
＜看護１回生＞＜看護１回生＞＜看護１回生＞＜看護１回生＞

平成25年度 学生選書

看護 学科選定図書 101冊が入りました!!

看護学科の学生選書は、例年書店での店頭選書をしています。

今年は、杉本の学生選書にあわせて、紀伊国屋書店グランフロント店で行いました。

ちょっと遠出をしていただくことになりましたが、感想としては、良かったと思っていただけたようです。

選書方法もバーコードの読み取り機で図書のバーコードを読ませるだけという簡単なもので

これも好評でした。

新刊書も多く、図書を持って歩くことをしなくて良かったとのことです。

大学の後援会から、店頭選書の参加者に図書券をいただきました。

まだ実習経験がないので授業中心に選びました。

闘病記、看護師になる、働くことについての図書など。

心理学系のもの、コミュニケーションについてのものは、実習時に

役立つかと思い選びました。

No タイトル 巻号次配置場所 請求記号

1 今日から使える心理学 : 渋谷先生の一度は受けたい授業 : スッキリわかる! / 渋谷昌三著. -- ナツメ社, 2013.11. 医8F図書 140//SH23//0672

2 面白いほどよくわかる!心理学の本 / 渋谷昌三著. -- 西東社, 2009.12. 医8F図書 140//SH23//0673

3 面白いほどよくわかる!自分の心理学 / 渋谷昌三 [著]. -- 西東社, 2013.4.  医8F図書 140//SH23//0674

4 面白いほどよくわかる!他人の心理学 / 渋谷昌三著. -- 西東社, 2012.3. 医8F図書 140//SH23//0675

5 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8F図書 146.8//KO65//0676

6 ロジャーズクライエント中心療法 : カウンセリングの核心を学ぶ / 佐治守夫, 飯長喜一郎編. -- 新版. -- 有斐閣, 2011.5. 医8F図書 146.8//SA26//0677

7 それでも僕の人生は「希望」でいっぱい / ニック・ブイチチ著. -- 三笠書房, [2011.6]. 医8F闘病記 159//V83//0764//疾病0

8 女って大変。 : 働くことと生きることのワークライフバランス考 / 澁谷智子編著. -- 医学書院, 2011.11. 医8F図書 367.21//SH23//0679

9 19歳の君へ : 人が生き、死ぬということ / 日野原重明編著 ; 山崎章郎 [ほか] 著. -- 春秋社, 2008.8. 医9F図書 490.15//H61//0686

10 小澤竹俊の緩和ケア読本 : 苦しむ人と向き合うすべての人へ / 小澤竹俊著. -- 日本医事新報社, 2012.7. 医9F図書 490.15//O97//0736

11 いのちの絆 : ストレスに負けない日野原流生き方 / 日野原重明著. -- ダイヤモンド社, 2009.8. 医9F図書 490.49//H61//0685

12 ケアへのまなざし / 神谷美恵子 [著]. -- みすず書房, 2013.8. -- (始まりの本). 医9F図書 490.49//KA39//0684

13 iPS細胞の世界 : 未来を拓く最先端生命科学 / 京都大学iPS細胞研究所編著. -- 日刊工業新聞社, 2013.9. -- (B&Tブックス). 医9F図書 491.11//KY6//0689

14 セラピストなら知っておきたい解剖生理学 / 野溝明子著. -- 秀和システム, 2011.10. 医9F図書 491.3//N94//0691

15 解けばわかる「100の病気」 / 安達洋祐編集. -- メディカルレビュー社, 2012.10. 医8F図書 492.9//A16//0706

16 ナースに覚えてほしい50の病気 / 安達洋祐編集. -- メディカルレビュー社, 2013.8. 医8F図書 492.9//A16//0707

17 立ち上がる看護師たちの物語 : 世界の看護師51人の声 / スザンヌ・ゴードン編 ; サイエド舞訳. -- 抄訳版. -- 国書刊行会, 2013.10. 医8F図書 492.9//G67//0757

まだ実習経験がないので授業中心に選びました。

闘病記、看護師になる、働くことについての図書など。

心理学系のもの、コミュニケーションについてのものは、実習時に

役立つかと思い選びました。



18 幸せをつくる、ナースの私にできること : 3・11東日本大震災看護師3770人を被災地へ / 石井美恵子著. -- 廣済堂出版, 2013.3. 医8F図書 492.9//I75//0756

19 空飛ぶナース / 山本ルミ著. -- 新潮社, 2007.11. 医8F図書 492.9//Y31//0755

20 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8F図書 492.907//A22//0710

21 新人・後輩ナースを教える技術50 : 教え方力up!だれも教えてくれなかった! / 濱川博招, 島川久美子著. -- メディカ出版, 2012.2. -- (Smart nurse Books ; 09). 医8F図書 492.907//H23//0713

22 看護管理者のための「幸せ交渉術」 : 交渉上手は得をする! 交渉で幸せの種をもらおう / 松村啓史著. -- メディカ出版, 2010.9. 医8F図書 492.983//MA82//0712

23 一途一心、命をつなぐ / 天野篤著. -- 飛鳥新社, 2012.12. 医9F図書 494.643//A43//0687

24 最新病院がまるごとやさしくわかる本 / 福島安紀著. -- 秀和システム, 2011.7. -- (How-nual図解入門). 医9F図書 498.16//F84//0693

25 夢の病院をつくろう : チャイルド・ケモ・ハウスができるまで / チャイルド・ケモ・ハウス著. -- ポプラ社, 2013.10. 医9F図書 498.16//N98//0692

26 顔相でわかる食べもの健康ノート / 李家雄著. -- たにぐち書店, 2006.8.  医9F図書 498.583//R32//0690

27 ドクターヘリ救命飛行 (フライト) / Ken Wishaw著 ; 田中芳文訳. -- 医歯薬出版, 2009.4.  医9F図書 498//W78//0688

28 記憶障害の花嫁 / 北海道放送報道部取材班著. -- 小学館, 2013.9. 医8F闘病記 916//H82//0760//脳39

29 神様がくれた弱さとほほえみ : 20編の小さな物語 / 西村隆著. -- いのちのことば社フォレストブックス, 2004.8. 医8F闘病記 916//N84//0762//疾病27

30 娘が心配で死ねません。 / 西尾志津子著. -- 泰文堂, 2013.10. -- (オープンブックス). 医8F図書 916//N86//0765

31 そよ風の手紙 : 自閉症児りょうまとシングルファーザーの18年 / 新保浩著. -- マキノ出版, 2013.6. 医8F闘病記 916//SH35//0759//障害3

32 全然大丈夫じゃない! / 田坂真理著. -- 泰文堂, 2013.11. -- (オープンブックス). 医8F闘病記 916//TA92//0761//疾病0

33 さよならまでの読書会 : 本を愛した母が遺した「最後の言葉」 / ウィル・シュワルビ著 ; 高橋知子訳. -- 早川書房, 2013.7. 医8F闘病記 936//SC8//0758//がん42

34 それでも私にできること。 : さよならを言うまでの一年の記録 / スーザン・スペンサー=ウェンデル著 ; ブレット・ウィッター執筆協力 ; 吉田利子訳. -- 講談社, 2013.10. 医8F闘病記 936//W58//0763//疾病27

＜看護２回生＞＜看護２回生＞＜看護２回生＞＜看護２回生＞

看護過程、疾患別の図書の新しいものを中心に選びました。

実習で行った診療科のものや、検査系のもの、ケアに関するものなど

具体的に実習に役立つものを選びました。

No タイトル 巻号次配置場所 請求記号

35 ハート先生の心電図教室 / 市田聡著 ; 心臓病看護教育研究会編. -- 初級編, 不整脈編. -- 医学同人社, 2012.不整脈編 医9F図書 492.123//I13//0725

36 やさしく学ぶ看護理論 : ケースを通して / 黒田裕子編著. -- 改訂3版. -- 日総研出版, 2008.12. 医8F図書 492.901//KU72//0708

37 疾患別看護過程の展開 / 山口瑞穂子, 関口恵子監修. -- 第4版. -- 学研メディカル秀潤社. 医8F図書 492.914//SH34//0717

38 患者参画型看護計画 : 疾患別213+看護診断別37 / 上山さゆみ監修. -- 導入教育強化版. -- 日総研出版, 2012.10. 医8F図書 492.915//U51//0709

39 がん化学療法の薬抗がん剤・ホルモン剤・分子標的薬はや調べノート / 古瀬純司編著. -- メディカ出版, 2013.4. -- (プロフェッショナルがんナーシング : プロフェッショナルを目指す看護師のために ; 2013年別冊). 医8F図書 492.926//F94//0735

40 ハート先生の心臓循環器看護のフィジカルアセスメント / 市田聡著 ; 心臓病看護教育研究会編集. -- 医学同人社 (発売), 2013.8. 医8F図書 492.926//I13//0726

41 循環器経過別ポケット看護過程 / 武井テル監修 ; 照沼則子, 梶原絢子編集. -- メディカルレビュー社, 2012.3. -- (ぱっと手にとるシリーズ). 医8F図書 492.926//KE24//0744

42 まるごと図解循環器疾患 : オールカラー / 大八木秀和著. -- 照林社, 2013.9. 医8F図書 492.926//O94//0731

43 看護必要度記録・監査&評価データ活用ガイド / 井出志賀子, 倉岡圭子編著. -- 日総研出版, 2012.5. 医8F図書 492.983//I19//0716

44 240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. -- 第1版. -- メディカ出版, 2011.11. 医9F図書 493.91//KI17//0723

45 新生児呼吸管理なるほどQ&A : NICUナース&研修医の質問119 : 違いがわかる!説明できる! / 長和俊編著. -- メディカ出版, 2010.3. -- (Neonatal Care : The Japanese journal of neonatal care ; 2010年春季増刊(通巻303号)). 医9F図書 493.95//C52//0721

46 新生児循環管理なるほどQ&A : 図解でどんどんステップアップ / 与田仁志編著. -- メディカ出版, 2012.3. -- (Neonatal Care : The Japanese journal of neonatal care ; 2012年春季増刊(通巻331号)). 医9F図書 493.95//Y73//0722

47 動画でみるみるわかる眼科検査テクニック : 基本手順から疾患の捉え方まで、検査のすべてが、みえる、わかる、できる : WEB / 前田裕子編著 : 松本長太監修. -- メディカ出版, 2013.11. -- (眼科ケア別冊). 医9F図書 496.2//MA26//0739

看護過程、疾患別の図書の新しいものを中心に選びました。

実習で行った診療科のものや、検査系のもの、ケアに関するものなど

具体的に実習に役立つものを選びました。



＜看護３回生＞＜看護３回生＞＜看護３回生＞＜看護３回生＞

No タイトル 巻号次配置場所 請求記号

48 座位が変われば暮らしが変わる / 大渕哲也著. -- 中央法規出版, 2009.9. -- (基礎から学ぶ介護シリーズ). 医8F図書 369.27//O14//0681

49 消化管 / 医療情報科学研究所編集. -- 第1版. -- メディックメディア, 2013.11. -- (イメカラ : イメージするカラダのしくみ / 医療情報科学研究所編集). 医8FSS 491.3//I67//0700

50 循環器 / 医療情報科学研究所編集. -- メディックメディア, 2010.4. -- (イメカラ : イメージするカラダのしくみ / 医療情報科学研究所編集). 医8FSS 491.3//I67//0701

51 呼吸器 / 医療情報科学研究所編集. -- メディックメディア, 2011.6. -- (イメカラ : イメージするカラダのしくみ / 医療情報科学研究所編集 ; b). 医8FSS 491.3//I67//0702

52 腎臓 / 医療情報科学研究所編集. -- メディックメディア, 2012.5. -- (イメカラ : イメージするカラダのしくみ / 医療情報科学研究所編集 ; b). 医8FSS 491.3//I67//0703

53 心電図デビュー : はじめてでも使いこなせるすぐ動ける / 三宅良彦編. -- 学研メディカル秀潤社. 医9F図書 492.123//MI76//0729

54 症状から読み解く心電図 / 高尾信廣著. -- 中央法規出版, 2013.9. 医9F図書 492.123//TA48//0730

55 わかりやすい与薬 : 実習・臨床で必ず役立つ薬と注射の本 : 看護学生・新人看護師のための / 石塚睦子, 黒坂知子著. -- 第5版. -- 医学評論社, 2013.2. 医8F図書 492.911//I72//0737

56 ここから始める!人工呼吸ケア / 磨田裕編著. -- 照林社, 2013.4. 医8F図書 492.916//U95//0724

57 術前術後ケアポイント80 : チェックリスト&図解でサクッと理解! / 足羽孝子, 伊藤真理編著. -- メディカ出版, 2013.2. 医8F図書 492.9163//A92//0734

58 退院支援・退院調整ステップアップQ&A : 実践者からの知恵とコツ / 宇都宮宏子 [ほか] 編. -- 日本看護協会出版会, 2012.5. 医8F図書 492.9175//U96//0720

59 乳房ケアのエビデンス : 母乳哺育と乳房トラブル予防対処法 / 立岡弓子著. -- 日総研出版, 2013.2. 医8F図書 492.923//TA94//0743

60 ストーマ術後ケアまるっとわかるQ&A95 : 病棟での困りごとがこれで解決! / 菅井亜由美編著. -- メディカ出版, 2013.4. 医8F図書 492.926//SU23//0733

61 自己理解・対象理解を深めるプロセスレコード : プロセスレコードが書ける、読める、評価できる本 / 長谷川雅美, 白波瀬裕美編著. -- 日総研出版, 2001.11. 医8F図書 492.927//H36//0715

昨年も参加したが、店頭選書は新鮮でした。

実習にあわせて、蔵書の少ない領域を選びました。

（精神、母性、小児科、退院支援、耳鼻科など）

61 自己理解・対象理解を深めるプロセスレコード : プロセスレコードが書ける、読める、評価できる本 / 長谷川雅美, 白波瀬裕美編著. -- 日総研出版, 2001.11. 医8F図書 492.927//H36//0715

62 服薬支援とケアプランに活かす非定型抗精神病薬Q&A / 萱間真美, 稲田俊也, 稲垣中編集. -- 医学書院, 2012.11. 医8F図書 492.927//KA98//0741

63 精神科看護の非言語的コミュニケーションUP術 : 事例で学ぶマンガでわかる / 平澤久一監修. -- メディカ出版, 2010.6. 医8F図書 492.927//SE19//0740

64 グループと精神科看護 / 武井麻子著. -- 金剛出版, 2012.3. 医8F図書 492.927//TA62//0742

65 気づいていますか認知症ケアの落とし穴 / 安西順子編著. -- 中央法規出版, 2012.4. -- (基礎から学ぶ介護シリーズ). 医9F図書 493.758//A49//0683

66 今日から実践認知症の人とのコミュニケーション : 感情と行動を理解するためのアプローチ / 飯干紀代子著. -- 中央法規出版, 2011.9. -- (基礎から学ぶ介護シリーズ). 医9F図書 493.758//I26//0682

67 認知症介護の基本 / 長嶋紀一編. -- 中央法規出版, 2006.2. -- (基礎から学ぶ介護シリーズ). 医9F図書 493.758//N21//0680

68 たとえイラストですっきりわかる至適透析 : 患者さんにぴったりな透析の量と方法 / 中井滋, 杉山敏編著. -- メディカ出版, 2013.7. 医9F図書 494.93//N34//0732

69 帝王切開のすべて : 助産師だからこそ知っておきたい術前・術後の管理とケアの実践 / 竹内正人編著. -- メディカ出版, 2013.1. -- (ペリネイタルケア ; 2013年新春増刊(通巻415号)). 医9F図書 495.9//TA67//0704

70 ベテラン助産師から学ぶ!3大助産業務のコツと技 : 保健指導 : 分娩介助 : おっぱいケア / 山本詩子, 宮下美代子編著. -- メディカ出版, 2013.6. -- (ペリネイタルケア ; 2013年 夏季増刊(通巻421号)). 医9F図書 495.9//Y38//0705

71 基礎から学ぶ口腔ケア : 口をまもる生命 (いのち) をまもる / 菊谷武監修. -- 第2版. -- 学研メディカル秀潤社. 医9F図書 497.9//KI59//0738

＜看護４回生＞＜看護４回生＞＜看護４回生＞＜看護４回生＞

No タイトル 巻号次配置場所 請求記号

72 文化人類学 / 波平恵美子編集 ; 波平恵美子 [ほか] 執筆. -- カレッジ版第3版. -- 医学書院, 2011.11.　 医8F図書 389//N47//0678

初めての図書委員でしたが、選書は意外と簡単で、いいシステム

だと思いました。

既に図書館にあるものが多い印象を受けました。



73 よくわかる卒論・修論のための統計処理の選び方 / 鍵和田京子, 石村貞夫著. -- 東京図書, 2001.11.　 医9F図書 417//KA18//0718

74 らくらく図解アンケート分析教室 / 菅民郎著. -- オーム社, 2007.9. 　 医9F図書 417//KA43//0719

75 胸部の地図帳 : 人体スペシャル / 佐藤達夫著. -- 講談社, 2008.5. 　 医9F図書 491.194//SA85//0699

76 くすりの地図帳 / 伊賀立二, 小瀧一, 澤田康文監修. -- 講談社, 2007.11. 　 医9F図書 491.5//KU93//0698

77 マンガで簡単!モニター心電図  / 三宅良彦編著. -- 照林社, 2008.2. 医9F図書 492.123//MI76//0727

78 モニター心電図まるわかりガイド : 読める!気づける!対応できる! / 安達仁監修. -- 学研メディカル秀潤社. -- (月刊ナーシング ; 第32巻第5号(通巻414号)). 医9F図書 492.123//MO33//0728

79 薬効別服薬指導マニュアル / 田中良子監修・編集 ; 政田啓子, 妻谷多美代, 木村健編集. -- 第7版. -- じほう, 2011.7. 医9F図書 492.3//MA61//0694

80 看護が直面する11のモラル・ジレンマ / 小林亜津子著. -- ナカニシヤ出版, 2010.2.　 医8F図書 492.9015//KO12//0711

81 パソコンで進めるやさしい看護研究 : おもしろさ楽しさがわかる! / 富田真佐子著. -- オーム社, 2008.3.　 医8F図書 492.907//TO58//0714

82 違いがわかる!同種・同効薬 / 黒山政一, 大谷道輝編集. -- [正], 続. -- 南江堂, 2010.10-.[正] 医9F図書 499.1//KU78//0695

83 違いがわかる!同種・同効薬 / 黒山政一, 大谷道輝編集. -- [正], 続. -- 南江堂, 2010.10-.続 医9F図書 499.1//KU78//0696

84 ひと目でわかる同効薬比較表 / 黒山政一編著. -- じほう, 2009.8. 医9F図書 499.1//KU78//0697

＜看護全回生＞＜看護全回生＞＜看護全回生＞＜看護全回生＞

No タイトル 巻号次配置場所 請求記号

選書会議の場で出てきた皆さんのご要望を元に、関連図書を何点か

追加しています。

また、これまでの学生選書希望図書やSS図書の改版なども追加しました。

85 言葉で治療する / 鎌田實著. -- 朝日新聞出版, 2009.11. 医9F図書 490.14//KA31//7647//西田蔵書

86 患者さんとの接し方 / 星野達夫著. -- 医学出版, 2013.9. 医9F図書 490.145//H92//7646//西田蔵書

87 からだの地図帳 = The atlas of the human body / 佐藤達夫監修. -- 新版. -- 講談社, 2013.11.　 医9F図書 491.1//KO19//7650//西田蔵書

88 なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 -- 第5版. -- メディックメディア, 2013.31 医8F図書 492.91//I67//0745

89 なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 -- 第5版. -- メディックメディア, 2013.62 医8F図書 492.926//I67//0746

90 なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 -- 第5版. -- メディックメディア, 2013.73 医8F図書 492.926//I67//0747

91 なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 -- 第5版. -- メディックメディア, 2013.84 医8F図書 492.926//I67//0748

92 なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 -- 第5版. -- メディックメディア, 2013.95 医8F図書 492.926//I67//0749

93 なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 -- 第5版. -- メディックメディア, 2013.116 医8F図書 492.929//I67//0750

94 なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 -- 第5版. -- メディックメディア, 2013.57 医8F図書 492.925//I67//0751

95 なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 -- 第5版. -- メディックメディア, 2013.48 医8F図書 492.924//I67//0752

96 なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 -- 第5版. -- メディックメディア, 2013.109 医8F図書 492.927//I67//0753

97 なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 -- 第5版. -- メディックメディア, 2013.1210 医8F図書 492.98//I67//0754

98 脳神経経過別ポケット看護過程 / 落合聖乃, 二方恵美編集. -- メディカルレビュー社, 2013.7. -- (ぱっと手にとるシリーズ). 医8F図書 492.926//KE24//7644//西田蔵書

99 呼吸器経過別ポケット看護過程 / 武井テル監修 ; 小崎綾子編集. -- メディカルレビュー社, 2012.9. -- (ぱっと手にとるシリーズ). 医8F図書 492.926//KE24//7645//西田蔵書

100 医療の接遇 : 基本テキスト&演習 : 医療接遇検定3級公式テキスト / 医療タイムス社編集. -- 医療タイムス社, 2012.7. 医9F図書 498.14//I67//7648//西田蔵書

101 基礎からわかる服薬指導 / 浜田康次, 吉江文彦, 山口晴美著. -- ナツメ社, 2011.8. 医9F図書 499.2//H22//7649//西田蔵書
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