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がん情報　ブックリスト
図書館で所蔵している本の中から、新しい資料をピックアップしました。

No. 書名 副書名 著者名 ラベル 出版年 出版社

1 国立がん研究センターの肺がんの本 渡辺 俊一∥ほか監修 2018.6 小学館クリエイティブ

2 最先端治療肺がん 2016.1 法研

3 主婦の友社∥編 2015.10 主婦の友社

4 一部摘出・全摘出の方も 木下 敬弘∥監修 2019.10 学研プラス

5 胃がん・食道がん病後のケアと食事 山田 和彦∥監修 2019.12 法研

6 国立がん研究センターの大腸がんの本 金光 幸秀∥ほか監修 2018.6 小学館クリエイティブ

7 国立がん研究センターの胃がんの本 片井 均∥ほか監修 2018.6 小学館クリエイティブ

8 最先端治療大腸がん 2018.2 法研

9 最先端治療胆道がん・膵臓がん 2019.2 法研

10 岩井 ますみ∥著 2015.7 講談社

11 人生でほんとうに大切なこと 稲垣 麻由美∥著 2017.10 KADOKAWA

12 がんになったら手にとるガイド 患者必携 2011.3 学研メディカル秀潤社

13 がんリハビリテーション 原則と実践完全ガイド 2018.1 ガイアブックス

14 がんになっても心配ありません がん研究会∥監修 2018.8 国書刊行会

15 日本対がん協会∥監修 2022.2 学研プラス

16 黒田 ちはる∥著 2019.1 日経メディカル開発

17 片井 均∥監修 2016.11 小学館クリエイティブ

18 抗がん剤・放射線治療と食事のくふう がん患者さんと家族のための 山口 建∥監修 2018.1 女子栄養大学出版部

19 医者がマンガで教える 近藤 慎太郎∥絵と文 2018.8

20 中山 富雄∥監修 2019.11 小学館クリエイティブ

21 最先端治療子宮がん・卵巣がん 2021.11 法研

22 さとう 桜子∥著 2017.6 主婦の友社

23 がんで不安なあなたに読んでほしい。 清水 研∥著 2020.5 ビジネス社

493.3/コ

国立がん研究センタ
ー中央病院呼吸器内
科∥編著

493.3/サ

胃を切った人のおいしい回復レシピ300 毎日使える! 493.4/イ

胃を切った人のための毎日おいしいレシ
ピ250 493.4/イ

手術後・退院後のベストパ
ートナー 493.4/イ

493.4/コ

493.4/コ

国立がん研究センタ
ー中央病院消化管内
科∥[ほか]編著

493.4/サ

国立がん研究センタ
ー中央病院肝胆膵内
科∥[ほか]編著

493.4/サ

働く女性のためのがん入院・治療
生活便利帳

40代、働き盛りでがんにな
った私が言えること 494.5/イ

がん専門の精神科医・清水
研と患者たちの対話 494.5/イ

国立がん研究センタ
ーがん対策情報セン
ター∥編著

494.5/ガ

マイクル D.スタブフ
ィールド∥原著責任
監修

494.5/ガ

494.5/ガ

がんの?に答える本 がん相談ホットラインに寄
せられた100の質問と回答

494.5/ガ

がんになったら知っておきたいお金の話 看護師FPが授ける家計、制
度、就労の知恵

494.5/ク

国立がん研究センターのがんとお金の本 494.5/コ

494.5/コ

日本一まっとうながん検診の
受け方、使い方 494.5/コ 日経BP社

国立がん研究センターの正しいがん検診 494.5/コ

国立がん研究セン
ター中央病院腫瘍
内科∥[ほか]編著

494.5/サ

がん治療中の女性のためのLIFE&Beauty 494.5/サ

自分らしく生きるための
Q&A 494.5/シ
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No. 書名 副書名 著者名 ラベル 出版年 出版社

24 清水 研∥著 2019.10 文響社

25 千歳 はるか∥著 2019.4 小学館

26 医者にがんと言われたら最初に読む本 中川 恵一∥著 2020.8 エクスナレッジ

27 知っておきたい「がん講座」 リスクを減らす行動学 中川 恵一∥著 2019.12 日経サイエンス社

28 がん免疫療法とは何か 本庶 佑∥著 2019.4 岩波書店

29 親ががんになったら読む本 山口 建∥著 2016.1 主婦の友社

30 わたしも、がんでした。 2013.9

31 齋藤 典男∥監修 2019.9 主婦の友社

32 金光 幸秀∥監修 2016.12 ナツメ社

33 国立がん研究センターの乳がんの本 木下 貴之∥ほか監修 2018.6 小学館クリエイティブ

34 新こちら「がん研有明相談室」 竹島 信宏∥監修 2019.11 新興医学出版社

35 2022.1 福島県

こどもとしょかんの本

No. 書名 副書名 著者名 ラベル 出版年 出版社

36 保坂 隆∥監修 2021.5 汐文社

37 保坂 隆∥監修 2021.5 汐文社

38 保坂 隆∥監修 2021.5 汐文社

39 林 和彦∥著 2019.10 保育社

40 林 和彦∥著 2019.10 保育社

41 林 和彦∥著 2019.10 保育社

ティーンズの本

No. 書名 副書名 著者名 ラベル 出版年 出版社

42 子どもと一緒に知る 林 和彦∥編著 2017.2

もしも一年後、この世にいないと
したら。 494.5/シ

国立がん研究センター東病院の管理栄養
士さんが考えたがんサバイバーの毎日ご
はん

494.5/チ

494.5/ナ

494.5/ナ

494.5/ホ

がんになった親の気持ちに
寄り添う 494.5/ヤ

がんと共に生きるための処
方箋

国立がん研究センタ
ーがん対策情報セン
ター∥編

494.5/ワ 日経BP社

腸を切った人を元気いっぱいにする食事
170

再発を防ぐ!体をいたわる
おいしいレシピ 494.6/チ

毎日おいしく食べる!大腸を切った人の
ための食事

おすすめのメニューと術後
の症状・対処法がわかる! 494.6/マ

495.4/コ

子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん患者
さんへのドクターズアドバイス 495.4/シ

がん患者・家族のための福島県がんサポ
ートブック　第4版

福島県がん診療連携
協議会相談支援部会
／編

L49/ガ

※No.35は貸出できない本ですが、館内で読むことができます。カウンターへお声がけください。

ちゃんと知りたい「がん」のこと 1
日本人の2人に1人が「がん
」になる 491/チ-1

ちゃんと知りたい「がん」のこと 2
あなたの大切な人が「がん
」になったら 491/チ-2

ちゃんと知りたい「がん」のこと 3 「がん」とともに生きる社
会へ

491/チ-3

よくわかるがんの話 1 がんってどんな病気? 491/ハ-1

よくわかるがんの話 2 がんの治療と生活は? 491/ハ-2

よくわかるがんの話 3 がんは体のどこにできる? 491/ハ-3

「がん」になるってどんなこと? Y 494.5/ハ セブン&アイ出版


	Sheet1

