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驚くこころ. -- 筑摩書房, 1990.1. -- (ちくま哲学の森 / 鶴見俊輔 [ほか] 編 ; 7).
医9F図書北 108//C44//8478

人はなぜ怒るのか / 藤井雅子著. -- 幻冬舎, 2009.1. -- (幻冬舎新書 ; 114).
医9F図書北 141.6//F57//8806

共感 : 心と心をつなぐ感情コミュニケーション / 福田正治著. -- へるす出版, 2010.12.
医9F図書北 141.6//F74//3509

あなたの心配ごとを話しましょう : 響きあう対話の世界へ / トム・エーリク・アーンキ

ル, エサ・エーリクソン著 ; 高橋睦子訳. -- 日本評論社, 2018.7.
医9F図書北 146.8//A79//3212

対話のことば : オープンダイアローグに学ぶ問題解消のための対話の心得 / 井庭崇, 長井

雅史著. -- 丸善出版, 2018.7.
医9F図書北 146.8//I11//3187

悩みを活かす心の技術 / 河野良和著. -- 河野心理教育研究所, 1989.5. -- (感情モニタリン

グ双書 ; 2 . 感情モニタリング ; 実際編).
医9F図書北 146.8//KA55

自分を活かす心理学的方法 / 大多和二郎著. -- 河野心理教育研究所, 1989.3. -- (感情モニ

タリング双書 ; 1 . 感情モニタリング ; 入門編).
医9F図書北 146.8//KA55

プロカウンセラーが教えるはじめての傾聴術 / 古宮昇著. -- ナツメ社, 2012.12. 医9F図書北 146.8//KO65//0676

開かれた対話と未来 : 今この瞬間に他者を思いやる / ヤーコ・セイックラ, トム・アーン

キル著. -- 医学書院, 2019.9.
医9F図書北 146.8//SE17//3150

能動的想像法 : 内なる魂との対話 / J.M.シュピーゲルマン, 河合隼雄著 ; 町沢静夫, 森文彦

訳. -- 創元社, 1994.11.
医9F図書北 146.8//SP5

ダイアローグ・マネジメント : 対話が生み出す強い組織 / ケネス・J.ガーゲン, ロネ・ヒ

エストゥッド著 ; 伊藤守監訳 ; 二宮美樹訳. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン,

2015.11.

医9F図書北 336.3//G36//0255

働く女性のためのアサーティブ・コミュニケーション / アン・ディクソン著. -- クレイ

ン, 2009.11.
医9F図書北 336.49//D72//1195

プロカウンセラーの聞く技術 / 東山紘久著. -- 創元社, 2000.9.
医9F図書北 361.4//H55//2229

アサーション・トレーニング : さわやかな「自己表現」のために / 平木典子著. -- 改訂

版. -- 日本・精神技術研究所.
医9F図書北 361.4//H64//2271

誰でもできる!アサーティブ・トレーニングガイドブック : みんなが笑顔になるために /

海原純子著. -- 金剛出版, 2019.8.
医9F図書北 361.454//U74//3188

米国緩和ケア医に学ぶ医療コミュニケーションの極意 / アンソニー・バック, ロバート・

アーノルド, ジェームス・タルスキー著 ; 植村健司訳. -- 初版2刷. -- 中外医学社, 2020.4.
医9F図書南 490.14//B13//7469

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

ファーマシューティカルケアのための医療コミュニケーション / 後藤惠子, 井手口直子

編. -- 南山堂, 2014.4.
医9F図書南 490.14//G72//8131

話を聞かない医師思いが言えない患者 / 磯部光章著. -- 集英社, 2011.5. -- (集英社新書 ;

0593I).
医9F図書南 490.14//I85//4523

戦略としての医療面接術 : こうすればコミュニケーション能力は確実に向上する / 児玉

知之著. -- 医学書院, 2015.11.
医9F図書南 490.14//KO18//9777

これからの医療コミュニケーションへ向けて / 石崎雅人, 野呂幾久子監修. -- 篠原出版新

社, 2013.7.
医9F図書南 490.14//KO79//7431

医療の場のコミュニケーション : 言葉を贈る心を贈る / 日下隼人著. -- 篠原出版新社,

2013.3.
医9F図書南 490.14//KU82//7308
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医療者の心を贈るコミュニケーション : 患者さんと一緒に歩きたい / 日下隼人著. -- 医歯

薬出版, 2016.2.
医9F図書南 490.14//KU82//1040

医療コミュニケーション入門 : コミュニケーション・スキル・トレーニング / 町田いづ

み, 保坂隆著. -- 星和書店, 2001.6.
医9F図書南 490.14//MA16//6342

レジデント初期研修用資料医療とコミュニケーションについて / medtoolz著. -- オーム

社, 2011.1.
医9F図書南 490.14//ME14//3779

対話と承認のケア : ナラティヴが生み出す世界 / 宮坂道夫著. -- 医学書院, 2020.2.
医9F図書南 490.14//MI82//3390

『通じる力』医師のためのコミュニケーションスキル入門 / 村田敬著. -- 金芳堂, 2017.6.
医9F図書南 490.14//MU59//6215

医者になったらすぐ読む本 : 医療コミュニケーションの常識とセルフコーチング / 奥田

弘美著. -- 日本医事新報社, 2011.4.
医9F図書南 490.14//O54//4743

メディカルサポートコーチング : 医療スタッフのコミュニケーション力+セルフケア力+

マネジメント力を伸ばす / 奥田弘美, 木村智子著. -- 中央法規出版, 2012.3.
医9F図書南 490.14//O54//5733

医療現場の行動経済学 : すれ違う医者と患者 / 大竹文雄, 平井啓編著. -- 東洋経済新報社,

2018.8.
医9F図書南 490.14//O82//2891

あなたの患者になりたい : 患者の視点で語る医療コミュニケーション / 佐伯晴子著. -- 医

学書院, 2003.10.
医9F図書南 490.14//SA14//6632

はじめての医療面接 : コミュニケーション技法とその学び方 / 斎藤清二著. -- 医学書院,

2000.8.
医9F図書南 490.14//SA25//1555

医者と患者のコミュニケーション論 / 里見清一著. -- 新潮社, 2015.10. -- (新潮新書 ;

638).
医9F図書南 490.14//SA86//9930

医療者のためのコミュニケーション入門 / 杉本なおみ著. -- 改訂. -- 精神看護出版,

2013.3.
医9F図書南 490.14//SU38//6820

保健医療におけるコミュニケーション・行動科学 / 高江洲義矩編集. -- 医歯薬出版,

2002.4.
医9F図書南 490.14//TA28//6436

対話をめぐる現象学 : 看護の経験を意味づける / 西村ユミ [ほか] 編. -- 日本看護協会出

版会, 2018.10. -- (教養と看護).
医9F図書北 492.9//N84//2978

ナースのマナー : 接遇プロへの道 / 大鐘稔彦著. -- 金原出版, 1996.3.
医9F図書北 492.9//O21//8595

こんな看護師は100%嫌われる : チーム医療を円滑にするための医師とのコミュニケー

ション術 / 安田透著. -- ライティング.
医9F図書北 492.9//Y62//2514

看護コミュニケーション : 基礎知識と実際 / 福沢周亮, 桜井俊子編著. -- 教育出版,

2006.4.
医9F図書北 492.9014//F85//1759

Be(ビー) アサーティブ! : 現場に活かすトレーニングの実際 / 勝原裕美子著. -- 医学書院,

2003.7.
医9F図書北 492.9014//KA87//4488

看護師のためのアンガーマネジメント : 「怒り」の感情を上手にコントロールする技術 /

光前麻由美著. -- 日本医療企画, 2018.11. -- (看護師のしごととくらしを豊かにする ; 8).
医9F図書北 492.9014//MI65//3054

ナース必修対人力を磨く22の方法 : みなっち先生の人間関係すっきりセラピー : 上司、同

僚、後輩をキライになる前に! / 奥山美奈著. -- メディカ出版, 2011.9. -- (Smart nurse

Books ; 07).

医9F図書北 492.9014//O57//9901

知識と実践がつながる看護学生のためのコミュニケーションLesson / 奥山美奈著. -- メ

ヂカルフレンド社, 2011.3.
医9F図書北 492.9014//O57//4122

看護のためのコミュニケーションと人間関係 : アクティブ・ラーニングで身につける技

術と感性 / 諏訪茂樹編著. -- 中央法規出版, 2019.12.
医9F図書北 492.9014//SU87//3275

ナースのためのアンガーマネジメント : 怒りに支配されない自分をつくる7つの視点 / 田

辺有理子著. -- メヂカルフレンド社, 2018.7.
医9F図書北 492.9014//TA83//1929

患者の声を聞く : 現象学的アプローチによる看護の研究と実践 / サンドラ・P・トーマ

ス, ハワード・R・ポリオ著 ; 松本淳訳. -- エルゼビア・ジャパン, 2006.12. -- (看護学名

著シリーズ).

医9F図書北 492.9014//TH5//9836

マンガで早わかり新人ナースの話しかた・聴きかた・マナーブック : コミュニケーショ

ンに自信が持てる!自分に自信が持てる! / 相部博子著 ; 藤井昌子イラスト・マンガ. -- メ

ディカ出版, 2013.4. -- (Smart nurse Books+).

医9F図書北 492.907//A22//0710
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愛されナースのきらきらマナー術 / 松生恭子, 岩下宣子監修. -- エクスナレッジ, 2011.12.
医9F図書北 492.907//A25//2925

第一印象が良くなるナースのマナー : イラスト図解でよくわかる! / 濱川博招, 島川久美

子共著. -- ぱる出版, 2014.1. -- (New medical management).
医9F図書北 492.907//H23//7906

看護管理者・教育担当者のためのナースの品格 : 接遇・マナー指導ツール集 : Nursing

business 5周年記念別冊 / 井上富士子, 照沼則子著 ; 川村秀樹監修. -- メディカ出版,

2012.1.

医9F図書北 492.907//I57//4975

看護師のためのマナー・言葉かけ・接し方ハンドブック / 福井小紀子, 吉内一浩, 黒木由

里子監修. -- ナツメ社, 2014.3.
医9F図書北 492.907//KA54//7905

KAN-TAN看護の実習マナー / 野崎真奈美, 田中美穂, 蜂ヶ崎令子著. -- 医学書院, 2009.4.
医9F図書北 492.907//N98//8364

ナースのためのマナー&接遇術 : 看護のこころとセンスを磨く / 関根健夫, 杉山真知子著.

-- 中央法規出版, 2012.9.
医9F図書北 492.907//SE36//0249

ミッションマネジメント : 対話と信頼による価値共創型の組織づくり = Mission

management / 武村雪絵著. -- 医学書院, 2016.8.
医9F図書北 492.983//TA63//2409

ナースのためのアサーティブ・トレーニング : さわやかに自分を主張する法 / メロ

ディ・シェネバート著 ; 藤田敬一郎, 杉野元子訳. -- 医学書院, 1994.1.
医9F図書北 492.984//C38//9195

看護・介護の快適コミュニケーション55のルール / 疋田幸子著. -- 日本看護協会出版会,

2012.10.
医9F図書北 492.984//H57//6537

ナースのイラッ!ムカッ!ブチッ!の解消法59例 : ストレスからの「護心術」 / 安藤俊介監

修・執筆 ; 会田蘭 [ほか] 執筆 ; 日本アンガーマネジメント協会 [編集]. -- 日総研出版,

2013.6.

医9F図書北 492.984//N77//1942

オープンダイアローグとは何か / 斎藤環著+訳. -- 医学書院, 2015.7.
医9F図書南 493.72//SA25//1717

患者参加の質的研究 : 会話分析からみた医療現場のコミュニケーション / Sarah Collins

[ほか著] ; 北村隆憲, 深谷安子監訳. -- 医学書院, 2011.1.
医9F図書南 498.07//C84//3412

医療関係者のための信念対立解明アプローチ : コミュニケーション・スキル入門 / 京極

真著. -- 誠信書房, 2011.9.
医9F図書南 498.14//KY3//4902

医療接遇スーパーバイザー実践読本 / 三好章樹著. -- 日総研出版, 2012.8.
医9F図書南 498.14//MI91//5791

医師の感情 : 「平静の心」がゆれるとき / ダニエル・オーフリ著 ; 堀内志奈訳. -- 医学書

院, 2016.6.
医9F図書南 498.14//O19//0303

医者のマナー / 大鐘稔彦著. -- 金原出版, 1998.4.
医9F図書南 498.14//O21//5605

患者接遇パーフェクト・レッスン : ケーススタディで学ぶ : 患者応対マナーのランクアッ

プ教本 / 小佐野美智子著. -- 改訂新版. -- 医学通信社, 2019.2.
医9F図書南 498.14//O74//2536

患者接遇マナー基本テキスト : 医療に従事する人のための / 田中千惠子編. -- 改訂版. --

日本能率協会マネジメントセンター, 2017.2.
医9F図書南 498.14//TA84//1059

ヒューマンエラー防止のためのSBAR/TeamSTEPPS : チームで共有!医療安全のコミュニ

ケーションツール / 東京慈恵会医科大学附属病院看護部・医療安全管理部編著. -- 日本

看護協会出版会, 2014.10.

医9F図書南 498.163//TO46//8729
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