
書　　　名 著　者　名 出版年 出版者 請求記号

1 おしゃべりながんの図鑑 小倉 加奈子∥著 2019.7 CCCメディアハウス      491.6   /ｵ       /        

2 そうなんだ!遺伝子検査と病気の疑問 櫻井 晃洋∥著 2013.7 メディカルトリビューン      491.6   /ｻ       /        

3 こわいもの知らずの病理学講義 仲野 徹∥著 2017.9 晶文社      491.6   /ﾅ       /        

4 がんにならない人の50の習慣 平島 徹朗∥著 2015.3 幻冬舎メディアコンサルティング      491.6   /ﾋ       /        

5 がん遺伝子治療のことがわかる本 石田 幸弘∥著 2018.11 あさ出版      494.5   /ｲ       /        

6 「がん治療」の正しい受け方 「きょうの健康」番組制作班∥編 2016.7 主婦と生活社      494.5   /ｶﾞ      /        

7 がんが再発・転移した時、あなたは? 岩崎 瑞枝∥編著 2017.12 中央法規出版      494.5   /ｶﾞ      /        

8 がんになったら知っておきたいお金の話 黒田 ちはる∥著 2019.1 日経メディカル開発      494.5   /ｸ       /        

9 国立がん研究センターのこころと苦痛の本 清水 研∥監修 2018.2 小学館クリエイティブ      494.5   /ｺ       /        

10 抗がん剤治療と上手につきあう本 岩瀬 弘敬∥監修 2016.8 日経BP社      494.5   /ｺ       /        

11 国立がん研究センターの正しいがん検診 中山 富雄∥監修 2019.11 小学館クリエイティブ      494.5   /ｺ       /        

12 緩和ケアでがんと共に生きる 佐藤 健∥著 2008.4 新潮社      494.5   /ｻ       /        

13 がん治療中の女性のためのLIFE&Beauty さとう 桜子∥著 2017.6 主婦の友社      494.5   /ｻ       /        

14 その症状、がんのサインかもしれません 佐藤 典宏∥著 2019.12 PHP研究所      494.5   /ｻ       /        

15 重粒子線治療・陽子線治療完全ガイドブック 研友企画出版出版企画部∥編著 2016.7 法研      494.5   /ｼﾞ      /        

16 がんを告知されたら読む本 谷川 啓司∥著 2015.9 プレジデント社      494.5   /ﾀ       /        

17
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

千歳 はるか∥著 2019.4 小学館      494.5   /ﾁ       /        

18 病気になった時に読むがん闘病記読書案内 闘病記専門古書店パラメディカ∥編 2010.3 三省堂      494.5   /ﾋﾞ      /        

19 がんのPET検査がわかる本 安田 聖栄∥著 2015.11 法研      494.5   /ﾔ       /        

20 あっこと僕らが生きた夏 有村 千裕∥著 2011.7 講談社      916     /ｱ       /        

21 わたしでよかった 今井 美沙子∥著 2015.2 東方出版      916     /ｲ       /        

22 がんのお姫様 海老原 暁子∥著 2013.10 岩波書店      916     /ｴ       /        

23 緩和ケア医が、がんになって 大橋 洋平∥著 2019.8 双葉社      916     /ｵ       /        

24 医者が妻を看取る 小野寺 久∥著 2017.11 中央公論新社      916     /ｵ       /        

25 二本の木 小沢 爽∥著 2010.5 日本放送出版協会      916     /ｵ       /        

26 がんフーフー日記 川崎フーフ∥著 2011.4 小学館      916     /ｶ       /        

27 死ぬという大仕事 上坂 冬子∥著 2009.6 小学館      916     /ｶ       /        

28 無菌病棟より愛をこめて 加納 朋子∥著 2012.3 文藝春秋      916     /ｶ       /        

29 「がん」は患者に聞け! 吉田 健城∥編 2009.2 徳間書店      916     /ｶﾞ      /        

30 四十でがんになってから 岸本 葉子∥著 2006.1 講談社      916     /ｷ       /        

31 未来のことは未来の私にまかせよう 黒木 奈々∥著 2015.3 文藝春秋      916     /ｸ       /        

32 自宅で親を看取る 小池 百合子∥著 2014.9 幻冬舎      916     /ｺ       /        

33 ママが生きた証 小松 武幸∥著 2012.9 講談社      916     /ｺ       /        

34 「閉経後乳がん」を生きる 佐藤 万作子∥著 2010.12 中央公論新社      916     /ｻ       /        

35 介護のうしろから「がん」が来た! 篠田 節子∥著 2019.10 集英社      916     /ｼ       /        

36 112日間のママ 清水 健∥著 2016.2 小学館      916     /ｼ       /        

37 作家がガンになって試みたこと 高橋 三千綱∥著 2018.6 岩波書店      916     /ﾀ       /        

38 がん患者 鳥越 俊太郎∥著 2011.6 講談社      916     /ﾄ       /        

39 がんに生きる なかにし 礼∥著 2018.12 小学館      916     /ﾅ       /        

40 がんになった外科医元ちゃんが伝えたかったこと 西村 元一∥著 2017.8 照林社      916     /ﾆ       /        

41 書かずに死ねるか 野上 祐∥著 2019.2 朝日新聞出版      916     /ﾉ       /        

42 遺すことば 青山 文平∥[ほか著] 2017.6 文藝春秋      916     /ﾉ       /        

43 がんになって前向きに生きられる100の言葉 萩原 英昭∥著 2011.2 ハギジン出版      916     /ﾊ       /        

44 はなちゃんのみそ汁 安武 信吾∥著 2012.3 文藝春秋      916     /ﾊ       /        

45 モデル、40歳。乳がん1年生。 MAIKO∥著 2009.12 ベストセラーズ      916     /ﾏ       /        

46 死にゆく人のかたわらで 三砂 ちづる∥著 2017.3 幻冬舎      916     /ﾐ       /        

47 癌で妊婦で45歳です 森田 美佐子∥著 2019.1 文芸社      916     /ﾓ       /        

48 ママが遺したいのちのレシピ 安武 千恵∥著 2012.4 角川書店      916     /ﾔ       /        

49 明日もまた生きていこう 横山 友美佳∥著 2008.5 マガジンハウス      916     /ﾖ       /        

50 ヒマラヤの風にのって 吉村 達也∥著 2012.7 角川書店      916     /ﾖ       /        

図書館の本は、本の
内容で、０番～９９
９番までの番号が付
けられています。そ
の番号の場所に行く
と、同じ内容の本を
見ることができま
す。一部、左の表で
紹介します。

★491.6番
予防など、がん一般
のこと

★494.5番
治療法・療養のこと
など､がん全般のこ
と

くわしく「各部位の
がん」について書か
れた本は、各疾患の
番号のところにあり
ます。
例）
493.3肺がん
493.4胃がん
493.9小児がん
494.9前立腺がん
495.4乳がん

★916
ルポルタージュなど
がおいてある番号の
棚です。ここでは、
「がん患者や家族の
闘病記」を見ること
ができます。

がんを知ろう、相談しよう
図書館が地域の身近な情報拠点として、がんに関する本を紹介するとともに、がんに関する情報の

パンフレットを、設置・配布します。合わせて、普段これらの本が置いてある場所を紹介します。


