
☆がん治療について
2020年11月作成

書 名 著 ・ 編 者 出 版 社 出版年 請求番号

おしゃべりながんの図鑑
病理学から見たわかりやすいがんの話

小倉加奈子 CCCメディアハウス 2019 Ｃ322オ

エビデンスを活かす
漢方でできるがんサポーティブケア

元雄良治 南山堂 2019 Ｃ322エ

リンパ浮腫のことがよくわかる本 宇津木久仁子　監修 講談社 2019 Ｃ322リ

「おっぱいが痛い」ときに読む本 志賀千鶴子 幻冬舎 2019 Ｃ322オ

1時間でわかる 乳がん
元気になるまでの治療・お金・家族の話

山田圭子　他 秋田書店 2017 Ｃ322イ

マンガでわかる乳がん 山内英子　監修 主婦の友社 2017 Ｃ322マ

新 こちら「がん研有明相談室」 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

的田眞紀　他 新興医学出版社 2019 Ｃ322シ

遺伝性乳がん・卵巣がんと生きる スー・フリードマン　他 彩流社 2017 Ｃ322イ

子宮がん・卵巣がん
より良い選択をするための完全ガイド

宇津木久仁子　監修 講談社 2017 Ｃ322シ

患者さんと家族のためのがんの痛み治療ガイド
日本緩和医療学会 ガイドライン統
括委員会　編

金原出版 2017 Ｃ322カ

☆がんを体験した女性たち

舌はないけど がんと生きる 荒井 里奈 中日新聞社 2019 Ｃ322シ

Stage For～
舌がん「ステージ4」から希望のステージへ

堀ちえみ 扶桑社 2019 Ｃ322ス

私のおっぱい戦争
29歳・フランス女子の乳がん日記

リリ・ソン 花伝社 2019 Ｃ322ワ

きっと大丈夫。
私の乳がんダイアリー

矢方美紀 双葉社 2019 Ｃ322キ

がんと生き、母になる 死産を受け止めて 村上睦美 まりん書房 2019
Ｃ322ガ
（南）

もしすべてのことに意味があるなら
がんがわたしに教えてくれたこと

鈴木美穂 ダイヤモンド社 2019 Ｃ322モ

すとまんが～がんまんが人工肛門編～ 内田春菊 ぶんか社 2018 Ｃ322ス

がんまんが～私たちは大病している～ 内田春菊 ぶんか社 2018 Ｃ322ガ

32歳で初期乳がん 全然受け入れてません 水谷緑 竹書房 2018
Ｃ322サ

（南）

女子と乳がん 松さや香 扶桑社 2017 Ｃ322ジ

我がおっぱいに未練なし 川崎貴子 大和書房 2017
Ｃ322ワ
（北）

泣いて笑って食べた!
大腸がんステージ4を乗り越えて

髙野久美子 ゆいぽおと 2017
Ｃ322ナ
（北）

だけど、生きている 後藤晃江 東京図書出版 2017
Ｃ322ダ
（南）

いつもおまえが傍にいた 今井絵美子 祥伝社 2016
Ｃ322イ
（北）

右胸にありがとう そして さようなら
5度の手術と乳房再建1800日

生稲晃子 光文社 2016
Ｃ322ミ
（北）

横浜市男女共同参画センター　情報資料リスト

請求番号：無印はフォーラム、南はフォーラム南太田、北はアートフォーラムあざみ野所蔵です。どの本も３館で貸し出しできます。

女性とがん
～病気と向き合い、生きるために～



☆こころのケア

書 名 著 ・ 編 者 出 版 社 出版年 請求番号

がんと共存 ちょっと癒される話 保坂隆 さくら舎 2020
Ｃ322ガ
（北）

もしも一年後、この世にいないとしたら。 清水研 文響社 2019 Ｃ322モ

女性のがん 心のケア―がん患者さんと家族のため
の診療室

大西秀樹 つちや書店 2019 Ｃ322ジ

孤独を克服するがん治療 押川勝太郎
サンライズ
パブリッシング

2019 Ｃ322コ

がんを抱えて、自分らしく生きたい
がんと共に生きた人が緩和ケア医に伝えた10の言葉

西智弘 PHP研究所 2019 Ｃ322ガ

患者の心を誰がみるのか―がん患者に寄り添いつ
づけた精神科医・丸田俊彦の言葉

岡山慶子, 中村清吾他 岩崎学術出版社 2018
Ｃ322カ
（南）

☆食生活

がん患者さんのための国がん東病院レシピ2 ー 法研 2020 Ｃ322ガ

国がん東病院発 抗がん剤・放射線治療をしている
人のための食事

後藤功一　監修 ナツメ社 2020 Ｃ322コ

抗がん剤・放射線治療を乗り切り、元気いっぱいに
する食事116

勝俣範之, 中山優子他 監修 主婦の友社 2019 Ｃ322コ

 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 小学館 2019 Ｃ322ガ

がんから生還した私のつくりおきがん退治食 主婦の友インフォス　編 主婦の友社 2017 Ｃ322ガ

☆家族のまなざし

フガフガ闘病記
オシャレは抗がん剤より効くクスリ?

菊地貴公
タイフーンブック
スジャパン

2018 C322フ

ちびといつまでも
ママの乳がんとパパのお弁当と桜の季節

柏原昇店 ジービー 2018 C322チ

母のがん ブライアン・フィース ちとせプレス 2018 Ｃ322ハ

がんばりすぎない、悲しみすぎない。
「がん患者の家族」のための言葉の処方箋

樋野興夫 講談社 2017
Ｃ322ガ
（南）

☆がんと生活

乳がん治療をのりきる生活・食事・お金 山内英子　監修 主婦の友社 2019 Ｃ322ニ

介護のうしろから「がん」が来た! 篠田節子 集英社 2019 Ｃ322カ

ワーキングサバイバーズハンドブック
がん治療と仕事を両立するために

桜井なおみ・藤田久子　監修 中外製薬 2019 Ｃ322ワ

がんを生きぬくお金と仕事の相談室 辻本由香 河出書房新社 2019 Ｃ322ガ

がんになったら知っておきたいお金の話 黒田ちはる 日経メディカル開発 2019
Ｃ322ガ
（北）

元気になるシカ！2
ひとり暮らし闘病中、仕事復帰しました

藤河るり  KADOKAWA 2018 Ｃ322ゲ

女性のがんと外見ケア
治療中でも自分らしく

分田貴子 法研 2018 Ｃ322ジ

あのひとががんになったら
「通院治療」時代のつながり方

桜井なおみ 中央公論新社 2018 Ｃ322ア

がんを再発させない暮らし方 鹿島田忠史  主婦の友社 2017
Ｃ322ガ
（南）

がんと就労
治療と仕事の両立支援ハンドブック　女性特有のがん

横浜市医療局疾病対策部がん・疾
病対策課　編

横浜市 2017 Ｃ322ガ

がん治療中の女性のためのLIFE&Beauty さとう桜子 主婦の友社 2017 Ｃ322ガ

男女共同参画センター横浜 　情報ライブラリ資料リスト

請求番号：無印はフォーラム、南はフォーラム南太田、北はアートフォーラムあざみ野所蔵です。どの本も３館で貸し出しできます。

女性とがん
～病気と向き合い、生きるために～


