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1.

看護行政研究会編

平成 25 年版 看護六法

新日本法規、平成 25 年、3990 円

2.

市川須美子他編

平成 25 年版 教育小六法

学陽書房、2700 円

3.

日本看護協会出版会編

平成 24 年 看護関係統計資料集

日本看護協会出版会、2013 年、
2400 円＋税

4.

門脇豊子他編

平成 25 年版 看護法令要覧

日本看護協会出版会、2013 年、
4410 円

5.
6.

清水嘉与子他編

8.

日本看護協会出版会、平成 21 年、

看護行政のあゆみと看護の発展

3800 円＋税

Ｅ．オリヴィア・ベヴィ ケアリングカリキュラム
ス他、安酸史子監訳

7.

保健師助産師看護師法 60 年史

医学書院、1999 年、3800 円＋税

看護教育の新しいパラダイム

モーリーン・Ｄ・レイノ 看護名著シリーズ

エルゼビア・ジャパン、2006 年、

ー他、堀内成子監修

助産師の意思決定

3500 円＋税

稲垣忠彦他

子どもと教育

岩波書店、1998 年、1700 円＋税

授業研究入門
9.

佐藤みつ子他

看護教育における授業設計 第 4 医学書院、2009 年、2800 円＋税
版

10.
11.

目黒悟
田島桂子

看護教育を創る授業デザイン

メヂカルフレンド社、2011 年、

教えることの基本となるもの

2200 円＋税

看護実践能力育成に向けた教育 医学書院、2013 年、2600 円＋税
の基礎
第2版

12.

宇佐美寛

大学授業入門

東進堂、2013 年、1680 円

13.

梶田叡一

教育評価 第 2 版補訂 2 版

有斐閣双書、2010 年、2310 円

14.

小笠原喜康

新版

15.

青木康子編

大 学 生 の た め の レ ポ ー 講談社現代新書、2010 年、

ト・論文術

720 円＋税

新助産学シリーズ

青海社、2013 年、3780 円

助産学概論
16.

財団法人母子衛生研究 母子衛生の主なる統計

平成 24 年度刊行

会編
＊「看護教育の内容と方法に関する検討会報告書」平成 23 年 2 月 28 日
＊「大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会最終報告」平成 23 年 3 月 11 日
No.1.・3.・4.・16.番は毎年購入することが望ましい。

平成 25 年度 助産師教育方法論・助産師教育方法演習 参考文献（順不同）
高橋弘子
＊「必須図書」に加えて活用してください。
田島桂子（2009）
、第 2 版 看護学教育評価の基礎と実際―看護実践能力育成の充実に向けて、 医学書院
杉森みど里・舟島なをみ（2012）
、第 5 版 看護教育学、医学書院
スー・プロクター、メアリー・レンフルー編、前原澄子監訳（2003）
、助産学研究入門 エビデンスにもとづ
く実践をめざして、医学書院
MARILYN H. OERMANN, KATHLEEN B. GABERSON,舟島なをみ監訳（2001）
、看護学教育における
講義・演習・実習の評価、医学書院
Peter Cantillon 他、吉田一郎監訳（2004）
、医学教育ＡＢＣ 学び方、教え方、篠原出版新社
舟島なをみ編（2007）
、院内教育プログラムの立案・実施・評価―「日本型看護職者キャリア・ディベロップ
メント支援システム」の活用、医学書院
中村惠子編著（2011）
、看護ＯＳＣE Objective Structured Clinical Examination, メヂカルフレンド社
日本医学教育学会監修、日本医学教育学会 教育開発委員会編（昭和 57 年）
、医学教育マニュアル４
－評価と試験―、篠原出版 ＊絶版
網野寛子・遠藤由美子・齊藤茂子・松原定雄（2008）
、看護教員のための学校経営と管理、医学書院
Malcolm S. Knowles, 堀薫夫・三輪健二監訳（2002）
、成人教育の現代的実践―ペタゴジーからアンドラゴジ
ーへ、鳳書房
アンドレア・ロバートソン著、大葉ナナコ、ターナー節子、三宅はつえ共訳（2004）
、産む力の咲かせ方
出産準備クラスにおけるエンパワーメント、ＭＣメディカ出版
Robert Oliver, Colin Endersby, 小山眞理子監訳（2000）
、プリセプター・臨床指導者のための臨床看護教育の
方法と評価、南江堂
キャスリーンＢ・ゲイバーソン他、勝原裕美子監訳（2002）
、臨地実習のストラテジー、医学書院
ジーン・レイヴ他、佐伯胖訳（平成 22 年）
、正統的周辺参加 状況に埋め込まれた学習、産業図書
ドナルド・ショーン、佐藤学・秋田喜代美訳（2001）
、専門家の知恵 反省的実践家は行為しながら考える、
ゆみる出版
佐伯胖・前川幸子（2008）
、インタビュー 看護教育への警鐘 いまこそ行動主義的な教育体制からの脱皮を、
看護教育（49）5；388－394
鈴木克明（2013）
、インストラクショナルデザインとしての授業設計 特集≪授業設計再入門≫、看護教育、
54（4）
；259－264
秋田喜代美（2008）
、＜放送大学教材＞改定版 授業研究と談話分析、放送大学教育振興会
向山洋一（1987）
、＜教育新書 31＞論争・授業の腕をあげる法則、明治図書
長尾十三ニ・原野広太郎編著（2000）
、教育学の世界 名著 100 選 学際的教育科学への道、学陽書房
古橋洋子編（2013）
、看護教員ハンドブック、医学書院
特集 授業設計再入門、看護教育 54（４）
、2013 年 4 月号
北川智子（2012）
、ハーバード白熱日本史教室、新潮新書
畑村洋太郎（2012）
、みる わかる 伝える、講談社文庫
畑村洋太郎（2006）
、組織を強くする技術の伝え方、講談社現代新書
池上彰（2009）
、わかりやすく＜伝える＞技術、講談社現代新書
森時彦（2009）
、ファシリテーターの道具箱、ダイヤモンド社
川島みどり・杉野元子（2011）
、看護カンファレンス 第 3 版、医学書院
大島武（2012）
、プレゼン力が授業を変える！ メヂカルフレンド社
内田樹（2008）
、街場の教育論、ミシマ社
中山まき子（2007）
、身体をめぐる政策と個人 母子健康センター事業の研究、勁草書房
木村哲也（2012）
、駐在保健婦の時代、医学書院
安井眞奈美（2013）
、＜第 3 次お産革命＞にむけて 出産環境の民俗学、昭和堂
大串正樹（2007）
、ナレッジマネジメント 創造的な看護管理のための 12 章、医学書院
北浦暁子、大串正樹（2010）
、看護師のためのビジネススキル 組織人としての仕事のきほん、医学書院
医道審議会保健師助産師看護師分科会 保健師助産師看護師国家試験制度改善検討部会報告書、平成 24 年 4 月
医道審議会保健師助産師看護師分科会 保健師助産師看護師国家試験出題基準改定部会 平成 24 年 7 月より

