
書名 配架場所 請求記号

精神の自由ということ : 神なき時代の哲学 / アンドレ・コント=スポンヴィル著 ; 小須田健, C.カンタン訳. --

紀伊國屋書店, 2009.10.
医9F図書北 104//C85//1718

触れることの科学 : なぜ感じるのかどう感じるのか / デイヴィッド・J・リンデン著 ; 岩坂彰訳. -- 河出書房新

社, 2016.9.
医9F図書北 141.24//L63//2092

「甘え」の構造 / 土居健郎著. -- 増補普及版. -- 弘文堂, 2007.5. 医9F図書北 146.1//D83//2588

長生きすりゃいいってもんじゃない / 日野原重明, 多湖輝著. -- 幻冬舎, 2010.5. 医9F図書北 159.79//H61//2915

大村智ものがたり : 苦しい道こそ楽しい人生 / 馬場錬成著. -- 毎日新聞出版, 2015.12. 医9F図書北 289//B12//5803

産婆フジヤン : 明日を生きる力をくれる、93歳助産師一代記 / 坂本フジヱ著 ; 今井雅子聞き手. -- 産業編集セ

ンター, 2017.8.
医9F図書北 289.1//SA32//2547

「プレゼン」力 : 未来を変える「伝える」技術 / 山中伸弥, 伊藤穰一著. -- 講談社, 2016.9. 医9F図書北 361.4//Y34//5825

働き方は「自分」で決める / 古市憲寿 [著]. -- 講談社, 2014.10. -- (講談社文庫 ; [ふ-79-1]). 医9F図書北 366.9//F93//1199

どうなってるんだろう?子どもの法律 : 一人で悩まないで! / 山下敏雅, 渡辺雅之編著. -- 高文研, 2017.4. 医9F図書北 367.6//Y44//6192

高齢者のための元気が出る!音楽レクリエーション : CD付き / オフィスリブスタイル監修. -- ナツメ社,

2014.10.
医9F図書北 369.26//KO79//2605

地域包括ケアにおけるPT・OTの役割 : 個別地域ケア会議・介護予防事業から学ぶ / 田中康之, 清水順市編集. -

- 文光堂, 2016.6.
医9F図書北 369.26//TA84//2609

看取りのお医者さん / CBCラジオ原案 ; ひぐらしカンナ漫画. -- KADOKAWA, 2017.4. -- (MF comic essay). 医9F図書北 369.261//MI62//1972

吃音の当事者研究 : どもる人たちが「べてるの家」と出会った / 向谷地生良, 伊藤伸二著. -- 金子書房, 2013.9. 医9F図書北 369.276//MU24//6584

重症児のきょうだい : ねぇ、聞いて…私たちの声 / 家森百合子, 大島圭介, 全国重症心身障害児(者)を守る会近

畿ブロック編著. -- 第2版. -- クリエイツかもがわ.
医9F図書北 369.49//Y49//1754

科学者という仕事 : 独創性はどのように生まれるか / 酒井邦嘉著. -- 中央公論新社, 2006.4. -- (中公新書 ;

1843).
医9F図書南 402.8//SA29//5826

バイオサイエンス時代から考える人間の未来 = The future of human beings in the age of biosciences / 檜垣

立哉編著. -- 勁草書房, 2015.3.
医9F図書南 460//H55//5817

人生最後のご馳走 : 淀川キリスト教病院ホスピス・こどもホスピス病院のリクエスト食 / 青山ゆみこ著. -- 幻

冬舎, 2015.9.
医9F図書南 490.14//A58//5371

患者さんに信頼される医院の心をつかむ医療コミュニケーション / 藤田菜穂子著. -- 同文舘出版, 2014.5. --

(Do books).
医9F図書南 490.14//F67//1167

戦争と医学 / 西山勝夫編著. -- 文理閣, 2014.7. 医9F図書南 490.15//N87//4926

医療者と宗教者のためのスピリチュアルケア : 臨床宗教師の視点から / 谷山洋三著. -- 中外医学社, 2016.2. 医9F図書南 490.16//TA88//6199

まんが医学の歴史 = A Manga history of medicine / 茨木保著. -- 医学書院, 2008.3. 医9F図書南 490.2//I11//5409

人体を戦場にして : 医療小史 / ロイ・ポーター著 ; 目羅公和訳. -- 法政大学出版局, 2003.12. -- (りぶらりあ選

書).
医9F図書南 490.2//P83//5374

いのちの言葉 / 日野原重明著. -- 増補版. -- 春秋社, 2013.10. 医9F図書南 490.49//H61//2914

本当にあった医学論文 = The incredible medical paper / 倉原優著 ; [3],-- 中外医学社, 2014.11-. 医9F図書南 490.7//KU51//6198

ねころんで読める漢方薬 : やさしい漢方入門書 : ナースと研修医が知っておきたい漢方のハナシ / 今津嘉宏著.

-- メディカ出版, 2017.11.
医9F図書南 490.9//I46//2962

おもしろい解剖学 : 筋と骨のキホンがマンガでわかる! : MANGA×ANATOMY / 戸村多郎原案 ; 仙波恵美子監

修 ; あさいもとゆき, 坂元輝弥, サイドランチマンガ. -- 医道の日本社, 2017.7.
医9F図書南 491.1//TO62//2568

iPS細胞が医療をここまで変える : 実用化への熾烈な世界競争 / 京都大学iPS細胞研究所著. -- PHP研究所,

2016.7. -- (PHP新書 ; 1053).
医9F図書南 491.11//KY6//5820

美しい人体図鑑 : ミクロの目で見る細胞の世界 / コリン・ソルター総編集 ; 三村明子訳. -- ポプラ社, 2014.11. 医9F図書南 491.11//SA56//6200

展示期間　２０１９年９月９日～１０月３１日

学生選書で今までに購入された図書たち
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書名 配架場所 請求記号

N教授の生理学講義ノート : 人体のしくみとしかけをわかりやすく伝授 / 二宮治明著. -- 日本医事新報社,

2016.10.
医9F図書南 491.3//N76//5751

心臓の力 : 休めない臓器はなぜ「それ」を宿したのか / 柿沼由彦著. -- 講談社, 2015.8. -- (ブルーバックス ;

B-1929).
医9F図書南 491.323//KA25//5363

脳科学は人格を変えられるか? / エレーヌ・フォックス著 ; 森内薫訳. -- 文藝春秋, 2014.7. 医9F図書南 491.371//F42//4925

いち病理医の「リアル」 / 市原真著. -- 丸善出版, 2018.2. 医9F図書南 491.6//I13//6568

からだの免疫キャラクター図鑑 : 病気をふせぐしくみがよくわかる! / 岡田晴恵監修 : いとうみつるイラスト. -

- 日本図書センター, 2017.3.
医9F図書南 491.8//KA62//2565

まんがめざせっ!総合診療専門医 / 西村真紀編 ; かぢばあたる作画. -- 中山書店, 2015.7. -- (総合診療専門医シ

リーズ).
医9F図書南 492//N84//5772

診断のゲシュタルトとデギュスタシオン / 岩田健太郎編集 ; [1] -- 金芳堂, 2013.4. 医9F図書南 492.1//I97//4483

今さら聞けない画像診断のキホン / 西川正憲 [ほか] 著 ; 日経メディカル編集. -- 日経BP社. 医9F図書南 492.1//N83//6218

やさしくわかる心臓カテーテル : 検査・治療・看護 / 高橋佐枝子, 島袋朋子編集. -- 照林社, 2014.9. 医9F図書南 492.12//TA33//1178

ティアニー先生の心臓の診察 = Principles of Dr. Tierney's cardiac examination / ローレンス・ティアニー,

松村正巳, 青木眞著. -- 医学書院, 2013.11.
医9F図書南 492.12//TI2//4473

救急外来 : ただいま診断中! / 坂本壮著. -- 中外医学社, 2015.12. 医9F図書南 492.29//SA32//5429

サルファ剤、忘れられた奇跡 : 世界を変えたナチスの薬と医師ゲルハルト・ドーマクの物語 / トーマス・ヘイ

ガー著 ; 小林力訳. -- 中央公論新社, 2013.3.
医9F図書南 492.31//H12//5368

キャラ勉!抗菌薬データ / 黒山政一, 小原美江, 村木優一著. -- 羊土社, 2017.10. 医9F図書南 492.31//KU78//2569

対人関係がラクになる!ナースの感情整理術 : 交流分析で納得、今日からできるコミュニケーションのコツ /

白井幸子著. -- メディカ出版, 2017.10.
医9F図書北 492.9014//SH81//2585

ナースのためのやさしくわかる基礎看護技術 : マンガと写真でわかる / 石田弘子編著. -- ナツメ社, 2016.10. 医9F図書北 492.911//I72//2060

看護の現場ですぐに役立つ術前・術後ケアの基本 : 患者さんが安心できる観察ポイントが身に付く! / 大口祐

矢著. -- 秀和システム, 2016.12. -- (ナースのためのスキルアップノート).
医9F図書北 492.9163//O26//2983

まるごと図解摂食嚥下ケア : オールカラー / 青山寿昭編著. -- 照林社, 2017.11. 医9F図書北 492.926//A 58//2959

イラストで理解するみんなの血液内科学 / 渡邉純一著. -- 中外医学社, 2018.8. 医9F図書南 493.17//W46//1963

相模原事件はなぜ起きたのか : 保安処分としての措置入院 / 井原裕著. -- 批評社, 2018.7. -- (メンタルヘル

ス・ライブラリー ; 39).
医9F図書南 493.7//I25//1974

もしかして私、大人の発達障害かもしれない!? / 田中康雄著. -- すばる舎, 2011.2. 医9F図書南 493.76//TA84//5766

感染症キャラクター図鑑 : 気になるあの病気から自分を守る! / 岡田晴恵監修 ; いとうみつるイラスト. -- 日本

図書センター, 2016.1.
医9F図書南 493.8//KA59//2564

感染症入門レクチャーノーツ / 大野博司著. -- 医学書院, 2006.9. 医9F図書南 493.8//O67//4474

海外渡航者のための予防接種と感染症の知識 / 高山直秀, 菅沼明彦著. -- 改訂新版. -- 時空出版, 2014.12. 医9F図書南 493.82//TA56//8832

270動画でわかる赤ちゃんの発達地図 : 胎児・新生児期から歩行するまでの発達のつながりが理解できる : 発

達外来・乳児健診で役に立つ / 木原秀樹著. -- 新版. -- メディカ出版, 2014.11.
医9F図書南 493.91//KI17//1253

循環器内科医のための非心臓手術必須知識 : 術前コンサルト術後患者の対応に役立つ / 吉野秀朗, 杉山政則編.

-- メジカルビュー社, 2015.1.
医9F図書南 494.22//Y92//4963

がん治療の95%は間違い / 近藤誠著. -- 幻冬舎, 2015.11. -- (幻冬舎新書 ; 398, [こ-23-1]). 医9F図書南 494.5//KO73//6210

医者になりたい君へ : 心臓外科医が伝える命の仕事 / 須磨久善著. -- 河出書房新社, 2014.1. -- (14歳の世渡り

術).
医9F図書南 494.643//SU56//5398

写真でわかる助産技術アドバンス : 妊産婦の主体性を大切にしたケア、安全で母子に優しい助産のわざ / 平澤

美惠子, 村上睦子監修. -- インターメディカ, 2016.9. -- (DVD BOOK).
医9F図書南 495.9//SH13//2063

青森ドクターヘリ劇的救命日記 / 今明秀著. -- 毎日新聞社, 2014.11. 医9F図書南 498//KO71//1207

病院は東京から破綻する : 医師が「ゼロ」になる日 / 上昌広著. -- 朝日新聞出版, 2017.3. 医9F図書南 498.021//KA37//6219

世界で一番いのちの短い国 : シエラレオネの国境なき医師団 / 山本敏晴著. -- 小学館, 2012.7. -- (小学館文庫 ;

[や21-1]).
医9F図書南 498.0244//Y31//5407

大学病院の奈落 / 高梨ゆき子著. -- 講談社, 2017.8. 医9F図書南 498.12//TA46//6220

2025年へのカウントダウン : 地域医療構想・地域包括ケアはこうなる! / 武藤正樹著. -- 医学通信社, 2015.9. 医9F図書南 498.13//MU93//6227
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書名 配架場所 請求記号

病院というヘンテコな場所が教えてくれたコト。 : 現役看護師イラストエッセイ / 仲本りさ著. -- いろは出版,

2018.5.
医9F図書南 498.14//N36//2922

栄養素キャラクター図鑑 : たべることがめちゃくちゃ楽しくなる! / 田中明, 蒲池桂子監修 ; いとうみつるイラ

スト. -- 日本図書センター, 2014.11.
医9F図書南 498.55//E39//2563

産業保健スタッフのためのセルフケア支援マニュアル : ストレスチェックと連動した相談の進め方 / 島津明人,

種市康太郎編. -- 誠信書房, 2016.9.
医9F図書南 498.8//SH46//0619

監察医の祈り / 上野正彦 [著]. -- ポプラ社, 2016.2. -- (ポプラ文庫). 医9F図書南 498.9//U45//1968

病棟でよく使われるくすり : 知らないと危ない! / 荒木博陽編集 ; 愛媛大学医学部附属病院薬剤部著. -- 照林社,

2018.5.
医9F図書南 499.1//A64//2961

漢方薬キャラクター図鑑 : 自分にぴったりの薬が見つかる! / 新見正則監修 ; いとうみつるイラスト. -- 日本図

書センター, 2016.3.
医9F図書南 499.8//KA58//5799

母さん、ごめん。 : 50代独身男の介護奮闘記 / 松浦晋也著. -- 日経BP社. 医9F図書北 598.4//MA89//2995

西洋美術史 : 世界のビジネスエリートが身につける教養 / 木村泰司著. -- ダイヤモンド社, 2017.10. 医9F図書北 702.3//KI39//2540

おりがみランド! / 金杉登喜子著. -- 日本文芸社, [2005.8]. -- (実用best books). 医9F図書北 754.9//KA46//1761

奇跡の音(ミラクルリスニング)8000Hz英語聴覚セラピー / 篠原佳年, セニサック陽子共著 ; [1], 困っている外

国人に話しかけたくなる英語編. -- きこ書房, 2012.12-.
医9F図書北 831.1//SH67//5756

「身体」を忘れた日本人 / 養老孟司, C・W ニコル著 ; 青山聖子聞き手. -- 山と溪谷社, 2015.9. 医9F図書北 914.6//Y84//5405

誰が星の王子さまを殺したのか : モラル・ハラスメントの罠 / 安冨歩著. -- 明石書店, 2014.8. 医9F図書北 953.7//Y66//8842

闘病記は人気の図書です。いろいろあるので是非読んでください。

書名 配架場所 請求記号

自閉症の僕が跳びはねる理由 / 東田直樹 [著] ; [1], -- KADOKAWA, 2016.6. -- (角川文庫 ; 19802). 医9F闘病記 378//H55//6194//障害3

ぼくは眠れない / 椎名誠著. -- 新潮社, 2014.11. -- (新潮新書 ; 593). 医9F闘病記
498.36//SH32//1201//

疾病116

平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」 / 山中伸弥, 平尾誠二, 平尾惠子著. -- 講談社, 2017.10. -- (友情 ; [1]). 医9F闘病記
783.48//Y34//2548//が

ん104

【先輩たちの選書理由】

・先生が持っていて見させていただいたときにとても良かったので、分館で探したがその時書棚に

ありませんでした。学生に人気なのだと思います。

・心臓は難しい…

・個人的におもしろかったから。

・自分が今興味のある分野の本を選びました。

・統計で苦しんでいる１回生の力になってくれる本です。

・医師として働いていく上で役立ちそうなことが書かれているから。

・図や写真がたくさん載っていて判りやすそうだったから

・医療者として子どもに関わる人に読んで欲しいと思ったから。

・美しいグラフィックがたくさん載っていて、眺めるだけでも楽しい。

・実習や国試のときに役立ちそうな本を選びました。

・値段が高めの本なので図書館で買ってほしかったから。

※過去に学生選書に参加した先輩の推薦文からの抜粋
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そんな本を探しに、一緒に本屋さんに行きませんか？

学生目線で、学生のための本を選ぶ。

それが学生選書です。

初めての学生選書は2010年

生協で本を選びました

今は書店さんに協力してもらってるよ

図書館にこんな本があったら良いな。

こんな本があれば勉強に役立つな。

募集は9月中旬予定です。
医学分館ホームページや、学生図書
委員を通じてお知らせします。

↓↓学生選書ページ↓↓
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