
私たちが推薦します！ 豊か
な教
養を育

むナース待望の新シリーズ豊か
な教
養を育

むナース待望の新シリーズ

田渕典子氏
社会医療法人石川記念会HITO病院 副院長

元愛媛大学医学部附属病院 副院長・看護部長

社会医療法人石川記念会HITO病院 副院長
元愛媛大学医学部附属病院 副院長・看護部長田渕典子氏

幅広い知識や考え方を習得することで
こころを磨く、自己成長への解説書！

諸橋泰夫氏
一般社団法人看護職の採用と
定着を考える会 代表理事
南東北グループ 人財開発部部長

人としての奥行きを育むことが
良好な人間関係を築き、最高の環境をつくる

公立学校法人福井県立大学
看護福祉学部 研究科長、学部長、教授
元公益社団法人日本看護協会 副会長大久保清子氏

これまでにない視点で、看護師の人間力を高める
新シリーズに期待しています

看護師のしごととくらしを
豊かにするシリーズのご案内 

お支払い方法
（いずれかに□） 法人   □代金引換　　　□請求書 個人　□代金引換のみ

お申込み者

フリガナ

ご氏名
姓 名

フリガナ

御社名 部署名

お申し込み日 年 　 　 　 月 　 　 　 日
※ご法人様の
　場合は、
　ご担当者名

お届け先住所
□ご自宅　□お勤め先（いずれかに□）

弊社担当者名：

〒

FAX Ｅメールアドレス

※お客様より取得したお名前、電話番号等の個人情報については、目的以外での利用及び無断での第三者への開示は一切いたしません。
※上記特別価格につきましては、書店・オンラインブックストア等でのご購入の場合は適用となりませんのでご了承ください。
※2018年12月15日現在

お届け先TEL 携帯電話番号

FAX.03-3256-2865注文書

（株）日本医療企画

●北海道支社 ☎011-223-5125 ●中部支社 ☎052-209-5451　
●東北支社 ☎022-281-8536 ●関西支社 ☎06-7660-1761
●関東支社 ☎03-3256-2885 ●九州支社 ☎092-418-2828
●北信越支社 ☎076-231-7791

看護師のしごととくらし 検索

下記の項目をご記入の上、FAXにてご注文ください。

★3,100円（税込）以上ご購入なら送料420円⇒無料

★代金引換の場合は別途代引手数料270円がかかります。

〒101- 0033
東京都千代田区神田岩本町4 -14
神田平成ビル
☎03-3256-7495
　03-3256-2865

定　価

キャンペーン期間：2019年6月30日ご注文分まで

看護師のしごととくらしを豊かにするシリーズ 　　ご注文数

キャンペーン
特別価格　5～9冊購入で 1,620円（税込）➡   1冊1,300円（税込）

10冊以上購入で 1,620円（税込）➡ 1冊1,200円（税込）
キャンペーン
特別価格　

← 詳細は
　 こちら

約25％ off ！

約20％ off ！

看護師のための般若心経
看護師のためのアドラー心理学
看護師のためのドラッカー入門
看護師のための松陰流人材育成術
看護師のための論語
看護師のための明治文学
看護師のための睡眠実践法
看護師のためのアンガーマネジメント
看護師のための語彙力・対話力
看護師のための統計入門
看護師のためのアドラー流子育て・自分育て

1巻
2巻
3巻
4巻
5巻
6巻
7巻
8巻
9巻

10巻
11巻

定価：1,620円（税込）
定価：1,620円（税込）
定価：1,620円（税込）
定価：1,620円（税込）
定価：1,620円（税込）
定価：1,620円（税込）
定価：1,620円（税込）
定価：1,620円（税込）
定価：1,620円（税込）
定価：1,620円（税込）
定価：1,620円（税込）　

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

『看護師のしごととくらしを豊かにするシリーズ』

創刊キャンペーン



　シリーズの特長
● 看護師の視点で解説。難しいテーマも、現場で活用できる知識に変える
● 1冊1テーマ。教養、しごと、くらしなどバリエーション豊かなラインナップ
● すぐに読めて、すぐに使える。目からウロコのヒントがたくさん！

看護師の心を豊かに！
人材教育、生涯学習、研修会・勉強会のテキストにも最適です

「看護師のための仕事とくらしを豊かにするシリーズ」を推薦します！

です!

…… シリーズ続々刊行予定！

教 養

教 養

教 養

教 養

くらし

くらし

しごとしごと

コミュニケーション

コミュニケーション

コミュニケーション

コミュニケーション
続刊 続刊

教 養

各巻：四六判ソフトカバー／定価：1,620円（税込）

名取 芳彦 著

第1巻 看護師のための般若心経

岩井 俊憲・長谷 静香 著

第2巻 看護師のためのアドラー心理学

牛越 博文 著

第3巻 看護師のためのドラッカー入門

長谷川 勤 著

第4巻 看護師のための松陰流人材育成術

佐久 協 監修

第5巻 看護師のための論語

米沢　慧 編

第6巻 看護師のための明治文学

光前 麻由美 著

第8巻 看護師のためのアンガーマネジメント

吉田 裕子 著

第9巻 看護師のための語彙力・対話力

田中 智恵子・長田 梨那　ほか 共著

第7巻 看護師のための睡眠実践法

安川 文朗 編著

第10巻 看護師のための統計入門

 石丸 雄嗣・小川 卓 著
 看護師のための

 ホスピタリティ・
 コミュニケーション

 貫 成人 著
 看護師のための

 カント哲学

基礎看護学のほしいものランキング
基礎看護学の売れ筋ランキング
看護学の売れ筋ランキング　　　（2018.2.19）

看護道と生き方の
ヒントがいっぱい 不規則勤務に負けない

心と身体のセルフケア

ご い

成長し続ける力が身につく
孔子の教え

漱石の時代の
介抱・看病・看護

◆看護業務や人間関係の悩みを「般若心経」の教えでズバリ解決！
◆「こうあるべき」という思い込みから抜け出し、心おだやかになれる思考法を伝授
◆「生老病死」はすべて病院の中にある。苦痛を抱えた患者へ般若心経的アプローチ

◆折れそうな心、疲れた心への処方箋――元気・活気・やる気・勇気が湧いてくる！
◆「言葉」「イメージ」「行動」を味方につけて、なりたい自分になる
◆人間関係を変える、心に勇気のひとしずく　「完璧な看護師」よりも「幸せな看護師」に！

◆ドラッカーが遺した膨大な理論・至高の名言から看護に役立つエッセンスを凝縮！
◆看護師の「使命」「貢献」「目標」とは何か？　自らを成長させるヒントが満載
◆メンバーの強みを最大限に引き出し、成果をあげるマネジメントの要諦がわかる

◆吉田松陰の松下村塾での教えは、看護現場での人の育て方にヒントを与える！
◆看護師の心に響く吉田松陰の名言20を掲載
◆看護学部で「吉田松陰論」を担当する著者が、看護現場の実践に落とし込んで解説！

◆アイデアがない…「温故知新。昔のことを勉強することで新たな発想や知識を得られる」
◆患者さんに厳しく…「厳しくすればするほど恥じるどころか抜け道を探して逆効果」
◆辞めたい…「力が足りないと勝手に決めつけ途中であきらめようとしているね」

◆医療者の看病に「一点の好意によって、急に生きて来る」と感謝する夏目漱石
◆病人にとって「精神的な介抱」が重要と医療・看護の問題を鋭く論じる正岡子規
◆病院・医師・看護師という職業を患者の視点で歌にした石川啄木の思いとは

◆「朝起きられない」「昼間とにかく眠い」などの悩みはセルフケアで改善できる！
◆睡眠外来クリニックの保健師が教える、交代勤務を上手に乗り切る睡眠力アップ術
◆「効果的ストレッチ」や「呼吸法」など、すぐに実践できる睡眠テクニック満載！

◆「イライラ」の本質を理解し、日々のストレス、人間関係の悩みをスッキリ解消
◆すぐに現場で実践できるテクニックを現役看護師の視点でわかりやすく解説
◆接遇の向上、離職率の低下などを目的とした職員研修のテキストとしても最適

長谷 静香 著

第11巻 看護師のためのアドラー流 子育て・自分育て
◆ひとりで頑張らない。6割主義でも大丈夫！子どもは、信じて、待って、任せて育てる
◆アドラー心理学が教える幸せの3つの条件――自己受容、他者信頼、貢献感とは？
◆罪悪感は不要。子どもには「ごめんね」ではなく「ありがとう」と伝える

◆あなたの印象を変え、好感度を上げる“美しい言葉のマナー、豊かな語彙、適切な表現”
◆語彙と言い方のバリエーションが増えれば、どんな状況にも自信をもって臨める！
◆嫌味にならない褒め方、気持ちがこもった謝罪の仕方、相手の心を開く雑談術

◆「物事を客観的に把握する力」とは、すなわち「統計的センス」
◆データを客観的に見る能力、データをつくり出す能力、問題解決力が身につく！
◆アンケート調査のデザインと分析の実際など、実践的に学べる！

1位

※未刊の商品につきましては、タイトル名等変更になる場合がございます。


