
 2016年度学生選書 （羽曳野図書センター）

書名 著者名 請求記号

学問のしくみ事典 : あらゆる「学」の歴史とつながりがわかる 日本実業出版社 002/N71

スマホ断食 : ネット時代に異議があります 藤原 智美 007.3/F68

みるということ : dialog in the dark : 暗闇の中の対話 ダイアログ・イン・ザ・ダーク 141.2/D14

触楽入門 : はじめて世界に触れるときのように テクタイル 141.24/TE31

「ねえ、私の話聞いてる?」と言われない「聴く力」の強化書 : あなたを聞き上手に
する「傾聴力スイッチ」のつくりかた 岩松 正史 146.8/I94

現代の忘れもの 渡辺 和子 159/W46

自分を信じる : 超訳「北欧神話」の言葉 杉原 梨江子 164.38/SU34

選んだ理由。 石井 ゆかり 281/I75

たったひとつのたからもの : 息子・秋雪との六年 加藤 浩美 289/KA86

おひとり京都の春めぐり 柏井 壽 291.62/KA77

質的研究のデザイン Flick Uwe 361.9/F33/1

質的研究のための「インター・ビュー」 Kvale Steinar 361.9/F33/2

質的研究のためのエスノグラフィーと観察 Angrosino Michael V. 361.9/F33/3

社会保障 : 生活を支えるしくみ 田畑 洋一 364/TA11

老いた親を愛せますか? : それでも介護はやってくる 岸見 一郎 367.7/KI58

魅力あふれる認知症カフェの始め方・続け方 浅岡 雅子 369.26/A88

自閉症の僕が跳びはねる理由 1 東田 直樹 378/H55/1

自閉症の僕が跳びはねる理由 2 東田 直樹 378/H55/2

美しいNIPPONらしさの研究 : 私たちが誤解してきた和の伝統 黒田 涼 382.1/KU72

なるほど!ザ・民族図鑑 島崎 晋 389/SH45

宇宙授業 中川 人司 440/N32

宙(そら)ガールバイブル : 星空観察に出かけよう☆ 永田 美絵 442/N23

大阪「高低差」地形散歩 : 凹凸を楽しむ 新之介 454.91/SH64

真夜中に猫は科学する : エクレア教授の語る遺伝や免疫のふしぎ 薬袋 摩耶 460/MI36
人生最後のご馳走 : 淀川キリスト教病院ホスピス・こどもホスピス病院のリクエスト
食 青山 ゆみこ 490.14/A58

医療倫理学のABC 服部 健司 490.15/H44

すばらしい人間部品産業 Kimbrell Andrew 490.15/KI31

フリーソフトRを使ったらくらく医療統計解析入門 : 高額な統計ソフトはもういらな
い!? : すぐに使える事例データと実用Rスクリプト付き 大櫛 陽一 490.19/O26

トコトンやさしい人体のしくみの本 倉橋 隆 491.3/KU51

休み時間の薬理学 丸山 敬 491.5/MA59

難病カルテ : 患者たちのいま 蒔田 備憲 493.11/MA37

魔法の糖尿病患者説明シート50+α : ダウンロードでそのまま使える! : 患者さんが
みるみる変わる! : 唱えて変身!魔法の言葉つき 細井 雅之 493.12/H94

糖尿病の食事 : 毎日つくれる生活習慣病の食事 牧野 直子 493.12/MA35

関西電力病院のおいしい糖尿病レシピ : 組み合わせ自由自在 主婦の友社 493.12/SH99

糖尿病管理に携わるすべての人のためのセミナー糖尿病アドバイス 田中 逸 493.12/TA84

検査値に基づいた栄養指導 : 生活習慣病への取り組み 足立 香代子 493.18/A16
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健診・健康管理専門職のための新セミナー生活習慣病 田中 逸 493.18/TA84

在宅人工呼吸器ケア実践ガイド : ALS生活支援のための技術・制度・倫理 川口 有美子 493.6/KA92

【現代語訳】呉秀三・樫田五郎 精神病者私宅監置の実況 金川 英雄 493.7/KU59

ポップスで精神医学 : 大衆音楽を"診る"ための18の断章 山登 敬之 493.7/Y45

作業療法覚書 : 目からウロコの作業料理の本 : 生かそう,作業の力,作業の魅力 山根 寛 493.72/Y36

うつ病の毎日ごはん : 国立精神・神経医療研究センターの医師と管理栄養士が
教える 功刀 浩 493.76/KU48

小児がん病棟と学生ボランティア : 関わり合いの人間科学 李 永淑 493.94/R32

移植と家族 : 生体肝移植ドナーのその後 一宮 茂子 494.65/I16

透析・腎移植の安心ごはん : 自分の適量を知ってきちんと食べる 菅野 義彦 494.93/KA57

東京逓信病院のおいしい腎臓病レシピ : 組み合わせ自由自在275レシピ 主婦の友社 494.93/SH99

腎臓機能を保つおいしい低たんぱく食レシピ : 透析を遅らせる!15年の体験から生
まれた/ [主婦の友社編] 主婦の友社 494.93/SH99

腎臓病の人のための早わかり食品成分表 : 知りたいことがすぐわかり、食事療法に
すぐに役立つ 吉田 美香 494.93/Y86

血流がすべて解決する 堀江 昭佳 498.3/H87

からだを救う水の飲み方、選び方 : 水は最高のサプリメント 馬渕 知子 498.3/MA12

消化・吸収・代謝のしくみと栄養素のはたらき : イラスト図鑑の決定版! 山中 英治 498.56/Y34

実践!ケースに学ぶ栄養管理・食事指導エキスパートガイド 稲垣 暢也 498.58/I52

栄養指導スキルアップ : 患者のやる気をひきだす!行動変容をサポートする! 幣 憲一郎 498.58/SH26

ココが知りたい栄養ケア : ナースのためにナースが書いた 矢吹 浩子 498.58/Y12

説明力で差がつく保健指導 坂根 直樹 498.81/SA34

世界をつくった6つの革命の物語 : 新・人類進化史 Johnson Steven 507.1/J64

地球とつながる暮らしのデザイン 小林 光 519/KO12

パリで学んだ"暮らしの質"を高める秘訣 Scott Jennifer Lynn 590/SC9

身近な素材でつくる四季の皿小鉢・お通し310 遠藤 十士夫 596.21/E59

十皿の料理 : コート・ドール 斉須 政雄 596.23/SA22

辰巳芳子の野菜に習う 辰巳 芳子 596.3/TA95

辰巳芳子スープの手ほどき 和の部 辰巳 芳子 596/TA95

辰巳芳子スープの手ほどき 洋の部 辰巳 芳子 596/TA95

娘につたえる私の味 1月-5月 辰巳 浜子 596/TA95

娘につたえる私の味  6月-12月 辰巳 浜子 596/TA95

猟師食堂 田中 康弘 659/TA84

あなたの知らない大阪「駅」の謎 米屋 浩二 686.21/Y84

ディズニーランドの社会学 : 脱ディズニー化するTDR 新井 克弥 689.3/A62

USJのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか? 森岡 毅 689.3/MO62

謎解き太陽の塔 石井 匠 702.16/I75

健康で文化的な最低限度の生活 柏木 ハルコ 726.1/KA77/1

Sound design : 映画を響かせる「音」のつくり方 Sonnenschein David 778.4/SO43
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相方は、統合失調症 松本 キック 779.14/MA81

希望をくれた人 : パラアスリートの背中を押したプロフェッショナル 宮崎 恵理 780/MI88

明日に向かって : 病気に負けず、自分の道を究めた星奈津美のバタフライの軌跡 田坂 友暁 785.2/TA92

翻訳できない世界のことば Sanders Ella Frances 804/SA62

事典にない大阪弁 : 絶滅危惧種の大阪ことば 旭堂 南陵 818.63/KY4

アンマーとぼくら 有川 浩 913.6/A71

すかたん 朝井 まかて 913.6/A83

2.43 : 清陰高校男子バレー部 1st season 壁井 ユカコ 913.6/KA11/1

2.43 : 清陰高校男子バレー部  2nd season 壁井 ユカコ 913.6/KA11/2

あかねさす : 新古今恋物語 加藤 千恵 913.6/KA86

勇者たちへの伝言 : いつの日か来た道 増山 実 913.6/MA69

あたたかい病院 宮子 あずさ 913.6/MI76

ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月 隆文 913.6/N48

君にさよならを言わない 七月 隆文 913.6/N48/1

君の膵臓をたべたい 住野 よる 913.6/SU63

孤独の果てで犬が教えてくれた大切なこと 瀧森 古都 913.6/TA73

悲しみの底で猫が教えてくれた大切なこと 瀧森 古都 913.6/TA73

エスカルゴ兄弟 津原 やすみ 913.6/TS39

ごはんぐるり 西 加奈子 914.6/N81

月の街山の街 イ チョルファン 929.13/I11

書店主フィクリーのものがたり Zevin Gabrielle 933/Z3

よくわかる質的研究の進め方・まとめ方 : 看護研究のエキスパートをめざして グレッグ 美鈴 N17/G95

グラウンデッド・セオリー・アプローチ : 理論を生みだすまで 戈木・クレイグヒル 滋子 N17/SA21

看護管理者のコンピテンシー・モデル事例集 : 書き方とその評価
看護管理コンピテンシー研究
会編 N24/KA54

異端の看護教育 : 中西睦子が語る 中西 睦子 N29/N38

看護診断のためのよくわかる中範囲理論 黒田 裕子 N30.2/KU72

根拠と事故防止からみた小児看護技術 浅野 みどり N37/A87

根拠と事故防止からみた母性看護技術 石村 由利子 N38/I78

根拠と事故防止からみた老年看護技術 亀井 智子 N39.1/KA34

看護師のための統計学 三野 大來 N50/MI45
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