
NO. 書名 配置場所 請求記号

1
1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 / デイヴィッド・S・キダー, ノア・D・オッペンハ
イム著 ; 小林朋則訳 ; [正]. -- 文響社, 2018.5-.

医9F図書北 002//KI12//3541

2
1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 / デイヴィッド・S・キダー, ノア・D・オッペンハ
イム著 ; 小林朋則訳 ; 人物編. -- 文響社, 2018.5-.

医9F図書北 002//KI12//3542

3
1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 / デイヴィッド・S・キダー, ノア・D・オッペンハ
イム著 ; 小林朋則訳 ; 現代編. -- 文響社, 2018.5-.

医9F図書北 002//KI12//7467

4
スペースキーで見た目を整えるのはやめなさい : 8割の社会人が見落とす資料作成のキホン / 四禮静
子著. -- 技術評論社, 2020.6.

医9F図書北 007.63//SH87//7453

5
ショートカットキー時短ワザ大全 : 早く帰るコツは"手元"にあった! / 辻村司著. -- SBクリエイ
ティブ, 2019.9.

医9F図書北 007.63//TS44//7443

6
Pythonプログラミングパーフェクトマスター : Python3/Anaconda/PyQt5対応 : 主要機能徹底解説 :
AIプログラマーになるための / 金城俊哉著. -- 第3版. -- 秀和システム, 2020.12. -- (Perfect
Master ; 184).

医9F図書北 007.64//KI44//3585

7
Python機械学習プログラミング : 達人データサイエンティストによる理論と実践 / Sebastian
Raschka, Vahid Mirjalili著 ; クイープ訳. -- 第3版. -- インプレス, 2020.10. -- (Impress top
gear).

医9F図書北 007.64//R17//3540

8 独習Python / 山田祥寛著. -- 翔泳社, 2020.6. 医9F図書北 007.64//Y19//7462

9
「死」の教科書 : なぜ人を殺してはいけないか / 産経新聞大阪社会部著. -- 産経新聞出版. -- (扶
桑社新書 ; 020).

医9F図書北 114.2//SA65//3521

10
身近な人が亡くなった後の手続のすべて / 児島明日美, 福田真弓, 酒井明日子著. -- 新訂版. -- 自
由国民社, 2020.10.

医9F図書北 324.7//KO39//7446

11 Zoom&Slack完全マニュアル : テレワークを効率化! / 八木重和著. -- 秀和システム, 2020.7. 医9F図書北 336.57//Y15//7447

12
マンガでわかる無理をしない介護 : もしもの時に必ず役立つ「はじめての家族介護」基本・知識・実
践法 / 福辺節子, 代居真知子著 ; 平田美咲絵. -- 誠文堂新光社, 2019.8.

医9F図書北 369.26//F74//7445

13
イザ!というとき困らないための親の介護と自分の老後ガイドブック / 岡本典子著. -- ビジネス教育
出版社, 2020.10.

医9F図書北 369.26//O42//7448

14
まんがと図解でわかる障害のある子の将来のお金と生活 / 渡部伸著. -- 自由国民社, 2020.6. --
(備えて安心).

医9F図書北 369.27//W46//7449

15
ここまでできる自衛隊 : 国際法・憲法・自衛隊法ではこうなっている / 稲葉義泰著. -- 秀和システ
ム, 2020.10.

医9F図書北 392.1076//I51//7452

16
生と死を分ける数学 : 人生の(ほぼ)すべてに数学が関係するわけ / キット・イェーツ著 ; 冨永星
訳. -- 草思社, 2020.10.

医9F図書南 410//Y66//7460

🍀🍀学生のみなさんが選んだ図書です🍀🍀

学 生 選 書
2020

医療倫理や医療コミュニケーション系の本を中心に選書しました。

『死の教科書』

誰もが一度は話題にしたことがあると思います。「何故人を殺してはいけないか？」を。理由と

して、法律を出す人もいれば、道徳を出す人もいます。この本は小学生に対しての死の教育、事

故死の遺族へのインタビューといった読者が死に向き合える様々な情報を提供してくれる一冊で

す。様々な死と向き合うことになる医療関係者には是非ご一読いただきたい本です。
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NO. 書名 配置場所 請求記号

17 進化で読み解くバイオインフォマティクス入門 / 長田直樹著. -- 森北出版, 2019.6. 医9F図書南 467.3//O72//7438

18
患者の話は医師にどう聞こえるのか～診察室のすれちがいを科学する～ / ダニエル・オーフリ [著] 
; 原井宏明, 勝田さよ訳. -- みすず書房, 2020.11.

医9F図書南 490.14//O19//7437

19 もったいない患者対応 / 山本健人著. -- じほう, 2020.4. 医9F図書南 490.14//Y31//7464

20 医療倫理学のABC / 服部健司, 伊東隆雄編著. -- 第4版. -- メヂカルフレンド社, 2018.12. 医9F図書南 490.15//H44//7435

21
人間の尊厳と人格の自律 : 生命科学と民主主義的価値 / ミヒャエル・クヴァンテ [著] ; 小谷英生 
[ほか] 訳. -- 法政大学出版局, 2015.3. -- (叢書・ウニベルシタス ; 1024).

医9F図書南 490.15//Q1//7440

22
わたしたちはどんな医療が欲しいのか? : 人間中心医療を取り戻すための提言とその理由 / ミヒャエ
ル・デ・リッダー著 ; 島田宗洋訳 ; ヴォルフガング・R.アーデ訳. -- 教文館, 2020.9.

医9F図書南 490.4//D51//7433

23
世界の人体解剖図集 : 美しく不可思議な人体解剖学の芸術 / ジョアンナ・エーベンステイン著 ; 植
村亜美訳. -- パイインターナショナル, 2020.9.

医9F図書南 491.1038//E13//7466

24 手に映る脳、脳を宿す手 : 手の脳科学16章 / Göran Lundborg [著]. -- 医学書院, 2020.9. 医9F図書南 491.197//L97//7439

25
人体発生学と生命倫理 : 生命倫理学的考察 / 平塚儒子編著 ; 松尾拓哉 [ほか] 著. -- 時潮社, 
2018.4.

医9F図書南 491.2//H68//7436

26 死因不明社会2018 / 海堂尊 [著]. -- 講談社, 2018.6. -- (講談社文庫 ; [か-115-7]). 医9F図書南 491.358//KA21//3543

27 遺伝子 / NHKスペシャル「人体」取材班編. -- 医学書院, 2020.9. -- (NHKスペシャル . 人体 ; 2). 医9F図書南 491.69//J52//7434

28
遺伝カウンセリングのためのコミュニケーション論 : 京都大学大学院医学研究科遺伝カウンセラー
コース講義 / 小杉眞司編 ; 浦尾充子, 鳥嶋雅子, 村上裕美通年講義担当. -- メディカルドゥ, 
2016.3.

医9F図書南 491.69//KO89//7441

29
痛み・鎮痛の教科書「しくみと治療法」 : カラー図解 / 上野博司, 影山幾男, 守口龍三監修. -- ナ
ツメ社, 2020.3.

医9F図書南 492//I88//7457

30 また来たくなる外来 / 國松淳和著. -- 金原出版, 2020.4. 医9F図書南 492//KU45//7463

31 経絡・ツボの基本 : オールカラー / 森英俊監修. -- マイナビ, 2014.11. -- (運動・からだ図解). 医9F図書南 492.75//KE26//7458

32 再生医療 : 日本再生医療学会雑誌 ; Vol.10No.3(2011.8). -- メディカルレビュー社, 2011.8. 医9F図書南 492.89//SA22//7432

33 親が認知症!?離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと / 工藤広伸著. -- 翔泳社, 2020.7. 医9F図書南 493.758//KU17//7444

34
新型コロナ対応・民間臨時調査会 : 調査・検証報告書 / アジア・パシフィック・イニシアティブ 
[著]. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2020.10.

医9F図書南 498.6//A92//7461

35
ママ&パパにつたえたい子どもの病気ホームケアガイド / 日本外来小児科学会編著. -- 第5版. -- 医
歯薬出版, 2020.9.

医9F図書北 598.3//N77//7459

36
スポーツ医療従事者のための本格フロッシング : 応急処置、治療、コンディショニングのための新メ
ソッド / スヴェン・クルーゼ著 ; 長谷川早苗訳. -- ガイアブックス, 2020.7.

医9F図書北 780.19//KR9//7465

37
姿勢と動きの「なぜ」がわかる本 : スポーツ・健康づくりの指導に役立つ : 筋コンディションが
「見てわかる」ようになる筋と骨の知識 / 土屋真人著. -- 秀和システム, 2012.10-.

医9F図書北 780.193//TS32//7454

38
姿勢と動きの「なぜ」がわかる本 : スポーツ・健康づくりの指導に役立つ : 筋コンディションが
「見てわかる」ようになる筋と骨の知識 / 土屋真人著 ; 肩の筋編. -- 秀和システム, 2012.10-.

医9F図書北 780.193//TS32//7455

39
姿勢と動きの「なぜ」がわかる本 : スポーツ・健康づくりの指導に役立つ : 筋コンディションが
「見てわかる」ようになる筋と骨の知識 / 土屋真人著 ; 膝・下腿の筋編. -- 秀和システム, 
2012.10-.

医9F図書北 780.193//TS32//7456

40
アスリートのための筋力トレーニングバイブル : 使える筋肉・使えない筋肉 : オールカラー / 谷本
道哉, 荒川裕志編著. -- ナツメ社, 2018.12.

医9F図書北 780.7//TA88//7451

41
体が硬い人でもやらわかくなるストレッチ : 毎日1分で驚くほど変わる! / 石井直方, 荒川裕志監修. 
-- 扶桑社, 2018.12. -- (扶桑社ムック).

医9F図書北 781.4//KA62//7442

42
リアルな英語の9割はアカデミー賞映画で学べる! : あの名セリフ、名場面の英語解説 / 南谷三世著. 
-- 池田書店, [2020.2].

医9F図書北 837.8//MI37//7450

基礎知識が少なくても読める本、時間があるうちに入れておきたい

知識を解説してくれている本などを主に選びました。

勉強する上で参考になるよう、様々な分野から最新の情報が載って

いるものを選びました。
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NO. 書名 配置場所 請求記号

43 思春期の心の臨床 : 日常診療における精神療法 / 青木省三著. -- 第3版. -- 金剛出版, 2020.11. 医9F図書北 146.8//A53//7471

44
認知症の知的障害者への支援 : 「獲得」から「生活の質の維持・向上」へ / 木下大生著. -- ミネル
ヴァ書房, 2020.12. -- (MINERVA社会福祉叢書 ; 67).

医9F図書北 369.28//KI46//3549

45
特別の支援を必要とする多様な子どもの理解 : 「医教連携」で読み解く発達支援 / 吉田ゆり編著 ; 
長崎大学子どもの心の医療・教育センター監修. -- 北大路書房, 2020.12.

医9F図書北 378//Y86//3544

46
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

47
外来診療によく効くBATHE法 / Marian R. Stuart, Joseph A. Lieberman III著. -- メディカル・サ
イエンス・インターナショナル, 2020.5.

医9F図書南 490.14//ST9//7470

48
医学・薬学・健康の統計学 : 理論の実用に向けて / 吉村功, 大森崇, 寒水孝司著. -- サイエンティ
スト社, 2009.5.

医9F図書南 490.19//Y91//3547

49
薬局の現場ですぐに役立つ初学者のための漢方の教科書 : 対人業務の幅が広がる! / 雜賀智也著 ; 
淺沼晋著. -- 秀和システム, 2020.12. -- (薬剤師のためのスキルアップレシピ).

医9F図書南 490.9//SA21//3588

50
ベアー コノーズ パラディーソ 神経科学 : 脳の探求 : カラー版 / M.F. ベアー, B.W. コノーズ, 
M.A. パラディーソ著 ; 藤井聡監訳. -- 改訂版. -- 西村書店, 2021.1.

医9F図書南 491.37//B31//3647

51
はじめて学ぶケーススタディ : 書き方のキホンから発表のコツまで / 國澤尚子編著. -- 第2版. -- 
総合医学社, 2020.12.

医9F図書北 492.907//KU45//3584

52
ビジュアル臨床血液形態学 / 平野正美監修 ; 勝田逸郎 [ほか] 共著. -- 改訂第4版. -- 南江堂, 
2021.1.

医9F図書南 493.17//KA87//3648

53 病いは物語である : 文化精神医学という問い / 江口重幸著. -- 金剛出版, 2019.11. 医9F図書南 493.7//E33//7472

54
子どものアトピー性皮膚炎のケア : マンガでわかる! / 堀向健太文 ; 青鹿ユウマンガ. -- 内外出版
社, 2020.4.

医9F図書南 493.94//H89//7468

55
抗がん剤をいつやめるか?どうやめるか? : 最期まで患者さんの人生を支える医療の実践 / 勝俣範之
編. -- 日本医事新報社, 2020.4.

医9F図書南 494.53//KA88//3548

56
医療の経済学 : 経済学の視点で日本の医療政策を考える / 河口洋行著. -- 第4版. -- 日本評論社, 
2020.12.

医9F図書南 498.13//KA92//3545

57
産業医ガイド : 基本管理業務からメンタルヘルスまで / 日本産業衛生学会関東産業医部会編. -- 第
3版. -- 日本医事新報社, 2020.12.

医9F図書南 498.8//N77//3550

58 異形再生 : 付『絶滅動物図録』 / エリック・ハズペス著 ; 松尾恭子訳. -- 原書房, 2014.5. 医9F図書北 933.7//H98//3546

NO. 書名 配置場所 請求記号

59
特別刑法入門 : 刑事法実務の基礎知識 / 安冨潔著 ; 1. -- 第2版. -- 慶應義塾大学出版会, 
2020.10.

医9F図書北 326.8//Y66//7474

60
医師の働き方改革大全 : 現場と経営の変革に効く「完全マニュアル」 / 石井洋介 [ほか] 著 ; 日経
ヘルスケア編. -- 日経BP.

医9F図書南 498.14//I75//7475

61
事故・トラブルを想定した同意書・記録 : 医師兼弁護士から学ぶ / 鈴木孝昭編著 ; 青木聡史 [ほ
か] 執筆. -- 日総研出版, 2020.2.

医9F図書南 498.163//SU96//7473

NO. 書名 配置場所 請求記号

62
減速して自由に生きる : ダウンシフターズ / 高坂勝著. -- 筑摩書房, 2014.1. -- (ちくま文庫 ; 
[こ-45-1]).

医9Fよみもの 159//KO82//7476

『本当に使える症候学の話をしよう～とことんわかる病態のクリニカルロジック～』

症候学に関して新しい本が出ました。

臨床医学を学び始めた4回生や、ひと通り理解した5,6回生の方にいかがでしょうか。

『やっくん先生のそこが知りたかった中毒診療～だから中毒診療はおもしろいんよ～』

同じような症状に見えてしまう中毒の違いがわかります。

SNSでも評判です。
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NO. 書名 配置場所 請求記号

63
健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて / 熊代亨著. -- イースト・プレス, 
2020.6.

医9F図書北 304//KU35//7478

64
USMLE step 2 CK / Conrad Fischer. -- 5th ed. -- Kaplan Medical, c2019. -- (Master the 
boards).

国試コーナー 490.79//F28//3563

65
内科医が知っておくべき疾患102 : 各科スペシャリストが伝授 / 宮地良樹総編集. -- 中山書店, 
2020.4.

医9F図書南 492//MI71//3551

66
内科で診る不定愁訴 : Dr. Kの診断マトリックスでよくわかる不定愁訴のミカタ / 國松淳和著. -- 
中山書店, 2014.12.

医9F図書南 492.1//KU45//7481

67
本当に使える症候学の話をしよう : とことんわかる病態のクリニカルロジック / 高橋良著. -- じほ
う, 2020.9.

医9F図書南 492.1//TA33//7482

68
やっくん先生のそこが知りたかった中毒診療 : だから中毒診療はおもしろいんよ / 薬師寺泰匡著. -
- 金芳堂, 2020.2.

医9F図書南 493.15//Y16//7480

69
ボクはやっと認知症のことがわかった : 自らも認知症になった専門医が、日本人に伝えたい遺言 / 
長谷川和夫, 猪熊律子著. -- KADOKAWA, 2019.12.

医9F図書南 493.758//H36//7477

70
心理学からみた統合失調症 / 横田正夫編. -- 朝倉書店, 2020.11. -- (シリーズ公認心理師の向き合
う精神障害 / 横田正夫監修 ; 1).

医9F図書南 493.763//Y78//7479

71
【MeL】ねころんで読める救急患者のみかた ―ナース・救急救命士・研修医のための診療とケア : や
さしい救急入門書―

電子ブック

NO. 書名 配置場所 請求記号

72
障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて / 渡部伸監修. -- 自由国民社, 2019.4. 
-- (備えて安心).

医9F図書北 369.27//SH95//7484

73
虐待された子どもへの治療 : 医療・心理・福祉・法的対応から支援まで / ロバート・M・リース, ロ
シェル・F・ハンソン, ジョン・サージェント編. -- 第2版. -- 明石書店, 2019.12.

医9F図書北 369.4//R23//7490

74 Pythonによる医療データ分析入門 / 青木智広著 ; pandas+疑似レセプト編. -- 技術評論社, 2020.8. 医9F図書南 490.19//A53//7493

75 医学英語執筆のためのときめく実践例文集 : 逆転発想法で攻略 / 小出徹著. -- じほう, 2020.5. 医9F図書南 490.7//KO29//7488

76
DEATHペディア : イラスト図解 : 人はどこまで生きてられるのか? / 上野正彦, 高木徹也監修. -- 
宝島社, 2017.3.

医9F図書南 491.3//D51//3522

77
総合診療専門医のカルテ : プロブレムリストに基づく診療の実際 / 草場鉄周編集主幹 ; 横林賢一専
門編集. -- 中山書店, 2015.7. -- (総合診療専門医シリーズ ; 1).

医9F図書南 492//KU81//7487

78 診察基本手技マニュアル / 建部一夫, 鈴木勉, 冨木裕一編集. -- 第2版. -- 医歯薬出版, 2020.9. 医9F図書南 492.1//KE37//3555

79
Point-of-Care超音波 / Nilam J. Soni, Robert Arntfield, Pierre Kory著 / 丸善出版編集. -- エ
ルゼビア・ジャパン.

医9F図書南 492.1//SO42//7494

80 医療に活かす生体医工学 / 日本生体医工学会編. -- コロナ社, 2020.11. 医9F図書南 492.8//N77//7492

81
外傷性脳損傷ハンドブック : 診断と治療・評価・後遺症の管理 : 現場で役立つ臨床マニュアル / ア
ルシニェガス [ほか] 編 ; 中井啓 [ほか] 訳. -- 西村書店, 2020.1.

医9F図書南 493.73//A68//3553

82
動き出す医療事故調査制度 : 法律家と医師が解明する / 比較法研究センター「医療と法ネットワー
ク」編. -- SCICUS, 2015.12.

医9F図書南 498.12//H57//7486

83 医療事故はなぜ起こるのか / 押田茂實, 上杉奈々著. -- 晋遊舎, 2013.6. -- (晋遊舎新書 ; S16). 医9F図書南 498.12//O76//3552

84 医療40兆円の無駄 / 加藤正則著. -- 日本橋出版. 医9F図書南 498.13//KA86//3554

85 HSPの教科書 / 上戸えりな著. -- Clover出版, 2019.4. 医9F図書南 498.39//KA38//7485

86
世界最新の医療データが示す最強の食事術 : ハーバードの栄養学に学ぶ究極の「健康資産」の作り方 
/ 満尾正著. -- 小学館, 2020.11.

医9F図書南 498.583//MI66//7491

みなさんはHSPという言葉を知っていますか。

HSPはHighly Sensitive Personの略で「非常に敏感な人」のことを指します。HSPは音や光に

敏感であったり、他人の気持ちに強い共感性を抱く傾向にあります。このため、常に感受性の高

いアンテナを張っている状態になり、強いストレスを感じています。HSPは人口の15〜20%の

割合で存在していると言われています。臨床の現場でHSPの患者さんに出会った時、患者さん

の気持ちをより深く理解できるようHSPについて学べる本を選びました。
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NO. 書名 配置場所 請求記号

87 衛生動物の事典 / 津田良夫[ほか]編. -- 朝倉書店, 2020.5. 医9F図書南 498.69//TS34//7489

88
生きるための法医学 : 私へ届いた死者からの聲 : 1万体を検死、5千体を解剖してきた法医学者が伝
えたいこと / 佐藤喜宣著. -- 実業之日本社, 2020.11. -- (じっぴコンパクト新書 ; 383).

医9F図書南 498.9//SA85//7483

NO. 書名 配置場所 Maruzen eBook Library

1
ねころんで読める救急患者のみかた ―ナース・救急救命士・研修医のため
の診療とケア : やさしい救急入門書―

電子ブック

2
もっとねころんで読めるてんかん診療 ―医師が使える、患者にも効く、や
さしくふかい処方箋―

電子ブック

3 耳鼻咽喉科 （New Simple Step） 電子ブック

4 精神科 （New Simple Step） 電子ブック

5 公衆衛生 （New Simple Step） 電子ブック

6 小児科 （New Simple Step） 電子ブック

PCからは医学分館HP「電子ブックを探す」よりタイトルで検索してください。

（学内LANへの接続が必要です。VPN・学認システム対応）

学認の使い方は
11ページを見てください
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NO. 書名 配置場所 請求記号

1 図書館の新型コロナ対策ガイド / 吉井潤著. -- 青弓社, 2020.10. 医9F図書北 013//Y88//3564

2
命の経済 : パンデミック後、新しい世界が始まる / ジャック・アタリ著 ; 林昌宏, 坪子理美訳. -- 
プレジデント社, 2020.10.

医9F図書北 304//A95//3563

3 学校では教えてくれない差別と排除の話 / 安田浩一著. -- 皓星社, 2017.10. 医9F図書北 316.81//Y62//3567

4
SDGsを考える : 歴史・環境・経営の視点からみた持続可能な社会 / 高井亨, 甲田紫乃編. -- ナカニ
シヤ出版, 2020.3.

医9F図書北 333.8//TA34//3566

5
心病む夫と生きていく方法 : 統合失調症、双極性障害、うつ病…9人の妻が語りつくした結婚、子育
て、仕事、つらさ、そして未来 / 蔭山正子編著 ; 全国精神保健福祉会連合会監修. -- ペンコム, 
2020.11. -- (みんなねっとライブラリー).

医9F図書北 369.28//KA18//3562

6
ひきこもりと大学生 : 和歌山大学ひきこもり回復支援プログラムの実践 / 宮西照夫著. -- 学苑社, 
2011.11.

医9F図書北 371.42//MI79//3440

7
好きになる微生物学 : 感染症の原因と予防法 / 渡辺渡著. -- 講談社, 2015.11. -- (好きになるシ
リーズ).

医9F図書南 491.7//W46//3441

8
新たな恐怖に備える / 加藤茂孝著. -- 丸善出版, 2018.5. -- (人類と感染症の歴史 / 加藤茂孝著 ; 
続).

医9F図書南 493.8//KA86//3442

9
ジカ熱 : ブラジル北東部の女性と医師の物語 / デボラ・ジニス著 ; 奥田若菜, 田口陽子訳. -- 水
声社, 2019.11.

医9F図書南 493.87//D76//3568

10
たんぽぽ先生のおうち看取り : 在宅医が伝える、よりよく生ききるためのメッセージ / 永井康徳著. 
-- 幻冬舎メディアコンサルティング, 2020.10.

医9F図書南 498//N14//3443

11
看護師のための医療安全につながる接遇 : 自分と患者を守るコミュニケーション力 / 福岡かつよ著. 
-- 中央法規出版, 2020.11.

医9F図書南 498.14//F82//3439

12 心の疲れをとる事典 : やめてもいいこと86 / 西多昌規監修. -- 朝日新聞出版, 2020.11. 医9F図書南 498.39//KO44//3565

13
中高生から知っておきたい「くすりの正しい使い方」 : 「うっかりドーピング」も理解できる! : ヘ
ルスリテラシーを高めるために / 齋藤百枝美, 宮本法子編著. -- 薬事日報社, 2020.10.

医9F図書南 499.1//SA25//3561

14
洗浄と殺菌のはなし / 新名史典編著 ; 隈下祐一, 加藤信一著. -- 最新版. -- 同文舘出版, 
2020.11. -- (Do books)(ビジュアル図解).

医9F図書北 576.5//SH64//3560

15 パラリンピックの楽しみ方 : ルールから知られざる歴史まで / 藤田紀昭著. -- 小学館, 2016.8. 医9F図書北 780.69//F67//3569

学 生 選 書
2020

新型コロナウィルス感染症についての本を中心に選書しました。

今年は私が想像していた大学1回生の生活とは程遠い1年間でした。この事

を悲観的に捉えるのではなく、感染症について改めて考える機会にできれ

ばいいなと思い選書しました。
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NO. 書名 配置場所 請求記号

16
70歳の新人施設長が見た介護施設で本当にあったとても素敵な話 / 川村隆枝著. -- アスコム, 
2020.11.

医9F図書北 369.263//KA95//3458

17
"うつ""ひきこもり"の遠因になる発達障害の"二次障害"を理解する本 : 発達障害が暮らしに影響を与
えることがある : 親子で理解する発達障害の本 / 宮尾益知監修. -- 河出書房新社, 2020.10.

医9F図書北 378.8//U96//3460

18
終末期医療の緩和ケア : 全医療人必読英国「幻のホスピスバイブル」完全復刻版 / ジェイムス・F.
ハンラティ, アイリーン・ヒギンソン著 ; 市丸みどり訳. -- 朝日出版社, 2018.2.

医9F図書南 490.15//H29//3464

19
書いて覚える解剖生理ワークブック / 安谷屋均著. -- 照林社, 2016.1. -- (プチナースBooks . 
BASIC).

医9F図書南 491.31//A16//3459

20 看護学生クイックノート / プチナース編集部編集. -- 第2版. -- 照林社, 2014.11. 医9F図書北 492.9//P96//3444

21
日野原先生から看護をこころざす人に贈る35のメッセージ / [日野原重明著] ; 徳永惠子編. -- 日本
看護協会出版会, 2019.4.

医9F図書北 492.9049//H61//3463

22 くすりに関するナースのギモン / 林太祐編著. -- 照林社, 2020.8. -- (日ごろの?をまとめて解決). 医9F図書北 492.911//H48//3456

23
運動/感覚・認知/性・生殖機能障害 / 高島尚美 [ほか] 編集 ; 江川隆子編集協力. -- 中央法規出
版, 2019.1. -- (機能障害からみる看護過程 / 今川詢子, 長谷川真美監修 ; 3).

医9F図書北 492.914//KI46//3445

24 実習記録につまずいたとき読む本 / ローザン由香里著. -- 照林社, 2019.12. 医9F図書北 492.914//R76//3457

25 ICUナースポケットブック / JSEPTIC看護部会監修. -- 学研メディカル秀潤社, 2015.12. 医9F図書北 492.916//I17//3455

26
母性看護実習クイックノート / 上敷領正子著 ; 池西静江監修. -- 照林社, 2018.5. -- (プチナー
ス).

医9F図書北 492.924//KA38//3572

27 小児看護実習クイックノート / 四俣芳子著 ; 池西静江監修. -- 照林社, 2018.5. -- (プチナース). 医9F図書北 492.925//Y94//3570

28 消化器科ナースポケットブック / 藤井由加里編集. -- 学研メディカル秀潤社. 医9F図書北 492.926//F57//3454

29 呼吸器科ナースポケットブック / 畑田みゆき編. -- 学研メディカル秀潤社. 医9F図書北 492.926//H41//3449

30 整形外科ナースポケットブック / 畑田みゆき編集. -- 学研メディカル秀潤社. 医9F図書北 492.926//H41//3453

31 循環器内科・心臓血管外科ナースポケットブック / 池亀俊美編集. -- 学研メディカル秀潤社. 医9F図書北 492.926//I33//3452

32 糖尿病・代謝内科ナースポケットブック / 柏崎純子編. -- 学研メディカル秀潤社. 医9F図書北 492.926//KA77//3450

33
成人・老年看護実習クイックノート / 森田真帆, 伊藤美栄著. -- 照林社, 2018.5. -- (プチナー
ス).

医9F図書北 492.926//MO66//3571

34 糖尿病・腎臓病看護 : ビギナーナース実践ノート / 佐藤智寛著. -- 講談社, 2020.5. 医9F図書北 492.926//SA85//3447

35 精神看護実習クイックノート / 濱川孝二, 山門真樹著. -- 照林社, 2018.5. -- (プチナース). 医9F図書北 492.927//H23//3577

36 脳神経外科ナースポケットブック / 鈴木智恵子編集. -- 学研メディカル秀潤社. 医9F図書北 492.926//SU96//3451

37 精神科ナースポケットブック. -- 学研メディカル秀潤社. 医9F図書北 492.927//SE19//3448

『成人・老年看護実習クイックノート』

『母性看護実習クイックノート』

『小児看護実習クイックノート』

ポケットサイズで病棟に持っていってその場で確認ができる！

実習生のお守りみたいな本です！実習に行く際にはぜひ！！

『最後まであるがまま行く』

『日野原先生から看護をこころざす人に贈る35のメッセージ』

生涯医師として働き続けた日野原先生が紡ぐ言葉は心にすんなりと入ってきます。

医療職を目指す皆さんにぜひ一度触れてほしい本です。
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NO. 書名 配置場所 請求記号

38
精神科の薬抗精神病薬・抗うつ薬・睡眠薬・抗認知症薬はや調べノート : これだけは押さえておきた
い : 薬がわかる!ケアにいかせる! / 杉田尚子, 諏訪太朗編集. -- メディカ出版, 2020.3.

医9F図書南 493.72//SU46//3446

39 最後まで、あるがまま行く / 日野原重明著. -- 朝日新聞出版, 2018.3. 医9F図書北 914.6//H61//3462

40 明るい入院 : 洋酒メーカー元社員のアル中闘病記 / 井上眞理著. -- ナカニシヤ出版, 2019.8. 医9F闘病記 916//I57//3461//精神1

41
ADHDを解き明かす : ローリーの事例 ; : 著作権処理済. -- 日本語字幕・英語字幕版. -- 丸善 (発
行), c2017. -- (BBC active . シリーズ発達障害とその近接領域 ; 1). v.

医8FAV DV//259//1//493.7

42 【MeL】治したくない ―ひがし町診療所の日々― 電子ブック

NO. 書名 配置場所 請求記号

43
「繊細さん」の本 : 「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる / 武田友紀著. -- 飛鳥新社, 
2018.8.

医9F図書北 141.94//TA59//3467

44 ESG/SDGsキーワード130 / 江夏あかね , 西山賢吾著. -- 金融財政事情研究会. 医9F図書北 333.8//E57//3655

45
SDGs : 危機の時代の羅針盤 / 南博, 稲場雅紀著. -- 岩波書店, 2020.11. -- (岩波新書 ; 新赤版 
1854).

医9F図書北 333.8//MI37//3474

46
雇用差別と闘うアメリカの女性たち : 最高裁を動かした10の物語 / ジリアン・トーマス著 ; 中窪裕
也訳. -- 日本評論社, 2020.12.

医9F図書北 366.38//TH5//3575

47
せかいでさいしょにズボンをはい 女の子 / キース・ネグレー著 ; 石井睦美訳. -- 光村教育図書, 
2020.12.

準備中 367.2//N62//3587

48
女性の世界地図 : 女たちの経験・現在地・これから / ジョニー・シーガー著 ; 中澤高志 [ほか] 
訳. -- 明石書店, 2020.10.

医9F図書北 367.2//SE11//3471

49
助産師による思春期の健康教育 / 日本助産師会保健指導部会委員会編集・監修. -- 日本助産師会出
版, 2020.9.

医9F図書北 367.9//N77//3477

50
地域包括支援体制のいま : 保健・医療・福祉が進める地域づくり / 黒田研二編著. -- ミネルヴァ書
房, 2020.12. -- (新・Minerva福祉ライブラリー ; 40).

医9F図書北 369.11//KU72//3576

51 母子生活支援施設の現状と課題 / 武藤敦士著. -- みらい, 2020.10. 医9F図書北 369.41//MU93//3469

52
世界のESDと乳幼児期からの参画 : ファシリテーターとしての保育者の役割を探る / 萩原元昭編著. 
-- 北大路書房, 2020.11.

医9F図書北 376.1//H14//3473

53 医療系のための心理学 / 樫村正美, 野村俊明編著. -- 講談社, 2020.10. 医9F図書南 490.14//KA76//3468

54 揺らぐいのち : 生老病死の現場に寄り添う聖たち / 北村敏泰著. -- 晃洋書房, 2020.11. 医9F図書南 490.4//KI68//3472

55 看護学生のための統計学 / 力石國男著. -- 三省堂書店. 医9F図書北 492.9019//R41//3476

56
Birthいのちの始まりを考える講義 : 発生生物学者ギルバート博士が生殖補助医療と人間を語る / ス
コット・ギルバート, クララ・ピント-コレイア著 ; 阿久津英憲監訳 ; 王子玲子訳. -- 羊土社, 
2020.11. -- (PEAK books ; PB06).

医9F図書南 495.48//G44//3470

57
看護師・保健師をめざす人のやさしい統計処理 : 保健・医療データの活用 / 豊田修一, 星山佳治, 
宮崎有紀子執筆. -- 実教出版, 2020.10.

医9F図書南 498.019//TO83//3475

58
看護師4年目、もう辞めたい…編. -- いろは出版, 2020.9. -- (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 ; 2).

医9F図書南 498.14//N36//3465

59 最後の医者は桜を見上げて君を想う / 二宮敦人著. -- TOブックス, 2016.11. -- (TO文庫 ; に1-5). 医9Fよみもの 913.6//N76//3466

60
最後の医者は雨上がりの空に君を願う / 二宮敦人著 ; 上. -- TOブックス, 2018.4. -- (TO文庫 ; 
[に1-7]-[に1-8]).

医9Fよみもの 913.6//N76//3573

実習や勉強に必要な本、病気を抱えながら生活している人のエッセイなど興味深い本を選

ぶことができます。医学分館を利用する人々の学びがさらに幅広くなるようなお手伝いを

することができるのも学生選書の魅力です。ぜひ選書に参加してみてください。

私が選書した本は、現代の社会情勢で身につけておいたら便利だろうなと思う

ものを選ばせていただきました。SDGsや女性の権利について、メディでもっ

と勉強できたらいいなと思いました。皆さんもぜひ読んでみてください。
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NO. 書名 配置場所 請求記号

61
最後の医者は雨上がりの空に君を願う / 二宮敦人著 ; 下. -- TOブックス, 2018.4. -- (TO文庫 ; 
[に1-7]-[に1-8]).

医9Fよみもの 913.6//N76//3574

62 徹底的にシステム化された学校が子どもを伸ばす(アメリカ特別支援教育最前線) 準備中

NO. 書名 配置場所 Maruzen eBook Library

1 治したくない ―ひがし町診療所の日々― 電子ブック

2
写真でわかる看護のためのフィジカルアセスメントアドバンス ―生活者の
視点から学ぶ身体診察法―新訂版 【動画付】

電子ブック

3
写真でわかる訪問看護アドバンス ―訪問看護の世界を写真と動画で学ぶ!―
新訂版 【動画付】

電子ブック

4
写真でわかる重症心身障害児(者)のケアアドバンス ―人としての尊厳を守
る療育の実践のために―新訂版　【動画付】

電子ブック

5
写真でわかる急変時の看護アドバンス ―心肺蘇生法を中心に : 処置の流れ
とポイントを徹底理解!―改訂第2版 【動画付】（DVD BOOK）

電子ブック

PCからは医学分館HP「電子ブックを探す」よりタイトルで検索してください。

（学内LANへの接続が必要です。VPN・学認システム対応）

学認の使い方は
11ページを見てください
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NO. 書名 配置場所 請求記号

1
ひといちばい敏感なあなたが人を愛するとき : HSP気質と恋愛 / エレイン・N.アーロン著 ; 明橋大
二訳. -- 青春出版社, 2020.10.

医9F図書北 141.62//A79//3559

2 繊細な心の科学 : HSP入門 / 串崎真志著. -- 風間書房, 2020.2. 医9F図書北 141.94//KU88//3586

3
敏感(HSP)な人や内向的な人がラクに生きるヒント / イルセ・サン[著] ; 枇谷玲子訳. -- ディスカ
ヴァー・トゥエンティワン, 2018.6.

医9F図書北 141.94//SA62//3582

4
敏感すぎる私の活かし方 : 高感度から才能を引き出す発想術 / エレイン・N.アーロン著 ; 片桐恵理
子訳. -- パンローリング, 2020.9. -- (フェニックスシリーズ ; 112).

医9F図書北 146.8//A79//3581

5
消化器 / 医療情報科学研究所編集. -- 第6版. -- メディックメディア, 2020.4. -- (病気がみえる 
/ 医療情報科学研究所編 ; v. 1).

医9F図書南 492//B99//3589

6
耳鼻咽喉科 / 医療情報科学研究所編集. -- Medic Media, 2020.12. -- (病気がみえる / 医療情報科
学研究所編 ; vol. 13).

医9F図書南 492//B99//3590

7
皮膚科 / 医療情報科学研究所編集. -- Medic Media, 2020.12. -- (病気がみえる / 医療情報科学研
究所編 ; v.14).

医9F図書南 492//B99//3591

8
やさしくわかる心臓カテーテル : 解剖生理から検査・治療・看護まで / 高橋佐枝子, 島袋朋子編集. 
-- 第2版. -- 照林社, 2020.10.

医9F図書南 492.12//TA33//3578

9
病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図 / 井上智子, 窪田哲朗編. -- 第4版. -- 医
学書院, 2020.11.

医9FStudentS 492.914//I57//3580

10
生活機能からみた老年看護過程+病態・生活機能関連図 / 山田律子, 内ケ島伸也編集. -- 第4版. -- 
医学書院, 2020.11.

医9FStudentS 492.929//Y19//3579

11 精神科 / 高橋茂樹著. -- 総合医学社, 2020.9. -- (New simple step). 医9F図書南 493.7//TA33//3556

12
HSPと不安障害 : 「生きているだけで不安」なあなたを救う方法 / 高田明和著. -- 廣済堂出版, 
2020.9.

医9F図書南 493.79//TA28//3558

13 耳鼻咽喉科 / 高橋茂樹著. -- 総合医学社, 2020.11. -- (New simple step). 医9F図書南 496.5//TA33//3557

14

外科・内科、心理的問題、トレーニング、栄養、環境あらゆる角度から応える / クリストファー・
C・マッデン [ほか] 編 ; フランク・H・ネッター作画 ; 藤田真樹子訳. -- エルゼビア・ジャパン. 
-- (ネッターのスポーツ医学全書 / クリストファー・C・マッデン [ほか] 編 ; フランク・H・ネッ
ター作画 ; 藤田真樹子訳 ; 1).

医9F図書北 780.19//MA25//3583

そこのキミ！

次回は参加して
みないかい？

選書報告会で追加購入を決めたものです。

シリーズのものは各リストに追加しています。
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学認の使い方

リストのQRコードを使うと、Maruzen eBook Library内のページへ直接移動します。
学内LAN(med-wireless)に接続していないときは、ログイン画面が表示されます。
「学認アカウントをお持ちの方はこちら」から、全学認証のIDとパスワードでログイン
してください。
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学術情報総合センター　医学分館　2021.2.24

注意！

全学認証のID・パスワードです

学籍番号

パスワード

最後に次回ログイン時の設定をして終わります。
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