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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス

(本体) 
同時３アクセス

(本体) 
商品コード 

1 よくわかる看護組織論 久保 真人 2017 9784623078929 ¥8,800 ¥13,200 1025423507 

2 よくわかる社会福祉 第11版 山縣 文治 2016 9784623076765 ¥7,700 ¥11,550 1025423511 

3 よくわかる子どもの保健 第3版 竹内 義博 2015 9784623073436 ¥8,250 ¥12,100 1025423518 

4 よくわかる卒論の書き方 第2版 白井 利明 2013 9784623065721 ¥7,700 ¥11,550 1025423514 

5 よくわかる経営管理 高橋 伸夫 2011 9784623061044 ¥8,800 ¥13,200 1024731897 

6 基礎編 第2版（よくわかる統計学 1） 金子 治平 2011 9784623061112 ¥8,250 ¥12,100 1025423519 

7 経済統計編 第2版（よくわかる統計学 2） 御園 謙吉 2011 9784623061129 ¥8,250 ¥12,100 1025423520 

8 よくわかる学びの技法 第2版 田中 共子 2009 9784623056491 ¥6,820 ¥10,230 1025423515 

9 よくわかる心理統計 山田 剛史 2004 9784623039999 ¥8,800 ¥13,200 1024731896 

やわらかアカデミズム･〈わかる〉シリーズ 

9タイトル 好評配信中！ 

９冊揃価格  
同時１アクセス(本体) ¥73,370   
同時３アクセス(本体) ¥109,230 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 2018年10月   ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 

  

新しい教職概論 ―教師と子ど

もの社会― 

同時1アクセス 
(本体) 

¥7,700 

同時3アクセス 
(本体) 

¥11,550 

冊子版ISBN 9784623070329  

著編者 南本 長穂 発行年 2016 商品コード 1025423517 

子どもを深く理解できる、教職の責任と使命を自覚し、教職に対する愛着、誇りをもてる教員になる
ために。教職「教職の意義等に関する科目」（教職論）のテキスト。教職と教職をめぐる組織・環境や
制度、についてわかりやすく解説する。教員の資質や能力、指導の実際についても紹介する。 

  

アクティブ・ラーニング時代
の看護教育 ―積極性と主体性

を育てる授業づくり― 

同時1アクセス 
(本体) 

¥7,480 

同時3アクセス 
(本体) 

¥11,220 

冊子版ISBN 9784623079384  

著編者 新井 英靖 発行年 2017 商品コード 1025423510 

看護師養成に関わる教員向けの「学級づくり」「授業づくり」の手引き書。一斉講義・演習・技術指導
などいろいろなスタイルの授業の方法の解説と、「実習指導」「評価（授業評価・実習評価などいろい
ろな評価方法の解説）」というような流れでポイントを見やすく、わかりやすく示して解説する。相模原
看護専門学校における授業実践の紹介をまじえ，アクティブ・ラーニングの原理やアクティブ・ラーニ
ングを支える学級づくりなどについても取り上げ，幅広く論じている。 

  

看護のための法学 ―自律

的・主体的な看護をめざして―第4
版（法学シリーズ職場最前線 1） 

同時1アクセス 
(本体) 

¥7,480 

同時3アクセス 
(本体) 

¥11,220 

冊子版ISBN 9784623075973  

著編者 野崎 和義 発行年 2016 商品コード 1025423508 

本書は職務上必ず知っておかなければならない重要問題から、職場としての病院で起きる労働問
題まで、多くの事例を挙げ、そこにどのような法律が関わっているのかをわかりやすく解説します。 

  

1歩前からはじめる「統計」
の読み方・考え方 

同時1アクセス 
(本体) 

¥6,820 

同時3アクセス 
(本体) 

¥10,230 

冊子版ISBN 9784623075706  

著編者 神林 博史 発行年 2016 商品コード 1025423506 

これからの時代、エビデンス＝証拠にもとづいた議論が求められています。それを支えるものが統
計です。本書は統計リテラシー教育の重要性が高まるなか、ユーモアたっぷりの内容で、分かりや
すく解説。 経済、経営、医療など、各種統計学に通底する基本部分を扱っている。日本統計協会
「統計検定」4～3級の内容に対応しております。 

好評配信中 !  



● 表示価格は税抜きです。 2018年10月   ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 

名言・格言・ことわざ辞典 

同時1アクセス 
(本体) 

¥11,550 

同時3アクセス 
(本体) 

¥17,325 

冊子版ISBN 9784623071432  

著編者 増井 金典 発行年 2015 商品コード 1025423513 

先人の残した言葉や庶民の知恵がつまったことわざ5500余語を簡便に紹介する。先人の残した心の軌跡・
思想・言葉・庶民の知恵が結晶したことわざには、人生の指針や、心を柔らかく耕してくれる言葉があり、人
生を豊かにする言葉を捧げたい、という願いをこめた。 

日本語源広辞典 増補版 

同時1アクセス 
(本体) 

¥24,750 

同時3アクセス 
(本体) 

¥37,125 

冊子版ISBN 9784623063246  

著編者 増井 金典 発行年 2012 商品コード 1025423512 

豆知識から国語や古典の学習まで、読んで楽しい語源辞典。好評を博した旧版にさらに約一万二〇〇〇
語を追加した増補版。【主な収載項目】常用漢字の語源，日本語の訓の語源はすべて収載。外来語や衣食
住にまつわる用語では，ニュース等で日常多く使われる語を重視。地名や姓氏から外国名まで，一族やそ
の土地の由来がわかる。 

大学生のためのリサーチリ
テラシー入門 ―研究のための

8つの力― 

同時1アクセス 
(本体) 

¥7,480 

同時3アクセス 
(本体) 

¥11,220 

冊子版ISBN 9784623060450  

著編者 山田 剛史 発行年 2011 商品コード 1025423516 

これから本格的に研究を意識し始める学生（学部２～３年生や修士１年生）を主たる対象とした、リサーチリ
テラシー（研究を遂行するために必要な基礎的能力）についての入門書。これを読めば「聞く力」「課題発見
力」「情報収集力」「情報整理力」「読む力（読解力）」「書く力（執筆力）」「データ分析力」「プレゼンテーション
力」の８つの力が身につきます。 

コ・メディカルのための医事
法学概論 

同時1アクセス 
(本体) 

¥7,700 

同時3アクセス 
(本体) 

¥11,550 

冊子版ISBN 9784623061082  

著編者 野崎 和義 発行年 2011 商品コード 1025423509 

医療過誤、患者の自己決定権、個人情報の保護・・・重要テーマを基礎から解説医療・福祉・看護な
ど医師と連携する専門職（コ・メディカル）をめざすひと、いま現場で活躍するひとに必携の基礎テキ
スト。巻末関連法令付。 

介護福祉学事典 

同時1アクセス 
(本体) 

¥66,000 

同時3アクセス 
(本体) 

¥99,000 

冊子版ISBN 9784623071227  

著編者 日本介護福祉学会事典編纂委員会 発行年 2014 商品コード 1016467197 

学会初の体系だった総合事典。16の分野にわけた約400項目、各専門分野約200人の執筆陣で介護
福祉学のエビデンスを示す。今後の研究や論文執筆、学習、国試対策の拠り所になる。 

好評配信中 !  
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