
平成25年度　第2回選書ツアー図書リスト

タイトル 著者など 出版社 請求記号

ザ・世のなか力 (りょく) : そのうち身になる読書案内
パオロ・マッツァリー
ノ著

春秋社 /019.9/Ma99/2013

子どもの難問 : 哲学者の先生、教えてください! 野矢茂樹編著 中央公論新社 /104/N97/2013

ひとりで苦しまないための「痛みの哲学」
熊谷晋一郎著 ;
大澤真幸 [ほか対
談

青土社 /141.2/Ku33/2013

ゲシュタルト療法入門 : "今,ここ"の心理療法 倉戸ヨシヤ編 金剛出版 /146.8/Ku57/2012

 対人関係療法で改善する夫婦・パートナー関係 水島広子著 創元社 /146.8/Mi96/2013

わたしが正義について語るなら やなせたかし ポプラ社 /158/Y56/2013

「君にまかせたい」と言われる部下になる51の考え方 岩田松雄著 サンマーク出版 /159.4/I97/2013

人生で一番大切な20代の生き方 和田秀樹著 中経出版 /159.7/W12/2011

名画で読み解く「ギリシア神話」 吉田敦彦監修 世界文化社 /164.3/Y86/2013

名画で読み解く「世界史」 祝田秀全監修 世界文化社 /209/I97/2013

一途一心、命をつなぐ 天野篤著 飛鳥新社 /289.1/A43/2013

何とかなるさ! : ママは宇宙へ行ってきます 山崎直子著 サンマーク出版 /289.1/Y48/2010

聞く力 : 心をひらく35のヒント 阿川佐和子著 文藝春秋 /361.4/A19/2013

なぜ女性はケア労働をするのか : 性別分業の再生産を超えて 山根純佳著 勁草書房 /366.3/Y36/2011

低所得高齢者の生活と尊厳軽視の実態 : 死にゆきかたを選べな
い人びと

大友芳恵著 法律文化社 /367.7/O86/2013

老いのくらしを変えるたのしい切り紙 井上由季子著 筑摩書房 /369.26/I57/2012



タイトル 著者など 出版社 請求記号

介護の生理学 : 自立支援介護の実践のために知っておきたい理
論と技術

小平めぐみ [ほか]
著

秀和システム /369.26/Ko17/2013

腰痛のない身体介助術 岡田慎一郎著 医学書院 /369.26/O38/2013

真冬のスウェーデンに生きる障害者 : 日本の理学療法士が見た
福祉国家

山口真人著 新評論 /369.26/Y24/2012

Sign with me : サイン・ウィズ・ミー : 店内は手話が公用語 柳匡裕著 学研教育出版 /369.27/Y52/2012

精神障がい者地域包括ケアのすすめ : ACT-Kの挑戦(実践編)
福山敦子, 岡田愛
編

批評社 /369.28/F85/2013

震災後のことば : 8・15からのまなざし
吉本隆明 [ほか] 著
; 宮川匡司編

日本経済新聞出
版社

/369.3/Y91/2013

だから、僕は学校へ行く! 乙武洋匡著 講談社 /370.4/O86/2011

なぜ日本の大学生は、世界でいちばん勉強しないのか? 辻太一朗著 東洋経済新報社 /377.9/Ts41/2013

発達障がいと思春期 門野晴子著 柘植書房新社 /378/Ka14/2013

基礎基本をおさえた発達障害児の運動指導 : 指導者と子どもの関
係性・補助の方法

九重卓著 明治図書出版 /378/Ku48/2007

最重度の障害児たちが語りはじめるとき 中村尚樹著 草思社 /378/N37/2013

知的障がい児の楽しい運動遊び41 橋本和秀著 黎明書房 /378/To35/3

共生社会の礎を築く : 全特長ビジョン
全国特別支援学校
長会著作・編集

ジアース教育新社 /378/Z3/2013

朝1時間勉強法 : 働きながらどんな試験も合格できる! 山本憲明著 中経出版 /379.7/Y31/2010

こころを看取る : 訪問看護師が出会った1000人の最期 押川真喜子著 文藝春秋 /490.14/O76/2012

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 /490.15/H61/2008

すばらしい人間部品産業
A.キンブレル著 ;
福岡伸一訳

講談社 /490.15/Ki31/2011



タイトル 著者など 出版社 請求記号

生を肯定する : いのちの弁別にあらがうために
小松美彦著 ; 香川
知晶 [ほか対談

青土社 /490.15/Ko61/2013

人と薬の羅針盤　黎明編
吉岡ゆうこ, ネオフィ
スト研究所編著

じほう /490.2/Y92/2013

自立死　(経営者新書 ; 071) 与芝真彰著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

/490.4/Y85/2013

医療関係者のためのGoogle&クラウド活用ガイド 丸山康孝著 中山書店 /490.7/Ma59/2013

医療・福祉で役立つ『効果的な文章の書き方』入門講座 : わかりや
すい文章を短時間で書く秘訣教えます!　(第2版)

園部俊晴著
運動と医学の出版
社

/490.7/So44/2013

血液ガス・酸塩基平衡教室 : おもしろいほどスラスラわかって臨床
につかえる! : 呼吸尾崎塾

尾崎孝平著 ;
諏訪邦夫監修

メディカ出版 /491.32/O96/2009

加齢と運動の生理学 : 健康なエイジングのために

Albert W.Taylor, Michel
J.Johnson [著] ;
宮原英夫, 後藤勝正, 田
畑稔監訳・訳

朝倉書店 /491.35/Ta98/2010

脳はこんなに悩ましい
池谷裕二,
中村うさぎ著

新潮社 /491.371/I33/2013

脳の発生・発達 : 神経発生学入門 大隅典子著 朝倉書店 /491.371/N93/2

注意をコントロールする脳 : 神経注意学からみた情報の選択と統
合

苧阪直行編 新曜社 /491.371/O73/2013

診断に自信がつく検査値の読み方教えます! : 異常値に惑わされ
ない病態生理と検査特性の理解

野口善令編 羊土社 /492.1/N93/2013

運動負荷試験Q&A119（改訂第２版） 上嶋健治著 单江堂 /492.12/U47/2013

看護・医療系のためのくすりと治療の基礎知識
鳥澤保廣,
蜂谷正博編

東京化学同人 /492.3/To68/2013

ブラッシュアップ理学療法 : 88の知が生み出す臨床技術 福井勉編集 三輪書店 /492.5/F76/2013

動作分析臨床活用講座 : バイオメカニクスに基づく臨床推論の実
践

石井慎一郎編著 メジカルビュー社 /492.5/I75/2013

よくわかる理学療法の検査・測定・評価
齋藤昭彦編著 ;
榎本雪絵,
橋立博幸著

秀和システム /492.5/Sa25/2013

イラストでわかる小児理学療法
上杉雅之 [ほか]
 執筆

医歯薬出版 /492.5/U47/2013



タイトル 著者など 出版社 請求記号

臨床実践に役立つ看護研究ガイド : 基礎と実践 神郡博編著 看護の科学社 /N07/Ka37/2013

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 /N16/I75/2013

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 /N23/Ta94/2013

精神科退院支援ビギナーズノート 末安民生編集 中山書店 /N27/Su19/2009

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 /N46/Su23/2013

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 /N84/A22/2013

肥満の生活ガイド 大野誠著 医歯薬出版 /493.12/O67/2001

栄養・運動で予防するサルコペニア
葛谷雅文,
雨海照祥編集

医歯薬出版 /493.18/Ku99/2013

リハビリ体操ネタ帳 : レクリエーションにも生かせる : こんなとき…
どうリハビリ

前田万亀子編著 ひかりのくに /493.18/Ma26/2013

解らないことだらけの放射線被ばく : 医療被ばくの専門家である診
療放射線技師が答える

日本診療放射線技
師会編

医療科学社 /493.19/N77/2013

呼吸・心臓リハビリテーション : ビジュアル実践リハ : カラー写真で
わかるリハの根拠と手技のコツ

高橋哲也,
間瀬教史編著

羊土社 /493.3/Ta33/2009

精神科医はどのようにこころを読むのか 藤本修著 平凡社 /493.72/F62/2013

手を診る力をきたえる
鎌倉矩子,
中田眞由美編著

三輪書店 /493.72/Ka31/2013

3カ月で笑った!立った!話した!歩いた! 小川眞誠著 コスモ２１ /493.72/O24/2013

作業療法臨床実習マニュアル : 指導者と学生のために 山口昇編著 三輪書店 /493.72/Y24/2013

大発作 : てんかんをめぐる家族の物語
ダビッド・ベー作 ;
関澄かおる訳

明石書店 /493.74/B11/2007

知っていますか?ギャンブル依存一問一答 西川京子著 解放出版社 /493.74/N83/2013



タイトル 著者など 出版社 請求記号

性同一性障害の医療と法 : 医療・看護・法律・教育・行政関係者が
知っておきたい課題と対応

单野知惠子代表編 ;
川崎政司, 針間克己編
著

メディカ出版 /493.74/N95/2013

図説パーキンソン病の理解とリハビリテーション : Parkinson's
disease

山永裕明, 野尻晋
一著

三輪書店 /493.74/Y33/2010

高齢者の妄想 : 老いの孤独の一側面
浅野弘毅,
阿保順子編

批評社 /493.75/A87/2010

ペコロスの母に会いに行く 岡野雄一著 西日本新聞社 /493.75/O45/2013

ともに生きるためのエイズ : 当事者と社会が克服していくために 玉城英彦著 彩流社 /493.87/Ta79/2012

移植病棟24時赤ちゃんを救え! 加藤友朗著 集英社 /493.94/Ka86/2007

骨粗鬆症のトータルマネジメント
遠藤直人
専門編集

中山書店 /494.7/Se17/4

基礎から学ぶリハビリテーションと音楽療法 : チーム医療に必要な
知識と音楽アプローチ

笠井史人,
小島寿子著

音楽之友社 /494.78/Ka72/2013

わたしのからだをさがして : リハビリテーションでみつけたこと
小川奈々, 中里瑠
美子著 ; 大西成明
写真

協同医書出版社 /494.78/O24/2007

CTGモニタリングテキスト
馬場一憲, 松田義雄編
集代表 ; 日本母体胎児
医学会編集

東京医学社 /495.5/B12/2013

医療系のための実践的基礎統計学
北脇知己, 松野純
男共著

ムイスリ出版 /498.01/Ki73/2013

オバマの医療改革 : 国民皆保険制度への苦闘 天野拓著 勁草書房 /498.13/A43/2013

医療改革と財源選択 二木立著 勁草書房 /498.13/N73/2009

進化する医療系キャリアデザイン : 人材コンシェルジュが語る医
師、薬剤師、看護師、介護士の上手で賢い働き方

恩田乾次郎著 しののめ出版 /498.14/O65/2012

医療・保健スタッフのための健康行動理論の基礎 : 生活習慣病を
中心に

松本千明著 医歯薬出版 /498.3/Ma81/2003

塩分早わかり : いつも食べる量の塩分がひと目でわかる（第３版）
牧野直子監修・データ作
成 ; 女子栄養大学出版
部編

女子栄養大学
出版部

/498.55/J78/2013

からだにおいしい魚の便利帳 藤原昌高著 高橋書店 /498.58/F68/2013



タイトル 著者など 出版社 請求記号

からだにおいしいフルーツの便利帳 三輪正幸監修 高橋書店 /498.58/Mi68/2012

もっとからだにおいしい野菜の便利帳
白鳥早奈英,
板木利隆監修

高橋書店 /498.58/Sh86/2013

ぼくは「しんかい6500」のパイロット 吉梅剛著 こぶし書房 /558.3/Y93/2013

素材よろこぶ調味料の便利帳
高橋書店
編集部編

高橋書店 /588.6/Ta33/2013

イチバン親切な包丁の教科書 野崎洋光監修 新星出版社 /596.2/N98/2011

日本の野菜レシピ
高橋書店
編集部編

高橋書店 /596.3/Ta33/2012

浜内千波の1分こねパン 浜内千波著 マガジンハウス /596.6/H26/2013

科学でわかるお菓子の「なぜ?」 : 基本の生地と材料のQ&A231
中山弘典,
木村万紀子共著

柴田書店 /596.6/N45/2012

家庭で作れるアルザスの素朴なお菓子 田中博子著 河出書房新社 /596.6/Ta84/2013

台所道具の本 : プロに教わる選び方・つきあい方のいろは 主婦の友社編. 主婦の友社 /596.9/Sh99/2012

女子栄養大学の低カロリー満腹ごはん : 3stepでつくる!カンタン!!. 主婦と生活社 /596/J78/2013

部屋を活かせば人生が変わる 部屋を考える会著 夜間飛行 /597/H53/2013

農家の嫁の事件簿 : 描き下ろし : あれから4年の「北国、山の中」 三上亜希子著 小学館 /611.9/Mi21/2010

うちは精肉店 本橋成一写真と文
農山漁村文化協
会

/648.2/Mo83/2013

世界屠畜紀行　（角川文庫 ; 16687） 内澤旬子著 角川書店 /648.2/U25/2012

新しい広場をつくる : 市民芸術概論綱要 平田オリザ著 岩波書店 /709/H68/2013

石田徹也ノート 石田徹也著 求龍堂 /723.1/I72/2013



タイトル 著者など 出版社 請求記号

石田徹也全作品集 = Tetsuya Ishida complete 石田徹也著 求龍堂 /723.1/I72/2013

神話・伝説とおとぎ話 : ヨーロッパの図像 海野弘解説・監修
パイインターナショ
ナル

/723.3/U76/2013

皺 = Shiwa
パコ・ロカ著 ; 小野
耕世, 高木菜々訳

小学館集英社プロ
ダクション

/726.1/R56/2013

スヌーピーとしあわせの毛布 : a peanuts book Snoopy
チャールズ・M・シュ
ルツ作 ; 金原瑞人
訳

小峰書店 /726.1/Sc8/2013

悪い本
宮部みゆき作 ;
吉田尚令絵

岩崎書店 /726.6/Mi71/2013

おおきな木
シェル・シルヴァス
タイン作 ; 村上春樹
訳

あすなろ書房 /726.6/Si4/2011

りんごかもしれない ヨシタケシンスケ作 ブロンズ新社 /726.6/Y92/2013

インプロ・ゲーム : 身体表現の即興ワークショップ 絹川友梨著 晩成書房 /771.7/Ki47/2012

レ・ミゼラブル : 舞台から映画へ
ベネディクト・ナイチン
ゲール, マーティン・パル
マー著 ; 山上要訳

日之出出版 /775.4/N71/2013

マイケル・ムーア、語る。
マイケル・ムーア著
; 満園真木訳

辰巳出版 /778.2/Mo39/2013

スラムダンク勝利学 辻秀一著
集英社インターナ
ショナル

/780.4/Ts41/2012

世界一わかりやすい!インドネシア語一夜漬け 村田恭一著 TLS出版社 /829.4/Mu59/2013

日インドネシア・インドネシア日ポケット辞典 : カタカナ発音表記・逆
引き可能・実用卖語満載・用例・例文収録

TLS出版編集部編 TLS出版社 /829.4/Ti9/2013

英語で読むシャーロック・ホームズ : シャーロキアンが愛した5篇
（付属CD‐ROMあり）

コナン・ドイル著 ;
井上久美翻訳・解
説

IBCパブリッシング
/837.7/D89/2013
/837.7/D89/2013-2

英語で読む美女と野獣/眠れる森の美女 = Beauty and the
beast/Sleeping beauty（付属CD‐ROMあり）

ザンティ・スミス・セラフィ
ン英文リライト ; 出水田
隆文英語解説 ; 森安真
知子日本語訳

IBCパブリッシング
/837.7/Sm5/2013
/837.7/Sm5/2013-2

最後の桜 : 妻・大庭みな子との日々 大庭利雄著 河出書房新社 /910.2/O11/2013

組曲虐殺 井上ひさし著 集英社 /912.6/I57/2010



タイトル 著者など 出版社 請求記号

風立ちぬ ; 美しい村　改版　(岩波文庫) 堀辰雄作 岩波書店 /913.6/H87/1988

なずな 堀江敏幸著 集英社 /913.6/H87/2011

クワイエットルームにようこそ　(文春文庫) 松尾スズキ著 文藝春秋 /913.6/Ma85/2008

教科書に載った小説 佐藤雅彦編 ポプラ社 /913.6/Sa85/2012

見送ル : ある臨床医の告白 里見清一著 新潮社 /913.6/Sa86/2013

右か、左か　 (文春文庫 心に残る物語 : 日本文学秀作選） 沢木耕太郎編 文藝春秋 /913.6/Sa94/2010

人生のずる休み 北杜夫著 河出書房新社 /914.6/Ki61/2013

ぼくがいま、死について思うこと 椎名誠著 新潮社 /914.6/Sh57/2013

犬をえらばば　(講談社文芸文庫 ; [やA10]) 安岡章太郎著 講談社 /914.6/Y66/2013

深夜特急　１　(新潮文庫) /915.6/Sa94/1

深夜特急　２　(新潮文庫) /915.6/Sa94/2

深夜特急　３　(新潮文庫) /915.6/Sa94/3

深夜特急　４　(新潮文庫) /915.6/Sa94/4

深夜特急　５　(新潮文庫) /915.6/Sa94/5

深夜特急　６　(新潮文庫) /915.6/Sa94/6

統合失調症がやってきた
ハウス加賀谷,
松本キック著

イースト・プレス /916/H45/2013

「ヒキタさん!ご懐妊ですよ」 : 男45歳・不妊治療はじめました　 (光
文社新書 ; 587)

ヒキタクニオ著 光文社 /916/H57/2012

沢木耕太郎著 新潮社



タイトル 著者など 出版社 請求記号

無菌室ふたりぽっち 今田俊著 朝日新聞出版 /916/I41/2010

金澤翔子、涙の般若心経 : ダウン症の赤ちゃんが天才書家と呼ば
れるまでの奇跡の物語

金澤泰子著 世界文化社 /916/Ka48/2013

彼女失格 : 恋してるだとか、ガンだとか 松さや香著 幻冬舎 /916/Ma73/2013

ヒマラヤの風にのって : 進行がん、余命3週間の作家が伝えたかっ
たこと

吉村達也著 角川書店 /916/Y91/2012


