
【2020年度　後期　教科書リスト（看護学科）】 値段はサイトに記載があります。

番号
必修
選択

学年 科目名 書名 著者 出版社 ISBN 担当 備考

1 選択 １年 ポルトガル語 Vamos falar português! Edição revisada 重松由美 朝日 978-4-255-55505-8 伊勢島セリア明美

2 選択 １年 スペイン語 ¡ Hola！ 粕谷てる子 第三書房 978-4-8086-3035-5 伊勢島セリア明美

3 必修 １年 疾病の成り立ち
系統看護学講座　専門基礎分野 病理学 疾病の成り
立ちと回復の促進①

大橋健一・他 医学書院 978-4-260-01986-6 山科

4 必修 １年 看護技術学Ⅳ 看護がみえるvol．4　看護過程の展開 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 978-4896328011 伊藤・武井

5 必修 １年 看護技術学Ⅳ 看護診断ハンドブック 第11版
リンダ　J.カルペニート

著、黒江ゆり子監訳
医学書院 978-4260034517 伊藤・武井

6 必修 １年 看護技術学Ⅳ 看護学生クイックノート　第2版 石塚睦子監修 照林社 978-4796523356 伊藤・武井

7 必修 １年 看護技術学Ⅳ 看護過程に沿った対症看護 第5版 高木永子 学研メディカル秀潤社  978-4780911954 伊藤・武井

8 必修 １年 臨床薬理学 イラストでまなぶ薬理学 田中越郎 医学書院 978-4-260-02502-7 煙山健仁

9 必修 １年 感染と防御 新訂版クイックマスター　微生物学 西條政幸 サイオ出版 978-4-907176-31-0 煙山健仁

10 選択 １年 統計学 はじめての統計学 鳥居泰彦 日本経済新聞出版社 9784532130749 石井

11 選択 １年 教育心理学 実践につながる教育心理学 桜井茂男監修 北樹出版 978-4-7793-0325-8 大澤靖彦 前期に一部の学生が購入済

12 選択 １年 人間発達学 みるよむ生涯発達心理学 塚野州一 北大路書房 978-4-7628-2189-9 大澤靖彦 前期に一部の学生が購入済

13 必修 １年 臨床検査 系統看護学講座　別巻
奈良信雄
和田隆志

医学書院 978－4－260－03573－6 立崎國男

14 必修 ２年 母性看護方法 ≪系統看護学講座専門分野Ⅱ≫母性看護学各論 森恵美他 医学書院 978-4-260-02179-1

15 選択 ２年 情報処理応用演習 よくわかる統計学　看護医療データ編（第2版）
石村貞夫＋久保田基夫＋石

村友二郎 著
東京図書 978-4-489-02191-6 C3040

HTマチヤコ
ン

16 選択 ２年 看護専門職論Ⅳ 日本がもし百人の村だったら 池田彰 マガジンハウス 978-4-8387-2037-8 島田啓介

17 必修 ２年 小児看護方法　 小児臨床看護各論 奈良間美保 医学書院 978-4-260-01990-3 丸本　真理

18 選択 ２年 医療保健英語 事例で学ぶ看護英語 杉田由仁 成美堂 9784791905522 女鹿
2020年前期の「英書講読」で同教科書
を使用

19 選択 ２年 公衆衛生看護活動論Ⅰ 公衆衛生看護技術（最新版） 中村裕美子ほか 医学書院 978-4-260-03870-6 檀原

20 必修 ２年 高齢期看護方法
老年看護学技術　最後までその人らしく生きること
を支援する

真田弘美　正木治恵 南江堂 978－4－524－22711－2 田中光子

21 選択 ２年 看護専門職論Ⅲ 緩和・ターミナルケア看護論
鈴木志津枝

内布敦子　編集
ヌーベルヒロカワ 978-4-86174-044-2 櫻井通恵

22 必修 ２年 成人看護方法Ⅱ 周手術期看護論 雄西智恵美、秋元典子 ヌーヴェルヒロカワ 978-4-86174-060-2 本島茉那美

23 選択 ３年
文献検索とクリティー

ク
看護師のためのWeb検索・文献検索入門 (JJNスペ
シャル)

佐藤 淑子／和田 佳代子  医学書院 978-4260019125
HTマチヤコ

ン

24 選択 ３年 学校保健Ⅰ
新版 学校保健－チームとしての学校で取り組むヘ
ルスプロモーション－

德山美智子、竹鼻ゆかり、
三村由香里、上村弘子

東山書房 978-4-8278-1570-2 間戸

25 選択 ３年 養護概論 新養護概説＜第11版＞ 采女智津江 少年写真新聞社 978-4-87981-676-4 間戸

26 必修 ３年 機能看護学Ⅲ 黒田裕子の看護研究Step by Step 黒田裕子 医学書院 ISBN978-4-260-03015-1 吉田幸枝

27 選択 ３年 公衆衛生看護活動論Ⅱ 対象別公衆衛生看護活動論（最新版） 中谷芳美ほか 医学書院 978-4-260-03187-5 檀原

28 選択 ３年 公衆衛生看護活動論Ⅱ 国民衛生の動向（最新版） 厚生労働統計協会 檀原

29 必修 ３年 機能看護学Ⅱ 看護管理　（看護の統合と実践➀） 上泉和子他 医学書院 978-4-260-03182-0 島崎すえ子

30 選択 ３年 公衆衛生看護活動論Ⅳ
保健の実践化学シリーズ
産業看護学

池田智子 講談社 978-4-156317-9 堀越薫

31 選択 ４年 環境論
改訂７版 環境社会検定試験®
（ｅｃｏ検定）

東京商工会議所 日本能率協会マネジメントセンター 4820727028 園田

32 必修 ４年
医療保健福祉行政論
（保健師課程のみ)

保健医療福祉行政論 藤内修二・他 医学書院 978-4-260-02772-4 松原 保健師課程のみ


