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医療検査専攻 専攻長     髙 岡  榮 二 

「日本の黒い霧」です。

「生命の起源」はロシア

の生物学者オパーリンの

著書で、 生命の誕生を

地球上の物質の化学進

化の結果とする考えを提

唱したものです。これが

医療の分野を深く学びたいと決意させた著書

でした。松本清張の代表作である「日本の黒

い霧」は、敗戦（1945）後に起こった「下山事

件」「帝銀事件」「松川事件」など、戦後GHQ

の支配下にあった日本で起きた数々の事件

を取り上げ、そこに隠された真実へ迫る衝撃

作です。この本が私を社会活動に参加させる

きっかけとなりました。 

 学生の皆さん、図書館の扉を開けて、気に

なる本のページをめくってみて下さい。人生を

ときめかす書物にきっと出会えるはずです。  

読書は人生の支え 

グループ学習室が新しくなりました！ 

 ８月６日から行っていました図書館2階の

グループ学習室の改修工事が終了し、   

リニューアルオープンしました。第１、第２と 

もに洋室になり、机やイスも新しくなりました。 

 今後は第２グループ学習室には各学科・

専攻の国家試験関連の書籍が並べられ、

国家試験対策のグループ学習にも最適な

空間となる予定です。 

 利用の予約は図書館カウンターまで。 
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 図書館は勉学に最適！の場所であり、 

読書は人生の支え！となります。 

 私は学生時代、勉学への集中力がないこ

とに悩んでいました。そんな私が自分を変え

るために選んだ場所が図書館です。老若男

女が読書や勉学に集中している図書館は、

入場料はいらない、何といっても静寂、ほと

んど他人から邪魔されることもなく、身近に

調べたいものがある。気を散らす誘惑もなく

照明や部屋の温度も快適、下宿暮らしの貧

乏学生にとってこんな贅沢な場所はありま

せんでした。疲れたときは外の大木の木陰

で気分転換をすることもできます。学生時代

の図書館通いで勉学への集中力を身につ

けることができたように思います。 

 青春時代の私は、当時の生ぬるい状態の

中で自己の存在価値にもがいていました。

その時に遭遇した書物が「生命の起源」と
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8月21日（日）に第3回オープンキャンパスが開催され、図書館も参加しました。当日は9名の学生図書館委員がオープン

キャンパス参加者を案内しました。 

第1回・第2回の経験を生かして、各フロアにはマイクを設置し、学生図書館委員の声が通るようにする一方、前回に引き続い

て教科書展示などを行い、図書館について知ってもらえるよう工夫しました。 

今回は希望者のみ図書館を見学する学科もあり、第1回・第2回のように参加者は大人数ではありませんでしたが、その分、

じっくり見学することができたようです。 

学生図書館委員活動報告～オープンキャンパス篇～ 

当日配布した

資料です 

当日の様子 

展示を見る 

高校生 

入学したら  

こんな勉強を

するのよ 

何でも聞いて

ください！ 
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学生図書館委員活動報告～選書活動篇～ 

臨床検査技師は検査データから疾患を考え、それ
を臨床に提供できることが必要になります。そのよ
うになるためには、教科書の基本的な知識だけで
なく検査値からどう考えればいいのか参考に書か
れているものが必要だと思います。次に図書館に
はこれから発展が考えられる不妊治療やそれに携
わるエンブリオロジストに関する本がなかったため、
この本を置いてほしいと思いました。これから臨床
検査技師が働ける分野は広がり、それに対する需
要は増えていくと思うので進路の選択や知識を吸
収するためにも多くの各専門分野の関連書籍を置
いてほしいです。 
  医療衛生学科医療検査専攻3年 
     学生図書館委員 岡林佑紀・堀野紗希 

どういう本が必要であるかクラスみんな
に考えてもらい、出してもらった意見を元
に学生図書館委員が本を選びました。
実習に出て必要だと感じた本や、実習後
にもっと学びを深めたいと思って選んだ
本、国家試験に向けて、未熟な点を補う
ための専門書を選びました。また、1年
生の時にあったら良かったのになというよ
うな本も後輩のために選びました。 
      看護学科3年学生図書館委員 
              山中智茜・吉岡侑香  今回私が選んだ本はどれもおすすめの本です

が、中でも『希望学（1-4)』（東京大学出版会）は
広く読んでいただきたい本です。希望が持てない
と思ってしまう人が沢山いる現代だからこそ今一度
希望と向き合ってそれを持つ意味の大切さを考え
てもらいたいと思って選びました。 
 図書館は本だけあっても利用する人がいないと
成長しません。大学の図書館が学生の力で成長
できるように、学生の皆さん、ぜひ欲しい本をリク
エストしてください。 
   生活科学学科1年A組  
      学生図書館委員   河野彩花 

今回の選定では個人的には購入をためらう
ような高価な専門書から新しい価値観に触
れられるような書籍を中心に選びました。 
また、幅広いジャンルの本を揃えることで、
課題や自習に取り組みやすくなり、さらに、新
しい本と出会える事ができれば、気分転換に
なるのは勿論ですが、私達にとっても良い刺
激になると思いました。 
  生活科学学科1年Ｂ組   
    学生図書館委員  濱田南 森山理紗 

本の希望を募ってみたところ、みんなの希望は２つに別れました。 
 １つ目は保育関係の就職に関する本や最新の保育雑誌があま
り置いていないので置いてほしいのと、シリーズになっている絵本や
実際の保育現場にある絵本などを置いてほしいという希望です。
保育現場へ実習やボランティア等で行ったとき見聞きして希望し
たり、就職難と言われているこのご時勢に少しでも勉強するために
過去問などが欲しいが、学生ということもあり金銭面で購入が
難しいため、希望があがりました。 
 ２つ目は小説類があまり置いていないので置いてほしいという希
望でした。大学ではありますが、少しでも小説があれば気軽に
利用できるというのがみんなの考えだと思います････。 
    幼児保育学科２年Ａ組 
                学生図書館委員  下元 智沙 

5ページに今月の新着図書を紹介しています。今回は教員だけでなく、学生図書館委員が選書しました。どんな風に
選書したのか、どんな思いで本を選んだのか、学生図書館委員からメッセージが届いています。「読みたい！」と思った

本は新着図書架をチェックしてみてください。早く読みたい人は図書館カウンターで予約ができます。 
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学生さんが見つけた！図書館おススメの一冊 

数字でみる図書館利用状況 相互貸借件数の推移 

医療衛生学科医療検査専攻3年 

今別府 芹加 

 最低限おさえておかなければならない項目が

簡潔に解説してあり自分独自の講義ノート作成

に最適なテキストだと思います。 

 ただし国家試験で扱われることの抜けがたくさ

んあるので、自分で書き込みしていくことが必要になります

が、国家試験に向けて０からスタートするといった学生にも、

テストの参考にするといった学生にもおすすめです。 

 他にもブルー・ノート（基礎編）、グリーン・ノート（基礎編・臨

床編）といったシリーズもあるので大いに活用してもらいたいと

思います。 

「臨床検査技師 イエロー・ノート 臨床編」 

芝 紀代子著 メジカルビュー社 
2階 492.1/S 1071415・1072373の2冊があります 

医療検査専攻と歯科衛生専攻の学生さんに、図書館で見つけたおススメの本について教えていただきました。 

毎日の勉強に、ちょっとした気分転換に。図書館の本を是非読んでみてください。 

513

247

376

683 672

566 567

369
325 331

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2006 2007 2008 2009 2010

年度

件

数

文献複写申込件数 文献複写受付件数

注）文献複写申込件数は本学図書

館から学外の図書館に文献のコピー

を申し込んだ件数です。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。 

医療衛生学科歯科衛生専攻２年 
田部 葉月 

医療衛生学科医療検査専攻3年 
堤 香菜子 

「春期限定いちごタルト事件」 

米沢 穂信著  東京創元社 
新着書架  図書館カウンターで予約できます 

医療衛生学科歯科衛生専攻２年
 

谷岡 眞実 

「夏期限定トロピカルパフェ事件」「秋期限定栗きんとん事

件」の〈小市民〉シリーズの第一作。日常の些細なナゾを

説き明かすミステリーなので、他の推理小説にあるような

浮世離れ感がなく、すんなり読めます。小市民として慎まし

く生きたいと願っているのにさまざまな謎に出会ってしまう

小鳩君と小佐内さんが、さまざまな事件を一般の人には

目立たないようにさりげなく解き明かしていくというもので、

二人のキャラクターと関係性が魅力的でした。ただし、  

お腹の空いている時にはあまり読まない方がいい作品です。 

 この絵本は、はじめておつかいに出掛けた時のワクワクや
ドキドキなど色々な気持ちを感じることが出来ます。有名な

絵本なので読んだことがある人もいるかと思います。 

 私の妹にも読んであげると、読む度に、早くおつかいに行

きたいなー、と言っていました。そんな妹もおつかいに行け

る年になり、初のおつかいに行きました。下の妹にも今読ん

であげています。 

 幼児保育の方にはもちろん、他の学科の方もはじめて 

おつかいに行った時の、あのドキドキやワクワクを思い出し

ながら読んでみてはいかがでしょうか。 

「はじめてのおつかい」 

筒井 頼子 著 林 明子 絵 福音館書店  
地階 J726.6/ Ｔ 1023281 

「医学領域における臨床検査学入門：新装版」 

藤田保健衛生大学臨床検査学入門編集委員会著 

ＫＴＣ中央出版 
2階 492.1/Ｆ  1072531,1072532,1072533 

 この本を知ったのは友人が使っているのを見て知りました。 

 中を見てみると、覚えやすいようにゴロが書いてあったり、絵

で説明してあったりと分かりやすい説明がたくさんあります。 

 全ての科目が含まれているので、この1冊があればとても便
利です。１つの科目でも細かく分類されており、１つ１つ詳しく

説明が書いてあるので国試の勉強をするのにとても役立って

います。 

 1年生や2年生もぜひ毎日の勉強に、3年生は国試の勉強
に役立ててみて下さい。 



5 

 

管理栄養士がすすめる介護食七変化メニュー500 
クリティカルケアにおける栄養管理 

麺＆ご飯もののＡＢＣ教えます  

肉・魚料理のＡＢＣ教えます  

野菜料理のＡＢＣ教えます  

フライパン１つで１００レシピ  

じゃがいもの本  

もやしの本  

にんげんはたべたものからつくられる  

きょうからはじめる食育のえほん ２  

給食番長  

食事でかかる新型栄養失調  

見てわかる！栄養の図解事典  

１００万人が選んだ大絶賛おかず   

女子栄養大学の学生食堂  

女子栄養大学のお料理入門  

女子栄養大学の手作りスイーツ  

お菓子作りのなぜ？がわかる本  

科学でわかるお菓子の「なぜ？」  

イラストで見る化学実験の基礎知識 第３版  

事例でみる食中毒の現場  

フードスタイリングの基本がわかるかわいいおうちごはん。  

テーブルフォトの撮り方きほんｂｏｏｋ  

病気・症状別サプリメント・健康食品の効き目事典  

いちばんかんたんな料理・雑貨・花の撮り方手帖  

ｓｙｕｎｋｏｎカフェごはん  

一流シェフのとっておきカップデザート  

人気のデリそうざい  

キレやすい子どもその原因は食事にあった  

心の病と低血糖症  

グルメ以前の食事作法の常識  

野菜のソムリエ―おいしい野菜とフルーツの見つけ方 

できる管理栄養士７０のスキルアップ術 

割合で覚える和の基本  

調理以前の料理の常識 ビジュアル版  

調理がわかる物理・化学の基礎知識  

買っていい食材＆おいしい料理一目瞭然図鑑  

イラスト版食材図鑑  

いちばんやさしい生理学の本  

漬けものの絵本 １  

漬けものの絵本 ２  

梅干しの絵本  

キムチの絵本  

ピクルスの絵本  

基礎栄養学 第３版    

ライフステージ実習栄養学 第４版  

栄養教育・指導演習 改訂  

栄養士のための栄養指導論 第２版  

応用栄養学 第９版  

応用栄養学 第２版  

給食管理実習 校外編 ４訂  

給食運営管理実習 学内編 第３版  

新・栄養指導論 改訂第２版   

調理学 新訂版   

腎臓病食品交換表 第８版  

認定病態栄養専門師のための病態栄養ガイドブック   

新公衆栄養学 第１０版  

日本の食文化史年表 

高齢者の栄養スクリーニングツール ＭＮＡガイドブック 

食育用語辞典 

知っておきたい食生活の基礎知識  

健康・栄養食品アドバイザリースタッフ・テキストブック  

新しい臨床栄養学 改訂第５版  

新しい食物学 改訂第２版  

腎臓病透析患者さんのための献立集  

最新日本食品成分表  

お茶の力  

食品成分表 改訂最新版  

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書した選りすぐりの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９月の選書委

員会で購入が決定した図書です。また、3ページで紹介した学生図書館委員が選書したものも含まれています。新着書架を是非チェックしてみてください。 

■■情報科学■■ 

例題50＋演習問題50でしっかり学ぶ HTML5＋CSS標準
テキスト 

Webサイト制作・運営に役立つ! ホームページ担当者が最
初に覚える100の基本  
はじめてのホームページHTML5入門―Windows7/Vista/
XP/Mac OS X対応 
パソコン入門5冊分! ＜Windows7+インターネット+メール
+Word 2010+Excel2010＞ 
XPユーザーのためのWindows 7乗り換えガイド 
新米IT担当者のための HTML/CSS&Webサービスがしっか
りわかる本 

わかる！スマートフォンのすべて 

ウェブ進化 最終形 「HTML5」が世界を変える 
スマートフォン術 情報漏えいから身を守れ 

バイオ研究で絶対役立つプレゼンテーションの基本 

PowerPointのやさしい使い方から学会発表までーアニメー
ションや動画も活かした効果的なプレゼンのコツ 

■■医療事務・薬局調剤■■ 

医療現場iPad活用ガイド 
医療現場のデータベース活用 

超実践マニュアル 医療情報 

「病院」の教科書知っておきたい組織と機能 

新人診療情報管理士と医事職員のためのコーディング寺子屋 

診療情報管理士の実務Q&A 
カルテの読み方と基礎知識 第４版 

薬の選び方を学び 実践する OTC薬入門〔改訂版〕 
薬局調剤の基本―処方せん受付から調剤、鑑査、服薬指

導まで 

薬局管理の基本―医薬品管理・情報の活用から地域にお

ける役割まで  

医者からもらった薬がわかる本 第２７版 
■■東日本大震災関連■■ 

内部被曝の脅威 

子どもたちを放射能から守るために  

新版 チェルノブイリ診療記 

地震イツモノート  

地震の時の料理ワザ 

■■資格・起業■■ 

飲食店 攻めの計数 問題集 

小さな飲食店 売上を伸ばすメニューブックの作り方 

フードサービス攻めの計数 

フードサービス攻めのメニュー戦略 

自分でパパッとできるはじめての飲食店開業&経営 

はじめての「デリ&お弁当屋さん」オープンBOOK 
移動販売で成功する本―みんなでHAPPYになろうよ 
インターネットにお店を持つ方法 ネットショップ開業で夢を叶

えた12人の女性オーナーたち 
ドラッグストアＱ＆Ａ ｐａｒｔ2 
新検定簿記講義 ３級 商業簿記 平成２３年度版 

■■教育・教養関係■■  

クリエイティブ・トレーニング・テクニック・ハンドブック第３版 

あなたが変わる「話し上手」の法則 

ワークショップ・デザイン 

生徒と創る協同学習 

協同学習の技法 

先生のためのアイディアブック 

学校「裏」サイト対策Q&A: 子どもを守るために 
デジタル教材の教育学 

データ比較「住みにくい県」には理由がある 

学問のすゝめ 

社会人として必要な「聞く力・話す力」の高め方 

■■食品学・調理学・栄養学■■ 

ＴＰＰ反対の大義 

米粉ランチ 

食の検定食農１級公式テキストブック 

塩麹と甘酒のおいしいレシピ 

調理学第３版 

水 

えひめAIの作り方、使い方  
うかたまBOOKS 手づくりのたれ、ソース、調味料 
旬の野菜の栄養事典改訂版 

毎日の食事のカロリーガイド５訂増補 

全施設における臨地実習マニュアル第２版 

食品成分表 ５訂増補  

ヘルシーデータ食品成分表  

Ｎ．ＳＡＴＯの生活科学実験講座 １  

Ｎ．ＳＡＴＯの生活科学実験講座 ２  

Ｎｅｗ ＆ ｖｉｓｕａｌ食品成分表 第２版  

〈わかりやすい〉栄養・健康データ集  

食べ物と健康 １ 

食べ物と健康 ２ 

健康は育てるもの  

身近な食品学 第２版  

メタボ対策・特定保健指導のためのこれだけ食べたらこれだ

け運動  

食品学実験  

図解入門よくわかる栄養学の基本としくみ  

香川靖雄教授のやさしい栄養学 第２版  

最新子どもの食と栄養 第７版  

よくわかる栄養学ハンドブック  

サービングサイズ栄養素量１００  

子どもの欠食・孤食と生活リズム  

子どもの食と栄養演習書  

アンチエイジングのための日本料理四季のお献立  

健康食品・サプリメントの事典  

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  

有元葉子の料理の基本  

なだ万日本料理の真髄  

キャベツ料理 野菜がおいしい毎日のおかず 

新食品成分表 ２０１１年版 フーズサポーター（ＣＤ-ＲＯＭ）付き 
６４６食品成分表 2011年版 フーズサポーター（ＣＤ-ＲＯＭ）付き 
日本食品標準成分表〈2010〉 
日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表〈2010〉 
栄養塾 症例で学ぶクリニカルパール 

「治る力」を引き出す実践!臨床栄養 

日本人の食事摂取基準(2010年版)の実践・運用―特定
給食施設等における栄養・食事管理 

平成23年度版管理栄養士・栄養士必携―データ・資料集  
野菜まるごと大図鑑  

医薬品－栄養素の相互作用  

人間栄養とレギュラトリーサイエンス  

栄養管理のための人間栄養学  

すぐに使える栄養管理事例５０  

わかりやすい食物と健康 １ 第２版  

みんなで調べて育てて食べよう！ ３  

総合学習遊んで学ぶ野菜の本 １  

楽楽栄養計算・食事編  

健康食品取扱マニュアル 第６版  

東京・足立区の給食室  

ヘルシオでつくる健康ごはん  

健康・栄養食品事典 ２００８改訂新版  

ＮＨＫためしてガッテン食べ物・栄養健康にチャレンジ！1-4  
実践！臨床栄養  

現場発！臨床栄養管理  

誤解だらけの「危ない話」食品添加物、遺伝子組み換え、Ｂ

ＳＥから電磁波まで 

健康情報・本当の話 

栄養・食品機能とトランスポーター 

イオン化ミネラルと水 その食品加工への利用 

図解食品加工プロセス 

Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ Ｆｏｏｄ 機能性食品の基礎から臨床へ  

食品スーパー 成長繁盛が容易な営業力強化法 

食べるアメリカ人 

食品免疫、アレルギー事典 

ジェフリー・ブランド博士の２０日間で若返る 

ジョナサン・ライト博士の新・栄養療法 

ビタミンがスンナリわかる本 

今月の新着図書（これから入る本） 
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岩波講座 物理の世界 DNAと遺伝情報の物理 
高校物理のききどころ 電気と磁気 

高校物理のききどころ 熱・波動、原子と分子 

算数から見えてくる数学 数からはじまる 

算数から見えてくる数学 図形のひろがり 

算数から見えてくる数学 関数への一歩 

算数から見えてくる数学 数学のかがやき 

ゼロからの大学物理 ゼロからの力学Ⅰ 

ゼロからの大学物理 ゼロからの力学Ⅱ 

ゼロからの大学物理 ゼロからの電磁気学Ⅰ 

ゼロからの大学物理 ゼロからの電磁気学Ⅱ 

ゼロからの大学物理 ゼロからの熱力学と統計力学 

シリーズ 進化学 遺伝子とゲノムの進化 

シリーズ 進化学 化学進化・細胞進化 

シリーズ 健康と食を問い直す生物学 メタボリック症候群 

シリーズ 健康と食を問い直す生物学 知っておきたい分

子生物学 

シリーズ 健康と食を問い直す生物学 よみがえる感染症

知っていますか？ 医療と放射線 

医歯薬系の物理学 

■■基礎医学■■ 

好きになる生理学  

シンプル衛生公衆衛生学 ２０１１ 

感染と微生物の教科書  

入門運動生理学 第３版 

標準病理学 第４版  

例解統計図表の設計  

プロメテウス解剖学コアアトラス  

サイエンス大図鑑  

diFiore人体組織図譜 原書第11版   
基礎からわかる病理学 

ボディーセラピーのための トートラ標準解剖生理学 

トートラ 解剖学 第2版 
トートラ 人体の構造と機能 第3版 
トートラ 人体解剖学 原書8版 
症例ファイル 解剖学 

人体解剖カラーリングブック 

ネッター医学図譜 筋骨格系3 学生版 
ネッター医学図譜 脳・神経系1 学生版 
ネッター医学図譜 脳・神経系2 学生版 
ケリーMRI解剖学 
ジュンケイラ組織学 第3版 
症例問題から学ぶ生理学 原書3版 
第2版 病気を理解するための病態生化学 
第3版 生物を知るための生化学 
症例ファイル 生化学 

カラーアトラス病態病理学 改訂2版 
コア 病理学 原書2版 
入門 病理学 

もっとよくわかる！シリーズ  もっとよくわかる！免疫学 

イラストでみる超基本バイオ実験ノート 

改訂第2版 免疫学最新イラストレイテッド 
転換期の医学 全人的医学へ 

転換期の医学 こころを医学する 

転換期の医学 幸福と医学 

医学史探訪 ー 医学を変えた100人 
そのまま使える医療英会話（CD付き） 
造血器腫瘍アトラス 改訂第４版  

WHO Classification of Tumours of the Central Nervous 
System 4TH PAP  
早わかり生理学ハンドブック 

病気がみえるｖｏｌ．７ 

病気がみえる２第３版 

病気がみえる１第４版 

病気がみえる９第２版 

病態生理ビジュアルマップ１-５ 
図解入門よくわかる解剖学の基本としくみ  

図解入門よくわかる生理学の基本としくみ  

図解入門よくわかる病理学の基本としくみ 

目で見る解剖と生理第2版 神経系１ 中枢神経、高次機
能、運動系  

目で見る臨床検査 第2版 vol.1 一般検査 
尿沈渣検査法 2010 
看護英語の基本用語と表現  

一目でわかる臨床検査 第2版 

栄養学の歴史 

地域食材大百科 第１巻 ‒第5巻 
食品免疫・アレルギーの事典  

世界の食用植物文化図鑑  

野菜の魅力 

DVDやさしい栄養学第3版 1巻栄養学とは 
DVDやさしい栄養学第3版 2巻エネルギーとなる栄養 
DVDやさしい栄養学第3版 3巻身体をつくる栄養 
DVDやさしい栄養学第3版 4巻ライフステージと栄養 
DVDやさしい栄養学第3版 5巻疾病と栄養 
DVDやさしい栄養学第3版 6巻栄養学とは 
食品添加物活用ハンドブック: 食品添加物実用必須知識編 

食品添加物活用ハンドブック: 食品添加物実用必須データ編 

■■学生図書館委員選書分（生活科学学科）■■  

クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 〈２０１２〉 

希望学1 希望を語る 
希望学2 希望の再生 
希望学3 希望をつなぐ 
希望学4 希望のはじまり 
Ｑ わたしの思考探究（１） 

Ｑ わたしの思考探究（２） 

生きる勉強 

寡黙なる巨人 

おべんとうの時間 

アロマテラピーの教科書 

中国家庭料理のおいしい教科書 

ウー・ウェン流 おかず2品のお弁当 
ウー・ウェンの素材ひとつで作る料理 

ノーマ―北欧料理の時間と場所 

カラー人体解剖学・ミクロからマクロまで 

続・体脂肪計タニタの社員食堂もっとおいしい600kcalのまんぷく
食堂 

量る・計る・食べるダイエット 

世界一の美女になるダイエットバイブル 

ツキを呼ぶセラピー 

からだにおいしい野菜の便利帳 

もっとからだにおいしい野菜の便利帳 

女子栄養大学のカフェテリアカンタン今日のごはんこれで決

まり 

成功脳 

斎藤一人成功する人くさる人  

斎藤一人すべてがうまくいくコツ４９  

強運 

愛される人生 

マネジメント[エッセンシャル版] 

■■大学での学び方■■ 

論文の書き方・まとめ方  

論文の教室  

日本語の作文技術  

実戦・日本語の作文技術  

大学生のためのレポート・論文術 新版 

大学生のためのレポート・論文術 インターネット完全活用編  

レポート・論文の書き方入門 第３版  

アカデミック・スキルズ  

知へのステップ 第３版  

新編大学学びのことはじめ  

大学生のための日本語表現トレーニング スキルアップ編  

大学生のための日本語表現トレーニング 実践編  

広げる知の世界  

大学生のための知的勉強術 

ホンモノの日本語を話していますか？  

教えるということ  

■■保育士関連■■ 

保育の心理学１・２  

保育の心理学 １  

保育の心理学 ２  

発達心理学  

保育に役立つ！子どもの発達がわかる本  

保育者のたまごのための発達心理学  

幼児・児童の発達心理学  

実習の記録と指導案  

保育実践力を高める  

「気になる子」にどう対応すればいい？  

これだけはおさえたい！保育者のための子どもの保健 １ 

最新保育園・幼稚園の実習完全マニュアル  

保育者をめざす学生のための実習指導サブノート  

保育用語辞典 第６版  

教育力  

感じない子どもこころを扱えない大人  

子どもの将来は「寝室」で決まる  

「ギフテッド」天才の育て方  

遊びを中心とした保育  

できることからはじめよう！―小１プロブレム？学校プロブレム？ 

保育の中の小さなこと大切なこと  

教育の最新事情がよくわかる本  

他人を見下す若者たち  

友だち地獄  

あそんでうれしい絵かき歌親子あそび１２０  

えがおいっぱいの楽しいペープサートコレクション  

おしゃべりあそびうた 

くろいわていこのたのしい舞台劇傑作選２０  

えほんのせかいこどものせかい  

今日から明日へつながる保育 

■■英語■■ 

「例解」現代英語冠詞事典  

Ｋａｔｉｅ ａｎｄ Ｂｏｏ  

Ｍｙ ｈｏｍｅｗｏｒｋ ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ  

Ｔｈｅ ｇｉｖｉｎｇ ｃｈａｉｒ  

Ｂａｒｎｅｙ ａｎｄ ｔｈｅ ｋｉｔｔｅｎ  

Ｂａｒｎｅｙ’ｓ ｆｉｒｓｔ ｓｎｏｗ  

Ｄｉｎｇ－ｄｏｎｇ！  

■■学生図書館委員選書分（幼児保育学科）■■ 

バムとケロのにちようび  

バムとケロのそらのたび  

バムとケロのさむいあさ  

バムとケロのおかいもの  

バムとケロのもりのこや 

ギャロップ！！  

夜は短し歩けよ乙女  

ハリー・ポッターと賢者の石  

ハリー・ポッターと秘密の部屋  

ハリー・ポッターとアズカバンの囚人  

ハリー・ポッターと炎のゴブレット（上・下２巻セット）  

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団  

化物語 上 ・下  

刀語 第１話 ‒第12話  
どうしちゃったの？ねずみくん  

ごちそうだよ！ねずみくん  

また！ねずみくんのチョッキ  

ねずみくんねずみくん  

ねずみくんのたんじょうび  

またまた！ねずみくんのチョッキ  

コップをわったねずみくん  

ねずみくんのひみつ  

ぞうさんとねずみくん  

ねずみくんとブランコ  

ねずみくんとおんがくかい  

とりかえっこ！ねずみくんのチョッキ  

ねずみくんとホットケーキ  

ねずみくんとゆきだるま  

ねずみくんのしりとり  

なぞなぞねずみくん  

また！ねずみくんとホットケーキ  

ねずみくんのクリスマス  

ねずみくんのプレゼント  

ねずみくんとおてがみ  

ねずみくんとかくれんぼ  

ねずみくんとシーソー  

ねずみくんおおきくなったらなにになる？  

だから！ねずみくんのチョッキ  

ねずみくんうみへいく  

■■電気工学・物理学・数学・生物学■■ 

絵ときアナログ電子回路の教室 

身近な電気・節電の知識 

マンガでわかる電気 

現場エンジニアが読む電気の本 

理工系 電気電子数学再入門 

なるほどナットク！ 電気がわかる本 

岩波講座 物理の世界 回路とシステム 

岩波講座 物理の世界 物理定数とSI単位 



7 

 

ラ・スパ国試によくでる関係法規２０１１ 

公衆衛生・関係法規・社会福祉直前α２０１２ 
新出題基準別保健師国家試験予想問題集２０１１年 

ピース 

図説国民衛生の動向２０１０-２０１１ 
国家試験にでる国民衛生の動向２００６年対応版 

保健師国家試験オリジナル予想問題集合格への１０００

題２０１２年版 

保健師国家試験のためのデータ・マニュアル２０１２ 

これで完璧！看護国試過去問完全攻略集２０１２ 

■■地域看護■■ 

サクサク看護研究 

健康のための行動変容 

DVD これからの介護の新しい視点-今を生きるを大切に 
第1巻介護の新しい視点ICF 
DVD これからの介護の新しい視点-今を生きるを大切に 
第2巻利用者のニードと食事、入浴、排泄におけるケア 
DVD 必見！新たな地域密着型介護サービスの実際 
求められる地域サービスと認知症ケア 第1巻小規模多
機能型居宅介護とは 

DVD 必見！新たな地域密着型介護サービスの実際 
求められる地域サービスと認知症ケア 第2巻小規模多
機能型居宅介護の実際 

■■精神看護■■ 

予測して防ぐ抗精神病薬の「身体副作用」  

イラストで見る診る看る精神看護 第３版  

場面でまなぶ精神看護学  

暴力事故防止ケア  

こころを癒す  

精神看護実習ガイド  

統合失調症を理解する  

ボーダーラインの心の病理 改訂新版  

シネマ処方箋  

ぼくは統合失調症  

パーソナリティ障害がわかる本  

人と場をつなぐケア  

統合失調症の治療  

精神科治療薬処方ガイド 第２版  

困ったときの精神看護  

うつ病治療常識が変わる  

ツレがうつになりまして。  

その後のツレがうつになりまして。  

マンガでわかる！統合失調症  

 対象喪失  

御巣鷹山と生きる  

説明できるエンゼルケア  

せん妄であわてない  

災害とトラウマ  

悲嘆とグリーフケア  

■■学生図書館委員選書分（看護学科）■■ 

ちんちんかみしばいシリーズ第２期 

ナースによる心のケアハンドブック 

看護過程に沿った対症看護第４版 

ケアに生かす検査値ガイド 

コンフォート・タッチ 

発達障害への看護アプローチ 

呼吸 

看護師・看護学生のためのなぜ？どうして？看護の統合

と実践 

看護師・看護学生のためのなぜ？どうして？健康支援と

社会保障制度 

看護師・看護学生のためのなぜ？どうして？薬のはなし 

看護師国家試験のためのなぜ？どうして？チェキラ第４版 

看護師の仕事につきたい！ 

３Ｄ画像で学ぶ人体 

病気がみえる６ 

好きになる生理学 

生命の意味論 

マンガでわかるナースの統計学 

図解入門よくわかる薬理学の基本としくみ 

図解薬理学第２版 

やってはいけない看護ケア 

地域保健ノート 

 

■■統計学■■ 

EBM医学統計学 
ナースのためのデータ処理 

Rによる医療統計学 
まずは基礎だけ 臨床統計 

SPSSでやさしく学ぶ統計解析 第4版 
SPSSのススメ2～3要因の分散分析 
「医療統計」わかりません!! 

SPSSで学ぶ医療系データ解析―分析内容の理解と手順
解説、バランスのとれた医療統計入門  

新版 医学への統計学 

医学統計学の事典 

医学統計学辞典 

統計学のセンス ―デザインする視点・データを見る目―  

統計モデル入門  

統計ライブラリー 実践医学統計学  

統計科学辞典 （普及版）  

入門 医療統計学―Evidenceを見出すために 
統計ライブラリー サンプルサイズの決め方 

概念モデルをつくる (臨床家のための臨床研究デザイン塾テキスト)  

いまさら誰にも聞けない医学統計の基礎のキソ 

■■学生図書館委員選書分（医療検査専攻）■■ 

Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐロゴデザインの王道教本 

夢をかなえるツイッター 

感染症は世界史を動かす 

数学ガール 乱択アルゴリズム 

数学ガール フェルマーの最終定理 

数学ガール ゲーデルの不完全性定理 

生殖補助医療 

エビデンスに基づく検査データ活用マニュアル 

ＣＲＣ（治験コーディネーター）という仕事 

医学領域における臨床検査学入門第２版 

■■歯科学■■ 

ハイネマン歯科英和辞典 第２版 

う蝕と歯周病  

スーパー図解歯周病  

Ｄｒ．さとうの入れ歯相談所  

歯と口から伝える食育  

喫煙と歯肉 新装版  

かむ・のみこむが困難な人の食事 

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摂食・嚥下リハビリ＆レク 

セルフケアのための歯磨剤ガイド 

ホワイトニングに強くなる本 

これでﾊﾞｯﾁﾘ義歯製作のｱｼｽﾀﾝﾄﾜｰｸ 

噛むチカラで肥満を防ぐ 

噛むチカラで脳を守る 

噛むチカラでストレスに勝つ 

ｲﾗｽﾄでわかる歯科医学の基礎 

これで解決！！ドライマウス  

摂食・嚥下障害検査のための内視鏡の使い方  

歯科からアプローチする食育支援ガイドブック  

ドライマウス  

歯は命とつながる臓器  

家族とケア関係者でつづるリレー式介護日誌  

かむ・のみこむが困難な人の食事 改訂新版 

DVD90%非外科的歯周療法で成果をあげるｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾃｰｼｮ
ﾝﾃｸﾆｯｸ 非外科的歯周療法  上巻／下巻 

■■学生図書館委員選書分（歯科衛生専攻）■■ 

カムカム大百科  

はがぬけたらどうするの？  

歯のびっくりサイエンス  

歯の実験観察ノート  

中学・高校生のためのキレイな歯並びになりたいＢＯＯＫ  

動物たちのよい歯甲子園  

楽しい歯と口の学習材 第２版  

春期限定いちごタルト事件 

■■養護教諭関連■■ 

ＤＶＤ：バイバイシリーズ（１）バイバイタバコ 

ＤＶＤ：バイバイシリーズ（３）バイバイ覚せい剤 

ＤＶＤ：こんにちは！１３歳（1）思春期ーかわってきたからだと
こころー 

ＤＶＤ：からだを守る保健行動Ｑ&Ａシリーズ 正しく知る！

性感染症・エイズＱ&Ａ 

ＤＶＤ：バイバイシリーズ（４）バイバイアルコール 

いきいきミニ保健指導上（４月→９月） 

いきいきミニ保健指導下（１０月→３月） 

オイカワ先生のアイデア引き出し 

すぐに役立つ！保健だよりＣＤブック 

すぐに使える「保健だより」素材 

保健指導用提示ソフト「まかせて!健康教育 生活習慣編」 

保健指導用提示ソフト「まかせて！健康教育・食生活編」 

保健指導用提示ソフト「まかせて！健康教育・安全編」 

ＤＶＤ：ＬＤ･ＡＤＨＤ・高機能自閉症等への理解と支援 ＷＵＤ-
０５行動・対人関係の困難への支援 

■■成人看護■■ 

中範囲理論入門第２版 

ナースのための聴診スキルの教室 

生活習慣病に視点をおいたよくみる病気がわかる本 

看護におけるコミュニケーション 落とし穴とその解決法 

看護学生のための疾患別看護過程よくわかるＢＯＯＫｖｏｌ．１ 

エビデンスに基づく疾患別看護ケア関連図 

コミュニケーションからはじまる認知症ケアブック 

外来がん化学療法  

モニター心電図の読み方 

リハビリテーションビジュアルブック 

心はどこまで脳なのだろうか 

疾病論第２版 

ＰＥＧパーフェクトガイド  

Ｎｕｒｓｉｎｇｍｏｏｋ３４ 根拠に基づくバイタルサイン 

糖尿病医療学入門 

もう忘れない！早わかり心電図 

ナビトレ新人ナースもも子と学ぶ急性期看護のアセスメント０５ 

やさしい薬理のメカニズム改訂版 

術前・術中・術後ケアマニュアル 

ＮＣＫ-０1 スタンダード・プリコーション（実践！看護技術シリー
ズ 感染予防編） DVD 
ＮＣＫ-０２ 感染予防編 消毒・滅菌と無菌操作（実践！看護
技術シリーズ 感染予防編） DVD 
事例展開でわかる看護診断をアセスメント 

■■母性看護■■ 

産前・産後のクラスでそのまま使える！：母親学級パワーアップガイ

ド 

産科急変のシグナルとベスト対応 

臨床助産技術ベーシック＆ステップアップテキスト 

助産外来にも役立つエビデンス＆テクニック 

母乳育児支援ブック 

周産期救急そのときどうする！？ 

保健指導でそのまま使えるＱ＆Ａ 

産褥・退院支援ガイドブック 

ウエルネスからみた母性看護過程＋病態関連図 

周産期エキスパートナーシング改訂第２版 

婦人科エキスパートナーシング改訂第２版 

場面でまなぶ母性看護学 

根拠がわかる母性看護技術 

母性２褥婦・新生児・婦人科疾患 改訂版 

素敵な部屋からこんにちは改訂版 

ＤＶＤ母乳育児スタートアップガイド 

産褥早期の母親へのアセスメントと支援 (産褥経過のアセスメ

ントと支援の実際 第2巻） 
■■看護師・保健師国家試験関連■■ 

クエスチョン・バンク看護師国家試験視覚素材予想問題 

ラ・スパ ２０１２ 

かんごろ : 看護師国家試験のためのゴロあわせ集 

看護学生のための看護クイックレファレンス 第３版  

看護師・看護学生のためのレビューブック 第１３版  

ぜんぶわかる人体解剖図  

クエスチョン・バンクＳｅｌｅｃｔ必修 ２０１２ 第７版  

看護師国家試験パーフェクト！必修問題対策 ２０１２  

みるみる解剖生理 第３版  

みるみる疾患と看護  

みるみる基礎医学 第６版  

みるみる母性看護 第４版  

みるみる小児看護  

みるみる老年看護 第４版  

みるみる精神看護  

みるみる基礎看護 第４版  

みるみる在宅看護 第４版  

みるみる公衆衛生 ２０１１ 

イラストで見る診る看る基準値  

保健師・保健師をめざす学生のためのなぜ？どうして？１・２・

４ 



編集後記 

平成23年度後期のはじまりとともに「ら
ぶっく」第８号をお届けします。 

今回は髙岡榮二医療検査専攻長に

寄稿していただきました。また、オープ

ンキャンパスでの学生図書館委員の

活躍、選書活動をご紹介しました。 

そして、医療検査専攻3年今別府芹加

さん、堤香菜子さん、歯科衛生専攻 

2年田部葉月さん、谷岡眞美さんにお
ススメの図書を教えていただきました。 

皆さん、本当にありがとうございました。 

今月は新着図書が多いので、全て紹

介するために頁数を増やしています。 

図書館にご意見箱を設置しております。

ご意見・ご感想をお寄せください。 ホームページもご覧下さい 
http://www.kochi-gc.ac.jp/

toshokan/ 
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□ は８：３０～１８：００    ■ は ８：３０～１７：００ ■は休館です 

2011年 10月 

日 月 火 水 木 金 土 

      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

2011年 11月 

日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

図書館の本がインターネットで検索できるようになりました！ 

 ご自宅のパソコンから高知学園短期大学図書館の本がインターネット検索できるようになりま

した。ぜひ活用して学習・研究に役立てよう！ 

開館カレンダー 

図書館ホームページの

「蔵書検索」をクリック！ 

蔵書検索画面が表示されます 

キーワード入力欄に探したい本の

キーワードを入力。カタカナ、英文は

半角で！本のタイトルの一部、著者

名などでも大丈夫！ 

検索結果が表示！さらに絞り込み

たい場合はキーワード欄にキー

ワードを追加して検索ボタンをク

リックしてください 

検索結果画面のタイトルをクリックす

ると詳細画面が表示！ 

書名・書名のヨミ・著者名・著者名の

ヨミ・出版情報・請求記号・ISBN・ 
登録番号の順に表示されます 


