
英語学修の
令和2年度 第1回医学情報センター資料展示

「APEの単位を修得した！」「TOEFLのスコアは基準を満たした！」
でも…もう英語の勉強はしなくてもいいのでしょうか？
医学部の学生には、海外でのリサーチクラークシップや臨床実習、
フィールドワーク、留学生との交流等、英語を使う機会が数多く
あります。
いざという時に困らないよう、継続的に英語を学修しましょう！

【展示資料の一例】
・『こんなとき、英語で何と言う? : 実践!医療英語』

日経メディカル編集,日経BP社, 2018

・『Talking with your patients in English』
Mitsuko Hirano, Christine D. Kuramoto, Ryota Ochiai著, 

成美堂, 2019

・『病院スタッフのためのシチュエーション英会話』
服部しのぶ著, メジカルビュー社, 2017

・『英会話日常表現大辞典10000+ : 言いたい表現はすべて
ここにある!（新装版）』
ソリクラブ著 ; 英語出版編集部編 ; 松島彩訳, アルク, 2018

上記以外にも、多くの英語学修用資料を展示しています。
ぜひ、お手にとってご覧ください！

令和2年3月30日（月）～6月19日（金）
医学情報センター

ススメ



医療英語
書名 編著者 出版者 出版年 請求記号

1
実際に起こったトラブルから学ぶ！現場で役立つ外
国人患者とのコミュニケーション

丸善出版株式会社制作・著作
丸善出版株式会社映像メディ
ア部

2019 490.73/MA/1～3

2 Talking with your patients in english
Mitsuko Hirano, Christine
D. Kuramoto, Ryota Ochiai著

成美堂 2019 N176/HI

3
うまい英語で医学論文を書くコツ : 世界の一流誌に
採択されるノウハウ（新訂）

植村研一著 医学書院 2019 490.72/UE/02

4
世界に通じるメディカルライティング : ネイティブ
ライターが伝授する3Cs English

by Lee Seaman, Tom Lang ;
with contributions by Raoul
Breugelmans, Edward
Barroga, and Mary Shibuya

ライフサイエンス出版 2019 490.72/SE

5
医療英会話キーワード辞典 : そのまま使える16000
例文

森島祐子, 仁木久恵,
Flaminia Miyamasu著

医学書院 2019 490.73/MO

6 こんなとき、英語で何と言う? : 実践!医療英語 日経メディカル編集
日経BP社, 日経BPマーケティ
ング (発売)

2018 490.73/NI

7 やさしいメディカル英語 高木久代編著 講談社 2018 490.73/TA

8
医療従事者が絶対通じる英語を話すために知ってお
くべき5つのポイント

西口智一監修・著 メジカルビュー社 2018 490.73/NI

9
トップジャーナル395編の型で書く医学英語論文 :
言語学的Move分析が明かした執筆の武器になるパ
ターンと頻出表現

河本健, 石井達也著 羊土社 2018 490.72/KA

10

English communication skills for healthcare
professionals : 充実の読むessays話すspeaking書
くparagraph writing : 医療者のための総合英語
（改訂版）

勝井伸子編著 PILAR PRESS 2017 490.73/KA

11 あなたの医学英語なんとかします! : Dr.押味の 押味貴之著 メジカルビュー社 2017 490.73/OS

12
学生のためのカレントメディカルイングリッシュ
（第4版）

飯田恭子, マーシャル スミス
著

医学書院 2017 490.73/II/04

13 医療と看護の総合英語（3訂版） 山崎朝子, 笹島茂著 三修社 2017 490.73/YA/03

14
アクセプト率をグッとアップさせるネイティブ発想
の医学英語論文 : プロ翻訳家が伝えたい50の基本動
詞と読めるのに書けない英語表現

前平謙二著 メディカ出版 2017 490.72/MA

15 医師・看護師の英語論文スタイルブック 徳田安春, Alex Gregg著 カイ書林 2017 490.72/TO

16 Speaking of nursing
Peter Vincent, Alan Meadows
著

南雲堂 2017 N176/VI

17 病院スタッフのためのシチュエーション英会話 服部しのぶ著 メジカルビュー社 2017 490.73/HA

18 医師のための医療面接の英語 James C. Thomas, 高橋良子著 アスク出版 2016 490.73/TH

19 医師のための身体診察と検査の英語 James C. Thomas, 高橋良子著 アスク出版 2016 490.73/TH

20 すぐに使える医療・看護英語 井上麻未 [ほか] 著 メジカルビュー社 2016 N176/IN

21 東大病院発医療スタッフのための英会話
東京大学医学部附属病院英語
マニュアル出版プロジェクト
チーム著

ベレ出版 2016 490.73/TO

22
音声と例文でおぼえる基本医療英語1000 : イラスト
ページ入り

笹島茂, Chad Godfrey, 小島
さつき著

南雲堂 2015 490.73/SA

23
医療スタッフのための英会話ハンドブック（改訂
版）

ルーサー・リンク, カート・
リンク, 村瀬忠著

研究社 2015 490.73/LI/02

24 動詞で究める医学英語writing 小林充尚著 メジカルビュー社 2015 490.73/KO

25 医師のための即効!英会話フレーズ, 外来診療編
伊達勲編著 ; 日本医学英語教
育学会編

メジカルビュー社 2015 490.73/DA

26 医師のための即効!英会話フレーズ, 国際学会編
伊達勲編著 ; 日本医学英語教
育学会編

メジカルビュー社 2015 490.73/DA

27 看護師のための英会話 松岡里枝子総監修 新宿スタジオ 2015 N176/MA

28 最新!!看護師のための英会話 新宿スタジオ 2014 N176/MA/1～2

29
その症候、英語で言えますか? : はじめに覚える335
症候とついでに覚える1000の関連語

近藤真治著 ; Wayne Malcolm
英文校閲・ナレーター

羊土社 2014 490.73/KO

30 患者さんは「英語で…」と言ってます!
齋藤宣彦, 野中泉, アラン・
ハウク編著

メジカルビュー社 2013 490.73/SA

31 キクタンメディカル : 聞いて覚える医学英単語 高橋玲著 アルク 2010 490.73/TA/1～6

英語で表現する
書名 編著者 出版者 出版年 請求記号

1
世界を舞台に一目置かれる人になる英語の発音・話
し方技術22

東海林舞著 三修社 2018 831.1/SH

2
英会話日常表現大辞典10000+ : 言いたい表現はすべ
てここにある!, : 新装版

ソリクラブ著 ; 英語出版編集
部編 ; 松島彩訳

アルク 2018 837.8/SO/02

3
日常まるごと英語表現ハンドブック : 英語習慣をつ
くる! : act in English meaningful authentic and
personal（増補改訂版）

田中茂範, 阿部一共著 コスモピア 2017 837.8/TA

4 自然な英語を話すための日常英単語1200 小倉雅明, John Flanagan著 テイエス企画 2017 834/OG

5
英語で書く力。 : 70のサンプル・ライティングで鍛
える!

長尾和夫, トーマス・マー
ティン著

三修社 2016 836/NA

6
英語で話す力。 : 141のサンプル・スピーチで鍛え
る! : power talk in English

長尾和夫, アンディ・バー
ガー著

三修社 2016 837.8/NA

7
英語スピーキング力 : 4技能+αで全方位から集中攻
略

植田一三著
クロスメディア・ランゲージ,
インプレス (発売)

2016 837.8/UE

展示資料リスト


