害時のメンタルヘルス 

第5版 乳幼児健診マニュアル 

ネウボラ フィンランドの出産・子育て支援 

クレイジー・イン・ジャパン 

 べてるの家のエスノグラフィー 

産業保健と看護 2016年5号(第8巻5号) 

 特集:運用開始から半年の振り返り ストレス

チェック導入でどうなった? 実践事例 

見せる公衆衛生看護技術 

今日から使える特定健診・特定保健指導実践

ガイド  

オープンダイアローグとは何か 

赤ちゃんからはじまる便秘問題 

社会と健康 

健康教育パワーアップガイド 

お母さんがもっと元気になる乳児健診 

図解ここがポイント! 

 データヘルス―データに基づいた効果的な

保健事業の展開“8つのチェック” 

ここが知りたい職場のメンタルヘルスケア 

  精神医学の知識&精神医療との連携法 

職場のストレスマネジメント(CD付き) 

 セルフケア教育の企画・実施マニュアル 

図解 ストレスチェック実施・活用ガイド 

周産期・子育て期の家族支援 

イラストを見せながら説明する 

 育児のポイントと健康相談 

のほほん解剖生理学  

コレがよく出る必修キーワード 

 解剖生理の総まとめ 

 疾病・病理の総まとめ 

いらすと! はじめての解剖学 

図解からだのしくみ大全 

 －健康・病気予防に役立つ 

   人体の構造とはたらき 

認定看護師が教える！ 看護師

国家試験 状況設定問題 

今はこうする! 看護ケア 

まるごと図解 ケアにつながる脳の見方 

図解白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫が

わかる本 

実践・訪問看護シリーズDVD Vol.1 

 ①訪問看護の基本 

 ②在宅経管栄養 

 ③在宅中心静脈栄養法  

実践・訪問看護シリーズDVD Vol.2 

 ①在宅酸素療法 

 ②在宅人工呼吸療法「気管切開」 

 ③在宅人工呼吸療法「マスク療法」  

発達段階からみた小児看護過程+病態関連

図 第2版 
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成29 3月2日 木 ま 期間 図書館 開館時間を延長します  

 日 8時30分～20時50分  

※次 日 開館時間を8時30分～16時 します ～入試準備 た  

12月9日 2月3日 3月3日  

※12月28日 水 8時30分～18時 す 

そ 他 行事 開館時間 変更があ 場合  

事前 掲示等 お知 せいたします  

編集後記 
ぶっ 第 号 届 寄稿

っ 先生方 学生 皆 あ う い

 

図書館 クリ マ ・バー ョン っ

館内 リー 飾っ 見 来

い 関連本 展示 い  

開館時間 延長 い 図書館

利用 い 新着図書 要チ ク

！ 

図書 延滞 注意！ 
返却期 図書 返却 っ ・・・ 

 ★ 全 延滞図書 返却 い 新 図書 借  

    
   現在借 い 図書 何 y i r ry 確認  

   あ い 図書館 職員 尋 い  

             月 日 土 学生図書館委員会  

             い＆ い い 実施  

            当日 雨 予定 い 人数 少 い参加 参加 子  

     学生 絵本 読 聞 や ロン・ アター 目 や い  

     い い あ いや っ 泣い う子 い  

                          前日・当日 飾 付 翌日 ト ク作 

                          成 学生 力 発揮  


