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看護 5006 発達心理学 必 1期 水野雅之 看護学生のための心理学　第２版 医学書院 9784260021876 2,370

系統看護学講座　専門基礎分野　人体の構造と機能［１］　解剖
生理学　第１０版

医学書院 9784260031714 3,760

看護　形態機能学　第４版 日本看護協会出版会 9784818020610 3,060

臨床病態学　２巻　第２版 ヌーヴェルヒロカワ 9784861740503 2,970

病気がみえる　ｖｏｌ．３　糖尿病・代謝・内分泌　第５版 メディックメディア 9784896327663 3,360

看護 5027 疾病治療論Ⅱ 必 前期 平田浩三,𠮷田勤 臨床病態学　１巻　第２版 ヌーヴェルヒロカワ 9784861740497 2,970

系統看護学講座　専門基礎分野　健康支援と社会保障制度
［４］　看護関係法令　第５３版

医学書院 9784260043441 2,370

公衆衛生がみえる　２０２０ー２０２１ メディックメディア 9784896327793 3,560

看護 5032 ボランティア活動論 必 2期 下田信明,後藤寛司
新ボランティア学のすすめ　支援する／されるフィールドで何を
学ぶか

昭和堂（京都） 9784812214183 2,370

系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護学［１］看護学概論　第
１７版

医学書院 9784260038621 2,370

看護の基本となるもの　再新装版 日本看護協会出版会 9784818019966 1,180

看護覚え書　看護であること看護でないこと　改訳第７版 現代社（新宿区） 9784874741429 1,680

看護 5034 看護援助論 必 1期 谷岸悦子 ケアの本質　生きることの意味 ゆみる出版 9784946509117 1,480

医学書院

医学書院

医学書院

医学書院

看護 5001 日本国憲法 選 前期 前川佳夫 アソシエイト法学　第２版 法律文化社 9784589040565 3,060

看護 5010 化学概論 選 1期 平田浩三 カラー図解　生化学ノート　（書く！塗る！わかる！） 講談社 9784061538870 2,170

看護・
作業・理学

6015 物理学概論 選 2期 佐藤英文
［完全版］　ベッドサイドを科学する　看護に生かす物理学　改訂
第３版

学研メディカル秀潤社 9784780913002 2,770

看護・
作業・理学

6041 リハビリテーション概論 選 1期 清水順市,齋藤昭彦 実学としてのリハビリテーション概観 文光堂 9784830645174 2,970
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看護 5112 疾病治療論Ⅴ 必 前期 伊関敏男,齋藤麻子,川内健三

看護 5135 精神看護学概論 必 前期 伊関敏男,齋藤麻子,川内健三

看護 5112 疾病治療論Ⅴ 必 前期 伊関敏男,齋藤麻子,川内健三

看護 5135 精神看護学概論 必 前期 伊関敏男,齋藤麻子,川内健三

看護 5122 看護過程の技術 必 前期
谷岸悦子,柳田真季子,
藤森京子,松江なるえ,酒井博子

はじめて学ぶ看護過程 医学書院 9784260028677 1,980

看護 5124 母性看護学概論 必 前期
鈴木幹子,大久保麻矢,稲荷陽子,
杉田理恵子,玄番千恵巳,
五十嵐由依子

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　母性看護学［１］母性看護学概
論　第１４版

医学書院 9784260042253 2,470

ナーシング・グラフィカ　
小児看護学（１）：小児の発達と看護　第６版

メディカ出版 9784840465151 3,760

ナーシング・グラフィカ　
小児看護学（２）：小児看護技術　第４版

メディカ出版 9784840465168 3,160

ナーシング・グラフィカ　
小児看護学（３）：小児の疾患と看護　第２版

メディカ出版 9784840457965 3,160

看護学テキストＮｉＣＥ　

慢性期看護　成人看護学　改訂第３版
南江堂 9784524241989 3,260

看護学テキストＮｉＣＥ　成人看護学　成人看護技術　改訂第２版 南江堂 9784524254187 2,970

ナーシング・グラフィカ　
成人看護学（６）：緩和ケア　第２版

メディカ出版 9784840453783 3,160

看護 5130 老年看護学概論 必 前期 根岸貴子,宮野公恵 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　老年看護学　第９版 医学書院 9784260031868 2,670

看護 5132 在宅看護学概論 必 前期 霜越多麻美,松下祥子 系統看護学講座　統合分野　在宅看護論　第５版 医学書院 9784260027625 2,570

看護 5103 遺伝学 選 2期 沼部博直 遺伝医学への招待　改訂第６版 南江堂 9784524249312 1,980

看護 5104 コンピューターと医療 選 1期 床枝康伸 医療情報サブノート　第４版 篠原出版新社 9784884123987 3,860
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看護 5201 保健統計 選 前期
集中 北澤健文 改訂第６版　保健統計・疫学 南山堂 9784525053369 2,370

看護 5214 公衆衛生看護学概論 選 前期
集中 大野順子,植村直子,山口佳子 公衆衛生看護学.jp　第5版 インターメディカル 9784900828810 4,350
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看護 5303 中国語 選 前期 木村佳代子 中国語はじめの一歩　最新２訂版 白水社 9784560069257 2,170

看護 5307 看護管理 選 1期 大西潤子
系統看護学講座　統合分野　看護の統合と実践［１］　看護管理　
第１０版

医学書院 9784260031820 2,470

看護 5308 看護教育 選 前期
集中 西久保秀子 看護論　追記版新装版 日本看護協会出版会 9784818020634 1,780

看護 5332 周産期医学 選 前期
集中 芥川修 病気がみえる　ｖｏｌ．１０　産科 メディックメディア 9784896327137 3,560

看護 5333 助産診断・技術学の基礎 選 前期
集中
鈴木幹子,稲荷陽子,玄番千恵巳,
杉田理恵子,五十嵐由依子

助産学講座　５　助産診断・技術学１　第６版 メディックメディア 9784260042260 3,760

看護 5334 助産診断・技術学Ⅰ 選 前期
集中
鈴木幹子,稲荷陽子,玄番千恵巳,
杉田理恵子,五十嵐由依子

助産学講座　６　助産診断・技術学２　［１］妊娠期　第６版 医学書院 9784260042086 4,950

看護 5335 助産診断・技術学Ⅱ 選 前期
集中
鈴木幹子,稲荷陽子,玄番千恵巳,
杉田理恵子,五十嵐由依子

助産学講座　７　助産診断・技術学２　［２］分娩期・産褥期　第６
版

医学書院 9784260042109 4,750

看護 5336 助産診断・技術学Ⅲ 選 前期
集中
鈴木幹子,稲荷陽子,玄番千恵巳,
杉田理恵子,五十嵐由依子

助産学講座　８　助産診断・技術学２　［３］新生児期・乳幼児期　
第６版

医学書院 9784260042192 3,560

助産学講座　１０　助産管理　第５版 医学書院 9784260021753 3,160

助産業務ガイドライン　２０１９ 日本助産師会出版 9784905023289 1,480

2021年度　看護学科　前期教科書販売一覧

41,510

看護Ａ前
看護Ａ後
看護Ｂ前
看護Ｂ後

5016
5017
5018
5019

英語Ａ 必 前期 伊藤満里
Ｔａｌｋｉｎｇ　ｗｉｔｈ　Ｙｏｕｒ　Ｐａｔｉｅｎｔｓ　ｉｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　（アニメで学ぶ
看護英語）

成美堂 9784791971930 2,470

看護 5024 形態機能学 必 前期 平田浩三

伊藤尚真,金澤昭,田中利明

看護 5030 公衆衛生学 必 2期 北澤健文

看護 5026 疾病治療論Ⅰ 必 前期
集中

1

看護 5033 看護学概論 必 谷岸悦子

看護Ａ
看護Ｂ

5035
5036

看護の基本技術Ⅰ 必 前期
柳田真季子,藤森京子,
松江なるえ,酒井博子

前期

系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護学［２］　基礎看護技術
１　第１８版

9784260042116 2,670

系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護学［３］　基礎看護技術
２　第１８版

9784260042123 2,870

ナーシング・グラフィカ
精神看護学（１)：情緒発達と精神看護の基本　第４版

メディカ出版 9784840453837 2,570

34,890

ナーシング・グラフィカ
精神看護学(２)：精神障害と看護の実践　第４版

メディカ出版 9784840453844 3,160

岩田みどり

看護 5128 成人看護方法論Ⅰ 必 前期
太田美帆,安達祐子,西久保秀子,
瀧田結香

看護 5126 小児看護学概論 必 前期

すぐに使える医療・看護英語 メジカルビュー社 9784758307598 2,370

看護Ａ
看護Ｂ

5105
5106

医療英会話 選 前期

4

看護 5338 助産管理 選 集中 杉田理恵子.鈴木幹子

2

3

平田浩三

看護英語の基本用語と表現 メジカルビュー社 9784758304467 1,980


