
2021年度　看護学科　後期教科書販売一覧 東京家政大学狭山キャンパス

学年
開講
クラス

講義
コード
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看護 5002 多文化理解 必 五十嵐淳子 多文化理解・国際理解への学び　多様性の尊重を目指して 大学図書出版 1,980

看護 5007 生命科学 必 平田浩三 医薬系のための生物学 裳華房 2,970

看護 5011 生化学 必 貝原奈緒子 系統看護学講座専門分野　生化学　人体の構造と機能２　第１４版 医学書院 2,170

看護 5012 栄養学 必 内野美恵 栄養の教科書：いちばん詳しくて、わかりやすい！　改訂新版 新星出版社 1,380

看護Ａ 5013

看護Ｂ 5014

看護 5025 薬理学 必 木村直也 わかりやすい薬理学　第４版 ヌ－ヴェルヒロカワ 2,270

看護 5028 疾病治療論Ⅲ 必 平田浩三 臨床病態学３巻　総集編　第２版 ヌ－ヴェルヒロカワ 2,970

成人看護学〔別巻２〕　病態生理・疾病論２　第２版 広川書店 2,970

病気がみえる．V ｏｌ．１０　産科 メディックメディア 3,560

人体の構造と機能からみた　病態生理ビジュアルマップ５ 医学書院 2,970

看護Ａ 5039

看護Ｂ 5040

看護学テキストＮｉＣＥ　成人看護学　成人看護学概論　改訂第３版 南江堂 2,370

周術期看護学習ワ－クブック：別冊解答付き メヂカルフレンド社 2,670

ゴ－ドン博士の看護診断アセスメント指針　よくわかる機能的健康パタ－ン 照林社 2,570

看護 5043 地域看護学概論 必
大野順子.荒川雅子..大神あゆみ.山口佳子.
本田浩子

国民衛生の動向　２０２１／２０２２（厚生の指標増刊２０２１年８月号）
【8月下旬刊行予定の為、後日お渡し致します】

厚生労働統計協会 2,420

看護 5045 災害看護Ⅰ 必 齋藤麻子.谷岸悦子
系統看護学講座　統合分野　災害看護学・国際看護学　看護の統合と実践
３　第４版

医学書院 2,370

看護A前 5020 英語Ｂ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･B･ﾛｼﾞｬｰｽﾞ
American English File 3rd edition Level 1 Student Book with Online
Practice

Oxford University
Press

3,160

看護A後 5021 英語Ｂ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･B･ﾛｼﾞｬｰｽﾞ Fast Track 1 Student Book Seed Learning, Inc. 2,870

看護B前 5022 英語Ｂ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･B･ﾛｼﾞｬｰｽﾞ Four Corners Level 1 Student's Book with Online Self-Study 2nd Ed. Cambridge U.P. 2,970

看護B後 5023 英語Ｂ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･B･ﾛｼﾞｬｰｽﾞ Smart Choice Level 2  4th Edition
Oxford University
Press

2,960

看護 5009 環境科学 選 大澤力 自然が子どもと未来を創る！－心と体にやさしい自然あそび－ 一藝社 1,780
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看護 5100 家族社会学 必 吉川侑輝 入門家族社会学 新泉社 2,270

看護 5110 生涯発達論 必 伊波和恵
発達心理学　周りの世界とかかわりながら人はいかに育つか（いちばんはじ
めに読む心理学の本）　第２版

ミネルヴァ書房 2,470

看護 5125 母性看護方法論 必
稲荷陽子.五十嵐由依子.大久保麻矢.玄番
千恵巳.杉田理恵子.鈴木幹子

系統看護学講座　専門分野２　母性看護学各論　母性看護学２　第１４版 医学書院 3,060

看護学テキストＮｉＣＥ　成人看護学　急性期看護１　概論・周手術期看護
改訂第３版

南江堂 2,970

看護学テキストＮｉＣＥ　成人看護学　急性期看護２　救急看護・クリティカル
ケア　改訂第３版

南江堂 2,770

よくわかる周手術期看護 学研メディカル秀潤社 2,170

医療専門職のための研究論文の読み方 金剛出版 2,170

看護英語の基本用語と表現　改訂新版
※前期販売「医療英会話」と同一教科書
　購入済みの場合は購入不要です。

メジカルビュー社 1,980

学年
開講
クラス

講義
コード

授業科目名 必選 授業担当者氏名 書名 出版社
税込販売

価格
必修セット

系統看護学講座　別巻　看護研究 医学書院 2,370

よくわかる看護研究論文のクリティ－ク　第２版 日本看護協会出版会 3,160

看護 5200 疫学 選 北澤健文 基本からわかる看護疫学入門　第３版 医歯薬出版 2,970

看護 5202 地域保健 選 大野順子.山口佳子.本田浩子
公衆衛生看護学．ｊｐ　第５版
※前期販売「公衆衛生看護学概論」と同一教科書
　購入済みの場合は購入不要です。

インターメディカル 4,350

公衆衛生がみえる　２０２０－２０２１ メディックメディア 3,560

国民衛生の動向　２０２１／２０２２（厚生の指標増刊２０２１年８月号）
【8月下旬刊行予定の為、後日お渡し致します】

厚生労働統計協会 2,420

公衆衛生看護学．ｊｐ　第５版
※前期販売「公衆衛生看護学概論」と同一教科書
　購入済みの場合は購入不要です。

インターメディカル 4,350

看護 5215 助産学概論 選 鈴木幹子 助産学概論　助産学講座１　第５版 医学書院 3,760
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看護 5309 国際看護 必 稲荷陽子 新体系看護学全書　看護の統合と実践３　国際看護学 メヂカルフレンド社 2,070

看護 5301 国際関係論 選 五十嵐淳子 国際関係の学び　グローバル社会の子どもの未来を見据えて 大学図書出版 1,980

看護 5302 看護情報学 選 佐々木理惠 エッセンシャル看護情報学　第３版 医歯薬出版 2,470

公衆衛生看護学．ｊｐ　第５版
※3年次前期「公衆衛生看護学概論」と同一教科書
　購入済みの場合は購入不要です。

インターメディカル 4,350

国民衛生の動向　２０２１／２０２２（厚生の指標増刊２０２１年８月号）
【8月下旬刊行予定の為、後日配送】

厚生労働統計協会 2,420

看護 5329 公衆衛生看護管理論 選 大野順子.植村直子.山口佳子
公衆衛生看護学．ｊｐ　第５版
※3年次前期「公衆衛生看護学概論」と同一教科書
　購入済みの場合は購入不要です。

インターメディカル 4,350

看護 5337 助産診断・技術学Ⅳ 選
鈴木幹子.五十嵐由依子.稲荷陽子.玄番千
恵巳.杉田理恵子

日本版　救急蘇生ガイドライン2020に基づく新生児蘇生法テキスト　第4版 メジカルビュー社 3,960

2

15,710

看護 山口佳子.大野順子.北澤健文選

必5205

40,580

1

基礎統計・情報処理 水野雅之 医療・看護系のための情報リテラシ－：Ｏｆｆｉｃｅ２０１９対応版 東京図書

必

必

必

2,170

平田浩三.芥川修.朝倉博孝.熊谷聖代.中村
かおる

松江なるえ.酒井博子.藤森京子.栁田真季
子.谷岸悦子

はじめてのフィジカルアセスメント　第２版 メヂカルフレンド社

教科書販売会社　株式会社紀伊國屋書店　

必

看護

看護

4

3

選

学校保健看護 5305

平田浩三看護研究Ⅰ

保健医療福祉行政論Ⅱ5203

5,530

平田浩三

2,770

西久保秀子.安達祐子.太田美帆.瀧田結香必

必

安達祐子.太田美帆.瀧田結香.西久保秀子

選 荒川雅子

看護

看護

5107看護 看護・医学英語

成人看護方法論Ⅱ5129

5042

ヘルスアセスメントの技術

疾病治療論Ⅳ5029

成人看護学概論


