疑問を解決して ONE UP しよう！

2018.3

大学生活のこと
初めてのディープラーニング : オープンソース"Caffe"による演習付き / 武井宏将著. -リックテレコム, 2016.3.

1103033 007.13||Ta

医学部教育イノベーション : 医療が変わる世界が変わる / 医学教育を考える編集委員
会編著. -- 日本医療企画, 2016.11.

1103740 490.7||Ig

看護学生のためのよくわかる大学での学び方 : スタディ・スキル/キャリア・デザイン/プ
ロフェッショナル・スキル / 前原澄子, 遠藤俊子監修. -- 金芳堂, 2014.4.

1098648 492.907||Ma

看護学生のための自画学習ガイドブック : 全人的学習法に学ぶ / 高谷修著. -- 金芳堂,
1082225 492.907||Ta
2008.9.
看護学生スタートブック / 藤井徹也著. -- 医学書院, 2017.2.

1104038 492.91||Fu

アクティブラーニングをこえた看護教育を実現する : 与えられた学びから意志ある学びへ
1103148 492.96||Su
/ 鈴木敏恵著. -- 医学書院, 2016.8.
看護グループワークは楽しい、おもしろい : 「ジョハリの窓」理論 / 高谷修著. -- 金芳堂,
2014.8.

1099119 492.97||Ta

大学教職員のための大学生のこころのケア・ガイドブック : 精神科と学生相談からの15
章 / 福田真也著. -- 金剛出版, 2007.4.

1078623 493.67||Fu

医薬看連携地域参加型学習 : インタープロフェッショナル・ヘルスケア論 : 報告書 : 文部
科学省未来医療研究人材養成拠点形成事業・地域と育む未来医療人「なごやかモデ
1102788 490.7||Na||2015
ル」コミュニティ・ヘルスケア卒前教育プログラム ; 平成27年度. -- 名古屋市立大学医療
系学部・研究科連携教育委員会, 2016.3.
新人・学生の思考力を伸ばす指導 / 阿部幸恵著. -- 日本看護協会出版会, 2017.6.

1104659 492.96||Ab

看護学生と考える教育学 : 「生きる意味」の援助のために / 古川雄嗣著. -- ナカニシヤ
出版, 2016.2.

1102523 492.96||Fu

看護学生してはいけないケースファイル : 臨地実習禁忌集 / 下司映一, 菅原スミ, 浅川
和美編著. -- 丸善出版, 2013.7.

1097000 492.96||Ge

看護学生のための臨地実習ナビ / 本江朝美編集. -- 照林社, 2013.12. -- (プチナース
Books).

1098240 492.96||Ho

臨地実習ガイダンス : 看護学生が現場で輝く支援のために / 池西静江, 石束佳子編集.
-- 医学書院, 2017.12.

1105198 492.96||Ik

看護学生の主体性を育む協同学習 / 緒方巧著. -- 医学書院, 2016.5.

1102569 492.96||Og

看護学生のための実習の前に読む本 / 田中美穂, 蜂ヶ崎令子著. -- 医学書院, 2015.2. 1100538 492.96||Ta
看護学生のための臨地実習ガイド : 先輩たちの事例から学ぶ / 塚本康子, 中山和美編.
1104505 492.96||Ts
-- 桐書房, 2017.5.
進路・留学のこと
Theヨーロッパ医学留学 : 7カ国を完全制覇!11人の若手医師たちがホンネで語る熱き挑
戦のすべて / 金子英弘編著. -- メディカ出版, 2016.7. -- (Circulation up-to-date books 1102840 490.7||Ka
; 13).
MPH (マスター・オブ・パブリックヘルス) 留学へのパスポート : 世界を目指すヘルスプロ
フェッション / 日米医学医療交流財団編. -- はる書房, 2014.3. -- (シリーズ日米医学交
流 ; No.13).

1098620 490.7||Ni||13

看護留学へのパスポート : 専門職の道 / 日米医学医療交流財団編. -- はる書房,
2017.3. -- (シリーズ日米医学交流 ; No.16).

1104396 490.7||Ni||16

流れがわかる研究トレーニングhow to : 医系大学院・研究留学、いつどこで何をする? /
佐藤雅昭, 草場鉄周, 富塚太郎著. -- メディカルレビュー社, 2010.4.

1087345 490.7||Sa

アメリカ臨床留学への道 : you can do it! / 佐藤隆美, 中川伸生, 藤谷茂樹編. -- 改訂4
版. -- 南山堂, 2014.3.

1098538 490.7||Sa

海外医学留学のすべて / 島田悠一編著. -- 改題改訂2版. -- 日本医事新報社,
2017.11.

1105156 490.7||Sh

研究留学のすゝめ! : 渡航前の準備から留学後のキャリアまで / UJA(海外日本人研究
者ネットワーク)編. -- 羊土社, 2016.12.

1103837 490.7||Uj

あなたへの医師キャリアガイダンス / 岡田定, 堀之内秀仁, 藤井健夫編集. -- 医学書
院, 2012.8.

1094497 490.7||Sa

できるナースの「実践」キャリアガイド : 資格取得から進学・留学、一般企業への就職、開
1086047 492.984||Ta
業まで / 田川克巳著. -- ぱる出版, 2009.12. -- (New medical management).
看護師まるごとガイド : 資格のとり方・しごとのすべて / 田中美恵子監修. -- 改訂版. -ミネルヴァ書房, 2012.10. -- (まるごとガイドシリーズ ; 7).

1094726 492.984||Ta

保健師まるごとガイド : 資格のとり方・しごとのすべて / 全国保健師教育機関協議会監
修. -- ミネルヴァ書房, 2012.12. -- (まるごとガイドシリーズ ; 20).

1094922 492.984||Ze

研究方法のこと
グリンネルの科学研究の進め方・あり方 : 科学哲学・新発見の方法・論文の書き方・科
学政策・研究者倫理・遺伝病・生命倫理・科学と宗教 / フレデリック・グリンネル著 ; 白楽 1086019 407||Gr
ロックビル訳. -- 共立出版, 2009.11.
ラボノートの書き方 : 理系なら知っておきたい : 論文作成, データ捏造防止, 特許に役立
つ書き方+管理法がよくわかる! / 岡崎康司, 隅藏康一編集. -- 改訂版. -- 羊土社,
2012.1.

1092041 407||Ok

臨床研究立ち上げから英語論文発表まで最速最短で行うための極意 : すべての臨床医
1105207 490.7||Ha
に捧ぐ超現場重視型の臨床研究指南書 / 原正彦著. -- 金芳堂, 2017.12.
コピペしないレポートから始まる研究倫理 : その一線、越えたらアウトです! / 上岡洋晴
著. -- ライフサイエンス出版, 2016.12. -- (ライフサイエンス選書).

1103859 490.7||Ka

臨床研究の教科書 : 研究デザインとデータ処理のポイント / 川村孝著. -- 医学書院,
2016.3.

1102471 490.7||Ka

臨床研究と論文作成のコツ : 読む・研究する・書く / 松原茂樹編集 ; 松原茂樹, 大口昭
英, 名郷直樹著. -- 東京医学社, 2011.7.

1090493 490.7||Ma

臨床データのまとめかた : 研究計画から論文作成まで / 三宅由子著. -- 改訂第2版. -1055342 490.7||Mi
杏林書院, 2001.3.
なぜあなたの研究は進まないのか? : 理由がわかれば見えてくる,研究を生き抜くための
処方箋 / 佐藤雅昭著. -- メディカルレビュー社, 2016.7.

1102755 490.7||Sa

コ・メディカルのための研究ガイド : 論文作成から口述発表、留学までを徹底ナビ! / 下
瀬川正幸監修. -- 日本放射線技師会出版会, 2009.4.

1084413 490.7||Sh

ナースのための質的研究入門 : 研究方法から論文作成まで / ホロウェイ, ウィーラー
[著] ; 伊庭久江 [ほか] 訳. -- 第2版. -- 医学書院, 2006.4.

1077265 492.907||Ho

看護学生卒業研究のためのハンドブック[代替療法と研究分析方法] / 熊坂隆行編集. 1098968 492.907||Ku
- 世論時報社, 2014.5.
看護のためのわかりやすいケーススタディの進め方 : テーマの決め方からレポートの作
成・発表まで / 松本孚, 森田夏実編集. -- 新版. -- 照林社, 2009.12.

1093815 492.907||Ma

研究テーマの選択から学会発表へ / 日本看護協会編. -- 日本看護協会出版会,
2013.5. -- (看護実践研究・学会発表のポイントQ&A ; 上巻).

1096513 492.907||Ni||1

看護の現場ですぐに役立つ看護研究のポイント : テーマ選びから発表までのコツがわか
1105360 492.907||Og
る! / 大口祐矢著. -- 秀和システム, 2017.12. -- (ナースのためのスキルアップノート).
看護研究で迷わないための超入門講座 : 研究以前のモンダイ / 西條剛央著. -- 医学
書院, 2009.10. -- (JJNスペシャル ; no.86).

1085841 492.907||Sa

看護研究サクセスマニュアル / 竹内登美子監修. -- 新版. -- エス・エム・エス, 2013.11.
-- (ナース専科BOOKS).

1097900 492.907||Ta

苦手克服8事例看護研究 : 院内・学会発表成功への近道 / 土屋八千代著. -- 日総研出
1078473 492.907||Ts
版, 2007.3.
質的研究 step by step : すぐれた論文作成をめざして / 波平恵美子著. -- 第2版. -- 医
1103716 498||Na
学書院, 2016.12.
論文を探す・論文を整理するツール
医療に役立つ遺伝子関連Web情報検索 : 手とり足とり教えますガイド / 中山智祥著. -メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2016.5.

1102697 467.07||Na

図解PubMedの使い方 : インターネットで医学文献を探す / 岩下愛, 山下ユミ共著. -- 第
1104326 490.75||Ab
7版. -- 日本医学図書館協会,2016.11.
わかりやすい医中誌Web検索ガイド : 検索事例付 / 諏訪部直子, 平紀子著. -- 日本医
学図書館協会, 2013.10.

1097591 490.75||Su

看護師のためのWeb検索・文献検索入門 / 佐藤淑子, 和田佳代子編著. -- 医学書院,
2013.11. -- (JJNスペシャル ; No.95).

1097635 492.907||Sa

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, 2013.8.

1097010 490.7||Mu

超!文献管理ソリューション : PubMed/医中誌検索からクラウド活用まで / 讃岐美智義
著. -- 学研メディカル秀潤社, 2011.6.

1090225 490.7||Sa

科学論文はこう作る! : 作成ツール使いこなし術 / 児島将康著. -- 中外医学社, 2015.3.

1101930 490.71||Ko

デジタル文献整理術 : 最新EndNote活用ガイド / 讃岐美智義著. -- 第7版. -- 克誠堂出
1105496 490.75||Sa
版, 2018.2.
論文を書く・発表する（日本語）
うまいケースレポート作成のコツ : 論文作成ABC / 松原茂樹著. -- 東京医学社, 2014.2. 1100693 490.71||Ma
査読者が教える採用される医学論文の書き方 / 森本剛著. -- 中山書店, 2013.5.

1096155 490.71||Mo

なぜあなたは論文が書けないのか? : 理由がわかれば見えてくる,論文を書ききるための
1102795 490.71||Sa
処方箋 / 佐藤雅昭著. -- メディカルレビュー社, 2016.7.
看護学生のためのレポート書き方教室 / 江原勝幸著. -- 照林社, 2015.9. -- (プチナー
スBooks).

1101806 492.907||Eb

ナースのためのレポートの書き方 : 看護のプロが教える「伝わる文章」の作法 / 水戸美
津子著. -- 中央法規出版, 2014.12.

1100087 492.907||Mi

看護学生のためのレポート&実習記録の書き方 / 百瀬千尋編著. -- 第2版. -- メヂカル
1102117 492.907||Mo
フレンド社, 2016.1.
論文作成から投稿へ / 日本看護協会編. -- 日本看護協会出版会, 2013.5. -- (看護実
践研究・学会発表のポイントQ&A ; 下巻).

1096514 492.907||Ni||2

看護師に役立つレポート・論文の書き方 / 高谷修著. -- 第4版. -- 金芳堂, 2016.9.

1103134 492.907||Ta

看護学生のためのレポート・論文の書き方 : 正しく学ぼう「書く基本」「文章の組み立て」
/ 高谷修著. -- 第6版. -- 金芳堂, 2017.1.

1103815 492.907||Ta

楽しくできるわかりやすい看護研究論文の書き方 / 内田陽子著. -- 照林社, 2015.3.

1100924 492.907||Uc

大学生のためのレポート・論文術 / 小笠原喜康著. -- 新版. -- 講談社, 2009.11. -- (講
談社現代新書 ; 2021).

1086199 816.5||Og

論文の教室 : レポートから卒論まで / 戸田山和久著. -- 新版. -- NHK出版, 2012.8. -(NHKブックス ; 1194).

1099141 816.5||To

若手研究者のための学会発表講座・論文の書き方講座 / 浅香正博監修. -- メディカル
レビュー社, 2015.4.

1101324 490.71||As

研究発表のためのスライドデザイン : 「わかりやすいスライド」作りのルール / 宮野公樹
著. -- 講談社, 2013.4. -- (ブルーバックス ; B-1813).

1096411 007.63||Mi

学生・研究者のための伝わる!学会ポスターのデザイン術 : ポスター発表を成功に導くプ
レゼン手法 / 宮野公樹著. -- 化学同人, 2011.11.

1092118 407||Mi

卒論・修論発表会を乗り切るための理系プレゼンの五輪書 / 斎藤恭一著 ; 中村鈴子絵.
1092703 407||Sa
-- みみずく舎, 2010.5
発表が楽しくなる!研究者の劇的プレゼン術 : 見てくれスライド論&よってらっしゃいポス
ター論と聴衆の心をつかむ講演技術 / 堀口安彦著. -- 羊土社, 2013.4.

1099151 490.71||Ho

驚くほど相手に伝わる学会発表の技術 : わかるデザイン60のテクニック / 飯田英明著.
-- 中山書店, 2015.4.

1101889 490.71||Ii

学会発表と研究スタートアップ : キャリアUPをめざす / 成瀬勝彦編集. -- メディカル
ビュー社, 2016.2.

1102372 490.71||Ma

学会発表のための動画編集マニュアル : パワポにすぐ貼付!間違いなく動く! / 大須賀覚,
1096169 490.71||Ma
松下明編集 ; 大須賀覚 [ほか] 執筆. -- 第2版. -- 金原出版, 2013.4.
ぜったい成功する!はじめての学会発表 : たしかな研究成果をわかりやすく伝えるために
1104487 490.71||Ni
/ 西澤幹雄著. -- 化学同人, 2017.4.
なぜあなたの発表は伝わらないのか? : できてるつもり!?そこが危ないプレゼンテーション
1104777 490.71||Sa
/ 佐藤雅昭著. -- メディカルレビュー社, 2017.8.
研究発表のプレゼンもっとよくなります! : 臨床ナースから看護研究者まで / 前田樹海著.
1103588 492.907||Ma
-- 日本看護協会出版会, 2016.11.
ナースのための研究発表のツボ211 : はじめてでも安心! : プレゼンテーションがうまくい
く! / 及川慶浩著. -- 改訂2版. -- メディカ出版, 2011.9.

1094371 492.907||Oi

論文を書く・発表する（英語）
理系学生が一番最初に読むべき!英語科学論文の書き方 : IMRaDでわかる科学論文の
構造 / 片山晶子編集・執筆 ; 中嶋隆浩, 三品由紀子執筆. -- 中山書店, 2017.4.

1104418 407||Ka

Judy先生の英語科学論文の書き方 : an efficient approach to writing up your research
/ 野口ジュディー, 松浦克美, 春田伸著 ; 講談社サイエンティフィク編. -- 増補改訂版. -- 1101017 407||No
講談社, 2015.6.
英語医学論文の書き方がわかる本 : 知らなければ損をする! : 翻訳者がガッチリ教える!
/ 飯田宗一郎著. -- 金芳堂, 2016.10.

1103662 490.71||Ii

時間がなくても、お金がなくても、英語が苦手でも、論文を書く技法 : 臨床医による臨床
医のための3step論文作成術 / 木下晃吉著. -- 中外医学社, 2016.4.

1102623 490.71||Ki

国際論文English投稿ハンドブック : カバーレター作成・査読コメントへの返答 / C.S.
Langham著. -- 医歯薬出版, 2017.1.

1104085 490.71||La

ワンランク上のジャーナルにアクセプトされる英語医学論文作成術 : 最新の臨床研究か
ら学ぼう! / 田村房子著. -- 中山書店, 2014.9.

1099781 490.71||Ta

必ずアクセプトされる医学英語論文 : 完全攻略50の鉄則 / 康永秀生著. -- 金原出版,
2016.1.

1102400 490.71||Ya

パターンでうまく書ける!看護・医療・福祉の英文抄録作成術 / 平野美津子, 菱田治子,
ネル・L・ケネディ著. -- メジカルビュー社, 2013.3.

1095906 492.907||Hi

国際学会発表・英語論文作成成功の秘訣 : 百戦錬磨のインターベンション医が教える /
1101137 490.71||Mu
村松俊哉編. -- 南江堂, 2015.7.
学会発表のためのサバイバル英語術 : もう質疑応答も怖くない! : 英語の悩み、解消しま
す = Survival English for academic conferences : a candid guide for Japanese doctors / 1099909 490.71||Gu
マイク・ゲスト著 ; 南部みゆき訳. -- メジカルビュー社, 2014.11.
英語でプレゼン!ビギナーズガイド : 研究発表・学会発表聴く・話すコツ / Jeremy Williams
1093145 490.71||Wi
著. -- 医歯薬出版, 2012.3.
Dr. リトルが教える医学英語スピーキングが素晴らしく上達する方法 / ドーリック・リトル
著. -- 羊土社, 2013.1.

1094949 490.72||Li

科研費の獲得
科研費採択される3要素 : アイデア・業績・見栄え / 郡健二郎著. -- 第2版. -- 医学書
院, 2017.6.

1104713 377.7||Ko
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