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校友会より学園へ図書を寄贈

登録番号 書名,巻次,叢書名 著者名 出 版 者

1 2008464 カンデル神経科学 エリック R. カンデル[他編]
メディカル・サイエンス・イ
ンターナショナル

2 2008465 特別支援教育における構音障害のある子どもの理解と支援 シリーズきこえとことばの発達と支援
加藤, 正子[編著] 竹下, 圭子[編
著] 大伴, 潔[編著]

学苑社

3 2008466 高次脳機能を鍛える 橋本, 圭司 全日本病院出版会

4 2008467 歩行を診る 観察から始める理学療法実践 奈良, 勲[監修] 松尾, 善美[編] 文光堂

5 2008468 パーキンソン病の理学療法 松尾, 善美[編] 奈良, 勲[監修] 医歯薬出版

6 2008469 パーキンソン病に対する標準的理学療法介入 何を考え,どう進めるか? 松尾, 善美[編] 文光堂

7 2008470 生活を支える高次脳機能リハビリテーション 橋本, 圭司 三輪書店

8 2008471 伝導失語 復唱障害、STM障害、音韻性錯語
日本高次脳機能障害学会教育・
研修委員会[編]

新興医学出版社

9 2008472 言語聴覚士のためのそうだったのか!英文抄読 失語編 必須用語700撰
小嶋, 知幸[監修] 江戸川病院言
語室文献抄読グループ

新興医学出版社

10 2008473 こうしよう!パーキンソン症候群の摂食嚥下障害
山本, 敏之[編著] 村田, 美穂[編
著]

アルタ出版

11 2008474 MASA日本語版 嚥下障害アセスメント : DVD-ROM付
Giselle Mann 藤島, 一郎[監訳・
著] 國枝, 顕二郎[訳]

医歯薬出版

12 2008475 なるほど高次脳機能障害 誰にもおきる見えない障害 ウィズシリーズ
朝日新聞厚生文化事業団[編] 橋
本, 圭司[監修]

クリエイツかもがわ

13 2008476 DSM-5を読み解く 3 伝統的精神病理, DSM-IV, ICD-10をふまえた新時代の精神科診断 神庭, 重信[総編集] 内山, 真[編] 中山書店

14 2008477 DSM-5を読み解く 4 伝統的精神病理, DSM-IV, ICD-10をふまえた新時代の精神科診断 神庭, 重信[総編集] 三村, 將[編] 中山書店

15 2008478 DSM-5を読み解く 5 伝統的精神病理, DSM-IV, ICD-10をふまえた新時代の精神科診断 神庭, 重信[総編集] 池田, 学[編] 中山書店

2014年度校友会活動の一環として、以下の一覧表のとおり大学図書館に寄贈しました。
会員の皆様も図書館で閲覧できますので、大いにご利用ください。

校友会では毎年、大学に図書の寄贈を行っています。
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登録番号 書名,巻次,叢書名 著者名 出 版 者

16 2008479 図解言語聴覚療法技術ガイド
深浦, 順一[編] 長谷川, 賢一[編]
立石, 雅子[編] ・ 佐竹, 恒夫[編]

文光堂

17 2008480 図解言語聴覚療法技術ガイド
深浦, 順一[編] 長谷川, 賢一[編]
立石, 雅子[編] ・ 佐竹, 恒夫[編]

文光堂

18 2008481 論文作成ABC うまいケースレポート作成のコツ 松原, 茂樹 東京医学社

19 2008482 発達を支える!子どものリハビリテーション 橋本, 圭司 茨木, 保[イラスト] 三輪書店

20 2008483 注意と意欲の神経機構 The neural basis of attention and spontaneity
日本高次脳機能障害学会教育・
研修委員会[編]

新興医学出版社

21 2008484 修身教授録 現代に甦る人間学の要諦 Chichi-Select 森, 信三 致知出版社

22 2008485 森信三に学ぶ人間力 北尾, 吉孝 致知出版社

23 2008486 袋背負いの心 [セット] 新釈古事記伝 阿部, 國治 栗山, 要[編] 致知出版社

24 2008487 盞結 [セット] 新釈古事記伝 阿部, 國治 栗山, 要[編] 致知出版社

25 2008488 少彦名 [セット] 新釈古事記伝 阿部, 國治 栗山, 要[編] 致知出版社

26 2008489 受け日 [セット] 新釈古事記伝 阿部, 國治 栗山, 要[編] 致知出版社

27 2008490 勝佐備 [セット] 新釈古事記伝 阿部, 國治 栗山, 要[編] 致知出版社

28 2008491 天岩屋戸 [セット] 新釈古事記伝 阿部, 國治 栗山, 要[編] 致知出版社

29 2008492 八俣遠呂智 [セット] 新釈古事記伝 阿部, 國治 栗山, 要[編] 致知出版社

30 2008493 現代語古事記 竹田, 恒泰 学研パブリッシング

31 2008494 人生は自ら創る PHP文庫 安岡, 正篤 PHP研究所

32 2008496 “作業"の捉え方と評価・支援技術 生活行為の自律に向けたマネジメント 日本作業療法士協会[監修] 医歯薬出版

33 2008497 “作業"の捉え方と評価・支援技術 生活行為の自律に向けたマネジメント 日本作業療法士協会[監修] 医歯薬出版

34 2008498 手を診る力をきたえる 鎌倉, 矩子[編] 中田, 眞由美[編] 三輪書店

35 2008499 うつ病の作業療法 早坂, 友成[編] 稲富, 宏之[編] 医歯薬出版
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登録番号 書名,巻次,叢書名 著者名 出 版 者

36 2008500 生活を支援する精神障害作業療法 急性期から地域実践まで
香山, 明美[編著] 小林, 正義[編
著] 鶴見, 隆彦[編著]

医歯薬出版

37 2008501 エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション
ピーター・G・レビン 金子, 唯史
[訳]

ガイアブックス

38 2008502 作業療法覚書 目からウロコの作業料理の本 : 生かそう,作業の力,作業の魅力 山根, 寛 三輪書店

39 2008503 PT・OT国家試験共通問題でるもん・でたもん 基礎医学
「標準理学療法学・作業療法学」
編集室[編]

医学書院

40 2008504 PT・OT国家試験共通問題でるもん・でたもん 基礎医学
「標準理学療法学・作業療法学」
編集室[編]

医学書院

41 2008505 作業療法実践の理論 ギャーリー・キールホフナー 医学書院

42 2008506 作業療法がわかるCOPM・AMPS実践ガイド
吉川, ひろみ[編] 齋藤, さわ子
[編]

医学書院

43 2008507 エビデンスに基づく高齢者の作業療法 ICF(国際生活機能分類)の適応と活用
アニタ・アトウォル[編著] アン・
マッキンタイア[編著]

ガイアブックス

44 2008508 ユマニチュード入門
本田, 美和子 イヴ・ジネスト ロ
ゼット・マレスコッティ

医学書院

45 2008509 認知症カフェハンドブック きょうからはじめる認知症カフェ 武地, 一[編著・監訳] クリエイツかもがわ

46 2008510 クエスチョン・バンク作業療法士国家試験問題解説 2015 専門問題 医療情報科学研究所[編] メディックメディア

47 2008511 クエスチョン・バンク理学療法士・作業療法士国家試験問題解説 2015 共通問題 医療情報科学研究所[編] メディックメディア

48 2008512 クエスチョン・バンク理学療法士・作業療法士国家試験問題解説 2015 共通問題 医療情報科学研究所[編] メディックメディア

49 2008513 クエスチョン・バンク理学療法士・作業療法士国家試験問題解説 2015 共通問題 医療情報科学研究所[編] メディックメディア

50 2008514 PT・OT国家試験共通問題でるもん・でたもん 基礎医学
「標準理学療法学・作業療法学」
編集室[編]

医学書院

51 2008515 認知症高齢者の絵カード評価法(APCD)使用者用手引書
山田, 孝[監修] 井口, 知也 小林,
法一

日本作業行動学会

52 2008516 認知症高齢者の絵カード評価法(APCD)使用者用手引書
山田, 孝[監修] 井口, 知也 小林,
法一

日本作業行動学会

53 2008524 新・徒手筋力検査法
Helen J. Hislop Dale Avers
Marybeth Brown

エルゼビア・ジャパン

54 2008525 義肢学 15レクチャーシリーズ : 理学療法テキスト
永冨, 史子[責任編集] 石川, 朗
[総編集]

中山書店

55 2008526 装具学 15レクチャーシリーズ : 理学療法テキスト
佐竹, 將宏[責任編集] 石川, 朗
[総編集]

中山書店
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登録番号 書名,巻次,叢書名 著者名 出 版 者

56 2008527 カラー版筋骨格系のキネシオロジー Donald A. Neumann[原著]
医歯薬出版 : エルゼビ
ア・ジャパン

57 2008528 小脳と運動失調 小脳はなにをしているのか アクチュアル脳・神経疾患の臨床
西澤, 正豊[専門編集] 辻, 省次
[総編集]

中山書店

58 2008529 変形性関節症 何を考え、どう対処するか 実践MOOK・理学療法プラクティス
嶋田, 智明[編] 大峯, 三郎[編] 対
馬, 栄輝[編]

文光堂

59 2008530 精神医学 Standard textbook : 標準理学療法学・作業療法学専門基礎分野 上野, 武治[編/他執筆] 医学書院

60 2008531 内科学 Standard textbook : 標準理学療法学・作業療法学専門基礎分野 前田, 眞治 上月, 正博 飯山, 準一 医学書院

61 2008532 病気がみえる vol. 7 脳・神経 医療情報科学研究所[編] Medic Media

62 2008533 病気がみえる vol. 2 循環器 医療情報科学研究所[編] Medic Media

63 2008534 運動療法学 障害別アプローチの理論と実際 市橋, 則明[編] 文光堂

64 2008535 理学療法評価学 理学療法学ゴールド・マスター・テキスト 柳澤, 健[編] メジカルビュー社

65 2008536 中枢神経系理学療法学 理学療法学ゴールド・マスター・テキスト 柳澤, 健[編] メジカルビュー社

66 2008537 運動連鎖～リンクする身体 実践MOOK・理学療法プラクティス
嶋田, 智明[編] 大峯, 三郎[編] 山
岸, 茂則[編]

文光堂

67 2008538 標準小児科学 Standard textbook
原, 寿郎[編] 高橋, 孝雄[編] 細井,
創[編]

医学書院

68 2008539 標準整形外科学 Standard textbook
松野, 丈夫[総編集] 中村, 利孝
[総編集]

医学書院

69 2008540 クエスチョン・バンク理学療法士国家試験問題解説 2015 専門問題 医療情報科学研究所[編] メディックメディア


