
看護大→上教大　貸出図書リスト
No. 書名 著者名 出 版 者 請求記号

1 いつでも⼼は「誰か」を求めている  “⼼の友"をつくる本 近藤裕  著 ⼤和書房 146.8-Ko73

2 他⼈をほめる⼈、けなす⼈ フランチェスコ・アル草思社 159-A41

3 吾れ⽼ゆ故に吾れ在り  ⽼いと性と⼈⽣と/カッパ･ホ-ムス 波多野完治  著 光⽂社 159-H42

4 マザー・テレサCEO  驚くべきリーダーシップの原則 ルーマ・ボースルー・集英社 159.4-B66

5 ⾃分を好きになる本 パット・パルマ−  著 径書房 159.7-P18-1

6 おとなになる本 パット・パルマ−  原 径書房 159.7-P18-2

7 夢をかなえる本 パット・パルマー  著 径書房 159.7-P18-3

8 ピンピン・コロンの⼼理学  サクセスフル・エイジング読本 渋⾕昌三  著 ぶんか社 159.7-Sh23

9 モラル・ハラスメントが⼈も会社もダメにする マリー=フランス・イ紀伊國屋書店 336.4-H69

10 ⾒せる⾃分/⾒せない⾃分  ⾃⼰呈⽰の社会⼼理学/セレクション社会⼼理学  11 安藤清志  著安藤清志 サイエンス社 361.4-A47-1

11 恋愛・性・結婚の⼈間関係学  親密関係の社会臨床⼼理学ハンドブック スーザン・ヘンドリッ乃⽊坂出版 361.4-H52

12 家族という暴⼒ 芹沢俊介  著 春秋社 367.3-Se83

13 バタードウーマン  虐待される妻たち レノア・E・ウォーカ ⾦剛出版 367.3-W36

14 ひきこもり−ただいま冬眠中 ⾼橋和枝  [ほか]著 新潟⽇報事業社 367.6-Ta33

15
セクシュアリティの多様性を踏みにじる暴⼒と虐待  差別と沈黙のはざまで/アム
ネスティ・ジェンダーレポート2

アムネスティ・インタ
現代⼈⽂社  ⼤学図
書 (発売)

367.9-A45

16
⼀⼈ひとりの性を⼤切にして⽣きる  インターセックス、性同⼀性障害、同性
愛、性暴⼒への視点

針間克⼰  [著] 少年写真新聞社 367.9-H33

17 性的⽀配と歴史  植⺠地主義から⺠族浄化まで 宮地尚⼦  編著 ⼤⽉書店 367.9-Mi75

18 漂流⽼⼈ホームレス社会 森川すいめい  著 朝⽇新聞出版 368.2-Mo51

19 学⽣たちの⽬から⾒た「ホームレス」  新宿・スープの会のフィールドから 鈴⽊忠義  編 ⽣活書院 368.2-Su96

20
死にたくなる⼈の深層⼼理  ⾃殺にいたる3つの要因を乗り越え「⽣」を選ぶま
で

布施豊正  著 はまの出版 368.3-F96

21 死の横顔  なぜ彼らは⾃殺したのか 布施豊正  著 誠信書房 368.3-F96

22 あなたを⾃殺させない  命の相談所「蜘蛛の⽷」佐藤久男の闘い 中村智志  著 新潮社 368.3-N37

23 ⽗-娘近親姦  ｢家族｣の闇を照らす ジュディス・L・ハー 誠信書房 368.6-H53

24 親を殺した⼦供たち エリオット・レイトン 草思社 368.6-L59

25 ストーカー(寄⽣愛者)の恐怖 宮元純  著 中央書院 368.6-Mi77

26 僕はパパを殺すことに決めた  奈良エリート少年⾃宅放⽕事件の真実 草薙厚⼦  著 講談社 368.7-Ku83

27 【現代語訳】呉秀三・樫⽥五郎 精神病者私宅監置の実況 呉秀三樫⽥五郎  [著]⾦医学書院 369.28-Ku59

28 「⼦供を殺してください」という親たち  /新潮⽂庫10200, お-89-1 押川剛  著 新潮社 369.28-O76

29 被災施設と⽀援者からの声  新潟県災害記録集 新潟県知的障害者福祉
新潟県知的障害者福
祉協会

369.3-N72

30 つなぐ  7.13新潟豪⾬災害 中越⼤震災の記録 [新潟県教職員組合  編新潟県教職員組合 369.3-N72

31
地震災害への備えを考える  中越地震・中越沖地震で学んだこと/ブックレット新
潟⼤学52

伊藤忠雄  ほか[ほか]著新潟⽇報事業社 369.31-I89

32 震災・復興の社会学  2つの「中越」から「東⽇本」へ 松井克浩  著 リベルタ出版 369.31-Ma77

33 ひとりじゃない  ドキュメント震災遺児 NHK取材班  編著 NHK出版 369.31-N71

34 封印された震災死  その「真相」  もの⾔わぬ2万⼈の叫び 吉⽥典史  著 世界⽂化社 369.31-Y86

35 引きこもりの理解と援助 蔵本信⽐古川上正⼰  萌⽂社 371.4-Ku53
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36 ひきこもりの家族関係  /講談社+α新書52-1A ⽥中千穂⼦  [著] 講談社 371.4-Ta84

37
医師もMRも幸せにする患者のための情報吟味  ディオバン事件以降の臨床研究リ
テラシー

⼭崎⼒  著 SCICUS 490.4-Y48

38 ⼀滴の⾎液で体はここまで分かる  /⽣活⼈新書098 奈良信雄  著 ⽇本放送出版協会 491.321-N51

39 ⼼臓は語る  /PHP新書278 南淵明宏  著 PHP研究所 491.323-N11

40
呼吸のバイオロジー  なぜ呼吸は⽌められるか/LiSA : life support and
anesthesia増刊

有⽥秀穂  [ほか]執筆佐
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.33-A77

41 ⾃然界における両性  雌雄の進化と男⼥の教育論/叢書・ウニベルシタス936 アントワネット・ブラ法政⼤学出版局 491.35-B52

42 愛の進化  ⼈はなぜ恋を楽しむか/⾃然誌選書 榎本知郎  著 どうぶつ社 491.35-E63

43
⾚ちゃん学  受精卵から幼児にいたる劇的変化  卵⼦の⽼化現象・出⽣前診断・
予防接種/NEWTONムック  ニュートン別冊

⽔⾕仁  Editor in chieニュートンプレス 491.35-Mi97

44
体温のバイオロジー  体温はなぜ37℃なのか/LiSA : life support and anesthesia
増刊

⼭蔭道明  監修
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.361-Ta22

45 ぷらす・あるふぁ  脳の⽅程式 中⽥⼒  著 紀伊國屋書店 491.371-N31

46 ⼼の迷宮  脳の神秘を探る/別冊⽇経サイエンス191 ⽇経サイエンス編集部 
⽇経サイエンス  ⽇
本経済新聞出版社

491.371-N73

47
三歳までに脳で何が起きているのか?  コトバや喜怒哀楽、知能、性格はこうして
⽣まれる

⻄村尚⼦  著 技術評論社 491.371-N84

48 睡眠のはなし  快眠のためのヒント/中公新書2250 内⼭真  著 中央公論新社 491.371-U25

49 脳と記憶の謎  遺伝⼦は何を明かしたか/講談社現代新書1351 ⼭元⼤輔  著 講談社 491.371-Y31

50 学⽣のための疾病論  ⼈間が病気になるということ 井上泰著 医学書院 491.6-I57

51 これだけは知っておきたい疾病のなりたち 井上泰  訳 医学書院 491.6-Ko79

52
糖尿病・代謝・内分泌  第2版  /病気がみえる : an illustrated reference guidev.
3

医療情報科学研究所  
Medic Media = メ
ディックメディア

491.61-I67-3

53 呼吸器  /病気がみえる : an illustrated reference guidev. 4 医療情報科学研究所  
Medic Media = メ
ディックメディア

491.61-I67-4

54 腎・泌尿器  /病気がみえるv. 8 医療情報科学研究所  
Medic Media = メ
ディックメディア

491.61-I67-8

55 ⺟と⼦のカルテ  ある⼩児科医の軌跡 安次嶺馨  著 ⽂芸社 493.9-A92

56 ⾃閉症へのABA⼊⾨  親と教師のためのガイド シーラ・リッチマン  東京書籍 493.9375-R34

57 震災と⼼のケア  ⼦どもの⼼の傷がPTSDになる前に ⽚⼭和⼦湯汲英史  共 ⽇東書院本社 493.937-Ka84

58 ｢夜ふかし｣の脳科学  ⼦どもの⼼と体を壊すもの/中公新書ラクレ194 神⼭潤  著 中央公論新社 493.937-Ko97

59 がれきの中の天使たち  ⼼に傷を負った⼦どもたちの明⽇ 椎名篤⼦  著 集英社 493.937-Sh32

60 若いお⺟さんのための⼩児外科散歩  知識がいっぱい、感動もいっぱい 今泉了彦  著
東京図書出版会  星
雲社(発売)

493.94-I43

61
⽣まれてきてくれてありがとう  ⼩さな君が⾒せてくれたもの  スモールベイビー
フォトブック

スモールベイビーフォ
スモールベイビー
フォトブック事務局

493.95-Sh99

62 ⾚ちゃんの⼼と体の図鑑 デズモンド・モリス  著柊⾵舎 493.98-Mo78

63 図解頭がよくなる朝、10分の習慣 川島隆太  著 PHP研究所 498.39-Ka97

64
たばこ・ストレス・性格のどれが健康を害するか  癌と⼼臓病の有効な予防法を
探る

H.J.アイゼンク  著清⽔星和書店 498.3-E94

65 災害時の栄養・⾷糧問題 板倉弘重渡邊昌近藤和建帛社 498.59-I87

66 ヤクザと原発  福島第⼀潜⼊記/⽂春⽂庫[す-19-1] 鈴⽊智彦  著 ⽂藝春秋 543-Su96

67
0〜3才病気・ホームケア&薬Book  わたしの⾚ちゃん/主婦の友⽣活シリーズ  新
⽶ママシリーズ

主婦の友社 598.3-Z3
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68 ⾚ちゃん新世紀 新潟⽇報学芸部  編 新潟⽇報事業社 599-N72

69 ⽣後1カ⽉の⼦育て読本  ⾚ちゃんとママのハネムーンのはじまりです 南部春⽣  監修 メデイカ出版 599-Se17

70
うんち・おしっこ・おちんちん百科  わたしの⾚ちゃん  男の⼦と⼥の⼦の？が
わかる/主婦の友⽣活シリーズ  新⽶ママシリーズ

主婦の友社 599-U75

71 最期のキス 古尾⾕登志江  著 講談社 916-F93

72 セックスレスな男たち 家⽥荘⼦著 集英社 916-I21

73 盲導⽝クイールの⼀⽣ ⽯⿊謙吾  ⽂秋元良平  ⽂藝春秋 916-I73

74 がんから始まる  /⽂春⽂庫き18-7 岸本葉⼦  著 ⽂芸春秋 916-Ki58

75 絶歌  神⼾連続児童殺傷事件 元少年A  著 太⽥出版 916-Mo89

76 私の夫はマサイ戦⼠ 永松真紀  著 新潮社 916-N15

77 筋⾁の崩壊と常に闘う男!  進⾏性筋ジストロフィーなんて怖くない 鈴⽊進⼆  著 東京図書出版会 916-Su96

78
静かな勇気の⼈  あっ⼦ちゃんの⽇記 ⽩⾎病と闘い、幼き病者の慰め⼿となり、
強く⽣きた⽇々

植⽊亜紀⼦  遺⽂植⽊ 教研学習社 916-U39

79 家の中のホームレス  神様、僕を引きこもりにしてくれたことを感謝します ⽉乃光司  著 新潟⽇報事業社 918.6-Ts63

80 安楽病棟  /新潮⽂庫 帚⽊蓬⽣  著 新潮社 N049-H14

81 ナースマン  新⽶看護⼠物語 ⼩林光恵  著 メディアワークス N049-Ko12

82 ナ−スがまま  看護婦1年⽣物語 ⼩林光恵  著 ベストセラ−ズ N049-Ko12-1

83 実録!介護のオシゴト  [1]  楽しいデイサービス/Akita essay collection 國廣幸亜  著 秋⽥書店 N049-Ku43-1

84 実録!介護のオシゴト  2  楽しいデイサービス/Akita essay collection 國廣幸亜  著 秋⽥書店 N049-Ku43-2

85 傷を愛せるか 宮地尚⼦  著 ⼤⽉書店 N049-Mi75

86 ⼈⽣に必要なことはぜんぶ看護に学んだ  宮⼦あずさのサイキア・トリップ 宮⼦あずさ  著 医学書院 N049-Mi76

87 看護病棟24時  /⾓川⽂庫10358 宮内美沙⼦  著 ⾓川書店 N049-Mi86

88 季節のいたわり 寺本松野  著 ⽇本看護協会出版会 N049-Te53

89 「だから、⽣きる。」 つんく♂  著 新潮社 N049.1-喉頭癌

90 ⼦宮会議 洞⼝依⼦  著 ⼩学館 N049.1-⼦宮頚癌

91 エイリアンの地球ライフ  おとなの⾼機能⾃閉症/アスペルガー症候群 泉流星  著 新潮社
N049.5-⾼機能⾃
閉症

92 アル中ワンダーランド まんしゅうきつこ  著 扶桑社
N049.7-アルコー
ル依存症

93 ⼤原さんちのダンナさん  このごろ少し神経症 ⼤原由軌⼦  著 ⽂藝春秋 N049.7-神経症

94 わたしは多重⼈格だった  セラピストと歩んだ⼈格統合への道 ジョーン・フランシス⽩揚社
N049.7-多重パー
ソナリティ障害

95 対⼈関係の基礎知識  カウンセリングとグループダイナミクスの活⽤ 平野馨  著 ⽇本看護協会出版会 N150-H66

96 知って得するナースのための薬の⾖知識  /別冊ナーシング・トゥデイ14 中原保裕  著 ⽇本看護協会出版会 N195-N33

97 ⼼のふれあう患者接遇 ⽯井良⼦⽯井美奈⼦  医学書院 N214-I75

98 ⼩六英介の患者にとどく話しことば ⼩六英介  著 ⽇本看護協会出版会 N214-Ko79

99 看護における質的研究 マデリン M. レイニン医学書院 N250-L53

100 看護職が体験する患者からの暴⼒  事例で読み解く 三⽊明⼦友⽥尋⼦  編 ⽇本看護協会出版会 N268-Mi24


