
テーマ別課題解決支援資料紹介展
くらしの支援　展示リスト

展示期間：令和４年１月４日(火)～１月30日(日)
展示場所：２階　閲覧室
No 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年 展示区分

1 019.5/E 新・絵本はこころの処方箋 絵
本セラピーってなんだろう?

岡田/達信‖著 瑞雲舎 2021.3 医療・健康

2 141.24/HI 皮膚はいつもあなたを守ってる
不安とストレスを軽くする「セ
ルフタッチ」の力

山口/創‖著 草思社 2021.5 医療・健康

3 491.361/TA 体温の「なぜ?」がわかる生理
学 からだで感じる・考える・
理解する

永島/計‖編著 杏林書院 2021.4 医療・健康

4 492.55/B 病気に負けない!「ちょいサ
ビ」健康法

渡井/健男‖著 現代書林 2021.3 医療・健康

5 493.123/SE “世界一わかりやすい”最新糖
尿病対策 こうすれば100歳まで
元気に長生きできる

玉谷/実智夫‖著 時事通信出版局 2021.4 医療・健康

6 493.156/I 依存症の人を治療に向かわせる
CRAFTの本 家族としての“あり
方”“接し方”

心のお医者さ
んに聞いてみ
よう

吉田/精次‖監修 大和出版 2021.6 医療・健康

7 493.185/KA 介護で役立つ!お薬&医学の知識 介護のお仕事 折井/孝男‖監修
稲川/利光‖監修
ユーキャン介護職
のための薬剤・医
療知識研究会‖編

ユーキャン学び出
版

2021.5 医療・健康

8 493.23/SH 心臓弁膜症 よりよい選択をす
るための完全ガイド

健康ライブラ
リー

加瀬川/均‖監修 講談社 2021.5 医療・健康

9 493.49/O オンナたちの甲状腺 イラスト
でよくわかる症状と治療法

山内/泰介‖著 内
藤/しなこ‖イラ
スト

現代書林 2021.7 医療・健康

1／5



テーマ別課題解決支援資料紹介展
くらしの支援　展示リスト

No 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年 展示区分
10 493.7/SE 精神科医療の「7つの不思議」

病院で聞けない話、診察室では
見えない姿

夏苅/郁子‖著 ライフサイエンス
出版

2021.5 医療・健康

11 493.758/KA 科学的に正しい認知症予防講義
日本認知症予防学会の理事長が
教える

浦上/克哉‖著 翔泳社 2021.3 医療・健康

12 493.758/KA 家族のための認知症ケア とも
に暮らすためにできること、
知っておきたいこと

別冊NHKきょう
の健康

繁田/雅弘‖監修 NHK出版 2021.3 医療・健康

13 493.758/NI 認知症とともにあたりまえに生
きていく 支援する、されると
いう立場を超えた9人の実践

矢吹/知之‖編著
丹野/智文‖編著
石原/哲郎‖編著

中央法規出版 2021.6 医療・健康

14 493.76/O お父さんが発達障害とわかった
ら読む本 子どもの面倒を見な
い。お母さんとの会話が少ない

親子で理解す
る発達障害の
本

宮尾/益知‖監修 河出書房新社 2021.2 医療・健康

15 493.763/NA/
4

中井久夫と考える患者シリーズ
4

統合失調症と
暮らす

中井/久夫‖監
修・解説

ラグーナ出版 2018.12 医療・健康

16 493.764/KO 高齢者うつを治す 「身体性」
の病に薬は不可欠

上田/諭‖著 日本評論社 2021.6 医療・健康

17 494.5/MA まず知っておきたい!がん治療
のお金,医療サービス事典

山崎/知子‖編集 全日本病院出版会 2021.6 医療・健康

18 494.658/KY Q&Aでわかる痔のすべて あんしん手帖 平田/雅彦‖著 主婦の友社 2021.4 医療・健康

19 494.77/HI ひざ革命 最期まで元気な歩行
を可能にする再生医療

松田/芳和‖著 幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2021.7 医療・健康
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20 495.4/MO もう我慢しない!おしもの悩み

40代からの女の選択

増田/美加‖著 オークラ出版 2021.4 医療・健康

21 495.46/NY 乳がんの本 乳腺専門医がわか
りやすく解説

高橋/かおる‖著 アストラハウス 2021.5 医療・健康

22 496.6/F フワフワするめまいは食事でよ
くなる 2200万人が悩む「浮動
性めまい」の治し方

坂田/英明‖著 マキノ出版 2021.6 医療・健康

23 496.6/KA 患者さん向け耳鳴診療Q&A 日本聴覚医学会‖
編

金原出版 2021.5 医療・健康

24 496.7/HA 鼻専門医が教える「熟睡」を手
にする最高の方法

黄川田/徹‖著 日経BP日本経済新
聞出版本部

2021.3 医療・健康

25 498.04/C 地域医療のかがやく未来へ 地域医療振興協会
‖編

メディカルサイエ
ンス社

2021.5 医療・健康

26 498.3/Y 養生の思想 西平/直‖著 春秋社 2021.3 医療・健康

27 498.36/HA 働く人の疲れをリセットする快
眠アイデア大全 誰にでも効く
光×体温×脳のアプローチ

菅原/洋平‖著 翔泳社 2021.3 医療・健康

28 498.5/KA カラダにやさしいコンビニごは
ん100 東京労災病院管理栄養士
監修

平澤/芳恵‖著 小学館 2021.4 医療・健康

29 498.55/A 亜鉛欠乏症 現代日本の国民病 倉澤/隆平‖著 尾
形/道夫‖インタ
ヴュー・構成

三恵社 2021.5 医療・健康

30 498.55/KE 健康管理する人が必ず知ってお
きたい栄養学の○と× 改訂版
食と健康のトピックを読むだけ
で実践的な知識が身につく

古畑/公‖著 木村
/康一‖著 岡村/
博貴‖著

誠文堂新光社 2021.4 医療・健康
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31 498.59/G 誤嚥性肺炎を防ぐ安心ごはん

「飲み込みにくい」と感じた、
その日から

食事療法はじ
めの一歩シ
リーズ

菊谷/武‖監修 尾
関/麻衣子‖栄
養・料理指導 大
場/泉‖栄養・料
理指導

女子栄養大学出版
部

2021.3 医療・健康

32 498.6/HA 母と子の新型コロナ 社会医学
と現場の専門家がアドバイス

渡邊/香‖編著 林
/謙治‖編著

世界書院 2021.2 医療・健康

33 S496.42/KO 子どもの目が危ない 「超近視
時代」に視力をどう守るか

NHK出版新書
657

大石/寛人‖著
NHKスペシャル取
材班‖著

NHK出版 2021.6 医療・健康

34 324.62/KO 子の利益に適う離婚協議 子ど
もの未来を考えた協議条項のつ
くり方

平田/厚‖著 第一法規 2021.4 子育て

35 369.4/KY 共生社会をひらくシニア世代の
子育て支援 子育てひろば「あ
い・ぽーと」2003〜2021

大日向/雅美‖著
あい・ぽーとス
テーション‖著

日本評論社 2021.7 子育て

36 369.4/TS つながり続けるこども食堂 湯浅/誠‖著 中央公論新社 2021.6 子育て

37 371.42/I 生きづらさの生き方ガイド 不
登校・ひきこもり・発達障害・
LGBTQ+

大橋/史信‖共著
岡本/二美代‖共
著

日本法令 2021.7 子育て

38 493.931/KO 子どもの食物アレルギーあんし
んBOOK 忙しいママ&パパのお悩
み解決!

今井/孝成‖監修
近藤/康人‖監修
高松/伸枝‖監修

女子栄養大学出版
部

2021.3 子育て

39 493.931/O 親子と取り組む!子供の肥満診
療 目標による治療管理とモチ
ベーション維持のコツ

乾/あやの‖監修
十河/剛‖編集

南山堂 2021.5 子育て

40 598.3/MA ママとパパの赤ちゃんと子ども
の病気・ホームケア事典 <0〜6
歳>最新版

岡本/光宏‖監修 朝日新聞出版 2021.3 子育て
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41 599.04/Y 46歳で父になった社会学者 工藤/保則‖著 ミシマ社 2021.3 子育て

42 599.3/SA 最新!幼児食新百科 1才〜5才ご
ろまでこれ1冊でOK!

ベネッセ・
ムック たまひ
よブックス

ベネッセコーポ
レーション

2018.11 子育て

43 599.4/KO 子育てで眠れないあなたに 夜
泣きドクターと睡眠専門ドク
ターが教える細切れ睡眠対策

森田/麻里子‖著
伊田/瞳‖著 さざ
なみ‖イラスト

KADOKAWA 2021.4 子育て

44 599.4/NE ねむりの王国のクウ おやすみ
絵本

弥永/英晃‖著 い
なとめ/まきこ‖
絵

インプレス 2021.7 子育て

45 599.8/D だいじょうぶ、絵本があります
子育ての「困った」を解決する
300冊

安藤/宣子‖著 濱
野/良彦‖監修

海鳥社 2021.2 子育て

46 599/I 育児やることリスト大全 0〜5
歳までの毎日のお世話・イベン
トのすべてがわかる

ninaru baby‖監
修

KADOKAWA 2021.3 子育て

47 599/ME 名医が教える!子育て学 悩める
ママさんへの58の回答

小暮/裕之‖著 フローラル出版 2021.3 子育て

48 599/P パパの家庭進出がニッポンを変
えるのだ! ママの社会進出と家
族の幸せのために

前田/晃平‖著 光文社 2021.5 子育て

49 599/P パパのトリセツ2.0 おおた/としまさ
‖[著] モチコ‖
イラスト

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2021.2 子育て
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