
No 書名 著者 出版社 配置場所 請求記号

1 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
産業編集セン
ター

医8F図書 289.1//SA32//2547

2 イタリア精神医療への道 : バザーリアがみた夢のゆくえ
レンツォ・デ・ステ
ファニ著
ヤコポ・トマージ共著

日本評論社 医8F図書 369.28//D64//2542

3 わたしだって看取れる 徳永進著 ベストセラーズ 医9F図書 490.14//TO41//2543

4 スウェーデンの精神科医療改革 奥野敦史著 マイナビ出版 医9F図書 493.7//O56//2545

5 脊髄小脳変性症マニュアル決定版!
月刊「難病と在宅ケ
ア」編

日本プランニン
グセンター

医9F図書 493.73//G32//2550

学 生 選 書
2017

『西洋美術史』
皆さんは、私たちが生活している周りに、多くの芸術が関わっていることをご存知

ですか。

美術館や博物館の中だけに芸術があるわけではありません。学校にさりげなく掲

げられている絵画、持っている鞄や洋服に書かれている模様、また手にしている

お皿などの形や柄も身近な芸術です。

芸術は、見る人を優しい気持ちにさせる、そんな力も秘めています。病院の中にも

芸術が溢れていることを知っていますか。そのような芸術の多くは、西洋で何千年

も前から育まれてきました。ルーツを知ればもっと身近に芸術を感じることができる

かもしれません。ぜひ、手に取ってルーツを知り、芸術が私たちにどんな影響を与

えるのか知ってください。

『イタリア精神医療への道』

『スウェーデンの精神科医療改革』
日本の医療は、国民全員が安全に診てもらうことができる、という点で諸外国に劣

りません。しかし、海外での医療現場での患者への対応や、特定の疾患を持った

患者への関わり方などは、もっと学ぶことができる事例が多くあると思います。

日本の医療の良いところは伸ばしつつ、海外の良い事例も学び、違いを考えてみ

るのも興味深いのではないでしょうか。違いを知ることで、現在の日本の医療現場

をもっと深く考えることができると思います。ぜひ参考にしてください。

『難病患者の恋愛・結婚・出産・子育て』
指定難病に興味があり、難病と共に生きる人々、特に若いうちに発病したとき、そ

の先の人生や支える家族の存在などを少しでも知ることができたらと思い選ばせ

ていただきました。



6
難病患者の恋愛・結婚・出産・子育て : 若年性パーキンソン病を生き
る患者と家族の物語

秋山智編著 あっぷる出版社 医8F闘病記 493.74//A38//2551//脳36

7 大人の人見知り (ワニブックス「Plus」新書;198) 清水栄司著 ワニブックス 医9F図書 493.74//SH49//2546

8 ハンセン病療養所に生きた女たち 福西征子著 昭和堂 医8F闘病記 498.6//F79//2539//疾病112

9 死体鑑定医の告白 上野正彦著 東京書籍 医9F図書 498.9//U45//2541

10
医療事務の現場で役に立つ外国人患者の接遇と会話 : 英語・中国
語・韓国語対応 (医療事務員のためのスキルアップノート)

医療事務総合研究
会著

秀和システム 医9F図書 498//I67//2544

11 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 医8F図書 702.3//KI39//2540

12 友情 : 平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」
山中伸弥,
平尾誠二, 平尾恵
子著

講談社 医8F闘病記 783.48//Y34//2548//がん104

13 語彙力がないまま社会人になってしまった人へ 山口謡司著 ワニブックス 医8F図書 814//Y24//2549

No 書名 著者 出版社 配置場所 請求記号

14 ブラインドメイク物語 : 視覚障害者もメイクの力で人生が変わる! 大石華法編著 メディカ出版 医8F図書 369.275//O33//2574

15
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

医道の日本社 医9F図書 491.1//TO62//2568

16 神経インパクト : イラストと語呂で楽しく学ぶ解剖学 原田晃著 医道の日本社 医9F図書 491.17//H32//2567

17 史上最強図解これならわかる!薬理学 丸山敬著 ナツメ社 医9F図書 491.5//MA59//2571

18 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
日本図書セン
ター

医9F図書 491.8//KA62//2565

19 マンガでわかる免疫学 河本宏著 オーム社 医9F図書 491.8//KA95//2561

20 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 医9F図書 492.31//KU78//2569

21
看護師のためのアドラー心理学 : 人間関係を変える、心に勇気のひと
しずく(看護師のしごととくらしを豊かにする ; 2)

岩井俊憲, 長谷静
香共著

日本医療企画 医8F図書 492.9014//I93//2558

自分がいま興味のある分野である、老年看護・在宅看護・終末期医療・精神看護に関する本の

中から選書させていただきました。新しく出版された本を多数購入していただきましたことで、こ

の分野に関する最新の知識が得られることと期待しております。

難解な専門用語が多く勉強に疲れた時、親しみやすく癒されるようにキャラクターものの参考書

を選んでみました！

楽しく勉強できる工夫の1つに取り入れて下されば嬉しいです。



22
写真でわかる実習で使える看護技術アドバンス : 学生・指導者が、一
体となってケアを展開するために!(DVDBOOK)

吉田みつ子, 本庄
恵子編著

インターメディカ 医8F図書 492.911//SH13//2559

23 経過がみえる疾患別病態関連マップ ; 第2版
山口瑞穂子,関口恵
子監修

学研メディカル
秀潤社

医8F図書 492.914//KE24//2570

24
手術看護の超重要ポイントオールカラーマスターブック : なぜ?だから
こうする!がすぐわかる(Openursing;2016年臨時増刊)

車武丸, 渡部早人
編

メディカ出版 医8F図書 492.9163//KU79//2557

25 周術期看護 : 安全・安楽な看護の実践 ; 改訂版 坂本文子指導 インターメディカ 医8F図書 492.9163//SH99//2560

26
Dr.服部とNs.神山のズバッと秘訣を伝授!!がん疼痛の治療とケア (メ
ディカのセミナー濃縮ライブシリーズ)

服部政治, 神山智
秋著

メディカ出版 医8F図書 492.926//H44//2556

27
もうすぐ亡くなります : 訪問看護の現場で考える : なごやかな終末を
めざして

宮崎照子著 彩流社 医8F図書 492.993//MI88//2555

28 症例から学ぶ訪問看護の実際 押川真喜子編
医薬ジャーナル
社

医8F図書 492.993//O76//2554

29 はじめての精神科 : 援助者必携 ; 第2版 春日武彦著 医学書院 医9F図書 493.7//KA79//2552

30 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
日本図書セン
ター

医9F図書 493.8//KA59//2564

31 管理栄養士パパの親子の食育book:乳幼児から高校生まで! 成田崇信著 メタモル出版 医9F図書 493.983//N52//2575

32 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

日本図書セン
ター

医9F図書 498.55//E39//2563

33
栄養指導にすぐ活かせるイラスト機能性成分入門:機能性成分のはた
らきがみるみるわかる!

川崎英二編 メディカ出版 医9F図書 498.55//KA97//2573

34 世界一やさしい!栄養素図鑑 牧野直子監修 新星出版社 医9F図書 498.55//SE22//2566

35 マンガでわかる栄養学 薗田勝著 オーム社 医9F図書 498.55//SO45//2562

36 非がん患者の自宅での看取り (在宅医療をはじめよう!)
永井康徳, 永吉裕
子著

南山堂 医9F図書 498//N14//2553

37 全盲の僕が弁護士になった理由(ワケ):あきらめない心の鍛え方
大胡田誠[著]
日経トップリーダー
編集

日経BP社 医8F図書 916//O25//2572

No 書名 著者 出版社 配置場所 請求記号

38 これならわかる「スッキリ図解」障害年金 松山純子著 翔泳社 医8F図書 364.6//MA91//2583

39 これならわかるスッキリ図解障害者総合支援法
遠山真世, 二本柳
覚, 鈴木裕介著

翔泳社 医8F図書 369.27//TO79//2582

『医療事務の現場で役に立つ公費説明のポイント』

『これならわかる スッキリ図解 障害年金』
医療を受ける患者さんの中には、医療費を支払う余裕のない方もいらっしゃいます。実習中にそ

れらについても学ぶ機会がありましたが、看護師は完璧に内容を理解できなくてもある程度の知

識は必要であると学び、それらを分かりやすく説明していると考えこの二冊を選書しました。



40 医療福祉総合ガイドブック ; 2017年度版
日本医療ソーシャ
ルワーク研究会編
集

医学書院 医8F図書 369.9//N77//2576

41 死を前にした人にあなたは何ができますか? 小澤竹俊著 医学書院 医9F図書 490.14//O97//2577

42 生理学の基本:オールカラー (運動・からだ図解) 中島雅美監修 マイナビ 医9F図書 491.3//N42//2584

43 よくわかる生理学の基本としくみ (図解入門) 當瀬規嗣著 秀和システム 医9F図書 491.3//TO71//2579

44 診断に直結する検査値の読み方事典 池田均編著 総合医学社 医9F図書 492.1//I32//2586

45
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 医8F図書 492.9014//SH81//2585

46
看護の現場ですぐに役立つ感染症対策のキホン:患者さんが安心でき
る処置が身に付く!(ナースのためのスキルアップノート)

大口祐矢著 秀和システム 医8F図書 492.911//O26//2581

47
麻酔科医として必ず知っておきたい周術期の呼吸管理:解剖生理から
気道評価・管理、抜管トラブル、呼吸器系合併症の対策まで

磯野史朗編 羊土社 医9F図書 494.24//I85//2578

48
医療事務の現場で役に立つ公費説明のポイント:患者さんに大切な情
報をしっかり伝える! (医療事務員のためのスキルアップノート)

医療事務総合研究
会著

秀和システム 医9F図書 498.163//I67//2580

No 書名 著者 出版社 配置場所 請求記号

49 「甘え」の構造 ; 増補普及版 土居健郎著 弘文堂 医8F図書 146.1//D83//2588

50 事例で学ぶアセスメントとマネジメント:こころを考える臨床実践 湊真季子[ほか]著
岩崎学術出版
社

医8F図書 146.3//MI39//2597

51
機能的家族療法:対応困難な青少年とその家族へのエビデンスにもと
づいた処遇

トーマス・L.セックスト
ン著

金剛出版 医8F図書 368.71//SE97//2601

実習での経験を生かして、こんな本があれば良かったなと思うものを中心に選書しました。

特に検査値はどの領域でも大切なので多く選んでます。来年以降実習に行く学生達の役

に立つと嬉しいです。

実習のときにこんな本が図書館にあったら、もっと効果的な支援考えられたなと思った

看護以外の分野の本を中心に選書しました。

昨今、介護予防や子どもの発達障害などのトピックスにも看護が関わることが多くなっ

てきました。例えばOT、PTは日常生活をおくる人々のどのあたりをみて機能訓練をして

いるのだろうか、保育の視点で子どもの発達は何歳でどんなところが重要で、どんな遊

びで発達を促進してるだろうか、出産を控えたお母さんはどのような本を読んで出産を

心待ちにしているんだろうという他者の視点を知りたいなと思い選書しました。

実習を重ねる中で、病院から地域で治療するために看護だけで完結しえない医療・ケ

アの現場に直面しました。看護での当たり前が、他の分野では当たり前でないこともあ

ります。

そういった他者の視点を理解し、大事にしながら、そこに向けて私たち看護の医療的視

点を加え、何ができるのか考えるために有意義に活用していただけたら幸いです。



52 障害のある私たちの地域で出産、地域で子育て:11の家族の物語
安積遊歩, 尾濱由
里子編著

生活書院 医8F図書 369.2//A84//2611

53 遊びリテーション大全集:完全図解 (介護Library) 土居新幸編著 講談社 医8F図書 369.26//D83//2592

54 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 医8F図書 369.26//KO79//2605

55
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 医8F図書 369.26//TA84//2609

56 転ばないからだづくり:楽しくできる介護予防
川崎美織, 田中国
彦著

関西看護出版 医8F図書 369.26//TA84//2612

57 地域で支える認知症:事例に学ぶ地域連携サポート 吉田輝美編著 ぎょうせい 医8F図書 369.26//Y86//2593

58
事例で学ぶ認知症の人の家族支援 : 認知行動療法を用いた支援プ
ログラムの展開

福島喜代子編著
結城千晶著

中央法規出版 医8F図書 369.261//F84//2603

59 社会的入院から地域へ : 精神障害のある人々のピアサポート活動 加藤真規子著 現代書館 医8F図書 369.28//KA86//2599

60 知的障害のある人のライフストーリーの語りからみた障害の自己認識 杉田穏子著 現代書館 医8F図書 369.28//SU46//2600

61
行動障害のある人の「暮らし」を支える : 強度行動障害支援者養成
研修「基礎研修・実践研修」テキス ; 第2版

牛谷正人, 肥後祥
治, 福島龍三郎編
集

中央法規出版 医8F図書 369.28//U94//2590

62
こうすればうまくいく!医療的配慮の必要な子どもの保育 : 30の病気の
対応ポイントがわかる!

西村実穂, 徳田克
己編

中央法規出版 医8F図書 376.1//N84//2604

63
2～5歳児あそびアイディア100 : 普段・ちょこっと・異年齢・親子 (保
育力UP!)

ピコロあそび会議編
著

[学研教育みら
い]

医8F図書 376.157//P64//2591

64
特別支援教育における吃音・流暢性障害のある子どもの理解と支援
(シリーズきこえとことばの発達と支援)

小林宏明, 川合紀
宗編著

学苑社 医8F図書 378.2//KO12//2598

65
特別支援教育の基礎 : 確かな支援のできる教師・保育士になるため
に ; 改訂版

土橋圭子[ほか]編 東京書籍 医8F図書 378//D81//2595

66
オールカラーパッと引けてしっかり使える検査値の読み方ポケット事典
; 第3版

栗原毅監修 成美堂出版 医8F図書 492.9//KE51//2617

67 ミッフィーの早引き検査値・数式ハンドブック 奈良信雄監修 エクスナレッジ 医8F図書 492.9//MI15//2618

68 これは使えるカタカナ看護用語辞典=KatakanaNursingDictionary
エキスパートナース
編集部編

照林社 医8F図書 492.9033//E93//2622

69 これならできる看護研究 藤田和夫編集 照林社 医8F図書 492.907//F67//2621

70
看護の現場ですぐに役立つ検査値のキホン : 看護師さんなら知って
おきたい検査値の知識! (ナースのためのスキルアップノート)

中尾隆明, 岡大嗣
著

秀和システム 医8F図書 492.911//N41//2625

71 意味づけ・経験知でわかる疾患別病態生理看護過程 ; 第3版　上巻
福地本晴美編集
昭和大学附属病院看
護部執筆

日総研出版 医8F図書 492.914//F74//2619

72 意味づけ・経験知でわかる疾患別病態生理看護過程 ; 第3版　下巻 福地本晴美編集 日総研出版 医8F図書 492.914//F74//2620

73 よくわかる周手術期看護 石塚睦子編著
学研メディカル
秀潤社

医8F図書 492.9163//I84//2629



74 母性看護 ; 第2版 堀内成子編 照林社 医8F図書 492.924//H89//2624

75

生理を知れば看護が見える新生児ケアまるわかりbook : 「だからこう
する」をビジュアルで解説!
(Neonatalcare : theJapanesejournalofneonatalcare;2017年秋季増
刊)

平野慎也, 藤原美
由紀編

メディカ出版 医8F図書 492.925//H66//2627

76 カラー写真で学ぶ新生児の観察と看護技術 ; 第2版 櫛引美代子著 医歯薬出版 医8F図書 492.925//KU86//2616

77
看護の現場ですぐに役立つ整形外科ケアのキホン  :  患者さんを安
心させるサポート法が身に付く! (ナースのためのスキルアップノート)

宮原明美著 秀和システム 医8F図書 492.926//MI73//2626

78 老年看護 ; 第2版 正木治恵編集 照林社 医8F図書 492.929//MA61//2623

79 生活機能のアセスメントにもとづく老年看護過程 奥宮暁子[ほか]著 医歯薬出版 医8F図書 492.929//O55//2615

80
写真でわかる高齢者ケアアドバンス : 高齢者の心と体を理解し、生活
の営みを支える (DVDBOOK)

古田愛子監修 インターメディカ 医8F図書 492.929//SH13//2628

81
すぐ役に立つ脳と心の介護予防フィットネス : 老齢期の認知機能・う
つに対応したQOL向上運動・実践ガイド : 現場で使える!

石井千惠[ほか]著 誠文堂新光社 医9F図書 493.185//I75//2594

82
予防の観点で考える認知症サルコペニア : 生活習慣改善に基づく指
導とケア

野口緑, 船橋徹編
著

メディカルレ
ビュー社

医9F図書 493.185//N93//2602

83 イスや車イスに座ってできる転倒防止と寝たきり予防の音楽体操
田中和代, 加藤昌
美, 品川真理子著

黎明書房 医9F図書 493.185//TA84//2596

84 事例で学ぶ認知行動療法 伊藤絵美著 誠信書房 医9F図書 493.72//I89//2587

85
レビー小体型認知症の介護がわかるガイドブック : こうすればうまくい
く、幻視・パーキンソン症状・生活障害のケア

小阪憲司, 羽田野
政治著

メディカ出版 医9F図書 493.75//KO82//2610

86
その島のひとたちは、ひとの話をきかない : 精神科医、「自殺希少地
域」を行く

森川すいめい著 青土社 医9F図書 493.79//MO51//2589

87
新生児の疾患・治療・ケア : 家族への説明に使える!イラストでわかる ;
オールカラー最新2版

楠田聡監修 メディカ出版 医9F図書 493.95//SH69//2613

88 初めての妊娠・出産 たまごクラブ編
ベネッセコーポ
レーション

医8F図書 598.2//TA77//2608

89
病気&ホームケア : 0～6才 : 赤ちゃん・子どもがよくかかる病気とおう
ちでのケアを、症状別に徹底解説。いざというときに落ち着いて対処で
きる!(たまひよ新・基本シリーズ)

ひよこクラブ編
ベネッセコーポ
レーション

医8F図書 598.3//H79//2606

90
最新症状ごとに「見てわかる!」赤ちゃんの病気新百科 : 0カ月～3才
ごろまでこれ1冊でOK! : たまひよ新百科シリーズ.ベネッセコーポレー
ション

たまごクラブ編
ベネッセコーポ
レーション

医8F図書 598.3//H79//2607

91 生きて、もっと歌いたい : 片足のアイドル・木村唯さん、18年の軌跡 芳垣文子著 朝日新聞出版 医8F闘病記 767.8//Y87//2614//小児がん2


