
2019年10月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1 何のための「教養」か (ちくまプリマー新書:329) 桑子敏雄著 筑摩書房 002/Ku96

2 言語と倫理 (東大エグゼクティブ・マネジメント. 世界の語り方:2)
東大EMP, 中島
隆博編

東京大学出版会 002/To17/2

3 「超」AI整理法 : 無限にためて瞬時に引き出す 野口悠紀雄著 KADOKAWA 007.5/N93
4 ワード・エクセル実践活用法 : コンピュータリテラシー 第2版 中西宏文著 学術図書出版社 007.6/N38
5 今すぐ使えるかんたんWindows 10完全 (コンプリート) ガイドブック : 困った解決&便利技 2019-2020年最新版 (Imasugu Tsukaeru リブロワークス著 技術評論社 007.634//'19-'20

6 第45回研究集会の報告より (図書館評論:60)
図書館問題研究
会/教育史料出
版会(発売)

010.5/To72

7 ちょっとマニアックな図書館コレクション談義またまた
内野安彦, 大林
正智編著

樹村房 014.1/U22

8 日本目録規則 2018年版
日本図書館協会
目録委員会編

日本図書館協会 014.32/N71/'18

9 米国国立医学図書館分類法 2016年版 日本語版

日本医学図書館
協会米国国立医
学図書館分類法
(NLMC)日本語版
作成ワーキング
グループ翻訳・

日本医学図書館
協会/丸善雄松
堂学術情報ソ
リューション事業
部 (発売)

014.46/N57/'16

10 彼岸の図書館 : ぼくたちの「移住」のかたち
青木真兵著/青
木海青子著

夕書房 016.29/A53

11 教育改革のための学校図書館 根本彰著 東京大学出版会 017/N64

12 公文書をアーカイブする : 事実は記録されている (阪大リーブル:70)
小川千代子, 菅
真城, 大西愛編

大阪大学出版会 018.09/Ko14

13 本は読んだらすぐアウトプットする! 齋藤孝著 興陽館 019.12/Sa25

14 答えは本の中に隠れている (岩波ジュニア新書:897)
岩波ジュニア新
書編集部編

岩波書店 019.5/I95

15 ひとりでよめたよ!幼年文学おすすめブックガイド200
大阪国際児童文
学振興財団編

評論社 019.5/O73

16 まなの本棚 芦田愛菜著 小学館 019.9/A92
17 書物の愉しみ : 井波律子書評集 井波律子著 岩波書店 019.9/I53
18 そっとページをめくる : 読むことと考えること 野矢茂樹著 岩波書店 019.9/N97
19 編集文献学への誘い (書物學:17. Bibliology) 勉誠出版 (発売) 020/BeS/17
20 年金「最終警告」 (講談社現代新書:2544) 島澤諭著 講談社 081/16/2544
21 未来予測入門 : 元防衛省情報分析官が編み出した技法 (講談社現代新書:2545) 上田篤盛著 講談社 081/16/2545
22 覚悟の競馬論 (講談社現代新書:2546) 国枝栄著 講談社 081/16/2546
23 オペラ入門 (講談社現代新書:2547) 許光俊著 講談社 081/16/2547
24 現代美術史 : 欧米、日本、トランスナショナル (中公新書:2562) 山本浩貴著 中央公論新社 081/17/2562
25 持統天皇 : 壬申の乱の「真の勝者」 (中公新書:2563) 瀧浪貞子著 中央公論新社 081/17/2563
26 統計分布を知れば世界が分かる : 身長・体重から格差問題まで (中公新書:2564) 松下貢著 中央公論新社 081/17/2564
27 大御所徳川家康 : 幕藩体制はいかに確立したか (中公新書:2565) 三鬼清一郎著 中央公論新社 081/17/2565
28 執権 : 北条氏と鎌倉幕府 (講談社学術文庫:[2581]) 細川重男 [著] 講談社 081/2/2581
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29 菩薩 : 由来と信仰の歴史 (講談社学術文庫:[2583]) 速水侑 [著] 講談社 081/2/2583
30 東京のヤミ市 (講談社学術文庫:[2584]) 松平誠 [著] 講談社 081/2/2584
31 天皇陵論 : 「聖域」の歴史学 (講談社学術文庫:[2585]) 外池昇 [著] 講談社 081/2/2585
32 脳とクオリア : なぜ脳に心が生まれるのか (講談社学術文庫:[2586]) 茂木健一郎 [著] 講談社 081/2/2586
33 花の妹 : 岸田俊子伝 : 女性民権運動の先駆者 (岩波現代文庫:文芸:310) 西川祐子著 岩波書店 081/22/B310
34 大審問官スターリン (岩波現代文庫:文芸:311) 亀山郁夫著 岩波書店 081/22/B311
35 民衆の教育経験 : 戦前・戦中の子どもたち 増補版 (岩波現代文庫:学術:411) 大門正克著 岩波書店 081/22/G411
36 ルポトランプ王国 2 (岩波新書:新赤版 1644, 1793) 金成隆一著 岩波書店 081/6-4/1793
37 女性のいない民主主義 (岩波新書:新赤版 1794) 前田健太郎著 岩波書店 081/6-4/1794
38 行動経済学の使い方 (岩波新書:新赤版 1795) 大竹文雄著 岩波書店 081/6-4/1795
39 社会保障再考 : 〈地域〉で支える (岩波新書:新赤版 1796) 菊池馨実著 岩波書店 081/6-4/1796
40 ヴァルター・ベンヤミン : 闇を歩く批評 (岩波新書:新赤版 1797) 柿木伸之著 岩波書店 081/6-4/1797
41 酒井抱一 : 俳諧と絵画の織りなす抒情 (岩波新書:新赤版 1798) 井田太郎著 岩波書店 081/6-4/1798

42 図説一冊で学び直せる哲学の本 : オールカラー
ユニバーサル・
パブリシング編
集製作

学研プラス 100/Y98

43 「死」とは何か : イェール大学で23年連続の人気講義 完全翻訳版
シェリー・ケーガ
ン著/柴田裕之

文響社 114.2/Ka16

44 教養として学んでおきたい哲学 (マイナビ新書) 岡本裕一朗著 マイナビ出版 130/O42

45 時間観念の歴史 : コレージュ・ド・フランス講義1902-1903年度
アンリ・ベルクソ
ン著/藤田尚志
[ほか] 訳

書肆心水 135.4/B38

46 進化心理学を学びたいあなたへ : パイオニアからのメッセージ 王暁田, 蘇彦捷 東京大学出版会 140/O26

47 視聴覚融合の科学 (音響サイエンスシリーズ:11)
岩宮眞一郎編著
/北川智利 [ほ
か] 共著

コロナ社 141.21/I94

48 視覚実験研究ガイドブック
市原茂, 阿久津
洋巳, 石口彰編

朝倉書店 141.21/Sh33

49 驚きの皮膚 傳田光洋著 講談社 141.24/D57

50 触れることの科学 : なぜ感じるのかどう感じるのか
デイヴィッド・J・リ
ンデン著/岩坂彰

河出書房新社 141.24/L63

51 つくられる偽りの記憶 : あなたの思い出は本物か? (DOJIN選書:62) 越智啓太著 化学同人 141.34/O15

52 面白い!のつくり方 岩下智著
CCCメディアハウ
ス

141.6/I96

53 「不安」は悪いことじゃない : 脳科学と人文学が教える「こころの処方箋」
島薗進, 伊藤浩
志著

イースト・プレス 141.6/Sh45

54 習慣の力 新版 (ハヤカワ文庫:8381. ハヤカワ文庫NF||ハヤカワ ブンコ NF:NF542)
チャールズ・デュ
ヒッグ著/渡会圭
子訳

早川書房 141.75/D95

55 ヒトの発達の謎を解く : 胎児期から人類の未来まで (ちくま新書:1442) 明和政子著 筑摩書房 143/My
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56 SPSSによる臨床心理・精神医学のための統計処理 第2版
石村貞夫, 加藤
千恵子, 石村友
二郎著

東京図書 146.07/Sp8

57 スキーマ療法入門 : 理論と事例で学ぶスキーマ療法の基礎と応用
伊藤絵美編著/
津高京子, 大泉
久子, 森本雅理

星和書店 146.8/I89

58 生きる : どんなにひどい世界でも
茂木健一郎, 長
谷川博一著

主婦と生活社 146.8/Mo16

59 自己変容をもたらすホールネスの実践 : マインドフルネスと思いやりに満ちた統合療法
ロレーナ・モンダ
著/ウィリングヘ
ム広美, 木村章

星和書店 146.8/Mo32

60 からだの痛みを和らげるマインドフルネス : 充実した生活を取り戻す8週間のプログラム

ヴィディヤマラ・
バーチ, ダニー・
ペンマン著/小野
良平, 岩坂彰訳

創元社 146.811/B91

61 基礎から学ぶ音楽療法 増補改訂版
古賀幹敏編著/
江口奈々子 [ほ
か] 著

海鳥社 146.813/Ko24

62 音楽療法入門 : 理論と実践 第3版 3

W.B. デイビス,
K.E. グフェラー,
M.H. タウト編/栗
林文雄訳

一麦出版社 146.813/O65/3

63 子どもの精神療法 : 臨床における自由さを求めて 川畑友二著 岩崎学術出版社 146.82/Ka91

64 われわれはいかに働きどう生きるべきか : ドラッカーが語りかける毎日の心得、そしてハウツー
P.F. ドラッカー述
/上田惇生訳

ダイヤモンド社 159.4/D92

65 プロフェッショナルの原点
P.F.ドラッカー,
ジョゼフ・A.マ
チャレロ著/上田

ダイヤモンド社 159.4/D92

66 悩みが武器になる働き方 : 20代の今、考えておきたい仕事のコト 河田真誠著 徳間書店 159.4/Ka92
67 Change : 未来を変える、これからの働き方 谷尻誠著 エクスナレッジ 159.4/Ta87
68 バカになれ : 50歳から人生に勢いを取り戻す (朝日新書:720) 齋藤孝著 朝日新聞出版 159.79/Sa25
69 100年後まで残したい日本人のすごい名言 齋藤孝著 アスコム 159.8/Sa25
70 齋藤孝が読むカーネギー『話し方入門』 (22歳からの社会人になる教室:3) 齋藤孝著 創元社 159/C19/3
71 ハッタリの流儀 : ソーシャル時代の新貨幣である「影響力」と「信用」を集める方法 (NewsPicks book) 堀江貴文著 幻冬舎 159/H87
72 ビル・ゲイツの幸せになる質問 : もしも1日200円しか使えなかったら? 中谷昌文著 日本実業出版社 159/N43
73 人間の本性 (幻冬舎新書:558, に-5-2) 丹羽宇一郎著 幻冬舎 159/N89
74 渋沢栄一「運」を拓く思考法 向谷匡史著 青志社 159/Sh21

75 知謝塾 : 利他への軌跡 武田英次著
丸善プラネット/
丸善出版 (発売)

159/Ta59

76 世界の神話 (岩波ジュニア新書:902) 沖田瑞穂著 岩波書店 164/O52
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77 The encyclopaedia of Islam, three [3rd ed.] [2019-5]
edited by Marc
Gaborieau ... [et
al.]

Brill
167.033/EnI-
3/'19-5

78 ブッダが教える愉快な生き方 (NHK出版学びのきほん) (教養・文化シリーズ) 藤田一照著 NHK出版 180.4/F67
79 『法華経』のはなし : 久遠の思想と菩薩への道 渡邊寶陽著 佼成出版社 183.3/W46
80 考古学基礎論 : 資料の見方・捉え方 竹岡俊樹著 雄山閣 202.5/Ta64

81 とてつもない失敗の世界史
トム・フィリップス
著/禰冝田亜希

河出書房新社 204/C16

82 戸籍が語る古代の家族 (歴史文化ライブラリー:488) 今津勝紀著 吉川弘文館 210.3/I46
83 仁徳天皇陵と巨大古墳の謎 :「百舌鳥・古市古墳群」世界遺産登録記念 水谷千秋監修 宝島社 210.32/Mi97
84 百舌鳥・古市古墳群のすべて : 世界遺産登録へ! (洋泉社mook) 洋泉社 210.32/Y85
85 琉球の中世 (中世学研究:2) 中世学研究会編 高志書院 210.4/C67/2
86 潜行三千里 : 幻の原稿「我等は何故敗けたか」初公開! 完全版 辻政信著 毎日ワンズ 210.76/Ts43
87 1時間でわかるアイヌの文化と歴史 : カラー版 (宝島社新書:539) 瀬川拓郎監修 宝島社 211/Se16
88 検証奈良の古代遺跡 : 古墳・王宮の謎をさぐる 小笠原好彦著 吉川弘文館 216.503/O22

89 東アジア近代史 第23号
東アジア近代史
学会編集

ゆまに書房 220.6/H55/23

90 ユーラシアの大草原を掘る : 草原考古学への道標 (アジア遊学:238) 草原考古研究会 勉誠出版 220/So27

91 植民地朝鮮における日本の同化政策1910～1945年 (クオン人文・社会シリーズ:07)
マーク・カプリオ
著/福井昌子訳

クオン 221.06/C16

92 『十八史略』に学ぶリーダー哲学
竹内良雄, 川﨑
享著

東洋経済新報社 222.01/So62

93 史実三国志 (TJ mook) 渡邉義浩監修 宝島社 222.043/R12
94 三国志への招待 三国志の会編 山川出版社 222.043/Sa63

95 逆転のイギリス史 : 衰退しない国家 玉木俊明著
日本経済新聞出
版社

233/Ta78

96 47都道府県・名字百科 森岡浩著 丸善出版 288.1/Mo62

97 博多の豪商・神屋宗湛の人間力とビジネス戦略
山本久義編著/
北村新比古, 内
田寛樹著

泉文堂 289.1/Ka39

98 三宅雪嶺 (人物叢書:[通巻297])
中野目徹著/日
本歴史学会編

吉川弘文館 289.1/Mi76

99 保健活動半生記 : 大坂多惠子の歩みとともに 結城瑛子著 社会保険出版社 289.1/O73
100 そのうちなんとかなるだろう 内田樹著 マガジンハウス 289.1/U14

101 夜と霧の明け渡る日に : 未発表書簡、草稿、講演
ヴィクトール・E.フ
ランクル著/赤坂
桃子訳

新教出版社 289.3/F44

102 闘うナイチンゲール : 貧困・疫病・因襲的社会の中で 徳永哲著 花乱社 289.3/N71

103 クロード・シャノン情報時代を発明した男
ジミー・ソニ, ロ
ブ・グッドマン著/
小坂恵理訳

筑摩書房 289.3/Sh12
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104 光に向かって這っていけ : 核なき世界を追い求めて
サーロー節子,
金崎由美著

岩波書店 289.3/Th9

105 文化地理学ガイダンス : あたりまえを読み解く三段活用
中川正, 森正人,
神田孝治著

ナカニシヤ出版 290.1/BuC(1)

106 一度死んだ僕の、車いす世界一周 : No rain,no rainbow 三代達也著 光文社 290.9/Mi91
107 日本史が面白くなる「地名」の秘密 (知恵の森文庫:[tや5-2]) 八幡和郎著 光文社 291.0189/Y67

108 大学的青森ガイド : こだわりの歩き方
弘前大学人文社
会科学部編/羽
渕一代責任編集

昭和堂 291.21/H72

109 東海道・中山道 : 旅と暮らし
新田時也編著/
志田威, 中澤麻

静岡新聞社 291.5/N88

110 仲野教授のそろそろ大阪の話をしよう 仲野徹著 ちいさいミシマ社 291.63/N39
111 英語で紹介する日本 : 見る・知る・遊ぶ : experience Japan 松本美江著 ナツメ社 302.1/Ma81

112 知りたくなる韓国
新城道彦 [ほか]
著

有斐閣 302.21/Sh88

113 シリア震える橋を渡って : 人々は語る
ウェンディ・パー
ルマン [著]/安
田菜津紀, 佐藤

岩波書店 302.275/P31

114 チリを知るための60章 (エリア・スタディーズ:174)
細野昭雄, 工藤
章, 桑山幹夫編

明石書店 302.66/C47

115 長谷川慶太郎の大局を読む 2020 長谷川慶太郎著
李白社/徳間書
店(発売)

304/H36/'20

116 知得(しっとく)流儀 : シメイ : 四国〈徳島・香川〉発 ([徳島文理大学公開講座]:[Vol.10]) 桐野豊編 白川書院 304/Ki54
117 生きづらさについて考える 内田樹著 毎日新聞出版 304/U14

118 リバランス : 米中衝突に日本はどう対するか
エズラ・F.ヴォー
ゲル著/加藤嘉
一聞き手

ダイヤモンド社 304/V86

119
Zur Logik und Methodik der Sozialwissenschaften : Schriften 1900-1907 : Leinen (Gesamtausgabe:Abt. 1. Schriften und Reden:Bd.
7)

Max
Weber/herausge
geben von
Gerhard
Wagner/in
Zusammenarbeit
mit Claudius Hä

J.C.B. Mohr
(Paul Siebeck)

308/W1/1-1-7

120 力なき者たちの力
ヴァーツラフ・ハ
ヴェル著/阿部賢
一訳

人文書院 310.4/H45

121 試される民主主義 : 20世紀ヨーロッパの政治思想 上
ヤン=ヴェル
ナー・ミュラー著/
五十嵐美香 [ほ

岩波書店 311.23/Mu29/1
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122 試される民主主義 : 20世紀ヨーロッパの政治思想 下
ヤン=ヴェル
ナー・ミュラー著/
五十嵐美香 [ほ

岩波書店 311.23/Mu29/2

123 政界版悪魔の辞典 (角川新書:[K-271]) 池上彰 [著] KADOKAWA 312.1/I33
124 令和の日本革命 : 2030年の日本はこうなる 田原総一朗著 講談社 312.1/Ta19
125 韓国内なる分断 : 葛藤する政治、疲弊する国民 (平凡社新書:917) 池畑修平著 平凡社 312.21/I33

126 「アラブの心臓」に何が起きているのか : 現代中東の実像
青山弘之編/横
田貴之 [ほか執

岩波書店 312.27/A58

127 ジハードと死
オリヴィエ・ロワ
著/辻由美訳

新評論 316.4/R79

128 人種差別に終止符を。 : 2018年国連の日本審査とNGOの取り組み (現代世界と人権:26)
反差別国際運動
(IMADR) 編集

反差別国際運動
(IMADR)/解放出
版社 (発売)

316.81/H29

129 アイヌ、日本人、その世界 小坂洋右著
藤田印刷エクセ
レントブックス

316.81/Ko82

130 クルド人国なき民族の年代記 : 老作家と息子が生きた時代 福島利之著 岩波書店 316.827/F84

131 よい移民 : 現代イギリスを生きる21人の物語
ニケシュ・シュク
ラ編/栢木清吾

創元社 316.833/Sh99

132 ユダヤ人を命がけで救った人びと : ホロコーストの恐怖に負けなかった勇気
キャロル・リト
ナー, サンドラ・マ
イヤーズ編/食

河出書房新社 316.88/R48

133 救急活動シミュレーション学習 : 受講者と指導者、通信指令員のためのワークブック
池上敬一編著/
前田淳一著

真興交易(株)医
書出版部

317.79/I33

134 スクリプトで学ぶ救急活動プロトコール : 優れた台本に従えば自然にレベルアップできる画期的な学習法 池上敬一著
真興交易(株)医
書出版部

317.79/I33

135 救急・救助六法 7訂版
救急救助問題研
究会編集

東京法令出版 317.79/Ky8

136 救急現場活動における法的判断 : 救急事例から紛争防止を考える 丸山富夫著 近代消防社 317.79/Ma59

137 過去に学ぶ : まんがでわかる消防活動
名古屋市消防局
監修/元田陽介
原作/高橋なお

東京法令出版 317.79/Mo83

138 創造・再生のまち おおだて : 大館市・民の連携が拓く未来航路 森原英壽著 晃洋書房 318.624/Mo48

139
東南アジアにおける地方ガバナンスの計量分析 : タイ, フィリピン, インドネシアの地方エリートサーベイから (シリーズ転換期の国際
政治:11)

永井史男, 岡本
正明, 小林盾編

晃洋書房 318.923/To63

140 現代国際関係史 : 1945年から21世紀初頭まで 有賀貞著 東京大学出版会 319.02/A79
141 ドキュメント朝鮮で見た「日本」 : 知られざる隣国との絆 伊藤孝司著 岩波書店 319.1021/I91

142 歴史の慣性 : これからの中国と世界2013-2023
閻学通著/姜春
潔, 鄭雁天訳

晃洋書房 319.22/E61

143 中国の領土紛争 : 武力行使と妥協の論理
テイラー・フレイ
ヴェル著

勁草書房 319.22/F45

144 日本の「非核」神話の崩壊 日高義樹著 海竜社 319.8/H54
145 どうすれば戦争はなくなるのか : カント『永遠平和のために』を読み直す (いま読む!名著) 寺田俊郎著 現代書館 319.8/Ka59
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146 人はなぜ戦争をするのか 戸田清著 法律文化社 319.8/To17
147 カント自律と法 : 理性批判から法哲学へ 石田京子著 晃洋書房 321.1/Ka59

148 「憲法上の権利」入門
井上典之編/門
田孝, 植木淳, 春
名麻季著

法律文化社 323.143/I55

149 ヨーロッパ憲法論 (叢書・ウニベルシタス:1097)

ユルゲン・ハー
バーマス [著]/
三島憲一, 速水
淑子訳

法政大学出版局 323.3/H11

150 講座現代の契約法 各論3

内田貴, 門口正
人編集代表/大
村敦志 [ほか]
編集委員

青林書院 324.52/U14/3

151 親族・相続 第5版 (Legal quest. 民法:6)
前田陽一, 本山
敦, 浦野由紀子

有斐閣 324.6/Sh69

152 民法入門・総則 (ユーリカ民法:1) 大中有信編 法律文化社 324/Y99/1

153 株式会社のつくり方と運営 : よくわかる '19〜'20年版
佐藤善恵 [ほか]
共著

成美堂出版
325.241/Ka11/'1
9-'20

154 犯罪学入門 : ガバナンス・社会安全政策のアプローチ 小林良樹著
慶應義塾大学出
版会

326.3/Ko12

155 特別刑法入門 : 刑事法実務の基礎知識 2 安冨潔著
慶應義塾大学出
版会

326.8/Y66

156 現代日本刑事法の基礎を問う (笑うケースメソッド:3) 木庭顕著 勁草書房 326/Ko11
157 「概説」民事訴訟法 三上威彦著 信山社 327.2/Mi21
158 少年犯罪はどのように裁かれるのか。 : 成人犯罪への道をたどらせないために 須藤明著 合同出版 327.8/Su84

159 脳科学と少年司法 山口直也編著
現代人文社/大
学図書 (発売)

327.8/Y24

160 二重国籍と日本 (ちくま新書:1440) 国籍問題研究会 筑摩書房 329.91/Ko52

161 グローバル・バリューチェーン : 新・南北問題へのまなざし 猪俣哲史著
日本経済新聞出
版社

333.6/I56

162 私たちが国際協力する理由 : 人道と国益の向こう側
紀谷昌彦, 山形
辰史著

日本評論社 333.8/Ki84

163 人口で語る世界史
ポール・モーラン
ド著/渡会圭子訳

文藝春秋 334.2/Mo74

164 移民受け入れと社会的統合のリアリティ : 現代日本における移民の階層的地位と社会学的課題 是川夕著 勁草書房 334.41/Ko79

165 移動する民 : 「国境」に満ちた世界で
ミシェル・アジエ
[著]/吉田裕訳

藤原書店 334.43/A19

166 還流する魂 (マブイ) : 世界のウチナーンチュ120年の物語 三山喬著 岩波書店 334.51/Mi77
167 経営者の孤独。 土門蘭著 ポプラ社 335.13/D85
168 英語で読み解くドラッカー『イノベーションと起業家精神』 藤田勝利著 ジャパンタイムズ 335.13/D92
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169 社長に事業承継の話を切り出すための本 半田道著
中央経済社/中
央経済グループ
パブリッシング

335.13/H29

170 声に出して読む渋沢栄一「論語と算盤」 齋藤孝著 悟空出版 335.13/Sh21

171 社長の孤独力 新谷哲著
日本経済新聞出
版社

335.13/Sh69

172 SDGs入門 (日経文庫:1408:B132)
村上芽, 渡辺珠
子著

日本経済新聞出
版社

335.15/Mu43

173 経営史学の方法 : ポスト・チャンドラー・モデルを求めて 安部悦生著 ミネルヴァ書房 335.2/C33
174 スタートアップ入門 長谷川克也著 東京大学出版会 335/H36

175 創発型責任経営 : 新しいつながりの経営モデル
國部克彦 [ほか]
著

日本経済新聞出
版社

335/So29

176 アウトルック最強のメール仕事術 山中薫著 宝島社 336.2/Y34
177 一人でも部下がいる人のためのほめ方の教科書 中村早岐子著 かんき出版 336.3/N37

178 モンスター組織 : 停滞・混沌・沈没…8つの復活ストーリー
リブ・コンサル
ティング著

実業之日本社 336.3/R33

179 日本の人事システム : その伝統と革新
上林憲雄, 平野
光俊編著

同文舘出版 336.4/Ka48

180 上司が萎縮しないパワハラ対策 : パワハラ新法への上手な対応 加藤貴之著 日本法令 336.4/Ka86

181 多様性で人材格差を乗り越える : 時代をリードする小企業の働き方改革
日本政策金融公
庫総合研究所編

日本政策金融公
庫総合研究所

336.4/N71

182 フルキャリマネジメント : 子育てしながら働く部下を持つマネジャーの心得 武田佳奈著 東洋経済新報社 336.4/Ta59
183 外国人スタッフ雇用のための社会保険・労働法ガイド : 日英対訳付き 渡慶次佳朗著 秀和システム 336.4/To29

184 待ったなし!外国人雇用 : storyで学ぶ入管法改正 2019年度最新版
西河豊, 松本光
正著

三恵社 336.42/N99/'19

185 がんは働きながら治す! : 一億総活躍社会のためのがん教育 追補版
中川恵一, 関谷
徳泰著

労働調査会 336.48/N32

186 Think CIVILITY : 「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である
クリスティーン・
ポラス著/夏目大

東洋経済新報社 336.49/P82

187 マンガでわかる心理学的に正しいモンスター社員の取扱説明書(トリセツ) (Futaba Culture Comic Series)
杉山崇監修/早
川ナオヤ作画

双葉社 336.49/Su49

188 論点で学ぶ財務会計 (ライブラリ論点で学ぶ会計学:1) 川村義則著
新世社/サイエン
ス社(発売)

336.9/Ka95/1

189 英文会計が基礎からわかる本 第2版 清村英之著 同文舘出版 336.9/Ki87
190 いちばんわかりやすいはじめての経理入門 : オールカラー 柴山政行著 成美堂出版 336.9/Sh19
191 全商簿記実務検定模擬試験問題集1級原価計算 : 公益財団法人全国商業高等学校協会主催・文部科学省後援 平成31年度版 実教出版 336.91//'19
192 全商簿記実務検定模擬試験問題集3級 : 公益財団法人全国商業高等学校協会主催・文部科学省後援 平成31年度版 実教出版 336.91//'19

193 ドンドン解ける!日商簿記2級過去問題集 '19-'20年版
渡辺浩, コンデッ
クス情報研究所

成美堂出版 336.91//'19-'20

194 ドンドン解ける日商簿記3級過去問題集 '19-'20年版
高柳和男著/コン
デックス情報研
究所編

成美堂出版 336.91//'19-'20
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195 全経簿記検定試験past : 2級商業簿記 第188回類題-第195回類題 経理教育研究会 英光社 336.91//['19]

196 ズバリ!2級的中完全予想模試 第153回11月試験日商簿記
ネットスクール株
式会社出版本部

336.91//['19]

197 ズバリ!3級的中完全予想模試 第153回11月試験日商簿記
ネットスクール株
式会社出版本部

336.91//['19]

198 まんがでわかる簿記のツボ日商簿記3級テキスト&問題集
ユーキャン日商
簿記検定試験研
究会著

ユーキャン学び
出版/自由国民
社 (発売)

336.91//['19]

199 日商簿記2級の後に学んでおきたい12の知識 中村雄行著
ネットスクール株
式会社出版本部

336.91/N37

200 P.F.ドラッカー : 理想企業を求めて
エリザベス・ハー
ス・イーダスハイ
ム著/上田惇生

ダイヤモンド社 336/D92

201 ドル化とは何か : 日本で米ドルが使われる日 (ちくま新書:1443) 土田陽介著 筑摩書房 337.2/Ts26

202 FP技能士3級精選問題解説集 '19-'20年版 学科
きんざいファイナ
ンシャル・プラン
ナーズ・センター

きんざい 338.079//'19-'20

203 FP技能士精選問題解説集〈実技〉3級個人資産相談業務 '19～'20年版

金融財政事情研
究会検定セン
ター監修/きんざ
いファイナンシャ
ル・プランナー
ズ・センター編著

きんざい 338.079//'19-'20

204 FP技能士精選問題解説集〈実技〉3級保険顧客資産相談業務 '19～'20年版

金融財政事情研
究会検定セン
ター監修/きんざ
いファイナンシャ
ル・プランナー
ズ・センター編著

きんざい 338.079//'19-'20

205 もう銀行はいらない 上念司著 ダイヤモンド社 338.21/J71

206 金融資本市場のフロンティア : 東京大学で学ぶFinTech, 金融規制, 資本市場
神作裕之, 小野
傑, 湯山智教編
著/柏木亮二 [ほ

中央経済社/中
央経済グループ
パブリッシング

338/Ki48

207 源泉所得税の実務 : 問答式 令和元年版 後藤加寿弥編
納税協会連合会
/清文社(発売)

345.1/G34/'19

208 やさしい実践統計学 : 数式を使わない「エクセル」併用書 改訂 宮城重二著 光生館 350.1/Mi73

209 ゾンビの小哲学 : ホラーを通していかに思考するか
マキシム・クロン
ブ著/武田宙也,
福田安佐子訳

人文書院 361.1/C89

210 人づきあい、なぜ7つの秘訣? : ポジティブ心理学からのヒント (新世ライブラリLife & Society:2) 相川充著 新世社 361.4/A25
211 まんがでわかるヒトは「いじめ」をやめられない かんようこ作画 小学館 361.4/Ka59
212 神の亡霊 : 近代という物語 小坂井敏晶著 東京大学出版会 361.4/Ko98
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213 ハーバードの日本人論 (中公新書ラクレ:658)
佐藤智恵著/ア
レクサンダー・ザ
ルテン [ほか述]

中央公論新社 361.42/Sa85

214 神トーーク : 「伝え方しだい」で人生は思い通り 星渉著 KADOKAWA 361.454/H92
215 会話が苦手な人のためのすごい伝え方 井上裕之著 きずな出版 361.454/I57
216 日本文化を語る 竹内佐和子著 淡交社 361.5/Ta67

217 家族の命運 : イングランド中産階級の男と女 : 1780〜1850

L・ダヴィドフ, C・
ホール著/山口
みどり, 梅垣千
尋, 長谷川貴彦

名古屋大学出版
会

361.63/D46

218 サイレント・マジョリティとは誰か : フィールドから学ぶ地域社会学
川端浩平, 安藤
丈将編/轡田竜
蔵 [ほか] 著

ナカニシヤ出版 361.7/Ka91

219 コミュニティと都市の未来 : 新しい共生の作法 (ちくま新書:1445) 吉原直樹著 筑摩書房 361.78/Y87
220 君たちが知っておくべきこと : 未来のエリートとの対話 (新潮文庫:11083, さ-62-61) 佐藤優著 新潮社 361.8/Sa86
221 部落差別解消推進法を学ぶ 奥田均著 解放出版社 361.86/O54

222 訪問診療・訪問看護のための在宅診療報酬Q&A 第13版 2019年版
医学通信社編集
部編集

医学通信社 364.4/I23/'19

223 在宅医療の完全解説 : 診療報酬点数表 : 在宅診療・指導管理・適応疾患・使用材料の全ディテール 2018-19年版 川人明著 医学通信社
364.4/Ka92/'18-
'19

224 これならわかるスッキリ図解介護保険 第3版 高野龍昭著 翔泳社 364.48/Ta47

225 余暇の現状と産業・市場の動向 [2019] (レジャー白書:2017-2019)
日本生産性本部
編集

日本生産性本部
/生産性出版 (発

365.7/N71/'19

226 人生100年時代の稼ぎ方
勝間和代, 久保
明彦, 和田裕美

アチーブメント出
版

365/J52

227 モバイルメディア時代の働き方 : 拡散するオフィス、集うノマドワーカー 松下慶太著 勁草書房 366.04/Ma88
228 発達障害の人が働くときに知っておきたい10の基本 : 男性も女性も、新入社員もベテラン社員も仕事が辛いと思ったら自分を点検し 宮尾益知著 河出書房新社 366.28/Mi81
229 LGBTIの雇用と労働 : 当事者の困難とその解決方法を考える 三成美保編著 晃洋書房 366.38/Mi66

230 外国人労働者受け入れを問う 新版 (岩波ブックレット:No. 1010)
宮島喬, 鈴木江
理子著

岩波書店 366.89/Mi75

231 過労死110番 : 働かせ方を問い続けて30年 (岩波ブックレット:no. 1009)
森岡孝二, 大阪
過労死問題連絡

岩波書店 366.99/Mo62

232 ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた : あなたがあなたらしくいられるための29問
一橋大学社会学
部佐藤文香ゼミ
生一同著

明石書店 367.1/H77

233 女に生まれてモヤってる! : 本当は「自分らしく」いたいだけなのに
ジェーン・スー,
中野信子著

小学館 367.21/J48

234 子どもを攻撃せずにはいられない親 (PHP新書:1195) 片田珠美著 PHP研究所 367.3/Ka81
235 私は私。母は母。 : あなたを苦しめる母親から自由になる本 加藤伊都子著 すばる舎 367.3/Ka86
236 貧困専業主婦 (新潮選書) 周燕飛著 新潮社 367.3/Sh99
237 孤絶 : 家族内事件 読売新聞社会部 中央公論新社 367.3/Y81
238 よかれと思ってやったのに : 男たちの「失敗学」入門 清田隆之著 晶文社 367.5/Ki93
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239 「若者の性」白書 : 青少年の性行動全国調査報告 第8回 日本性教育協会 小学館 367.6/NiS/W-8
240 若者は社会を変えられるか? 中西新太郎著 かもがわ出版 367.68/N38
241 孤独こそ最高の老後 (SB新書:482) 松原惇子著 SBクリエイティブ 367.75/Ma73

242 ゲイのボクから伝えたい「好き」のハテナ?がわかる本 : みんなが知らないLGBT 第2版 石川大我著
太郎次郎社エ
ディタス

367.97/I76

243 はじめよう!SOGIハラのない学校・職場づくり : 性の多様性に関するいじめ・ハラスメントをなくすために
「なくそう!SOGIハ
ラ」実行委員会

大月書店 367.97/N46

244 カミングアウト・レターズ : 子どもと親、生徒と教師の往復書簡
RYOJI, 砂川秀樹
編

太郎次郎社エ
ディタス

367.97/R96

245 犯罪学大図鑑
DK社編/宮脇孝
雄, 遠藤裕子, 大
野晶子訳

三省堂 368.6/D87

246 真面目にマリファナの話をしよう 佐久間裕美子著 文藝春秋 368.83/Sa45

247 介護・看護の漢字とことば N3レベル編
アークアカデミー
編・著

三修社 369.07/A39/3

248 社会福祉士国家試験模擬問題集 2020
日本社会福祉士
会編

中央法規出版 369.079//'20

249 見て覚える!社会福祉士国試ナビ 2020
いとう総研資格
取得支援セン
ター編集

中央法規出版 369.079//'20

250 介護福祉士法改正と完全予想模試 '20年版
亀山幸吉監修/
コンデックス情報
研究所編著

成美堂出版 369.079//'20

251 介護福祉士ズバリ予想模試&詳細解説 : 合格サポート 2020年版

秋草学園福祉教
育専門学校, 介
護福祉士テキス
ト作成委員会著

ナツメ社 369.079//'20

252 いちばんわかりやすい!社会福祉士合格テキスト '20年版
寺島彰監修/田
幡恵子著/コン
デックス情報研

成美堂出版 369.079//'20

253 詳解社会福祉士過去4年問題集 '20年版
コンデックス情報
研究所編著

成美堂出版 369.079//'20

254 精神保健福祉士国家試験模擬問題集 専門科目 2020
日本精神保健福
祉士養成校協会

中央法規出版 369.079//'20

255 介護福祉士国家試験10点アップ!よく出る問題総まとめ 2020
介護福祉士国家
試験受験対策研
究会編集

中央法規出版 369.079//'20

256 スピードチェック!社会福祉士一問一答問題集 '20年版
寺島彰監修/コン
デックス情報研
究所編著

成美堂出版 369.079//'20

257 精神保健福祉士出る!出る!一問一答専門科目 第3版 (福祉教科書)
精神保健福祉士
試験対策研究会

翔泳社 369.079//['19]
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258 社会福祉小六法 : 資料付 ワイド版 2018(平成30年版)
ミネルヴァ書房
編集部編

ミネルヴァ書房 369.12/MiS/'18

259 ミネルヴァ社会福祉六法 2018 : 平成30年版
ミネルヴァ書房
編集部編

ミネルヴァ書房 369.12/MiS/'18

260 ケアマネジメントの実践モデル : 調整・仲介、給付管理、チームマネジメント 村社卓著 川島書店 369.16/Mu46

261 認知症の介護のために知っておきたい大切なこと : パーソンセンタードケア入門

トム・キットウッド,
キャスリーン・ブ
レディン著/寺田
真理子訳

ブリコラージュ 369.26/Ki79

262 認知症ケアのためのケアマネジメント 改訂
日本認知症ケア
学会編

日本認知症ケア
学会/ワールドプ
ランニング (発

369.26/N71

263 認知症ケアにおける倫理 改訂
日本認知症ケア
学会編

日本認知症ケア
学会/ワールドプ
ランニング (発

369.26/N71

264 高齢者の心と体ケアに生かすQ&A : 調査・事例研究から読み解く (コミュニティケア:150号(Vol.12 No.14)) 佐藤眞一監修
日本看護協会出
版会

369.26/Sa87

265 いのちをつなぐ看取り援助 : 特養の介護を支える経営と看護から
小川利久, 小林
悦子著

エイデル研究所 369.263/O24

266 おもてなし介護 : 時代を先駆けた有料老人ホームの創設者が贈る失敗しないホームの選び方とホーム運営の仕方 大久保貞義著 シニアタイム 369.263/R62

267 地域共生ホーム : 知的障害のある人のこれからの住まいと暮らし
全国知的障害者
施設家族会連合
会編著

中央法規出版 369.28/Z3

268 NBCテロ・災害対処ポケットブック : 核・放射線, 生物剤, 化学剤, 爆弾
奥村徹 [ほか]
編著

診断と治療社 369.3/N59

269 災害ボランティア入門 新版 (合同ブックレット:11)
ピースボート災
害ボランティアセ
ンター編

合同出版 369.3/P68

270 災害ソーシャルワークの可能性 : 学生と教師が被災地でみつけたソーシャルワークの魅力
遠藤洋二, 中島
修, 家高将明編

中央法規出版 369.3/Sa17

271 減災に向けた施設内教育研修・訓練プログラム (災害時のヘルスプロモーション:2)
奥寺敬, 山崎達
枝監修

荘道社 369.3/So19/2

272 「共災」の論理 高橋隆雄著 九州大学出版会 369.3/Ta33
273 復興と尊厳 : 震災後を生きる南三陸町の軌跡 内尾太一著 東京大学出版会 369.31/H55
274 水害列島 (文春新書:1227) 土屋信行著 文藝春秋 369.33/Ts32
275 児童家庭福祉 (みらい×子どもの福祉ブックス) 堀場純矢編集 みらい 369.4/H87

276 教育のプロがすすめるイノベーション : 学校の学びが変わる
ジョージ・クーロ
ス [著]/白鳥信
義, 吉田新一郎

新評論 370.4/C89

277 わざ言語 : 感覚の共有を通しての「学び」へ
生田久美子, 北
村勝朗編著

慶應義塾大学出
版会

370.4/I39

278 教職総論 : 教師のための教育理論 改訂版 (教師のための教育学シリーズ:1) 佐々木幸寿編著 学文社 371.08/KyT/1
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279 教育方法とカリキュラム・マネジメント (教師のための教育学シリーズ:7) 高橋純編著 学文社 371.08/KyT/7
280 特別活動 : 総合的な学習(探究)の時間とともに 改訂版 (教師のための教育学シリーズ:9) 林尚示編著 学文社 371.08/KyT/9
281 ボルノー教育学研究 増補版 下巻 広岡義之著 風間書房 371.234/B63/2

282 教育心理学の最前線
斎藤富由起, 守
谷賢二編著

八千代出版 371.4/Sa25

283 不登校・ひきこもりの9割は治せる : 1万人を立ち直らせてきた3つのステップ (光文社新書:1016) 杉浦孝宣著 光文社 371.42/Su48

284 まちいっぱいの子どもの居場所 (シリーズそれぞれの居場所:3)
内田宏明, 福本
麻紀編著

子どもの風出版
会

371.42/U14

285 グループワーク「ミソドラマ」で子どもの心の声を聴く : 子どもが変わる!クラスが変わる!
アラン・グッゲン
ビュール著/アラ
ンプロジェクト訳

創元社 371.43/G91

286 いじめ・虐待・貧困から子どもたちを守るためのQ&A100 : スクールソーシャルワーカーの実践から
岩田美香, 高良
麻子編著

生活書院 371.43/I97

287 イエナプラン実践ガイドブック : 今こそ日本の学校に! リヒテルズ直子 教育開発研究所 371.5/R35
288 プロセス・エデュケーション : 学びを支援するファシリテーションの理論と実際 改訂新版 津村俊充著 金子書房 371.5/Ts74
289 政治をいかに教えるか : 知識と行動をつなぐ主権者教育 蒔田純著 弘前大学出版会 371.6/Ma37
290 学力・人格と教育実践 : 変革的な主体性をはぐくむ 佐貫浩著 大月書店 371/Sa67
291 フィンランドの教育はなぜ世界一なのか (新潮新書:817) 岩竹美加子著 新潮社 372.3892/I97
292 ノルウェーのサーメ学校に見る先住民族の文化伝承 : ハットフェルダル・サーメ学校のユニークな教育 長谷川紀子著 新評論 372.3894/H36

293 学力格差に向き合う学校 : 経年調査からみえてきた学力変化とその要因 (シリーズ・学力格差:3)
志水宏吉監修/
若槻健編著/知
念渉編著

明石書店 372/Sh88/3

294 世界のしんどい学校 : 東アジアとヨーロッパにみる学力格差是正の取り組み (シリーズ・学力格差:4)

志水宏吉監修/
ハヤシザキカズ
ヒコ編著/園山大
祐編著/シム
チュン・キャット

明石書店 372/Sh88/4

295 学校の時間対効果を見直す! : エビデンスで効果が上がる16の教育事例
森俊郎, 江澤隆
輔著

学事出版 374.3/Mo68

296 若手教師を育てるマネジメント : 新たなライフコースを創る指導と支援 大脇康弘編著 ぎょうせい 374.3/O93

297 新・食物アレルギーの基礎と対応 : 医学、食品・栄養学、食育から学ぶ (アレルギー大学テキスト)
アレルギー支援
ネットワーク作成

みらい 374.94/A68

298 学校をおもしろくする思考法 : 卓越した企業の失敗と成功に学ぶ 妹尾昌俊著 学事出版 374/Se72

299 レジリエントな学校づくり : 教育中断のリスクとBCPに基づく教育継続
渡邉正樹, 佐藤
健編著

大修館書店 374/W46

300 学習指導要領の読み方・活かし方 : 学習指導要領を「使いこなす」ための8章 : 2020年学習指導要領解説の決定版 合田哲雄著 教育開発研究所 375.1/G55

301
学び合い、支え合い、高め合い「あいの力」で子どものやる気を引き出す授業術 : 「読む・書く・聴く・話す」の学力の根っこを育む学
習指導 (ナツメ社教育書ブックス)

岡本美穂著 ナツメ社 375.1/O42

302 「ハッピーな部活」のつくり方 (岩波ジュニア新書:903)
中澤篤史, 内田
良著

岩波書店 375.18/N46

303 新しい生活科教育の創造 : 体験を通した資質・能力の育成
朝倉淳, 永田忠
道編著

学術図書出版社 375.312/A85
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304 新しい世界史の授業 : 生徒とともに深める歴史学習 新版
千葉県高等学校
教育研究会歴史
部会編

山川出版社 375.324/C42

305 アニマシオンで道徳 : 楽しむ・うたがう・議論する
岩辺泰吏, 読書
のアニマシオン
研究会編著

かもがわ出版 375.35/I95

306 講座算数授業の新展開 改訂新版 1 : 第1学年
新算数教育研究
会編集

東洋館出版社 375.412/Sh69/1

307 講座算数授業の新展開 改訂新版 2 : 第2学年
新算数教育研究
会編集

東洋館出版社 375.412/Sh69/2

308 講座算数授業の新展開 改訂新版 3 : 第3学年
新算数教育研究
会編集

東洋館出版社 375.412/Sh69/3

309 講座算数授業の新展開 改訂新版 4 : 第4学年
新算数教育研究
会編集

東洋館出版社 375.412/Sh69/4

310 講座算数授業の新展開 改訂新版 5 : 第5学年
新算数教育研究
会編集

東洋館出版社 375.412/Sh69/5

311 講座算数授業の新展開 改訂新版 6 : 第6学年
新算数教育研究
会編集

東洋館出版社 375.412/Sh69/6

312 AI時代を切りひらく算数 : 「理解」と「応用」を大切にする6年間の学び 芳沢光雄著 日本評論社 375.412/Y94

313 これが知りたかった!すぐにできるプログラミング授業実践 : 小学校理科 : 理論準備教材実践
高橋純・三井寿
哉編著

東洋館出版社 375.422/Ta33

314 英語教師のための「実践研究」ガイドブック
田中武夫 [ほか]
編著

大修館書店 375.893/E37

315 日本語からはじめる小学校英語 : ことばの力を育むためのマニュアル
大津由紀雄, 浦
谷淳子, 齋藤菊

開拓社 375.8932/N71

316 小学校英語のためのスキルアップセミナー : 理論と実践を往還する
鈴木渉, 西原哲
雄編

開拓社 375.8932/Su96

317 低学年から始める英語短時間学習 : すぐに使える活動アイディアと単元展開
泉惠美子, 田縁
眞弓, 川崎眞理
子編著

教育出版 375.8932/Te23

318 総合的な学習の時間・総合的な探究の時間の新展開
朝倉淳, 永田忠
道共著

学術図書出版社 375/A85

319 乳児保育I・II : 科学的観察力と優しい心 (シードブック)
古橋紗人子, 中
谷奈津子編著

建帛社 376.1/F93

320 子ども家庭支援の心理学
原信夫, 井上美
鈴編著

北樹出版 376.1/H32

321 保育小六法 2018 平成30年版
ミネルヴァ書房
編集部編

ミネルヴァ書房 376.1/MiS/'18

322 日本が誇る!ていねいな保育 : 0・1・2歳児クラスの現場から (教育技術. 新幼児と保育MOOK/ブックレット・シリーズ)
大豆生田啓友,
おおえだけいこ

小学館 376.1/O61

323 保育者の関わりの理論と実践 : 教育と福祉の専門職として 高山静子著 エイデル研究所 376.1/Ta56
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324 言葉・非認知的な心・学ぶ力 (赤ちゃん学で理解する乳児の発達と保育:第3巻)

日本赤ちゃん学
協会編集/小椋
たみ子, 遠藤利
彦, 乙部貴幸著

中央法規出版 376.11/A28/3

325 プロジェクト幼児教育法 : 小学校との連携 : Cito旧オランダ王立教育評価機構ライセンスカリキュラムPiramide Method
ジェフ・フォン・カ
ルク, 辻井正共

オクターブ 376.11/Ku98

326 乳児期の親と子の絆をめぐって : しあわせな人を育てるために (フィギュール彩:85) 澁井展子著 彩流社 376.11/Sh21
327 リーダーは保育をどうつくってきたか : 実例で見るリーダーシップ研究 (保育ナビブック) 秋田喜代美編著 フレーベル館 376.14/A37
328 受験と就活を勝ち抜く力 : イノベーションを余儀なくされる大学と企業 村岡哲也著 大学教育出版 376.87/Mu55

329 2030年を創る人材と社会 (リクルートムック) リクルート
377.21/R42/'19-
'20

330 SDGsに取り組む大学特集 : 国連が掲げ、世界193の国と地域が合意した「持続可能な開発目標」 (東洋経済academic) 東洋経済新報社 377.21/To86

331 アクティブ・ラーニングで学生の主体的学びをつくりだす : BGUの魅力ある授業づくり
木村浩則編著/
金子智栄子 [ほ
か著]

文京学院大学人
間学部FD委員会
/冨山房インター
ナショナル (発

377.28/B89

332 京都大とノーベル賞 : 本庶佑と伝説の研究室 (河出新書:007) 広瀬一隆著 河出書房新社 377.28/H85
333 誠をつなぐ : 岩手医科大学さきがけの軌跡 榊悟著 岩手日報社 377.28/I97

334 東京大学駒場スタイル
東京大学教養学
部編

東京大学出版会 377.28/To46

335 できる研究者の科研費・学振申請書 : 採択される技術とコツ 科研費.com著 講談社 377.7/Ka24
336 発達が気になる子へのスモールステップではじめる生活動作の教え方 鴨下賢一著 中央法規出版 378.8/Ka41

337 これでわかる学習障がい
小池敏英, 奥住
秀之監修

成美堂出版 378.8/Ko31

338 もしかして発達障害?「気になる子ども」との向き合い方 (幻冬舎ルネッサンス新書:し-9-1) 嶋野重行著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング/
幻冬舎 (発売)

378.8/Sh43

339 ちょっとふしぎ 吃音・チック・トゥレット症候群のおともだち (あの子の発達障害がわかる本:4) 藤野博監修 ミネルヴァ書房 378.8/U25/4

340 子どもの感覚運動機能の発達と支援 : 発達の科学と理論を支援に活かす
大城昌平, 儀間
裕貴編

メジカルビュー社 378/O25

341 子どもの発達の道すじ (発達の扉:上) かもがわ出版 378/Sh82/1
342 障害児の保育・教育・子育て (発達の扉:下) かもがわ出版 378/Sh82/2

343 障害の重い子どもの発達理解ガイド : 教科指導のための「段階意義の系統図」の活用
徳永豊, 田中信
利編著

慶應義塾大学出
版会

378/To41

344 勉強法the best : プロが厳選! : 最強ノウハウ100 安河内哲也著 あさ出版 379.7/Y64
345 算数センスを伸ばす本 : 簡単!楽しく!効率よく! (AERAムック) 朝日新聞出版 379.9

346 思いどおりになんて育たない : 反ペアレンティングの科学
アリソン・ゴプ
ニック著/渡会圭

森北出版 379.9/G66

347 食事と作法 (日本の食文化:1) 小川直之編 吉川弘文館 383.81/Y89/1
348 米と餅 (日本の食文化:2) 関沢まゆみ編 吉川弘文館 383.81/Y89/2
349 麦・雑穀と芋 (日本の食文化:3) 小川直之編 吉川弘文館 383.81/Y89/3
350 魚と肉 (日本の食文化:4) 藤井弘章編 吉川弘文館 383.81/Y89/4
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351 明治・大正・昭和日本人のアジア観光 : 旅行ガイドブックから読み解く 小牟田哲彦著 草思社 384.37/Ko69
352 中国古代の年中行事 第5冊 中村裕一著 汲古書院 386.22/NaH/5
353 見知らぬものと出会う : ファースト・コンタクトの相互行為論 木村大治著 東京大学出版会 389.04/Ki39

354 パールハーバー : 警告と決定 (Nikkei BP classics)
ロバータ・ウォル
ステッター著/北
川知子訳

日経BP/日経BP
マーケティング
(発売)

391.2074/W83

355 科学技術と倫理 (シリーズ「人間論の21世紀的課題」:2)
石田三千雄 [ほ
か] 著

ナカニシヤ出版 404/Ka16

356 カガク力を強くする! (岩波ジュニア新書:901) 元村有希子著 岩波書店 404/Mo86

357 ことばにできない宇宙のふしぎ
エラ・フランシス・
サンダース著/イ
ラスト/前田まゆ

創元社 404/Sa62

358 カラー図解人体誕生 : からだはこうして造られる (ブルーバックス:B-2112) 山科正平著 講談社 408/11/2112
359 ウォーキングの科学 : 10歳若返る、本当に効果的な歩き方 (ブルーバックス:B-2113) 能勢博著 講談社 408/11/2113
360 数の概念 (ブルーバックス:B-2114) 高木貞治著 講談社 408/11/2114
361 「ファインマン物理学」を読む : 量子力学と相対性理論を中心として 普及版 (ブルーバックス:B-2115) 竹内薫著 講談社 408/11/2115
362 海洋プラスチック汚染 : 「プラなし」博士、ごみを語る (岩波科学ライブラリー:288) 中嶋亮太 岩波書店 408/14/288

363 Mathematicians : an outer view of the inner world
マリアナ・クック
写真/冨永星訳

森北出版 410.28/C87

364 幸せをつかむ数式 : 数学が教える健康・お金・恋愛の成功法則
オスカー・E・フェ
ルナンデス著/藤
原多伽夫訳

化学同人 410.4/F21

365 日常にひそむうつくしい数学 冨島佑允著 朝日新聞出版 410.4/To57
366 大学数学のお作法と無作法 藤原毅夫著 近代科学社 410/F68
367 創作数学演義 [正] 一松信著 現代数学社 410/H77/1
368 数学のせかい : 数学の基本がわかる!25の重要項目 教養編 (Newtonライト : 理系脳をきたえる!) (Newtonムック) ニュートンプレス 410/N99/2
369 数学の世界 山田修司著 学術図書出版社 410/Y19
370 天才ガロアの発想力 : 対称性と群が明かす方程式の秘密 完全版 (知の扉シリーズ) 小島寛之著 技術評論社 411.73/Ko39
371 数の女王 川添愛著 東京書籍 412/Ka98
372 微分積分学 (ちくま学芸文庫:[ヨ-13-3]) 吉田洋一著 筑摩書房 413.3/Y86
373 代数函数論 改版 岩澤健吉著 岩波書店 413.59/I96

374 確率 (現代哲学のキーコンセプト)
ダレル・P. ロウボ
トム著/佐竹佑介

岩波書店 417.1/R77

375 Excelによるデータ処理入門 : 集計から編集、要約、グラフ化、検定まで 増補改訂版 遠藤健治著 北樹出版 417/E59
376 ナース・スケジューリング : 問題把握とモデリング (シリーズ : 最適化モデリング:3) 池上敦子著 近代科学社 417/I33
377 人間科学のための統計分析 : こころに関心があるすべての人のために 石井秀宗著 医歯薬出版 417/I75

378 初歩からはじめる統計学
石村園子, 石村
貞夫著

共立出版 417/I78

379 身近な事例で学ぶやさしい統計学 石村光資郎著 オーム社 417/I78

380 確率と統計の基礎 増補改訂版 1 (MINERVA数学講義)
宿久洋, 村上享,
原恭彦著

ミネルヴァ書房 417/Ka28/1

381 Excelで学ぶ統計解析入門 : Excel2013/2010対応版 菅民郎著 オーム社 417/Ka59
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382 SPSS完全活用法 : データの入力と加工 第4版 酒井麻衣子著 東京図書 417/SaM
383 統計科学の基礎 : データと確率の結びつきがよくわかる数理 白石高章著 日本評論社 417/Sh82

384 SPSSによるカテゴリカルデータ分析の手順 第3版
石村貞夫 [ほか]
著

東京図書 417/Sp8

385 統計学入門 第7版
杉田暉道, 杤久
保修著

医学書院 417/Su46

386 化学の世界への招待 第2版
小林憲司 [ほか]
編著/有瀬忠紀
[ほか] 共著

三共出版 430/Ka16

387 守ります人と自然とこの地球 2019 (気象業務はいま:2010-2019) 気象庁編 研精堂印刷 451.2/Ki58/'19
388 わかる!身につく!生物・生化学・分子生物学 改訂2版 田村隆明著 南山堂 460/Ta82

389 細胞死 : その分子機構,生理機能,病態制御 (Dojin bioscience series:33)
三浦正幸, 清水
重臣編

化学同人 463.6/Mi67

390 進化で読み解くバイオインフォマティクス入門 長田直樹著 森北出版 467.3/O72
391 農地・草地の歴史と未来 (人と生態系のダイナミクス:1) 宮下直, 西廣淳 朝倉書店 468/H77/1

392 文化がヒトを進化させた : 人類の繁栄と「文化-遺伝子革命」
ジョセフ・ヘンリッ
ク著/今西康子

白揚社 469.4/H52

393 植物の多次元コミュニケーション
長谷川宏司, 広
瀬克利, 井上進

大学教育出版 470.4/Sh96

394 昆虫たちのすごい筋肉 : 1秒に1000回羽ばたく虫もいる (シリーズ・生命の神秘と不思議) 岩本裕之著 裳華房 486.1/I94
395 超危険!スズメバチlife : 図解とマンガでわかる最凶生物 : ホントに命がけ 丸沢丸著 講談社 486.7/Ma57
396 デジタルカメラで昆虫観察 : 「見つけて」「撮って」「調べる」たのしくてスゴイ昆虫の世界 海野和男著 誠文堂新光社 486/U76

397 動物園は進化する : ゾウの飼育係が考えたこと (ちくまプリマー新書:327)
川口幸男, アラ
ン・ルークロフト

筑摩書房 489.7/Ka92

398 Clinical ethics : a practical approach to ethical decisions in clinical medicine 8th ed (Lange)
Albert R. Jonsen,
Mark Siegler,
William J.

McGraw-Hill
Education

490.15/C78

399 患者・家族の意思決定、現場の判断を支える"やさしい"臨床倫理フレームワーク (医療安全BOOKS:7) 兼児敏浩編著 メディカ出版 490.15/Ka53
400 バイオエシックス : その継承と発展 丸山マサ美編著 川島書店 490.15/Ma59
401 医療・看護倫理の要点 水野俊誠著 東信堂 490.15/Mi96

402 こころのケア : ホスピス・レポート 2
誠和会ホスピス
検討委員会編著

海鳥社 490.15/Se19/2

403 周産期・新生児・小児医療 (シリーズ生命倫理学:7)

家永登, 仁志田
博司責任編集/
仁志田博司 [ほ
か] 執筆

丸善出版 490.15/ShS/7

404 An introduction to medical statistics 4th ed : pbk Martin Bland
Oxford
University Press

490.19/B54

405 「医療統計力」を鍛える! : 事例で学べる数式ほとんどなしのテキスト 千葉康敬著 総合医学社 490.19/C42
406 イチから使う医薬統計教室 : SPSS 五所正彦著 メジカルビュー社 490.19/G69
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407 たったこれだけ!医療統計学 改訂2版
Michael Harris,
Gordon Taylor著
/奥田千恵子訳

金芳堂 490.19/H33

408 ぜんぶ絵で見る医療統計 : 身につく!研究手法と分析力 比江島欣慎著 羊土社 490.19/H54
409 医療統計学入門 : エビデンスを正しく見分けるための考え方 比江島欣愼著 オーム社 490.19/H54

410 「医療統計」わかりません!!
五十嵐中, 佐條
麻里著

東京図書 490.19/I23

411 医学論文のための統計手法の選び方・使い方
阿部貴行, 佐藤
裕史, 岩崎学著

東京図書 490.19/I23

412 医療系のための統計入門 (事例でわかる統計シリーズ)
藤井良宜 [ほか]
編修

実教出版 490.19/I67

413 すぐに役立つ統計のコツ 医学統計編 情報統計研究所 オーム社 490.19/J66
414 医系の統計入門 第2版 階堂武郎著 森北出版 490.19/Ka21
415 無料統計ソフトEZRでやさしく学ぶ統計学 : EBMの実践から臨床研究まで 改訂2版 神田善伸著 中外医学社 490.19/Ka51

416 ドクターも納得!医学統計入門 : 正しく理解、正しく伝える
菅民郎, 志賀保
夫著

エルゼビア・ジャ
パン

490.19/Ka59

417 やさしい統計学 : 保健・医薬・看護・福祉関係者のために 第6版 片平洌彦著 桐書房 490.19/Ka81

418 医学・保健学のためのやさしい統計学 改訂第3版
正井栄一, 片山
修著

金原出版 490.19/Ma61

419 エクセル活用コメディカル統計テキスト 宮城重二著 医歯薬出版 490.19/Mi73
420 入門医療統計学 : evidenceを見いだすために 新版 森實敏夫著 東京図書 490.19/Mo74
421 入門医療統計解析 : EBMへ..RとBUGSの活用 森實敏夫著 東京図書 490.19/Mo74
422 統計学で答えを出すクリニカルクエスチョン 森實敏夫著 東京図書 490.19/Mo74

423 JMP医学統計マニュアル Ver.13対応版 長田理著
オーエムエス出
版/星雲社 (発

490.19/N23

424 恋する医療統計学 : 研修医凡太郎統計の勉強を0から始めて学会発表までいきま〜す! 中川義久著 南江堂 490.19/N32
425 医療系のためのやさしい統計学入門 中村好一編集 診断と治療社 490.19/N37
426 JMPによるよくわかる統計学 保健医療データ編 猫田泰敏著 東京図書 490.19/N62
427 臨床で役立つ!ゼロから学ぶ医学統計 能登洋著 ナツメ社 490.19/N97
428 スッキリわかる!臨床統計はじめの一歩 : 統計のイロハからエビデンスの読み解き方・活かし方まで 改訂版 能登洋著 羊土社 490.19/N97
429 2週間でマスターするエビデンスの読み方・使い方のキホン : すぐにできるEBM実践法 能登洋著 南江堂 490.19/N97
430 医学・生物学のためのデータ解析入門 : 統計学からわかる現代医療の問題点 岡田正彦著 コロナ社 490.19/O38
431 医療系はじめまして!統計学 奥田千恵子著 金芳堂 490.19/O54
432 医師・看護師のための統計学ポイント&アドバイス77 嵜山陽二郎著 東京図書 490.19/Sa42

433 やさしい医療系の統計学 第2版
佐藤敏雄, 村松
宰著

医歯薬出版 490.19/Sa87

434 今日から使える医療統計 新谷歩著 医学書院 490.19/Sh69
435 みんなの医療統計 : 12日間で基礎理論とEZRを完全マスター! 多変量解析編 新谷歩著 講談社 490.19/Sh69
436 みんなの医療統計 : 12日間で基礎理論とEZRを完全マスター! 新谷歩著 講談社 490.19/Sh69

437 SPSSによる医学・歯学・薬学のための統計解析 第4版
石村貞夫 [ほか]
著

東京図書 490.19/Sp8

438 医学・薬学分野で役立つ統計学の基礎 : 推定を中心にした統計手法の理論と実践 杉本典夫著 プレアデス出版 490.19/Su38
439 医学・薬学・生命科学を学ぶ人のための統計学入門 : 基礎の基礎からデータ解析の実際まで 増補版 杉本典夫著 プレアデス出版 490.19/Su38
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440 わかりやすいデータ解析と統計学 : 医療系の解析統計をExcelで始めてみよう 高橋龍尚著 オーム社 490.19/Ta33

441 短期集中!オオサンショウウオ先生の医療統計セミナー論文読解レベルアップ30
田中司朗, 田中
佐智子著

羊土社 490.19/Ta84

442 医学への統計学 第3版 (統計ライブラリー) 丹後俊郎著 朝倉書店 490.19/Ta86
443 経時的繰り返し測定デザイン : 治療効果を評価する混合効果モデルとその周辺 (医学統計学シリーズ:10) 丹後俊郎著 朝倉書店 490.19/TaT/I-10
444 メタ・アナリシス入門 : エビデンスの統合をめざす統計手法 新版 (医学統計学シリーズ:4) 丹後俊郎著 朝倉書店 490.19/TaT/I-4
445 医療データの見方・使い方 (独習統計学24講 : すべての医療系学生・研究者に贈る) 鶴田陽和著 朝倉書店 490.19/Ts87
446 分割表・回帰分析・ロジスティック回帰 (独習統計学24講 : すべての医療系学生・研究者に贈る:応用編) 鶴田陽和著 朝倉書店 490.19/Ts87

447 医療系データのとり方・まとめ方 : SPSSで学ぶ実験計画法と分散分析
対馬栄輝, 石田
水里著

東京図書 490.19/Ts91

448 SPSSで学ぶ医療系多変量データ解析 第2版 対馬栄輝著 東京図書 490.19/Ts91
449 SPSSで学ぶ医療系データ解析 第2版 対馬栄輝著 東京図書 490.19/Ts91
450 よくわかる医療統計 : 「なぜ?」にこたえる道しるべ 対馬栄輝著 東京図書 490.19/Ts91
451 Stataによる医療系データ分析入門 : 統計解析のエレメントからメタ解析まで 浦島充佳著 東京図書 490.19/U84
452 医師が知りたい医学統計 : よりよいEBMの実践 浦島充佳著 東京図書 490.19/U84

453 看護学生・看護職が知りたい統計学 : 問題解決への道しるべ
山田覚, 井上正
隆著

東京図書 490.19/Y19

454
メディカルスタッフのためのひと目で選ぶ統計手法 : 「目的」と「データの種類」で簡単検索!適した手法が76の事例から見つかる、結
果がまとめられる

山田実編集/浅
井剛, 土井剛彦
編集協力

羊土社 490.19/Y19

455 なるほど統計学とおどろきExcel統計処理 改訂第8版 山崎信也著 医学図書出版 490.19/Y48
456 医療・臨床データチュートリアル : 医療・臨床データの解析事例集 (バイオ統計シリーズ:4) 柳川堯著 近代科学社 490.19/Y51

457 ここから学ぼう!図解医療統計 : 本気で統計を始めたい人のための入門書
柳澤尚武, 西崎
祐史著

総合医学社 490.19/Y53

458 よくわかる統計学 : レポートを書くときに迷わず使えて役に立つ 第2版 看護医療データ編
石村貞夫, 広田
直子, 石村友二

東京図書 490.19/Y79

459 よくわかる医療・看護のための統計入門 第2版
石村貞夫 [ほか]
著

東京図書 490.19/Y79

460 カルテ・申し送りで出会う医療・看護用語mini note
月刊ナーシング
編集室編集

学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

490.33/G16

461
すべての臨床医そして指導医にも捧ぐ超現場型の臨床研究体験書 (臨床研究立ち上げから英語論文発表まで最速最短で行うため
の極意:実践対談編)

原正彦編 金芳堂 490.7/H32

462 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 490.7/Ka95

463 査読者が教える医学論文のための研究デザインと統計解析 森本剛著 中山書店 490.7/Mo55
464 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・ メジカルビュー社 490.7/N81

465 医療通訳学習テキスト : 医療現場で必要な多言語コミュニケーションのための6ヶ国語対応 西村明夫編
創英社/三省堂
書店 (発売)

490.7/N84

466 Pocket book for simulation debriefing in healthcare
Denis Oriot,
Guillaume Alinier

Springer 490.7/O71
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467 医師・看護師の英語論文スタイルブック (「ジェネラリスト・マスターズ」シリーズ:12)
徳田安春, Alex
Gregg著

カイ書林 490.7/To35

468 Year note 内科・外科等編 2020(第29版)
国試対策問題編
集委員会編

Medic Media 490.7/Y69/'20

469
Year note TOPICS : 内科・外科疾患 : 研修医・非専門医でも知っておくべき近年と今後の主な動向 2019-2020(第9版) (Year note
内科・外科等編:[別冊])

医療情報科学研
究所編集

Medic Media
490.7/Y69/'20-
[別]

470 Quick reference for resident [2020](第4版) (Year note 内科・外科等編:[別冊])
医療情報科学研
究所編集

Medic Media
490.7/Y69/'20-
[別]

471 Year note ATLAS 第7版 (Year note 内科・外科等編:[別冊])
医療情報科学研
究所編

Medic Media
490.7/Y69/'20-
[別]

472 内科系専門医試験Quick check [2020](第17版) (Year note 内科・外科等編:[別冊])
医療情報科学研
究所編

Medic Media
490.7/Y69/'20-
[別]

473 人体 : 驚異のメカニズム (双葉社スーパームック) 双葉社 491.1/F97
474 看護に必要な漢字で覚える解剖ドリル (プチナースBooks:Basic) 菊地よしこ著 照林社 491.1/Ki24
475 伝わる医療の描き方 原木万紀子執筆 羊土社 491.1038/H32

476 筋肉と関節しくみと動きが見える事典 : 運動器の超入門書
末吉勝則, 中田
康夫監修

永岡書店 491.16/Su19

477 手の百科事典
バイオメカニズム
学会編

朝倉書店 491.197/B14

478 人体発生学と生命倫理 : 生命倫理学的考察
平塚儒子編著/
松尾拓哉 [ほか]

時潮社 491.2/H68

479 看護形態機能学 : 生活行動からみるからだ 第4版 菱沼典子著
日本看護協会出
版会

491.3/H76

480 The human body in health & disease 7th ed : [pbk.]
Kevin T. Patton,
Gary A.

Elsevier 491.3/P27

481 The human body in health and illness 6th ed Barbara Herlihy Elsevier 491.31/H53
482 看護の現場ですぐに役立つ解剖生理学のキホン : 患者さんの心と体を仕組みから理解する! (ナースのためのスキルアップノート) 野溝明子著 秀和システム 491.31/N94

483 Structure & function of the body 15th ed. hbk.
Gary A.
Thibodeau, Kevin
T. Patton

Elesevier 491.31/Th4

484 こころとからだを知る心拍数 山地啓司著 杏林書院 491.326/Y26

485 カールソン神経科学テキスト : 脳と行動 第4版
Neil R. Carlson
[著]

丸善出版 491.371/C18

486 赤ちゃんの脳と心で何が起こっているの?
リザ・エリオット著
/福岡洋一訳

楽工社 491.371/E46

487 視覚情報処理ハンドブック : 新装版 日本視覚学会編 朝倉書店 491.374/N71

488 薬理書 : 薬物治療の基礎と臨床 第12版 / Laurence Brunton, Bruce Chabner, Björn Knollman [編] 上
グッドマン, ギル
マン [編]/高折
修二 [ほか] 監

廣川書店 491.5/G65/1

489 薬理書 : 薬物治療の基礎と臨床 第12版 / Laurence Brunton, Bruce Chabner, Björn Knollman [編] 下
グッドマン, ギル
マン [編]/高折
修二 [ほか] 監

廣川書店 491.5/G65/2
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490 カラー新しい薬理学
石井邦明, 西山
成監修

西村書店 491.5/I75

491 わかりやすい薬理学 : 薬の効くプロセス 第12版
伊藤芳久, 石毛
久美子著

創風社 491.5/I91

492 処方がわかる医療薬理学 第10版 2018-2019 中原保裕著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

491.5/N33/'18-
'19

493 ロビンス基礎病理学 原書10版
Vinay Kumar,
Abul K. Abbas,
Jon C. Aster原

エルゼビア・ジャ
パン/丸善出版
(発売)

491.6/Ku35

494 Pathophysiology : the biologic basis for disease in adults and children 8th ed

Kathryn L.
McCance, Sue E.
Huether/section
editors
Valentina L.
Brashers, Neal S.

Elsevier 491.6/Ma99

495 医療応用をめざすゲノム編集 : 最新動向から技術・倫理的課題まで (Dojin bioscience series:29)
真下知士, 金田
安史編

化学同人 491.69/Ma64

496 遺伝統計学と疾患ゲノムデータ解析 : 病態解明から個別化医療, ゲノム創薬まで (遺伝子医学MOOK:33) 岡田随象編 メディカルドゥ 491.69/O38

497 図説免疫学入門
David Male著/山
本一夫訳

東京化学同人 491.8/Ma39

498 多元計算解剖学の基礎と臨床への応用 橋爪誠編著 誠文堂新光社 491/H38
499 からだの検査数値 : 健康診断の数値の意味と,病気のサインがよくわかる 新装版 (ニュートン別冊) (NEWTONムック) 北村聖執筆 ニュートンプレス 492.1/Ki68
500 病態で考える薬学的フィジカルアセスメント : 41の主訴と症候から行うべきアセスメントがわかる 鈴木孝著 羊土社 492.1/Su96
501 波形の異常から考える : “どこに注目したらいいの?"迷子のための道案内 (12誘導心電図よみ方マスター:基礎編) 栗田隆志編著 メディカ出版 492.123/Ku67
502 厳選50問に繰り返しチャレンジ! : “どこを見る?どう考える?"解説つき (12誘導心電図よみ方マスター:トレーニング編) 栗田隆志編著 メディカ出版 492.123/Ku67

503 心電図mini note (月刊ナーシング) 三宅良彦監修
学研メディカル秀
潤社/学研マー
ケティング (発売)

492.123/Mi76

504 SimWars simulation case book : emergency medicine : pbk

edited by Lisa
Jacobson,
Yasuharu Okuda,
Steven A.

Cambridge
University Press

492.29/Si7

505 高齢者理学療法学テキスト (シンプル理学療法学シリーズ)
山田和政, 小松
泰喜, 木林勉編

南江堂 492.5/Ko79

506 あたらしい森林浴 : 地域とつくる!健康・人材育成プログラム 小野なぎさ著 学芸出版社 492.5/O67

507 エビデンスからみた森林浴のストレス低減効果と今後の展開 : 心身健康科学の視点から
高山範理著/香
川隆英編集協力

新興医学出版社 492.5/Ta56

508 Complementary and alternative therapies in nursing 8th ed

Ruth Lindquist,
Mary Fran Tracy,
Mariah Snyder,
editors

Springer Pub.
Co.

492.9/C85
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509 Strengths-based nursing care : health and healing for person and family

Laurie N.
Gottlieb/in
collaboration
with Bruce

Springer Pub.
Co.

492.9/G72

510 国際看護 : 言葉・文化を超えた看護の本質を体現する (看護学テキスト統合と実践 : Basic & Practice) 一戸真子編集
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.9/I16

511 20代ナースに伝えたい職業人としての心得
飯野英親, 深澤
優子著

日本看護協会出
版会

492.9/I27

512
看護の"知の見える化"で現場が変わる! : 陣田塾 : より良い看護実践のための概念化スキル教えます! (Nursing business:2015年夏
季増刊(通巻119号). ナーシングビジネス)

陣田泰子編著 メディカ出版 492.9/J52

513 看護介入分類(NIC)

Howard K.
Butcher [ほか]
原著/黒田裕子,
聖隷浜松病院看
護部監訳

エルゼビア・ジャ
パン

492.9/Ka54

514 医療安全 第3版 (ナーシング・グラフィカ. 看護の統合と実践:2)
松下由美子, 杉
山良子, 小林美

メディカ出版 492.9/Ka54/2

515 災害看護 第4版 (ナーシング・グラフィカ. 看護の統合と実践:3)
酒井明子, 長田
恵子, 三澤寿美

メディカ出版 492.9/Ka54/3

516
ファシリテートのエキスパートをめざして : FASC式家族事例検討の展開から研究へ 第1版 (実践力を高める家族アセスメント:Part2.
カルガリー式家族看護モデル実践へのセカンドステップ)

小林奈美著 医歯薬出版 492.9/Ko12

517 国際看護学 : グローバル・ナーシングに向けての展開
新川加奈子, 大
野夏代, 神原咲
子編集

中山書店 492.9/Ko51

518 国際看護学入門 国際看護研究会 医学書院 492.9/Ko51
519 知って考えて実践する国際看護 第2版 近藤麻理著 医学書院 492.9/Ko73

520 これからの国際看護学 : 国境を越えた看護実践のために
守本とも子監著/
田中和奈編著

PILAR PRESS 492.9/Mo55

521 防衛看護学
志田祐子, 平尚
美編

医学書院 492.9/Sh25

522 国際看護学 第2版 (新体系看護学全書. 看護の統合と実践:3) 田村やよひ編集 メヂカルフレンド 492.9/Ta82

523 Global health nursing : building and sustaining partnerships : [print]
Michele J.
Upvall, Jeanne
M. Leffers,

Springer Pub. 492.9/U79

524 国際看護学 : 看護の統合と実践 : 開発途上国への看護実践を踏まえて 改訂版 柳澤理子編著 PILAR PRESS 492.9/Y53

525 渡辺式家族アセスメント/支援モデルによる困った場面課題解決シート
柳原清子, 渡辺
裕子著

医学書院 492.9/Y53

526 やさしく学べる国際保健・看護の基礎と実践 改訂版 (ナーシング・アプローチ)
山崎明美, 當山
紀子, 佐山理絵

桐書房 492.9/Y61
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527 Theoretical nursing : development and progress 6th ed
Afaf Ibrahim
Meleis

Wolters Kluwer
Health/Lippincot
t Williams &

492.901/Me33

528 看護におけるコミュニケーション・パラダイムの転換 : ケアとしてのコミュニケーション
深谷安子, 北村
隆憲編著

関東学院大学出
版会/丸善出版
(発売)

492.9014/F72

529 表情看護のすすめ : 言葉の向こうのコミュニケーション : 患者の思い・心を読み取る 平澤久一監修 メディカ出版 492.9014/H67
530 コミュニケーション・スキル : 対象の生き方を尊重した健康支援のためのアプローチ (看護に活かすカウンセリング:1) 伊藤まゆみ編 ナカニシヤ出版 492.9014/I91/1

531 ナースの悩みに応えます! : 心理学的手法で対応した看護事例集 患者・家族編
大木桃代, 小林
康司編集

真興交易医書出
版部

492.9014/O51

532 対人関係がラクになる!ナースの感情整理術 : 交流分析で納得、今日からできるコミュニケーションのコツ 白井幸子著 メディカ出版 492.9014/Sh81

533 看護のなかの出会い : "生と死に仕える"ための一助として (Nature of nursing) 菊地多嘉子著
日本看護協会出
版会

492.9015/Ki24

534 看護師の倫理調整力 : 専門看護師の実践に学ぶ
鶴若麻理, 長瀬
雅子編

日本看護協会出
版会

492.9015/Ts87

535 看護系のための統計入門 服部雄一著 培風館 492.9019/H44
536 統計なんて怖くないリカと助手の看護研究ゼミ! 比江島欣愼著 精神看護出版 492.9019/H54

537 看護系学生のためのやさしい統計学
石村貞夫, 今福
恵子, 田沼美杉

共立出版 492.9019/Ka54

538 看護師のための統計学 改訂版 三野大來著 共立出版 492.9019/Mi45

539 看護管理のベースとなる統計データの読み方入門 : 地域包括ケア時代のニーズを読む! 森山幹夫編集
日本看護協会出
版会

492.9019/Mo73

540 看護学のための多変量解析入門 中山和弘著 医学書院 492.9019/N45
541 看護統計学への招待 改訂4版 緒方昭著 金芳堂 492.9019/O23
542 らくらく統計ナースExpert : 看護研究の強力助っ人!CD-ROM&練習ドリル付き! 及川慶浩編著 メディカ出版 492.9019/O32
543 基本からわかる看護統計学入門 第2版 大木秀一著 医歯薬出版 492.9019/O52

544 おしえて先生!看護のための統計処理
石村友二郎 [ほ
か] 著

東京図書 492.9019/O76

545 このとおりやればすぐできるナースのためのデータ処理 (現場の統計学 : 基礎からやさしくわかる) 坪井博之著 技術評論社 492.9019/Ts15

546 看護研究百科

ジョイス・J・フィッ
ツパトリック, メレ
ディス・ウォーレ
ス編集/岡谷恵

照林社 492.9033/F29

547 ヴァージニア・ヘンダーソン語る、語る。 : 論考集・来日の記録
ヴァージニア・ヘ
ンダーソンほか
著/小玉香津子

日本看護協会出
版会

492.904/H52

548 成人看護 [第41回]1 (日本看護学会論文集:第29回-第41回)
日本看護協会出
版会

492.904/N71/[4
1]-1

549 新人・学生の思考力を伸ばす指導 阿部幸恵著
日本看護協会出
版会

492.907/A13

550 看護のためのシミュレーション教育 : 臨床実践力を育てる!
阿部幸恵編著/
板橋綾香 [ほか]

医学書院 492.907/A13
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551 看護のためのシミュレーション教育はじめの一歩ワークブック 第2版 阿部幸恵著
日本看護協会出
版会

492.907/A13

552 看護研究サポートブック : ワークシートで研究計画書がラクラク完成! 改訂4版 足立はるゑ著 メディカ出版 492.907/A16

553 アクティブ・ラーニングIBLで進める成人看護学演習法
赤澤千春, 西薗
貞子著

金芳堂 492.907/A33

554 アクティブ・ラーニング時代の看護教育 : 積極性と主体性を育てる授業づくり 新井英靖編著 ミネルヴァ書房 492.907/A62

555 バーンズ&グローブ看護研究入門 : 評価・統合・エビデンスの生成

Susan K.Grove,
Nancy Burns,
Jennifer R.Gray
原著

エルゼビア・ジャ
パン

492.907/B19

556 看護における反省的実践
クリス・バルマン,
スー・シュッツ編

看護の科学社 492.907/B88

557 看護学生のためのレポート書き方教室 (プチナースBooks:Basic) 江原勝幸著 照林社 492.907/E12

558 看護教員に伝えたい学校管理・運営の知恵と工夫

江川万千代編集
/江川万千代, 鮫
島陽子, 小川恵
美執筆

医学書院 492.907/E29

559 看護師のためのこれならわかる!伝わるレポート・論文の書き方 福富馨著 ナツメ社 492.907/F84
560 研究指導方法論 : 看護基礎・卒後・継続教育への適用 舟島なをみ著 医学書院 492.907/F89

561 Virtual simulation in nursing education
Randy M.
Gordon, Dee
McGonigle,

Springer Pub.
Co.

492.907/G67

562 看護職のための英会話1000 林さとみ編 桐書房 492.907/H48

563 多文化社会の看護と保健医療 : グローバル化する看護・保健のための人材育成
カレン・ホランド,
クリスティン・ホ

福村出版 492.907/H83

564 臨地実習ガイダンス : 看護学生が現場で輝く支援のために
池西靜江, 石束
佳子編集

医学書院 492.907/I34

565 看護英語の練習帳 : インプットからアウトプットへ
井上真紀著/宮
田学編

萌文書林 492.907/I57

566 臨地実習の"不安"をなくす12のトレーニング (Nursing canvas book:7)
石川雅彦, 斉藤
奈緒美編著

学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.907/I76

567 ナースのための反省的実践 : 教育と臨床をむすぶ学びのコア

メラニー・ジャス
パー著/中田康
夫, 光成研一郎,
山崎麻由美監訳

ゆみる出版 492.907/J26

568 Simulation in nursing education : from conceptualization to evaluation 2nd ed
Pamela R.
Jeffries, editor

National League
for Nursing

492.907/J34

569 看護教育を支える視点と展開 : 主体的学習をはぐくむ教授法 神郡博著 看護の科学社 492.907/Ka37

570 看護実践・教育のための測定用具ファイル : 開発過程から活用の実際まで 第3版
亀岡智美 [ほか]
執筆

医学書院 492.907/Ka54
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571 看護教育のためのパフォーマンス評価 : ルーブリック作成からカリキュラム設計へ
糸賀暢子, 元田
貴子, 西岡加名

医学書院 492.907/Ka54

572 看護教員のための授業研究 : 授業が変わる!学びが深まる!
吉崎静夫, 蔵谷
範子, 末永弥生

医学書院 492.907/Ka54

573 看護に活かす心理尺度 : その選び方・使い方
久田満, 北素子,
谷口千絵著

ナカニシヤ出版 492.907/Ka54

574 看護学生スタートアップトレーニング : 4科目のまなびを「看護」につなげるワークブック : 理科・数学・国語・社会
児玉善子, 鳥井
元純子, 水方智
子監修

メディカ出版 492.907/Ka54

575
看護師たまごの英語40日間トレーニングキット : 新装版 : KIT 1 ワークブック「基礎編」 (医学英語シリーズ : 英語でつなぐ世界とい
のち:3)

平野美津子, 菱
田治子, 濱畑章

アルク 492.907/Ka54/1

576
看護師たまごの英語40日間トレーニングキット : 新装版 : KIT 2 ワークブック「実践編」 (医学英語シリーズ : 英語でつなぐ世界とい
のち:3)

平野美津子, 菱
田治子, 濱畑章

アルク 492.907/Ka54/2

577 看護研究 (看護学実践 : Science of Nursing-)
川野雅資編著/
安藤満代 [ほか]

PILAR PRESS 492.907/Ka96

578 計画・実施・評価を循環させる授業設計 : 看護教育における講義・演習・実習のつくり方
野崎真奈美, 水
戸優子, 渡辺か
づみ著

医学書院 492.907/Ke24

579 はじめて学ぶケーススタディ : 書き方のキホンから発表のコツまで 國澤尚子編著 総合医学社 492.907/Ku45
580 黒田裕子の看護研究step by step 第5版 黒田裕子著 医学書院 492.907/Ku72

581 看護におけるクリティカルシンキング教育 : 良質の看護実践を生み出す力
楠見孝, 津波古
澄子著

医学書院 492.907/Ku92

582 研究発表のプレゼンもっとよくなります! : 臨床ナースから看護研究者まで 前田樹海著
日本看護協会出
版会

492.907/Ma26

583 はじめての看護研究 : この1冊でできる! 前田樹海著 ナツメ社 492.907/Ma26
584 教えることの基本となるもの : 「看護」と「教育」の同形性 目黒悟著 メヂカルフレンド 492.907/Me19
585 ナースのためのレポートの書き方 : 看護のプロが教える「伝わる文章」の作法 水戸美津子著 中央法規出版 492.907/Mi62

586 看護学臨地実習ハンドブック : 基本的考え方とすすめ方 第5版
宮地緑編著/中
田智子 [ほか]

金芳堂 492.907/Mi71

587 看護学生のためのレポート&実習記録の書き方 第2版 百瀬千尋編著 メヂカルフレンド 492.907/Mo27

588 看護教育に活かすルーブリック評価実践ガイド
森田敏子, 上田
伊佐子編集

メヂカルフレンド
社

492.907/Mo67

589 記述現象学を学ぶ : 体験の意味を解明する質的研究方法論 : 現象学看護 村田久行編著 川島書店 492.907/Mu59

590
変化に強い能動的な組織へと導くアクティブラーニング活用術 : 「できるスタッフ」が育つ! (Nursing business:2018年春季増刊(通巻
159号). ナーシングビジネス)

永井則子編著 メディカ出版 492.907/N14

591 シミュレーション教育の効果を高めるファシリテーターSkills & Tips
内藤知佐子, 伊
藤和史著

医学書院 492.907/N29

592 看護現場で使える教育学の理論と技法 : 個別指導や参加型研修に役立つ100のキーワード : 「教え方しだい」で若手はのびる
中井俊樹編著/
佐藤浩章 [ほか]

メディカ出版 492.907/N34

593 授業設計と教育評価 (看護教育実践シリーズ:2)
中井俊樹, 服部
律子編集

医学書院 492.907/N34/2
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594 授業方法の基礎 (看護教育実践シリーズ:3)
中井俊樹, 小林
忠資編集

医学書院 492.907/N34/3

595 アカデミック・ライティングをめざす看護学生のためのパラグラフ・ライティング
中村博生, Simon
J. H. Elderton共
編著

考古堂書店 (発
売)

492.907/N37

596 異端の看護教育 : 中西睦子が語る
中西睦子著/松
澤和正聞き手・

医学書院 492.907/N38

597 ナースのための患者教育と健康教育
ナンシー I. ホイッ
トマン [ほか] 著/
安酸史子 [ほか]

医学書院 492.907/N56

598 看護留学へのパスポート : 専門職の道 (シリーズ日米医学交流:No.16)
日米医学医療交
流財団編

はる書房 492.907/N71

599 看護学生の主体性を育む協同学習 緒方巧著 医学書院 492.907/O23
600 看護の現場ですぐに役立つ看護研究のポイント : テーマ選びから発表までのコツがわかる! (ナースのためのスキルアップノート) 大口祐矢著 秀和システム 492.907/O26
601 はじめての看護研究 アンケート調査編 (はじめてのシリーズ) 及川慶浩著 メディカ出版 492.907/O32/3
602 看護シミュレーション教育基本テキスト : 設計・実践・評価のプロセス : 導入と活用Q&A 織井優貴子著 日総研出版 492.907/O71

603 Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice 10th ed : international ed
Denise F. Polit,
Cheryl Tatano
Beck

Wolters Kluwer 492.907/P76

604 グラウンデッド・セオリー・アプローチを用いたデータ収集法
戈木クレイグヒル
滋子編著

新曜社 492.907/Sa21

605 ナラエビ医療学入門 : ナラティブ(NBM)とかエビデンス(EBM)とか看護研究とか、さっぱりわかんない!というナースのための 斎藤清二著
日本看護協会出
版会

492.907/Sa25

606 「尺度」を使った看護研究のキホンとコツ : 看護研究の精度向上・時間短縮のために

鳩野洋子, 長聡
子, 前野有佳里
執筆/川本利恵
子総監修・執筆

日本看護協会出
版会

492.907/Sh12

607 セツ先生の早わかり看護研究ヒミツの扉を開くカギ20 : なんで私が?どうすれば?困っているあなたに (Smart nurse Books:23)
下山節子, 江藤
節代著

メディカ出版 492.907/Sh55

608 Simulation : best practices in nursing education
Vicki Moran, Rita
Wunderlich,
Cynthia

Springer 492.907/Si7

609 看護教育学 第6版第3刷
杉森みど里, 舟
島なをみ著

医学書院 492.907/Su38

610 看護教育に役立つPBL : 問題解決力を育む授業の展開と工夫 鈴木玲子編集 メヂカルフレンド 492.907/Su96
611 アクティブラーニングをこえた看護教育を実現する : 与えられた学びから意志ある学びへ 鈴木敏恵著 医学書院 492.907/Su96

612 継続教育と看護の実践知 : 看護医療系職の「高度専門職化」への道 : KIERA(学会)活動20年の足跡を辿る 増補版

高梨俊毅著・監
修/クローズ幸子
編集/池上澄子
[ほか著]

看護の科学社 492.907/Ta46

613 査読者が教える看護研究論文の採用されるコツ30 高島尚美著 総合医学社 492.907/Ta54
614 看護学生のためのレポート・論文の書き方 : 正しく学ぼう「書く基本」「文章の組み立て」 第6版 高谷修著 金芳堂 492.907/Ta57
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615 看護教員必携資料集 第3版 田村やよひ編集 メヂカルフレンド 492.907/Ta82

616 看護の教育・実践にいかすリフレクション : 豊かな看護を拓く鍵
田村由美, 池西
悦子著

南江堂 492.907/Ta82

617 看護のためのリフレクションスキルトレーニング
田村由美, 池西
悦子著

看護の科学社 492.907/Ta82

618
短大・専門学校卒ナースがもっと簡単に看護大学卒になれる本 : 2週間で書ける学修成果レポート!大学改革支援・学位授与機構で
学士 (看護学) をめざす 改訂4版

秋場研, 松本肇,
宮子あずさ著

エール出版社 492.907/Ta85

619 看護学生のための臨地実習ガイド : 先輩たちの事例から学ぶ
塚本康子, 中山
和美編

桐書房 492.907/Ts54

620 楽しくできるわかりやすい看護研究論文の書き方 内田陽子著 照林社 492.907/U14

621 高度看護OSCE : 高度な臨床スキル評価成功へのガイド
Helen Ward,
Julian Barratt

へるす出版 492.907/W38

622 よくわかる看護研究論文のクリティーク : 研究手法別のチェックシートで学ぶ
山川みやえ, 牧
本清子編著

日本看護協会出
版会

492.907/Y27

623 看護を教える人のための経験型実習教育ワークブック
安酸史子, 北川
明編集/小野美
穂 [ほか] 執筆

医学書院 492.907/Y64

624 経験型実習教育 : 看護師をはぐくむ理論と実践 安酸史子編 医学書院 492.907/Y64

625 Start up質的看護研究 第2版 谷津裕子著
学研メディカル秀
潤社/学研マー
ケティング (発売)

492.907/Y66

626 看護過程の展開に沿った実習記録の書き方とポイント 横井和美監修 サイオ出版 492.907/Y76

627 よくわかる質的研究の進め方・まとめ方 : 看護研究のエキスパートをめざして 第2版
グレッグ美鈴, 麻
原きよみ, 横山美
江編著

医歯薬出版 492.907/Y79

628 よくわかる看護研究の進め方・まとめ方 第3版
横山美江編著/
大木秀一 [ほか]

医歯薬出版 492.907/Y79

629 実習指導を通して伝える看護 : 看護師を育てる人たちへ 吉田みつ子著 医学書院 492.907/Y86
630 ステップアップ基礎看護技術ノート 山口瑞穂子編著 サイオ出版 492.9079/

631 実習に役立つ!国家試験に使える!母性看護学 : 小項目別に総まとめ
池田真弓 [ほか]
編著

PILAR PRESS 492.9079/

632 看護師国家試験コア・トレ : コアな知識に絞って、学習トレーニング! 内田都良編著 メディカ出版 492.9079/

633 看護師国試の出題範囲をまとめる必修問題FILING NOTE 杉本由香編
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.9079/

634 看護師国家試験対策出題傾向がみえる在宅看護論 : 短期集中!完全制覇! 2018年
高橋ゆかり編著
/片貝智恵著

PILAR PRESS 492.9079//'18

635 看護師国家試験対策出題傾向がみえる小児看護学 : 短期集中!完全制覇! 2018年
高橋ゆかり編著
/益子直紀著

PILAR PRESS 492.9079//'18

636 看護師国家試験対策出題傾向がみえる母性看護学 : 短期集中!完全制覇! 2018年 高橋ゆかり編著 PILAR PRESS 492.9079//'18
637 出題傾向がみえる看護の統合と実践 : 中項目にみた要点と解説付過去問題集 2019年 守本とも子監修 PILAR PRESS 492.9079//'19
638 看護師国家試験対策出題傾向がみえる精神看護学 : 短期集中!完全制覇! 2019年 高橋ゆかり編著 PILAR PRESS 492.9079//'19
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639 母子看護 : 母性看護小児看護 第12版 (新看護学:14)
海野信也著者代
表/新井陽子 [ほ
か] 執筆

医学書院 492.908/I23/14

640 母性看護学概論 第13版 (系統看護学講座:専門分野 2. 母性看護学:1) 森恵美著者代表 医学書院
492.908/Ke28/['
16]

641 母性看護学各論 第13版 (系統看護学講座:専門分野 2. 母性看護学:2) 森恵美著者代表 医学書院
492.908/Ke28/['
16]

642 薬理学 第14版 (系統看護学講座:専門基礎分野. 疾病のなりたちと回復の促進:3)
吉岡充弘 [ほか
著]

医学書院
492.908/Ke28/['
18]

643 精神保健福祉 第3版 (系統看護学講座:別巻)
末安民生著者代
表

医学書院
492.908/Ke28/['
18](1)

644 小児臨床看護各論 第13版 (系統看護学講座:専門分野:2. 小児看護学:2)
奈良間美保著者
代表

医学書院
492.908/KeK/['1
5]

645 小児看護学概論/小児臨床看護総論 第13版 (系統看護学講座:専門分野:2. 小児看護学:1)
奈良間美保著者
代表

医学書院
492.908/KeK/['1
5]

646 看護研究 (系統看護学講座:別巻)
坂下玲子著者代
表

医学書院
492.908/KeK/['1
6]

647 アレルギー : 膠原病 : 感染症 第14版 (系統看護学講座:専門分野 2. 成人看護学:11)
岩田健太郎著者
代表

医学書院
492.908/KeK/['1
6]

648 皮膚 第14版 (系統看護学講座:専門分野 2. 成人看護学:12)
渡辺晋一著者代
表

医学書院
492.908/KeK/['1
6]

649
骨・関節・筋疾患患者の看護 皮膚疾患患者の看護 眼疾患患者の看護 耳鼻咽喉疾患患者の看護 歯・口腔疾患患者の看護 第2版
(看護学入門:[2013年度版]:10巻. 成人看護:3)

小林寛伊著者代
表

メヂカルフレンド
社

492.908/Me28/'
13-10

650
内分泌・代謝疾患患者の看護 腎・泌尿器疾患患者の看護 脳神経疾患患者の看護 アレルギー疾患・膠原病患者の看護 感染症・
結核患者の看護 女性生殖器疾患患者の看護 第2版 (看護学入門:[2013年度版]:9巻. 成人看護:2)

小林寛伊著者代
表

メヂカルフレンド
社

492.908/Me28/'
13-9

651 精神看護 第4版 (看護学入門:[2016年度版]:13巻)
榎本哲郎編集代
表

メヂカルフレンド
社

492.908/Me28/'
16-13

652
成人看護概論 呼吸器疾患患者の看護 循環器疾患患者の看護 消化器疾患患者の看護 血液・造血器疾患患者の看護 第3版 (看
護学入門:[2018年度版]:8巻. 成人看護:1)

小林寛伊編著代
表

メヂカルフレンド
社

492.908/Me28/'
18-8

653 慢性期看護・ターミナルケア・緩和ケア : 対象とのコミュニケーションからケアに至るプロセス 伊藤まゆみ監修 PILAR PRESS 492.91/I91

654 病棟でよく使われるくすり : 知らないと危ない!
荒木博陽編集/
愛媛大学医学部
附属病院薬剤部

照林社 492.911/A64

655 看護補助者のための医療現場入門 : 看護補助実務マニュアル 改訂8版
千葉県民間病院
協会看護管理者

産労総合研究所
出版部経営書院

492.911/C42

656 看護における医療器材の取り扱いガイドブック : 器材の再生処理・使用・保管管理 小野和代編 ヴァンメディカル 492.911/O67

657 看護が見える患者に見せる看護記録を書こう : 倫理面に配慮した表現と的確なSOAP記載の要点
石綿啓子, 鈴木
明美, 遠藤恭子

日総研出版 492.912/Ka54

658 看護成果分類(NOC) : 成果測定のための指標・測定尺度

Sue Moorhead
[ほか] 原著/黒
田裕子, 聖隷浜
松病院看護部監

エルゼビア・ジャ
パン

492.912/Ka54
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659 わかりやすい看護記録の書き方 : 正確に伝える、残す!
神原裕子, 高橋
正子, 田仲珠恵

ナツメ社 492.912/W25

660 Nurse's quick reference to common laboratory & diagnostic tests 6th ed : pbk

Frances Talaska
Fischbach,
Margaret A.
Fischbach

Wolters Kluwer 492.913/F28

661 臨床推論 (看護師特定行為研修共通科目テキストブック) 錦織宏編著
メディカルレ
ビュー社

492.913/N81

662 黒田裕子のしっかり身につく看護過程 改訂第2版 黒田裕子著 照林社 492.914/Ku72
663 実習で悩む看護学生のつまずきを解決する個別対応策の導き方 ローザン由香里 日総研出版 492.914/R79

664 複数疾患をもつ患者の"実践"看護過程
山勢博彰, 山勢
善江監修

学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.914/Y43

665 看護に活かす基準・指針・ガイドライン集 2018 日本看護協会編
日本看護協会出
版会

492.915/N71/'18

666 Manual of critical care nursing : nursing interventions and collaborative management 7th ed
Marianne
Saunorus Baird

Elsevier 492.916/B14

667 The role of nurses in disaster management in Asia Pacific
Sheila Bonito,
Hiroko Minami,
editors

Springer 492.916/B64

668 災害救護 : 災害サイクルから考える看護実践
勝見敦, 小原真
理子編集

ヌーヴェルヒロカ
ワ

492.916/Ka88

669 Nurses and disasters : global, historical case studies : [pbk.]
Arlene W.
Keeling, Barbra
Mann Wall,

Springer Pub. 492.916/Ke17

670 急性期病院で実現した身体抑制のない看護 : 金沢大学附属病院で続く挑戦 小藤幹恵編
日本看護協会出
版会

492.916/Ko23

671 事例を通して学ぶ避難所・仮設住宅の看護ケア
黒田裕子, 神崎
初美著

日本看護協会出
版会

492.916/Ku72

672 災害看護 : 寄り添う,つながる,備える (看護学テキスト統合と実践 : Basic & Practice)
三澤寿美, 太田
晴美編集

学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.916/Mi51

673 外傷初期看護ガイドライン : JNTEC : Japan nursing for trauma evaluation and care 改訂第4版
日本救急看護学
会監修

へるす出版 492.916/N71

674 実践!災害看護 : 看護者はどう対応するのか 野中廣志著 照林社 492.916/N95

675 災害看護学・国際看護学 (放送大学教材:1518909-1-1411) 小原真理子編著
放送大学教育振
興会

492.916/O27

676 演習で学ぶ災害看護 小原真理子監修 南山堂 492.916/O27

677 災害看護 : 心得ておきたい基本的な知識 改訂3版
齋藤正子, 板垣
知佳子編集

南山堂 492.916/Sa25

678 災害看護 : 看護の専門知識を統合して実践につなげる 改訂第3版 (看護学テキストnice)
酒井明子, 菊池
志津子編集

南江堂 492.916/Sa29

29



2019年10月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

679 被災地で活動するナースのための災害派遣シミュレーションQ&A 山崎達枝編著
日本看護協会出
版会

492.916/Y48

680 Postoperative care handbook of the Massachusetts general hospital (A Lippincott Williams and Wilkins handbook)
Sheri Berg,
Edward A.

Wolters Kluwer
Health

492.9163/B38

681 急性期・周手術期 1 (新看護観察のキーポイントシリーズ) 富田幾枝編集 中央法規出版 492.9163/To58/
682 急性期・周手術期 2 (新看護観察のキーポイントシリーズ) 富田幾枝編集 中央法規出版 492.9163/To58/

683 ナースのための退院支援・調整 : 院内チームと地域連携のシステムづくり 第2版 篠田道子編
日本看護協会出
版会

492.9175/Sh66

684 Advance care planning in end of life care 2nd ed

edited by Keri
Thomas, Ben
Lobo, Karen
Detering

Oxford
University Press

492.918/A16

685 死に向きあって生きる : ホスピスと出会い看護につとめた日々 季羽倭文子著 講談社 492.918/Ki11

686 在宅・施設での看取りのケア : 自宅、看多機、ホームホスピス、グループホーム、特養で最期まで本人・家族を支えるために
宮崎和加子, 竹
森志穂, 伊藤智
恵子, 樋川牧著

日本看護協会出
版会

492.918/Z1

687 Family-centered care for the newborn : the delivery room and beyond : [pbk.]
Terry Griffin,
Joanna Celenza

Springer Pub. 492.921/G85

688 あっそうか!ロイとゴードンで母性小児看護過程11事例 改訂版
内藤直子, 下村
明子編著

ふくろう出版 492.921/N29

689 母性小児ケア : アセスメント : 急変対応 : ケア・処置 : 精神・心理 (豆チョコ : チョコチョコ使えるポケット・マニュアル)
濱松加寸子, 市
江和子監修

照林社 492.923/H24

690 亡くなった子どもと「共に在る」家族 (シリーズ「看護の知」) 蛭田明子著
日本看護協会出
版会

492.923/H75

691 根拠と事故防止からみた母性看護技術 第2版
石村由利子編集
/佐世正勝編集

医学書院 492.923/I78

692 カラー写真で学ぶ妊産褥婦のケア 第2版 櫛引美代子著 医歯薬出版 492.923/Ku86

693 産科急変ドクターコール : 医師への的確な報告の仕方
正岡博編著/洲
脇尚子 [ほか]

日総研出版 492.923/Ma63

694 Perinatal nursing 4th ed : pbk

[edited by]
Kathleen Rice
Simpson,
Patricia A.

Wolters Kluwer
Health/Lippincot
t Williams &
Wilkins

492.923/Si7

695 ナースの産科学 杉本充弘編著 中外医学社 492.923/Su38
696 周産期ケアマニュアル 新訂版, 第2版 立岡弓子編著 サイオ出版 492.923/Ta94
697 乳房ケアのエビデンス : 母乳哺育と乳房トラブル予防対処法 立岡弓子著 日総研出版 492.923/Ta94

698 マタニティアセスメントガイド 新訂第4版
吉沢豊予子, 鈴
木幸子編著

真興交易(株)医
書出版部

492.923/Y94

699 母性看護学概論/ウィメンズヘルスと看護 第5版 (新体系看護学全書. 母性看護学:1)
新道幸惠, 中野
仁雄, 遠藤俊子

メヂカルフレンド
社

492.924/B66

700 マタニティサイクルにおける母子の健康と看護 第5版 (新体系看護学全書. 母性看護学:2)
新道幸惠, 中野
仁雄, 遠藤俊子

メヂカルフレンド
社

492.924/B66
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701 プリンシプルを修得し女性・家族に寄り添い健康を支える (母性看護学:1:概論) 有森直子編著 医歯薬出版 492.924/B66/1

702 概論・ライフサイクル : 生涯を通じた性と生殖の健康を支える 改訂第2版 (看護学テキストnice. 母性看護学:1)
齋藤いずみ [ほ
か] 編集

南江堂 492.924/B66/1

703 マタニティサイクル : 母と子そして家族へのよりよい看護実践 改訂第2版 (看護学テキストnice. 母性看護学:2)
大平光子 [ほか]
編集

南江堂 492.924/B66/2

704 アセスメントスキルを修得し質の高い周産期ケアを追求する (母性看護学:2:周産期各論) 有森直子編 医歯薬出版 492.924/B66/2

705 母性看護技術 第4版 (ナーシング・グラフィカ. 母性看護学:3)
荒木奈緒, 中込
さと子, 小林康江

メディカ出版 492.924/B66/3

706 現代の母性看護 : 概論
入山茂美, 春名
めぐみ, 大林陽

名古屋大学出版
会

492.924/G34

707 写真でわかる母性看護技術アドバンス : 褥婦・新生児の観察とケア、母乳育児を理解しよう! (DVD BOOK)
平澤美惠子, 村
上睦子監修

インターメディカ 492.924/H67

708 母性看護 第2版 (パーフェクト臨床実習ガイド : ライフステージに沿った看護技術と看護の展開) 堀内成子編 照林社 492.924/H89
709 母性看護学 (看護学実践 : Science of Nursing-) 茅島江子編集 PILAR PRESS 492.924/Ka98

710 母性看護技術 第2版 (看護実践のための根拠がわかる)
北川眞理子, 谷
口千絵編著

メヂカルフレンド
社

492.924/Ki63

711 母性 1 (新看護観察のキーポイントシリーズ) 前原澄子編 中央法規出版 492.924/Ma27/1

712 マタニティ診断にもとづく母性看護過程の授業設計
青木康子監修/
相沢澄子 [ほか]
執筆

医学書院 492.924/Ma71

713 根拠がわかる母性看護過程 : 事例で学ぶウェルネス志向型ケア計画 中村幸代編集 南江堂 492.924/N37
714 ウェルネス看護診断にもとづく母性看護過程 第3版 太田操編著 医歯薬出版 492.924/O83

715 母性看護学 改訂新版 (放送大学教材:1887254-1-1411) 齋藤いずみ編著
放送大学教育振
興会

492.924/Sa25

716 ウエルネスからみた母性看護過程+病態関連図 第3版
佐世正勝, 石村
由利子編

医学書院 492.924/Sa81

717 女性の健康と看護 : 新母性看護学テキスト 立岡弓子編著 サイオ出版 492.924/Ta94
718 車椅子やベッドの上でも楽しめる子どものためのふれあい遊び55 増補 青木智恵子著 黎明書房 492.925/A53
719 根拠と事故防止からみた小児看護技術 第2版 浅野みどり編集 医学書院 492.925/A87

720 エビデンスに基づく小児看護ケア関連図
山口桂子, 柴邦
代, 服部淳子編

中央法規出版 492.925/E14

721 小児看護学 : 子どもと家族の示す行動への判断とケア 第8版
江本リナ, 川名る
り編

日総研出版 492.925/E54

722 小児看護学 新訂 (放送大学教材:1887289-1-1611) 江本リナ編著
放送大学教育振
興会

492.925/E54

723 熟練看護師に学ぶ!小児救急&緊急場面how to care : 重症度の見極め外来編 : 急変時の対応病棟編 長谷川正幸監修 日総研出版 492.925/H36

724 発達段階からみた小児看護過程+病態関連図 第3版
浅野みどり, 杉浦
太一, 山田知子
編集

医学書院 492.925/H43

725
生理を知れば看護が見える新生児ケアまるわかりbook : 「だからこうする」をビジュアルで解説! (Neonatal care : the Japanese
journal of neonatal care:2017年秋季増刊(通巻408号))

平野慎也, 藤原
美由紀編

メディカ出版 492.925/H66
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726 小児看護学
市江和子編/市
江和子 [ほか]

オーム社 492.925/I13

727 子ども急性期看護 : 評価・判断・対応 : 病態を見極め行動できる 伊藤龍子編著 医歯薬出版 492.925/I91
728 NICUナースのための必修知識 第4版 河井昌彦著 金芳堂 492.925/Ka93

729 ケアの基本がわかる重症心身障害児の看護計画 : ライフステージにそった乳幼児期から成人期まで
倉田慶子, 市原
真穂, 仁宮真紀

へるす出版 492.925/Ke11

730 ケアの基本がわかる重症心身障害児の看護 : 出生前の家族支援から緩和ケアまで
倉田慶子, 樋口
和郎, 麻生幸三
郎編集

へるす出版 492.925/Ke11

731 小児看護ケアマニュアル
国立成育医療研
究センター看護
部編集

中山書店 492.925/Ko49

732 すぐに役立つ小児&周産期の疾患とケア : 成育看護の基準として 全訂第2版
国立成育医療研
究センター看護
基準手順委員会

中山書店 492.925/Ko49

733 小児看護技術 : 子どもと家族の力をひきだす技 改訂第3版 (看護学テキストnice)
今野美紀, 二宮
啓子編

南江堂 492.925/Ko75

734 小児のメンタルヘルス (小児看護ベストプラクティス)
草場ヒフミ責任
編集

中山書店 492.925/Ku81

735 やさしくわかる小児看護技術 第2版
草柳浩子, 岩瀬
貴美子編著

ナツメ社 492.925/Ku84

736 カラー写真で学ぶ新生児の観察と看護技術 第2版 櫛引美代子著 医歯薬出版 492.925/Ku86

737 健康障害をもつ小児の看護 第5版 (新体系看護学全書. 小児看護学:2)
松尾宣武, 濱中
喜代編集

メヂカルフレンド
社

492.925/Ma86

738
ケースでみる・わかる新生児の画像検査 : 写真&シェーマを並べて理解! (Neonatal care : the Japanese journal of neonatal
care:2016年春季増刊(通巻387号))

中村友彦編 メディカ出版 492.925/N37

739 小児看護学 (看護学実践 : Science of Nursing-) 中村伸枝編著 PILAR PRESS 492.925/N37
740 先天性心疾患の周術期看護 : 病態生理からみた 新版, 第2刷 中西敏雄編著 メディカ出版 492.925/N38

741 小児看護事典
日本小児看護学
会監修・編集

へるす出版 492.925/N71

742 小児看護学概論 : 子どもと家族に寄り添う援助 改訂第3版 (看護学テキストnice)
二宮啓子, 今野
美紀編

南江堂 492.925/N76

743 フィジカルアセスメントと救急対応 (小児看護ベストプラクティス)
西海真理, 伊藤
龍子責任編集

中山書店 492.925/N86

744 Let's start!NICU看護 : 新生児のからだをやさしく理解
野村雅子, 内田
美恵子編

へるす出版 492.925/N95

745 小児のための看護マネジメント (小児看護ベストプラクティス)
及川郁子監修/
山元恵子責任編

中山書店 492.925/O32

746 新生児・小児のエンゼルケアとグリーフケア : DVDブック 笹原留似子著 日総研出版 492.925/Sa72

747 写真でわかる小児看護技術アドバンス : 小児看護に必要な臨床技術を中心に (DVD BOOK)
佐々木祥子編著
/山元恵子監修

インターメディカ 492.925/Sa75

32



2019年10月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

748 小児看護技術 第2版 (看護実践のための根拠がわかる)
添田啓子 [ほか]
編著

メヂカルフレンド
社

492.925/Sh96

749 小児看護 第2版 (パーフェクト臨床実習ガイド : ライフステージに沿った看護技術と看護の展開)
飯村直子, 江本
リナ, 西田志穂編

照林社 492.925/Sh96

750 小児感染症のイロハ : 感染看護に必要な知識と対策
尾崎隆男, 吉川
哲史, 伊藤嘉規

日総研出版 492.925/Sh96

751 小児の発達と看護 第6版 (ナーシング・グラフィカ. 小児看護学:1) 中野綾美編 メディカ出版 492.925/Sh96/1
752 小児看護技術 第4版 (ナーシング・グラフィカ. 小児看護学:2) 中野綾美編 メディカ出版 492.925/Sh96/2
753 小児の疾患と看護 第2版 (ナーシング・グラフィカ. 小児看護学:3) 中村友彦編 メディカ出版 492.925/Sh96/3
754 ナースのための小児・新生児の外科疾患完全マスターガイド : 術前術後のケアがわかる!病態・治療がわかる!家族に説明できる! : 田口智章編 メディカ出版 492.925/Ta19
755 Essential nursing care for children and young people : theory, policy and practice : [pbk.] Chris Thurston Routledge 492.925/Th9

756 症状からみた小児看護 : 事例から学ぶ看護ここがポイント
東京都立清瀬小
児病院看護科編

メジカルビュー社 492.925/To46

757 ナースが知っておきたい小児科でよくみる症状・疾患ハンドブック
横田俊一郎, 山
本淳編著

照林社 492.925/Y78

758 腎・泌尿器 第4版 (新体系看護学全書. 成人看護学:7)
奴田原紀久雄,
要伸也, 斉藤し
のぶ編集

メヂカルフレンド
社

492.926/J52

759 運動器 第4版 (新体系看護学全書. 成人看護学:11)
金子和夫, 青木
きよ子編集

メヂカルフレンド
社

492.926/Ka53

760 脳・神経 第4版 (新体系看護学全書. 成人看護学:6)
黒岩義之, 宗村
美江子編集

メヂカルフレンド
社

492.926/Ku73

761 腎不全・透析看護の実践 (ナーシング・プロフェッション・シリーズ)
松岡由美子, 梅
村美代志編

医歯薬出版 492.926/Ma86

762 成人看護 [第40回]2 (日本看護学会論文集:第29回-第41回)
日本看護協会出
版会

492.926/N71/[4
0]-2

763 成人看護 [第41回]2 (日本看護学会論文集:第29回-第41回)
日本看護協会出
版会

492.926/N71/[4
1]-2

764 循環器ナースのための不整脈治療とケア : Basic & Newが身につく! (ハートナーシング:2010年秋季増刊(通巻311号)) 赤石誠監修 メディカ出版 492.9263/A29
765 ナースのためのイラストで学ぶ脳卒中 木村和美編著 金芳堂 492.9263/Ki39

766 脳神経疾患のマンガ看護計画 : 観察・アセスメントの基本がわかる,指導できる
神戸市立医療セ
ンター中央市民
病院看護部編著

メディカ出版 492.9263/Ko13

767 摂食・嚥下障害ベストナーシング (Best nursing)
向井美惠, 鎌倉
やよい編集

学研メディカル秀
潤社/学研マー
ケティング (発売)

492.9263/Mu24

768 内科系実践的看護マニュアル
川島みどり [ほ
か] 編著

看護の科学社 492.9263/N28

769 心臓カテーテル看護の新人成長おたすけブック : 3STEPでわかる!動ける!伸びる! (ハートナーシング:2010年春季増刊(通巻304号)) 中川義久監修 メディカ出版 492.9263/N32

770 成人内科 1 (新看護観察のキーポイントシリーズ)
小野寺綾子, 陣
田泰子編

中央法規出版 492.9263/O67/1
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771 成人内科 2 (新看護観察のキーポイントシリーズ)
小野寺綾子, 陣
田泰子編

中央法規出版 492.9263/O67/2

772 成人内科 3 (新看護観察のキーポイントシリーズ)
小野寺綾子, 陣
田泰子編

中央法規出版 492.9263/O67/3

773 成人内科 4 (新看護観察のキーポイントシリーズ)
小野寺綾子, 陣
田泰子編

中央法規出版 492.9263/O67/4

774 生活の再構築 : 脳卒中からの復活を支える (Series.看護のエスプリ) 下村晃子編著
仲村書林/星雲
社 (発売)

492.9263/Sh53

775 脳卒中看護の知識と実際 (臨床ナースのためのBasic & Standard) 鈴木倫保編著 メディカ出版 492.9263/Su96
776 3ステップでわかる脳神経疾患看護技術 : 確認問題で理解度をチェック! (Brain nursing:2010年春季増刊(通巻340号)) 田村綾子監修 メディカ出版 492.9263/Ta82

777
リハビリナース、PT、OT、STのための患者さんの行動から理解する高次脳機能障害 : なぜ、患者さんはこんな行動をとるの?どう対
応するの? 改訂2版 (リハビリナース:別冊. Rehabilitation nurse)

種村純, 種村留
美編集

メディカ出版 492.9263/Ta86

778 看護におけるcommunionの構造化 山下裕紀著 風間書房 492.9263/Y44
779 運動器障害 : フィジカルアセスメントと看護ケア (ベスト・プラクティスコレクション) 箭野育子著 中山書店 492.9263/Y58
780 ゼロからはじめる消化器外科ナースのための緩和ケア超入門 (消化器外科NURSING:2010年春季増刊(通巻184号)) 安達勇編 メディカ出版 492.9264/A16

781 スキルアップがん化学療法看護 : 事例から学ぶセルフケア支援の実際 : 患者をナビゲートする!
荒尾晴惠, 田墨
惠子編集

日本看護協会出
版会

492.9264/A65

782
消化器がん化学療法看護完全マスターbook : 分子標的薬と従来型抗がん剤のケア副作用治療のしくみがやさしくわかる! (消化器
外科NURSING:2010臨時増刊)

古瀬純司編著 メディカ出版 492.9264/F94

783 がん性疼痛ケア完全ガイド (エキスパートナース・ガイド : 看護のすべてがわかる!)
林章敏, 中村め
ぐみ, 高橋美賀
子編集

照林社 492.9264/G19

784 今日からケアが変わる排尿管理の技術Q&A127 (泌尿器ケア : 泌尿器科領域の看護専門誌:2010年冬季増刊(通巻177号). 後藤百万監修 メディカ出版 492.9264/G72

785
見てまなぶ整形外科看護スタンダードテキスト : 整形外科ナース必携 脊椎・上肢編 (整形外科看護:2010年春季増刊(通巻第178
号), 2010秋季増刊(通巻第185号))

萩野浩編 メディカ出版 492.9264/H13

786
見てまなぶ整形外科看護スタンダードテキスト : 整形外科ナース必携 下肢編 (整形外科看護:2010年春季増刊(通巻第178号), 2010
秋季増刊(通巻第185号))

萩野浩編 メディカ出版 492.9264/H13

787 ナースのための脳神経外科 改訂3版 橋本信夫編 メディカ出版 492.9264/H38
788 看護の現場ですぐに役立つストーマケアのキホン : 患者さんの心と体のケア技術が身に付く! (ナースのためのスキルアップノート) 梶西ミチコ著 秀和システム 492.9264/Ka22
789 整形外科 (新看護観察のキーポイントシリーズ) 加藤光宝編 中央法規出版 492.9264/Ka86
790 脳神経外科 (新看護観察のキーポイントシリーズ) 小林繁樹編集 中央法規出版 492.9264/Ko12

791 ここ大事!ひと目でわかる脳神経外科&ケア : 解剖・病態・画像・治療と看護
河野勝彦, 篠原
つぐみ著

日総研出版 492.9264/Ko78

792
消化器ナースのための外科・内視鏡治療と検査 : 患者説明にフル活用できるシート満載! : そのまま使って!!47のかんたんイラスト&
説明例つき! (消化器外科NURSING:2010年秋季増刊(通巻191号))

楠正人編 メディカ出版 492.9264/Ku93

793 透析ケアBASiC : 透析室に配属されたらこの1冊! : オールカラー (透析ケア:2018年夏季増刊(通巻320号)) 松岡由美子編集 メディカ出版 492.9264/Ma86
794 褥瘡・創傷のドレッシング材・外用薬の選び方と使い方 溝上祐子編著 照林社 492.9264/Mi93
795 初めて学ぶ血液透析の手技と看護 西慎一編著 新興医学出版社 492.9264/N86
796 脳神経外科ケア (エキスパートナース・ハンドブック) 大井静雄編著 照林社 492.9264/O31
797 がん看護・緩和ケア (新看護観察のキーポイントシリーズ) 小野寺綾子編 中央法規出版 492.9264/O67
798 新人ナースのための透析導入マニュアル : 慢性腎臓病(CKD)と腎不全看護がわかる! 改訂2版 斎藤明監修 メディカ出版 492.9264/Sa25
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799 整形外科看護新人育成マニュアル : カンタン理解!
佐藤公治, 古城
敦子編著

メディカ出版 492.9264/Sa87

800 がんの症状緩和ベストナーシング (Best nursing) 田村恵子編集
学研メディカル秀
潤社/学研マー
ケティング (発売)

492.9264/Ta82

801 褥瘡ケア用品コンシェルジュ 選び方編 (ナース専科ポケットブックシリーズ:2) 田中秀子監修 エス・エム・エス 492.9264/Ta84
802 褥瘡ケア用品コンシェルジュ カタログ編 (ナース専科ポケットブックシリーズ:2) 田中秀子監修 エス・エム・エス 492.9264/Ta84
803 らくらく&シンプルポジショニング 田中マキ子著 中山書店 492.9264/Ta84

804 事例でわかる皮膚・排泄ケア : 創傷・オストミー・失禁 田中秀子監修
日本看護協会出
版会

492.9264/Ta84

805 耳鼻咽喉科ナーシングプラクティス
久保武 [ほか]
編集

文光堂 492.9266/J46

806 おもしろ看護眼科学 改訂2版
喜多美穂里, 渡
部大介著

メディカ出版 492.9266/Ki61

807 Psychiatric nursing : contemporary practice 6th ed : hbk Mary Ann Boyd Wolters Kluwer 492.927/B69
808 Nursing key topics review : mental health Elsevier 492.927/E49

809 Global health nursing : narratives from the field : pbk
Christina A.
Harlan, editor

Springer
Publishing
Company LLC

492.927/H33

810 精神科 1 (新看護観察のキーポイントシリーズ) 川野雅資編 中央法規出版 492.927/Ka96/1
811 精神科 2 (新看護観察のキーポイントシリーズ) 川野雅資編 中央法規出版 492.927/Ka96/2

812 精神看護学 (放送大学教材:1887270-1-1511) 松下年子編著
放送大学教育振
興会

492.927/Ma88

813 Foundations of mental health care 6th ed : pbk
Michelle
Morrison-Valfre

Elsevier 492.927/Mo78

814 メンタルステータスイグザミネーション : 他科に誇れる精神科看護の専門技術 1 武藤教志編著 精神看護出版 492.927/Mu93/1

815 精神科看護白書 2010→2014
日本精神科看護
技術協会編

日本精神科看護
技術協会

492.927/N71/'10
-'14

816 心を病む人の生活をささえる看護 坂田三允編集 中央法規出版 492.927/Sa37

817 Lippincott's manual of psychiatric nursing care plans 9th ed
Judith M.
Schultz, Sheila
L. Videbeck

Wolters Kluwer
Health/Lippincot
t Williams &

492.927/Sc8

818 Theories for mental health nursing : a guide for practice : pbk
edited by Theo
Stickley and
Nicola Wright

Sage 492.927/St6

819 Psychiatric-mental health nursing 7th ed., international ed Sheila L. Wolters Kluwer 492.927/V67
820 婦人科疾患 第2版 (看護のための最新医学講座:第16巻) 神崎秀陽編集 中山書店 492.928/Ka59
821 産科・婦人科の手術看護パーフェクトマニュアル (Ope nursing:2018年臨時増刊) 万代昌紀編集 メディカ出版 492.928/Ma43

822 ウイメンズヘルスナーシング概論 : 女性の健康と看護 第2版 (ウイメンズヘルスナーシング)
村本淳子, 高橋
真理編集

ヌーヴェルヒロカ
ワ

492.928/Mu49

823 看護の現場ですぐに役立つ婦人科ケアのキホン : 患者さんを不安にさせない技術が身に付く! (ナースのためのスキルアップノート) 岡田宏子著 秀和システム 492.928/O38
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824 Gerontology nursing case studies : 100+ narratives for learning 2nd ed Donna J. Bowles
Springer
Publishing
Company

492.929/B68

825 Care of older adults : a strengths-based approach : pbk

Wendy Moyle,
Deborah Parker,
Marguerite
Bramble

Cambridge
University Press

492.929/C17

826 老年看護 (ナーシング・ポケットマニュアル) 堀内ふき編 医歯薬出版 492.929/H89

827 意識障害のある患者の理解と看護 (高齢者ケアの常識)
森田敏宏, 堀内
ふき, 安川揚子

中山書店 492.929/I76

828 高齢者救急 : 急変予防&対応ガイドマップ (JJNスペシャル:no.88) 岩田充永著 医学書院 492.929/I97
829 高齢者 (新看護観察のキーポイントシリーズ) 水戸美津子編 中央法規出版 492.929/Mi62
830 老年看護学 (看護学実践 : Science of Nursing-) 守本とも子編集 PILAR PRESS 492.929/Mo55

831 老年看護の縦横な語り : ライブ中島紀惠子と教え子たち
中島紀惠子, 北
川公子編

クオリティケア 492.929/N34

832 認知症のある患者さんのアセスメントとケア : 看護師のための
六角僚子, 種市
ひろみ, 本間昭

ナツメ社 492.929/N76

833 Placement learning in older people nursing : a guide for students in practice : [pbk.] (Placement learning series)
Julie McGarry ...
[et al.]

Baillière Tindall 492.929/P71

834 これからの高齢者看護学 : 考える力・臨床力が身につく
島内節, 内田陽
子編著

ミネルヴァ書房 492.929/Sh43

835 看護・介護のための基本から学ぶ高齢者ケア 第3版
生野繁子編集/
城ヶ端初子 [ほ
か] 執筆

金芳堂 492.929/Sh96

836 転倒・転落防止パーフェクトマニュアル 杉山良子編著
学研メディカル秀
潤社/学研マー
ケティング (発売)

492.929/Su49

837 新人ナースゆう子と学ぶ高齢者看護のアセスメント : ナビトレ : これだけは知っておきたい!現場で使える高齢者ケア (Smart nurse 田中久美編著 メディカ出版 492.929/Ta84

838 Ebersole and Hess' gerontological nursing & healthy aging 5th ed : [pbk.]
Theris A. Touhy,
Kathleen Jett

Elsevier 492.929/To75

839 Basic geriatric nursing 6th ed : pbk Patricia Williams Elsevier 492.929/W74

840 看護職者のための政策過程入門 : 制度を変えると看護が変わる! 第2版
見藤隆子 [ほか]
執筆

日本看護協会出
版会

492.981/Ka54

841 保健師助産師看護師法60年史 : 看護行政のあゆみと看護の発展
保健師助産師看
護師法60年史編
纂委員会編

日本看護協会出
版会

492.981/N71

842 看護制度と政策 野村陽子著 法政大学出版局 492.981/N95

843 協働と連携を生むグループマネジメント入門 : リーダーとしての基軸づくり 第2版 (看護管理実践Guide) 古川久敬編著
日本看護協会出
版会

492.983/F93

844 看護師長ハンドブック
古橋洋子編集・
執筆/須釜なつ
み [ほか] 執筆

医学書院 492.983/F93
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845 事例で学ぶ実践!看護現場のリーダーシップ : チームの力を引き出すリーダーをめざす 濱田安岐子編集 へるす出版 492.983/H22
846 マネジメントを始めるようになったら読む本 : 現場ナースの目線による超実践本 濱本実也編著 総合医学社 492.983/H24
847 看護師長の労務管理 : トラブル予防と対応 : ワーク・ライフ・バランス時代 服部英治著 日総研出版 492.983/H44

848 プリセプターナースのリスクマネジメント・book : 医療事故シミュレーションでスキルアップ!
日山亨, 倉本富
美編著

新興医学出版社 492.983/H79

849 看護師のための不穏・暴力対処マニュアル : Web動画付
本田明編集/本
田明 [ほか] 執

医学書院 492.983/H84

850 看護管理者のための組織変革の航海術 : 個人と組織の成長をうながすポジティブなリーダーシップ 市瀬博基著 医学書院 492.983/I16

851 師長・主任のためのPDP活用入門 : ワークシートで「真のプロブレム」を見つける
井本寛子, 平林
慶史編著

メディカ出版 492.983/I48

852 医療安全 : 患者を護る看護プロフェッショナル 石井トク編著 医歯薬出版 492.983/I75
853 イラストでわかる元気になる看護管理 : 誰でもできるみんなが変わる 角田直枝著 中央法規出版 492.983/Ka28

854 看護の現場ですぐに役立つ医療安全のキホン : インシデントから患者さんを守る方法を学ぶ! (ナースのためのスキルアップノート)
大坪陽子, 荒神
裕之, 雑賀智也

秀和システム 492.983/Ka54

855 誰もが活きる!職場チームの作り方 : 加納流活性術 加納佳代子著 日総研出版 492.983/Ka58

856
ケースで学ぶ看護の質を高めるデータ活用術 : 経営貢献力UP (Nursing business:2017年夏季増刊(通巻149号). ナーシングビジネ
ス)

叶谷由佳編著/
大島敏子監修

メディカ出版 492.983/Ka58

857 組織で生きる : 管理と倫理のはざまで 勝原裕美子著 医学書院 492.983/Ka87

858
速習!看護管理者のためのフレームワーク思考53 : マネジメントの基本概念が図解でわかる (Nursing business:2015年秋季増刊(通
巻124号). ナーシングビジネス)

川口雅裕, 高須
久美子著

メディカ出版 492.983/Ka92

859 今日から使う看護現場の基本交渉術
北浦暁子, 渡辺
徹著

医学書院 492.983/Ki73

860 今日の看護指針 : 臨床実践能力の向上をめざして : 事例解説付き 改訂版
川島みどり [ほ
か] 編集

看護の科学社 492.983/Ko75

861 イメージで理解!たとえ話でわかる看護師長の実務病棟経営 工藤潤著 日総研出版 492.983/Ku17
862 看護部のケアプロセス : 理解して実践 : 3rdG:Ver.2病院機能評価を活用した 工藤潤著 日総研出版 492.983/Ku17

863 看護現場ですぐに役立つファシリテーションの秘訣 : カンファレンス,グループワーク,日常コミュニケーションの現状改善のために
國澤尚子, 大塚
眞理子著

総合医学社 492.983/Ku45

864 すぐに使える看護管理者の実務マップ (New medical management) 葛田一雄著 ぱる出版 492.983/Ku99
865 未来を拓く愛と希望の看護 : 松村流悩める看護管理者への処方せん 松村啓史著 メディカ出版 492.983/Ma82

866 ナースが疲れない・疲れさせない仕事術、教えます! : 職務満足度+患者サービス力がUPするポイント50 (Smart nurse Books+)
松村啓史, 陣田
泰子編著

メディカ出版 492.983/Ma82

867 ナイチンゲール、ドラッカー、クリステンセンに学ぶ看護イノベーション : あなたも組織も元気になる今日からできるアイデア満載! 松村啓史著 メディカ出版 492.983/Ma82

868 はじめての看護マネジメント超おたすけBOOK : 花まる師長への第一歩
ナーシングビジ
ネス編集室編

メディカ出版 492.983/Me14

869
すぐに使える教育プログラム・ツールつき看護補助者"大活躍"ガイド : ナースの負担減のカギは業務移譲にあり (Nursing
business:2017年春季増刊(通巻144号). ナーシングビジネス)

永井則子編著 メディカ出版 492.983/N14

870 教えて!ホメシカ先生今どきナースのほめ方・しかり方 : ゆとり世代の心に響くホメシカ理論の実践で、明日からの新人・後輩指導が 野津浩嗣著 メディカ出版 492.983/N97

871
メンバーシップ&リーダーシップマインド超入門 : チームに受け入れられるナースになる! : ナビトレ : 人間関係力アップ! (Smart nurse
Books:25)

大島敏子著・監
修/濱田安岐子
編著/小平さち子

メディカ出版 492.983/O77
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872
「経営感覚」と「看護の心」を両立させる!組織づくりとマネジメントの鉄則 : 経営に貢献できる (Nursing business:2014年冬季増刊(通
巻110号). ナーシングビジネス)

大島敏子監修 メディカ出版 492.983/O77

873 看護管理ファーストブック 太田加世編集
学研メディカル秀
潤社/学研マー
ケティング (発売)

492.983/O82

874 できるリーダーが必ず実践している看護管理ポイントブック : Web動画付き 太田加世著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.983/O82

875 新任師長のための看護マネジメント 太田加世著 医学書院 492.983/O82

876 交渉力アップで看護部を変える、病院を変える : 看護管理の達人として交渉を心から楽しもう 改訂版 齋藤由利子著
産労総合研究所
出版部経営書院

492.983/Sa25

877 主任・中堅看護師課題解決フレームワーク 佐藤美香子著 日総研出版 492.983/Sa86
878 看護マネジャー意思決定フレームワーク : 医療MBA入門 佐藤美香子著 日総研出版 492.983/Sa86
879 師長の臨床 : 省察しつつ実践する看護師は師長をめざす 佐藤紀子著 医学書院 492.983/Sa87

880 師長の役割・場面別看護管理実践35 : 壁を越える!自信が持てる!
杉本明子 [ほか]
監修・執筆

日総研出版 492.983/Sh24

881 チームの連携力を高めるカンファレンスの進め方 第2版 篠田道子編集
日本看護協会出
版会

492.983/Sh66

882 Effective leadership and management in nursing 8th ed Eleanor J. Pearson 492.983/Su55
883 二人三脚の看護管理 : 師長・主任それぞれの役割と行動 : 病棟運営がうまくいく! 高橋弘枝監修 日総研出版 492.983/Ta33
884 ミッションマネジメント : 対話と信頼による価値共創型の組織づくり 武村雪絵著 医学書院 492.983/Ta63
885 新しいチーム医療 : 看護とインタープロフェッショナル・ワーク入門 改訂版 田村由美編著 看護の科学社 492.983/Ta82
886 事故事例に学ぶ看護師の注意義務 土屋八千代著 日総研出版 492.983/Ts32

887 「看護必要度」評価者のための学習ノート 第4版 筒井孝子著
日本看護協会出
版会

492.983/Ts93

888 医療安全 : 多職種でつくる患者安全をめざして (看護学テキストnice)
山内豊明, 荒井
有美編集

南江堂 492.983/Y46

889 実践これからの医療安全学 : 看護学生と新人看護師のために 改訂版
矢野真, 谷眞澄
編著

PILAR PRESS 492.983/Y58

890 1年で育つ!新人&先輩ナースのためのシミュレーション・シナリオ集 春編 阿部幸恵編著
日本看護協会出
版会

492.984/A13

891 1年で育つ!新人&先輩ナースのためのシミュレーション・シナリオ集 夏編 阿部幸恵編著
日本看護協会出
版会

492.984/A13

892 1年で育つ!新人&先輩ナースのためのシミュレーション・シナリオ集 秋編 阿部幸恵編著
日本看護協会出
版会

492.984/A13

893 1年で育つ!新人&先輩ナースのためのシミュレーション・シナリオ集 冬編 阿部幸恵編著
日本看護協会出
版会

492.984/A13

894 看護にいかすインストラクショナルデザイン : 効果的・効率的・魅力的な研修企画を目指して 浅香えみ子著 医学書院 492.984/A84

895 ハイパフォーマーな看護管理者の行動特性と管理者研修 HANA研究会著
産労総合研究所
出版部経営書院

492.984/H27

896
目標管理とリンクした看護職キャリア開発ラダーのつくり方・活かし方 : すぐに活用できるモデルプログラム付き (看護管理実践
Guide)

原玲子著
日本看護協会出
版会

492.984/H32
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897 院内教育プログラムの立案・実施・評価 第2版
定廣和香子 [ほ
か] 執筆

医学書院 492.984/I54

898 新人看護師のリフレクションを支援する指導に関する研究 神原裕子著 風間書房 492.984/Ka48

899 看護実践のためのキーポイント : 新装版 (看護リーダーシップ:[1])
看護の科学社
「看護実践の科
学」編集部編

看護の科学社 492.984/Ka54

900 看護管理者のコンピテンシー・モデル事例集 : 書き方とその評価
看護管理コンピ
テンシー研究会

医学書院 492.984/Ka54

901 看護管理者の必須条件概念化スキルが確実に身につく本 : 5つの思考軸で問題解決できる!
河野秀一, 好川
哲人著

メディカ出版 492.984/Ka96

902 コンサルテーションを学ぶ 改訂版 川野雅資著 クオリティケア 492.984/Ka96
903 主任看護師の役割・判断・行動 : 宮子式シンプル思考 : 1600人の悩み解決の指針 宮子あずさ著 日総研出版 492.984/Mi76
904 キャリア初期看護師の職業的アイデンティティの形成プロセス : 看護実践の経験の意味づけから 中納美智保著 風間書房 492.984/N39

905 看護管理者の目標達成意欲を高めるマネジメントラダー

根本康子, 高崎
由佳理編集/杏
林大学医学部付
属病院看護部執

日総研出版 492.984/N64

906 新人看護職員臨床研修における研修責任者・教育担当者育成のための研修ガイド 第2版改題版 日本看護協会編
日本看護協会出
版会

492.984/N71

907 新人看護師の成長を支援するOJT 西田朋子著 医学書院 492.984/N81
908 看護師たちの現象学 : 協働実践の現場から 西村ユミ著 青土社 492.984/N84

909 部署内の教育・研修の進め方 : 看護現場のOJT事例

佐藤ひとみ監
修・執筆/良村貞
子, 矢野理香, 北
海道大学病院看
護部執筆

日総研出版 492.984/Sa85

910 専門看護師の思考と実践
専門看護師の臨
床推論研究会編

医学書院 492.984/Se69

911 看護キャリアの描き方・作り方 : 自分らしく働くために : 透析施設をモデルにした中小規模病院でのキャリア開発ラダー
下山節子, 江藤
節代著

日本メディカルセ
ンター

492.984/Sh55

912 看護師に役立つコーチングの知恵 高谷修著 金芳堂 492.984/Ta57

913 公衆衛生看護学.jp 第4版データ更新版
荒賀直子, 後閑
容子編

インターメディカ
ル

492.99/A62

914 地域高齢者のための看護システムマネジメント (ナーシング・プロフェッション・シリーズ)
吉本照子, 酒井
郁子, 杉田由加
里編著

医歯薬出版 492.99/C43

915 FEM-J(家族環境地図)のアセスメントガイド
法橋尚宏編著/
本田順子著

EDITEX 492.99/H81

916 FEO/I-J(家族環境観察/インタビュー)のアセスメントガイド
法橋尚宏編著/
本田順子著

EDITEX 492.99/H81
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917 公衆衛生看護学原論 (公衆衛生看護学テキスト:1)

麻原きよみ責任
編集/佐伯和子,
岡本玲子, 荒木
田美香子編

医歯薬出版 492.99/I83/1

918 公衆衛生看護技術 (公衆衛生看護学テキスト:2)

佐伯和子責任編
集/麻原きよみ,
荒木田美香子,
岡本玲子編

医歯薬出版 492.99/I83/2

919 公衆衛生看護活動 1 (公衆衛生看護学テキスト:3-4)

岡本玲子責任編
集/荒木田美香
子, 麻原きよみ,
佐伯和子編集

医歯薬出版 492.99/I83/3

920 公衆衛生看護活動 2 学校保健・産業保健 (公衆衛生看護学テキスト:3-4)

岡本玲子責任編
集/荒木田美香
子, 麻原きよみ,
佐伯和子編集

医歯薬出版 492.99/I83/4

921 地域看護診断 第2版
金川克子, 田高
悦子編

東京大学出版会 492.99/Ka43

922 ベッドサイドでの関係づくり (DVDbook臨床での家族支援:1)
家族看護実践セ
ンター編著

日本看護協会出
版会

492.99/Ka99/1

923 個人面接での関係づくり (DVDbook臨床での家族支援:2)
家族看護実践セ
ンター編著

日本看護協会出
版会

492.99/Ka99/2

924 複数面接での関係づくり (DVDbook臨床での家族支援:3)
家族看護実践セ
ンター編著

日本看護協会出
版会

492.99/Ka99/3

925 グループワークで学ぶ家族看護論 : カルガリー式家族看護モデル実践へのファーストステップ 第2版 小林奈美著 医歯薬出版 492.99/Ko12

926 周産期・子育て期の家族支援 : 家族を見つめ、ケアするための家族看護事例集
松原まなみ, 田
中千絵編著

メディカ出版 492.99/Ma73

927 保健師の基軸をつくる公衆衛生看護キーワード・ナビ : 公衆衛生看護学・保健医療福祉行政論・疫学・保健統計 宮内清子編著 インターメディカ 492.99/Mi86

928 地域包括ケアシステムの構築に「看護」はどう関わるか : 多職種連携の“要"となる! (コミュニティケア:第20巻第7号通巻255号)
日本看護協会出
版会

492.99/N71

929 看護師特定行為研修まるわかりガイド
日経メディカルA
ナーシング執筆・
編集

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

492.99/N73

930 家族看護の基本的な考え方 (家族看護選書:第1巻)
野嶋佐由美, 渡
辺裕子編

日本看護協会出
版会

492.99/N93/1

931 周産期の家族への看護 (家族看護選書:第2巻)
野嶋佐由美, 渡
辺裕子編

日本看護協会出
版会

492.99/N93/2

932 子どもとその家族への看護 (家族看護選書:第3巻)
野嶋佐由美, 渡
辺裕子編

日本看護協会出
版会

492.99/N93/3

933 在宅での家族への看護 (家族看護選書:第4巻)
野嶋佐由美, 渡
辺裕子編

日本看護協会出
版会

492.99/N93/4
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934 終末期の家族看護・グリーフケア (家族看護選書:第5巻)
野嶋佐由美, 渡
辺裕子編

日本看護協会出
版会

492.99/N93/5

935 家族に向きあう看護師のジレンマとパートナーシップ形成 (家族看護選書:第6巻)
野嶋佐由美, 渡
辺裕子編

日本看護協会出
版会

492.99/N93/6

936 家族看護学 改訂版 (看護学実践 : Science of Nursing-) 櫻井しのぶ編 PILAR PRESS 492.99/Sa47

937 家族看護学 : 理論と実践 第4版
鈴木和子, 渡辺
裕子著

日本看護協会出
版会

492.99/Su96

938 看護師のための地域看護学 第2版 豊島泰子編著 PILAR PRESS 492.99/To92

939 公衆衛生看護学 第2版
上野昌江, 和泉
京子編

中央法規出版 492.99/U45

940 病の苦悩を和らげる家族システム看護 : イルネスビリーフモデル:患者と家族と医療職のために

Lorraine
M.Wright, Janice
M.Bell著/小林奈
美訳・監訳/松本

日本看護協会出
版会

492.99/W94

941 在宅看護クイックマニュアル : 基本からとっさのときまで 改訂第2版 藤原泰子著
真興交易(株)医
書出版部

492.993/F68

942 在宅看取りマニュアル : 訪問看護師のための5ステージによるケア 藤原泰子著
真興交易医書出
版部

492.993/F68

943 プリンシプル在宅看護学 原礼子編著 医歯薬出版 492.993/H32
944 緊急時にどう動く?症状別在宅看護ポイントブック 平原優美編集 照林社 492.993/H63
945 家族看護学 第2版 星直子編集 中央法規出版 492.993/H92
946 在宅で出会う「なんとなく変」への対応法 : この熱「様子見」で大丈夫? 家研也編集 医学書院 492.993/I21

947 事例で考える訪問看護の倫理
医療人権を考え
る会著

日本看護協会出
版会

492.993/I67

948 在宅看護論 : 自分らしい生活の継続をめざして 改訂第2版 (看護学テキストnice)
石垣和子, 上野
まり編集

南江堂 492.993/I73

949 現場で使える訪問看護便利帖
介護と医療研究
会著

翔泳社 492.993/Ka21

950 訪問看護師は“所長"で育つ! 角田直枝著
日本看護協会出
版会

492.993/Ka28

951 "訪問看護"で変わる希望の在宅介護 角田直枝著 小学館 492.993/Ka28

952 実践できる在宅看護技術ガイド 角田直枝編集
学研メディカル秀
潤社/学研マー
ケティング (発売)

492.993/Ka28

953 よくわかる在宅看護 : 知識が身につく!実践できる! 改訂第2版 角田直枝編集
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.993/Ka28

954 在宅看護学講座
スーディ神崎和
代編

ナカニシヤ出版 492.993/Ka59

955 訪問看護師ががんになって知った「生」と「死」のゆらぎ 川越博美著
日本看護協会出
版会

492.993/Ka92
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956 精神科訪問看護 (Q&Aと事例でわかる訪問看護)
萱間真美, 寺田
悦子編著

中央法規 492.993/Ka98

957 家族看護を基盤とした在宅看護論 第4版 1: 概論編
上野まり [ほか]
編集

日本看護協会出
版会

492.993/Ka99/1

958 家族看護を基盤とした在宅看護論 第4版 2: 実践編
上野まり [ほか]
編集

日本看護協会出
版会

492.993/Ka99/2

959 ケアプロ式新卒・新人訪問看護師教育プログラム
ケアプロ株式会
社編著

学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.993/Ke11

960 在宅看護論 新版 木下由美子編著 医歯薬出版 492.993/Ki46
961 明日からできる訪問看護管理 : これだけはおさえておきたい 清崎由美子編著 メディカ出版 492.993/Ki91
962 在宅看護論 第4版 (新体系看護学全書) 河野あゆみ編集 メヂカルフレンド 492.993/Ko76
963 要点がわかる在宅看護論 : 国家試験出題基準対応 河野由美編集 PILAR PRESS 492.993/Ko76

964 在宅看護論 (放送大学教材:1519093-1-1711)
河野あゆみ, 永
田智子編著

放送大学教育振
興会

492.993/Ko76

965 在宅医療と訪問看護・介護のコラボレーション 改訂2版 前川厚子編著 オーム社 492.993/Ma27
966 訪問看護のフィジカルアセスメントと急変対応 (Q&Aと事例でわかる訪問看護) 道又元裕編著 中央法規出版 492.993/Mi13
967 在宅看護 (新看護観察のキーポイントシリーズ) 水戸美津子編集 中央法規出版 492.993/Mi62

968 訪問看護元気化計画 : 現場からの15の提案
宮崎和加子, 川
越博美著

医学書院 492.993/Mi88

969 だから訪問看護はやめられない : 訪問看護の魅力、ぜんぶ教えちゃいます!
宮崎和加子編著
/岸香里漫画

メディカ出版 492.993/Mi88

970 訪問看護でいきいき働く! : 20のステーションから見えてきたキラリ看護の底力
宮崎和加子編著
/岩本大希 [ほ
か] 取材・文

メディカ出版 492.993/Mi88

971 継続看護マネジメント : 生活と医療を統合する 第2版 長江弘子編著 医歯薬出版 492.993/N13

972 在宅ケアの"キホン"100
訪問看護認定看
護師「キホン
100」編集グルー

日本看護協会出
版会

492.993/N71

973 在宅ケアの未来を拓く訪問看護の羅針盤 (コミュニティケア:臨時増刊号, (vol.15, no.7)(通巻185号))
「コミュニティケ
ア」編集部編

日本看護協会出
版会

492.993/N71/18
5

974 「看護の力」でここまでできる!“小児在宅ケア"を始めよう (コミュニティケア:第18巻第7号)
日本看護協会出
版会

492.993/N71/22
7

975
新たな制度を生み出すコンセプト「まるごとケアの家」の展開 : 「看護の醍醐味」を実感できる! (コミュニティケア:第19巻第7号通巻
241号)

日本看護協会出
版会

492.993/N71/24
1

976
訪問看護師ができる「災害時の支援」 : 「要配慮者」を見逃さない : 訪問看護ステーションが「連携」の要になる (コミュニティケア:第
19巻第13号通巻247号)

日本看護協会出
版会

492.993/N71/24
7

977 訪問看護アセスメント・プロトコル : 生命・生活の両面から捉える 改訂版 岡本茂雄編集 中央法規出版 492.993/O42

978 根拠がわかる在宅看護技術 第2版
岡崎美智子, 正
野逸子編集

メヂカルフレンド
社

492.993/O48

979 写真でわかる訪問看護アドバンス : 訪問看護の世界を写真と動画で学ぶ! (DVD BOOK) 押川真喜子監修 インターメディカ 492.993/O76
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980 精神科訪問看護はじめてBook : これで大丈夫!
相澤和美, 佐藤
登代子, 千葉信
子編著

精神看護出版 492.993/Se19

981 ナースのためのやさしくわかる訪問看護
椎名美恵子, 家
崎芳恵監修

ナツメ社 492.993/Sh32

982 これからの在宅看護論
島内節, 亀井智
子編著

ミネルヴァ書房 492.993/Sh43

983 在宅におけるエンドオブライフ・ケア : 看護職が知っておくべき基礎知識
島内節, 内田陽
子編著

ミネルヴァ書房 492.993/Sh43

984 在宅看護技術 第3版 (看護実践のための根拠がわかる)
正野逸子, 本田
彰子編著

メヂカルフレンド
社

492.993/Sh96

985 在宅医療処置の基礎と居宅ケアプラン事例集
正野逸子, 白木
裕子編著

日総研出版 492.993/Sh96

986 在宅看護論 : 実践をことばに 第6版
杉本正子, 眞舩
拓子編集

ヌーヴェルヒロカ
ワ

492.993/Su38

987 認知症訪問看護 (Q&Aと事例でわかる訪問看護) 諏訪さゆり編著 中央法規出版 492.993/Su87

988 小児・重症児者の訪問看護 (Q&Aと事例でわかる訪問看護)
田中道子, 前田
浩利編著

中央法規出版 492.993/Ta84

989 在宅看護ビジュアルナーシング (見てできる臨床ケア図鑑)
東京訪問看護ス
テーション協議
会編集

学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.993/To46

990 家族看護の展開 : ケア場面で考える (ナース専科BOOKS) 牛田貴子著 エス・エム・エス 492.993/U93
991 在宅看護実習ガイド (パーフェクト臨床実習ガイド : ライフステージに沿った看護技術と看護の展開) 山田雅子編 照林社 492.993/Y19

992 こんなときどうする?在宅看護Q&A : 小児から高齢者まで
山田雅子代表編
/小野若菜子編

メディカ出版 492.993/Y19

993 疾患別在宅看護ポイントブック : 生命と生活をどう守る? 山岡栄里編著 照林社 492.993/Y42
994 生きた現場の在宅看護入門 : ライブ感覚で学べる臨床のスキル&マインド (New stage nursing) 吉田美由紀著 ライフサポート社 492.993/Y86

995 在宅看護の実習ガイド : 教員・訪問看護師・学生すべてが活用できる : 事例とSTEPで可視化・言語化する (C.C.MOOK)
清水準一, 柏木
聖代, 川村佐和

日本看護協会出
版会

492.993/Z1

996 地域療養を支えるケア 第6版 (ナーシング・グラフィカ. 在宅看護論:1)
臺有桂, 石田千
絵, 山下留理子

メディカ出版 492.993/Z1/1

997 在宅療養を支える技術 (ナーシング・グラフィカ. 在宅看護論:2)
臺有桂, 石田千
絵, 山下留理子

メディカ出版 492.993/Z1/2

998 訪問看護の安全対策 : マニュアルの作成とヒヤリハット報告書の活用 第3版
全国訪問看護事
業協会編

日本看護協会出
版会

492.993/Z3

999 訪問看護が支えるがんの在宅ターミナルケア
全国訪問看護事
業協会編集

日本看護協会出
版会

492.993/Z3

1000 看護の事業所開設ガイドQ&A : 地域でチャレンジするすべてのナースへ
全国訪問看護事
業協会訪問看護
推進委員会監修

日本看護協会出
版会

492.993/Z3

1001 産業看護学 (保健の実践科学シリーズ) 池田智子編著 講談社 492.995/I32
1002 すぐに役立つ産業看護アセスメントツール 新版 河野啓子監修 法研 492.995/Ko78
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1003
健康教室保健指導社内会議で使えるプレゼンテーションデザイン術 : 注目の教授理論インストラクショナルデザインで聞き手が変
わる! (産業保健と看護:2017年春季増刊:通巻51号)

都竹茂樹著 メディカ出版 492.995/Ts99

1004 今日の治療指針 : 私はこう治療している 2019年版(Vol.61)
日野原重明, 阿
部正和編

医学書院 492/H61/'19

1005 産科 第4版 (病気がみえる:v. 10)
医療情報科学研
究所編

Medic Media 492/IrJ/B-10

1006 糖尿病・代謝・内分泌 第5版 (病気がみえる:v. 3)
医療情報科学研
究所編

Medic Media 492/IrJ/B-3

1007 免疫・膠原病・感染症 第2版 (病気がみえる:v. 6)
医療情報科学研
究所編

Medic Media 492/IrJ/B-6

1008 婦人科・乳腺外科 第4版 (病気がみえる:v. 9)
医療情報科学研
究所編

Medic Media 492/IrJ/B-9

1009 疾病の成り立ち : 臨床医学 第3版 (Nブックス)
田中明, 加藤昌
彦編著/津田博
子 [ほか] 共著

建帛社 492/Ta84

1010 事例で学ぶ在宅医療のコツとピットフォール
矢吹拓, 木村琢
磨編

南江堂 492/Y12

1011 小児期トラウマがもたらす病 : ACEの実態と対策 (フェニックスシリーズ:67)
ドナ・ジャクソン・
ナカザワ著/清水
由貴子訳

パンローリング 493.09/N46

1012 糖尿病・内分泌疾患ビジュアルブック 第2版
林道夫, 渋谷祐
子編集

学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

493.12/H48

1013 「妊娠と糖尿病」母児管理のエッセンス
難波光義, 杉山
隆編著

金芳堂 493.123/N48

1014 糖尿病の療養指導Q&A vol.1 (プラクティス・セレクション:4, 6)
『プラクティス』編
集委員会企画/
野田光彦編

医歯薬出版 493.123/P97/1

1015 お母さんのアレルギー診療と子どもの発症予防 : 妊娠の準備から離乳食の進め方まで 今井孝成編 南山堂 493.14/I43
1016 アルコール依存症治療革命 成瀬暢也著 中外医学社 493.156/N54

1017 健康寿命の延伸支援に役立つ基礎知識 : 生活習慣を改善する栄養指導・運動指導のために
杉原成美, 上敷
領淳, 古野浩二

ふくろう出版 493.18/Ke45

1018 健診・健康管理専門職のための新セミナー生活習慣病 第2版 田中逸著 日本医事新報社 493.18/Ta84
1019 差がつく70歳からの病気 : サインと最新治療 : 人生100年時代に備える 朝日新聞出版編 朝日新聞出版 493.185/A82

1020 Healthy aging : principles and clinical practice for clinicians : [pbk.]

[edited by]
Virginia Burggraf,
Kye Y. Kim,
Aubrey L. Knight

Wolters Kluwer
Health/Lippincot
t Williams &
Wilkins

493.185/H51

1021 東大が調べてわかった衰えない人の生活習慣 飯島勝矢著 KADOKAWA 493.185/I27
1022 現場で使える!早引き介護のための薬剤事典 (介護スキルアップ手帳) 水八寿裕監修 ナツメ社 493.185/Mi94
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1023 ポリファーマシー見直しのための医師・薬剤師連携ガイド

日本老年薬学会,
日本医療研究開
発機構・長寿科
学研究開発事業
「高齢者の多剤
処方見直しのた
めの医師・薬剤
師連携ガイド作
成に関する研

南山堂 493.185/N71

1024 老年薬学ハンドブック
日本老年薬学会
編集

メディカルレ
ビュー社

493.185/N71

1025 高齢者理学療法学
島田裕之総編集
/牧迫飛雄馬, 山
田実編集

医歯薬出版 493.185/Sh36

1026 老年期作業療法学 (作業療法学ゴールド・マスター・テキスト)
徳永千尋, 田村
孝司編集

メジカルビュー社 493.185/To41

1027 リンパ浮腫の治療とケア 第2版
佐藤佳代子編集
/小川佳宏, 佐藤
佳代子執筆

医学書院 493.29/Sa85

1028 在宅酸素療法をイチから学ぶ本 : 基礎から適応病態別の処方まで 郷間厳編著 日本医事新報社 493.3/G62

1029 チームレンバチニブによる肝細胞癌治療 : 国立がん研究センター東病院のチーム医療
チームレンバチ
ニブ編集

メディカルレ
ビュー社

493.475/Ko49

1030 国立がん研究センターの肝・胆・膵がんの本
島田和明 [ほか]
監修

小学館クリエイ
ティブ/小学館

493.475/Ko49

1031 症例解説でよくわかる甲状腺の病気 山内泰介著 現代書林 493.49/Y46

1032 私はすでに死んでいる : ゆがんだ「自己」を生みだす脳
アニル・アナンサ
スワーミー [著]/
藤井留美訳

紀伊國屋書店 493.7/A46

1033 時代が締め出すこころ (精神科外来シリーズ) 青木省三著 日本評論社 493.7/A53

1034 こころの苦しみへの理解 : トータルメンタルヘルスガイドブック
シドニー・ブロッ
ク著

中央法規出版 493.7/B58

1035 社会・文化精神医学 4 (榎本稔著作集:1-2, 4-5) 榎本稔著 日本評論社 493.7/E63/5

1036 マッド・トラベラーズ : ある精神疾患の誕生と消滅
イアン・ハッキン
グ著/江口重幸
[ほか] 訳

岩波書店 493.7/H11

1037 精神科レジデントハンドブック 第3版
平安良雄, 横浜
市立大学医学部
精神医学教室編

中外医学社 493.7/H69
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1038 How to teach using simulation in healthcare : pbk

Mike Davis,
Jacky Hanson,
Mike Dickinson,
Lorna Lees,
Mark Pimblett

Wiley Blackwell 493.7/H96

1039 「精神障害」とはなんだろう? : 「てんかん」からそのルーツをたずねて (「こころ学」シリーズ:1) 石川憲彦著
ジャパンマシニス
ト社

493.7/I76

1040 いのちはモビール : 心から身体から : 精神科医と整体師の技術対話
神田橋條治, 白
柳直子著

木星舎 493.7/Ka51

1041 精神科草臨床に思う : 秋宵十話 菊池慎一著 星和書店 493.7/Ki24

1042 生命と現実 : 木村敏との対話 : 新装版
木村敏, 檜垣立
哉著

河出書房新社 493.7/Ki39

1043 病棟に頼らない地域精神医療論 : 精神障害者の生きる力をサポートする
小林茂, 佐藤さ
やか編

金剛出版 493.7/Ko12

1044 精神障害の下部構造 : 精神医学的思考様式の革新
ピエール・マル
シェ著/藤元登四

金剛出版 493.7/Ma51

1045 精神科レジデントマニュアル 三村将編集 医学書院 493.7/Mi34
1046 ここからスタート!睡眠医療を知る : 睡眠認定医の考え方 中山明峰著 全日本病院出版 493.7/N45

1047 ナースの精神医学 改訂5版
上島国利, 渡辺
雅幸, 榊惠子編

中外医学社 493.7/N56

1048
HOPEガイドブック : 救急医療から地域へとつなげる自殺未遂者支援のエッセンス : チーム医療で強力な自殺再企図予防を実現す
る

日本医療研究開
発機構障害者対
策総合研究開発
事業(精神障害
分野)「精神疾患
に起因した自殺
の予防法に関す
る研究」研究班

へるす出版 493.7/N71

1049 相模原事件が私たちに問うもの (メンタルヘルス・ライブラリー:38)
太田順一郎, 中
島直編

批評社 493.7/O81

1050 コレクティフ : サン・タンヌ病院におけるセミネール
ジャン・ウリ著/
多賀茂 [ほか]

月曜社 493.7/O92

1051 リカバリーのためのワークブック : 回復を目指す精神科サポートガイド
水野雅文 [ほか]
編

中央法規出版 493.7/R41

1052 睡眠の教科書 : 睡眠専門医が教える快眠メソッド
ロバート・ローゼ
ンバーグ著/上
野元美訳

シャスタインター
ナショナル

493.7/R72

1053 精神科臨床の考え方 : 危機を乗り越えるべく : 座談
村上靖彦 [ほか]
座談

メディカルレ
ビュー社

493.7/Se19
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1054 「電気ショック」の時代 : ニューロモデュレーションの系譜

エドワード・ショー
ター, デイヴィッ
ド・ヒーリー [著]/
川島啓嗣 [ほか]

みすず書房 493.7/Sh96

1055 お母さん、お父さんどうしたのかな? : 「こころの病気を抱える親をもつ子ども」のハンドブック

トゥッティ・ソラン
タウス著/アント
ニア・リングボム
イラスト/上野里

東京大学出版会 493.7/So33

1056 子どもにどうしてあげればいい? : 「こころの病気を抱える親」のハンドブック

トゥッティ・ソラン
タウス著/アント
ニア・リングボム
イラスト/上野里

東京大学出版会 493.7/So33

1057 脳のしくみ事典 (病気を見きわめる) 高木繁治監修 技術評論社 493.7/Ta29
1058 精神科 (Simple step series) 高橋茂樹著 海馬書房 493.7/Ta33

1059 災害精神医学入門 : 災害に学び、明日に備える
高橋晶, 高橋祥
友編

金剛出版 493.7/Ta33

1060 精神科領域のチーム医療実践マニュアル 山本賢司編著 新興医学出版社 493.7/Y31

1061 器質力動論 2 (幻覚:4-5)
アンリ・エー
[著]/関忠盛 [ほ

金剛出版 493.71/E94/5

1062 あいだと生命 : 臨床哲学論文集 木村敏著 創元社 493.71/Ki39
1063 なぜ自殺は減らないのか : 精神病理学からのアプローチ 大饗広之著 勁草書房 493.71/O11
1064 幻想としての「私」 : アスペルガー的人間の時代 大饗広之著 勁草書房 493.71/O11
1065 応用人間学としてのパトス : 臨床から精神病理学へ 庄田秀志著 星和書店 493.71/Sh95
1066 こころの病を診るということ : 私の伝えたい精神科診療の基本 青木省三著 医学書院 493.72/A53
1067 ベッドにいてはいけない : 不眠のあなたが変わる認知行動療法 土井貴仁著 弘文堂 493.72/D83
1068 ここまで進んだ心の病気のクスリ : 少ない種類で最良の効果を目指して 久保田正春著 法研 493.72/Ku14

1069
不安障害, ストレス関連障害, 身体表現性障害, 嗜癖症, パーソナリティ障害 (外来精神科診療シリーズ:part2. 精神疾患ごとの診療
上の工夫/メンタルクリニックでの主要な精神疾患への対応:2)

森山成彬編集 中山書店 493.72/Mo73

1070 精神科救急医療ガイドライン : 規制薬物関連精神障害 :2011年版
日本精神科救急
学会編集

へるす出版 493.72/N71/'11

1071 Disaster mental health counseling : responding to trauma in a multicultural context : hard copy

Mark A.
Stebnicki, PhD,
LPC, DCMHS,
CRC, CCM,

Springer
Publishing
Company

493.72/St3

1072 新近代ボバース概念 : 発展する理論と臨床推論 : 成人中枢神経疾患に対する治療

ベンテ・バッソ・
ジェルスビック, リ
ン・サイアー著/
金子唯史, 佐藤

ガイアブックス 493.73/G47

1073 ADHD : 成人期ADHDの特性を理解して、上手にコントロールしていく (ウルトラ図解 : オールカラー家庭の医学) 岩波明監修 法研 493.73/I95

1074
医療従事者と家族のための遷延性意識障害患者の在宅ケアサポートブック : 呼吸管理、栄養、排泄、褥瘡予防などの困りごとを解
決!

日本意識障害学
会編集

メディカ出版 493.73/N71
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1075 僕らはそれに抵抗できない : 「依存症ビジネス」のつくられかた
アダム・オルター
著/上原裕美子

ダイヤモンド社 493.743/A41

1076 痴漢外来 : 性犯罪と闘う科学 (ちくま新書:1439) 原田隆之著 筑摩書房 493.743/H32
1077 依存症 (文春新書:108) 信田さよ子著 文藝春秋 493.743/N91
1078 不安症パニック障害・社交不安障害を自分で治す本 : 間違いやすい合併しやすい「うつ病」「双極性障害」も一挙解決 渡部芳徳著 主婦の友社 493.743/W46

1079 保健師、医療・看護・介護関係従事者のための「認知症」ガイドブック
粟田主一, 金田
大太監修

母子保健事業団 493.758/A97

1080 Dementia care at a glance : [pbk.] (At a glance series)

Catharine
Jenkins, Laura
Ginesi, Bernie
Keenan

Wiley Blackwell 493.758/D56

1081 高齢期における認知症のある人の生活と作業療法 第2版 守口恭子著 三輪書店 493.758/Mo48

1082 認知症者の転倒予防とリスクマネジメント : 病院・施設・在宅でのケア 第3版
武藤芳照, 原田
敦, 鈴木みずえ

日本医事新報社 493.758/N76

1083 Practical dementia care 3rd ed : [pbk.]

edited by Peter
V. Rabins,
Constantine G.
Lyketsos/with
the assistance of
Cynthia D.

Oxford
University Press

493.758/R11

1084 精神に疾患は存在するか 北村俊則著 星和書店 493.76/Ki68
1085 統合失調症 : 理解を深めて病気とともに歩む (ウルトラ図解 : オールカラー家庭の医学) 糸川昌成監修 法研 493.763/I91
1086 こころは内臓である : スキゾフレニアを腑分けする (講談社選書メチエ:667) 計見一雄著 講談社 493.763/Ke45

1087 忘れられない患者さん : 名医たちが語る統合失調症とは (ライフサイエンス選書)
ライフサイエンス
出版医療編集室

ライフサイエンス
出版

493.763/R12

1088 「医師」「看護師」「患者・家族」によるうつ病の本 (病気を生きぬく:2)
衛藤理砂, 岡村
志津英, 宮城和

岩波書店 493.764/I76

1089 女性のうつ病 (よくわかる最新医学) 野田順子著 主婦の友社 493.764/N92

1090
うつのためのマインドフルネス&アクセプタンス・ワークブック : ACT (アクト) (アクセプタンス&コミットメント・セラピー)でうつを抜け出し
活き活きとした人生を送るために

カーク・D・スト
ローサル, パトリ
シア・J・ロビンソ
ン著/種市摂子

星和書店 493.764/St8

1091 今日のメンタルヘルス 改訂版 (放送大学教材:1518950-1-1511) 石丸昌彦編著
放送大学教育振
興会

493.79/I77

1092 WRAPを始める! : 精神科看護師とのWRAP入門 : リカバリーストーリーとダイアログ WRAP(元気回復行動プラン)編
増川ねてる, 藤
田茂治編著

精神看護出版 493.79/Ma67

1093 新たな恐怖に備える (人類と感染症の歴史:続) 加藤茂孝著 丸善出版 493.8/Ka86/2

1094 感染症診療ゴールデンハンドブック 改訂第2版
椎木創一, 仲松
正司編集

南江堂 493.8/Sh32

1095 こどもの「症状」から考える : 外来小児診療伝え方の極意 : medical note presents 安藤恵美子編集 中外医学社 493.9/A47
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1096 小児科診察室 : シュタイナー教育・医学からの子育て読本 増補改訂版

ミヒャエラ・グレッ
クラー, ヴォルフ
ガング・ゲーベル
著/入間カイ訳

水声社 493.9/G52

1097 小児在宅医療・訪問リハビリテーション入門 橋本浩著 中外医学社 493.9/H38
1098 シンプル小児科学 香美祥二編 南江堂 493.9/Ka16

1099 最新育児小児病学 改訂第7版
香美祥二, 森健
治編

南江堂 493.9/Ka16

1100 ナースの小児科学 改訂6版
佐地勉, 竹内義
博, 原寿郎編著

中外医学社 493.9/N56

1101 保護者が納得!小児科外来匠の伝え方 (ジェネラリストBOOKS)
崎山弘, 長谷川
行洋編集

医学書院 493.9/Sa42

1102 ナースとコメディカルのための小児科学 第6版
白木和夫, 高田
哲編集

日本小児医事出
版社

493.9/Sh83

1103 日本人小児TW2骨年齢 : 骨成熟評価マニュアルとアトラス

日本成長学会,
日本小児内分泌
学会「骨年齢委
員会」編

メディカルレ
ビュー社

493.91/N71

1104 赤ちゃんの歩行獲得 : 新生児から1歳までの動作・EMG記録
岡本勉, 岡本香
代子著

歩行開発研究所 493.91/O42

1105 Fundamentals of anatomy and physiology for nursing and healthcare students 2nd ed (Fundamentals)
edited by Ian
Peate,
Muralitharan Nair

Wiley-Blackwell 493.91/P32

1106 小児超音波検査のみかた, 考えかた
市橋光編著/野
中航仁著

中外医学社 493.92/I13

1107 あなたも名医!徴候から見抜け!小児救急疾患 : 押さえておきたい各徴候の病態と対応スキル (jmed mook:52) 市川光太郎編著 日本医事新報社 493.92/I14
1108 イラストでイメージする小児の心エコー 鎌田政博著 総合医学社 493.92/Ka31
1109 スキルアップ!小児の総合診療 : セイイクノスキル 窪田満編集 診断と治療社 493.92/Ku14

1110 松本康弘の極める!小児の服薬指導
松本康弘著/日
経ドラッグイン
フォメーション編

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

493.92/Ma81

1111 小児薬物療法テキストブック
日本小児臨床薬
理学会教育委員
会編集

じほう 493.92/N71

1112 ショック (小児救命救急・ICUピックアップ:1)
日本小児集中治
療研究会編

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

493.92/N71/1

1113 新しい小児外来疾患のみかた, 考えかた 西村龍夫著 中外医学社 493.92/N84

1114 新小児薬用量 改訂第8版
岡明, 木津純子
編集

診断と治療社 493.92/O36

1115 小児超音波検査法 腹部編 岡村隆徳編著 医療科学社 493.92/O43
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1116 小児緩和ケアガイド

大阪府立母子保
健総合医療セン
ターQOLサポー
トチーム編集

医学書院 493.92/O73

1117 5つのkeywordsでスッキリわかる!小児の急変対応 : あわてないために必要な見方と考え方
島袋林秀, 梅原
直著

総合医学社 493.92/Sh35

1118 小児科外来処方マニュアル
清水俊明, 田久
保憲行編集

医学書院 493.92/Sh49

1119 小児症候学89
Albert
J.Pomeranz [ほ
か] 著/上村克

エルゼビア・ジャ
パン/東京医学
社 (販売)

493.92/Sh96

1120 こどもと薬のQ&A : 現場の困った!作り方・使い方・飲ませ方をエキスパートが解決 [正]
小児薬物療法研
究会編集

じほう 493.92/Sh96/[1]

1121 すぐわかる小児の画像診断 改訂第2版 (画像診断別冊. KEY BOOKシリーズ)
荒木力, 原裕子,
野坂俊介編著

学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

493.92/Su49

1122
小児救急の基本「子どもは苦手」を克服しよう! : 熱が下がらない、頭をぶつけた、泣き止まない、保護者への説明どうする?など、あ
らゆる「困った」の答えがみつかる! (レジデントノート:vol.19, no.17:増刊)

鉄原健一編集 羊土社 493.92/Te86

1123 子どもの症状別診断へのアプローチ (帰してはいけない小児外来患者:2)
東京都立小児総
合医療センター

医学書院 493.92/To46

1124 イラストでわかる小児理学療法学演習 : 99のweb動画付 上杉雅之監修 医歯薬出版 493.92/U47

1125 初学者のための小児心身医学テキスト
日本小児心身医
学会編

南江堂 493.93/N71

1126 小児科学 第5版 (Standard textbook. 標準理学療法学・作業療法学 : 専門基礎分野 : PT OT)
冨田豊編集/冨
田豊 [ほか] 執

医学書院 493.93/To58

1127 はじめて学ぶ小児血液・腫瘍疾患 : To Do & Not To Doで理解する
石黒精, 加藤元
博, 松本公一編

診断と治療社 493.931/H16

1128 小児期発症慢性疾患患者のための移行支援ガイド 石﨑優子編著 じほう 493.931/I84

1129 小児全身性エリテマトーデス(SLE)診療の手引き 2018年版

厚生労働科学研
究費補助金難治
性疾患等政策研
究事業若年性特
発性関節炎を主
とした小児リウマ
チ性疾患の診断
基準・重症度分
類の標準化とエ
ビデンスに基づ
いたガイドライン
の策定に関する

羊土社
493.931/Ko83/'1
8
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1130 小児期シェーグレン症候群(SS)診療の手引き 2018年版

厚生労働科学研
究費補助金難治
性疾患等政策研
究事業若年性特
発性関節炎を主
とした小児リウマ
チ性疾患の診断
基準・重症度分
類の標準化とエ
ビデンスに基づ
いたガイドライン
の策定に関する
研究班シェーグ

羊土社
493.931/Ko83/'1
8

1131 小児・思春期1型糖尿病の診療ガイド
日本糖尿病学会,
日本小児内分泌
学会編・著

南江堂 493.931/N71

1132 小児肥満症診療ガイドライン 2017 日本肥満学会編
ライフサイエンス
出版

493.931/N71/'17

1133 子どものアレルギー : アトピー性皮膚炎・食物アレルギー・ぜんそく 大矢幸弘編監修 文藝春秋 493.931/O95
1134 いま知っておきたい食物アレルギーケースファイル30 吉原重美編集 診断と治療社 493.931/Y87
1135 小児気管支喘息の患者教育 : 子どもと家族への健康心理学的アプローチ (早稲田大学エウプラクシス叢書:005) 飯尾美沙著 早稲田大学出版 493.933/I27

1136 小児気管支喘息治療・管理ガイドライン 2017
日本小児アレル
ギー学会作成

協和企画 493.933/N71/'17

1137 小児内分泌学会ガイドライン集
日本小児内分泌
学会編

中山書店 493.934/N71

1138 小児消化器内視鏡ガイドライン 2017
日本小児栄養消
化器肝臓学会編

診断と治療社 493.934/N71/'17

1139 小児臨床肝臓学 : 臨床と肝臓画像・病理
済生会横浜市東
部病院小児肝臓
消化器科編

東京医学社 493.934/Sa22

1140 専門医による新小児内分泌疾患の治療 改訂第2版
横谷進 [ほか]
編集

診断と治療社 493.934/Se69

1141 小児科医が知っておきたい夜尿症のみかた 金子一成著 南山堂 493.935/Ka53
1142 思春期こころのいる場所 (精神科外来シリーズ) 青木省三著 日本評論社 493.937/A53

1143 小児・思春期の頭痛の診かた : これならできる!頭痛専門小児科医のアプローチ
荒木清, 桑原健
太郎編集

南山堂 493.937/A64

1144 ベッドサイドの小児神経・発達の診かた 改訂4版
桃井眞里子, 宮
尾益知, 水口雅

南山堂 493.937/B32

1145 医療・心理・教育・保育にかかわる人たちのための子どもの精神保健テキスト 古荘純一編 診断と治療社 493.937/F94

1146 小児の向精神薬治療ガイド : 世界の添付文書が示す小児への使い方
稲田俊也編集/
稲田俊也, 萩倉
美奈子, 遠藤洋

じほう 493.937/I51
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1147 10代の脳 : 反抗期と思春期の子どもにどう対処するか

フランシス・ジェ
ンセン, エイミー・
エリス・ナット著/
野中香方子訳

文藝春秋 493.937/J37

1148 在宅医療が必要な子どものための図解ケアテキストQ&A : 家族といっしょに読める! 梶原厚子編著 メディカ出版 493.937/Ka23

1149 こどものリハビリテーション医学 : 発達支援と療育 第3版
小池純子 [ほか]
編集

医学書院 493.937/Ko21

1150 写真でみる乳幼児健診の神経学的チェック法 改訂9版
前川喜平, 小枝
達也著

南山堂 493.937/Ma27

1151 子どものこころの医学 中村和彦編著 金芳堂 493.937/N37

1152 熱性けいれん診療ガイドライン 2015
熱性けいれん診
療ガイドライン策
定委員会編

診断と治療社 493.937/N66/'15

1153 小児神経専門医テキスト
日本小児神経学
会編集

診断と治療社 493.937/N71

1154 第6分野小児の摂食嚥下障害 : 日本摂食嚥下リハビリテーション学会eラーニング対応 Ver.2
日本摂食嚥下リ
ハビリテーション
学会編集

医歯薬出版 493.937/N71

1155 小児神経学の進歩 第47集
日本小児神経学
研究会編

診断と治療社 493.937/N71/47

1156 子どもの精神科臨床 齊藤万比古著 星和書店 493.937/Sa25
1157 私説児童精神医学史 : 子どもの未来に希望はあるか 清水將之著 金剛出版 493.937/Sh49

1158 小児けいれん重積治療ガイドライン 2017

小児けいれん重
積治療ガイドライ
ン策定ワーキン
ググループ編

診断と治療社
493.937/Sh96/'1
7

1159 日常診療における子どもの睡眠障害 谷池雅子編 診断と治療社 493.937/Ta87
1160 実は危ない!その育児が子どもの脳を変形させる : ほめ育てで脳は伸びる 友田明美著 PHP研究所 493.937/To61
1161 医療スタッフのためのLD診療・支援入門 : 子どもの学びと向き合う 若宮英司編集 診断と治療社 493.937/W22

1162 ネルソン小児感染症治療ガイド 第2版

John S. Bradley,
John D. Nelson
[著]/新潟大学小
児科学教室訳

医学書院 493.938/B71

1163 予防接種のえらび方と病気にならない育児法 新訂版 黒部信一著 現代書館 493.938/Ku71

1164 日常診療に役立つ小児感染症マニュアル 第4版 2017
日本小児感染症
学会編

東京医学社 493.938/N71/'17

1165 標準小児外科学 第7版 (Standard textbook)
上野滋, 仁尾正
記, 奥山宏臣編

医学書院 493.94/H99

1166 胚細胞腫瘍およびその他の臓器特異的希少腫瘍 (小児腫瘍組織カラーアトラス:第7巻)
日本病理学会小
児腫瘍組織分類
委員会編集

金原出版 493.94/N71/7

1167 看護師と医療スタッフのためのやさしくわかる新生児疾患 : 原因・メカニズム、症状 検査・診断、治療法、予防法 板橋家頭夫著 ナツメ社 493.95/I86
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1168 Examination of the newborn : an evidence-based guide 2nd ed
edited by Anne
Lomax

Wiley Blackwell 493.95/L83

1169
はじめてでもよくわかる!新生児の循環管理ビジュアル大図解 (Neonatal care : the Japanese journal of neonatal care:2018年春季
増刊(通巻415号))

増谷聡編著 メディカ出版 493.95/Ma69

1170 新生児のプライマリ・ケア
日本小児科学会
新生児委員会編

診断と治療社 493.95/N71

1171 新生児学入門 第5版 仁志田博司編集 医学書院 493.95/N81
1172 小さく生まれた赤ちゃん : 赤ちゃんの健やかな成長のために 第2版 母子保健事業団 493.96/B66
1173 エビデンスにもとづく早産児母乳育児マニュアル : NICUでのhuman milk安全安心取り扱い指針 : 早期授乳から母乳バンクまで 水野克已編著 メディカ出版 493.96/Mi96
1174 イラストを見せながら説明する育児のポイントと健康相談 金子堅一郎編 南山堂 493.98/Ka53
1175 母乳育児感染 : 赤ちゃんとお母さんのために 改訂2版 (Breastfeeding for a medical profession) 水野克己著 南山堂 493.98/Mi96

1176 母乳育児支援コミュニケーション術 : お母さんも支援者も自信がつく (Breastfeeding for a medical profession)
本郷寛子, 新井
基子, 五十嵐祐

南山堂 493.983/B64

1177 妊娠期・乳児期 (こどもの心と体の成長・発達によい食事 : こども病院の医師と栄養士による食育レシピ:1)
惠谷ゆり, 西本
裕紀子編著

金芳堂 493.983/E76/1

1178 幼児期 (こどもの心と体の成長・発達によい食事 : こども病院の医師と栄養士による食育レシピ:2)
惠谷ゆり, 西本
裕紀子編著

金芳堂 493.983/E76/2

1179 学童期・思春期 (こどもの心と体の成長・発達によい食事 : こども病院の医師と栄養士による食育レシピ:3)
惠谷ゆり, 西本
裕紀子編著

金芳堂 493.983/E76/3

1180 医療従事者のための臨床小児栄養学入門 橋本浩著 中外医学社 493.983/H38

1181 乳房ケア・母乳育児支援のすべて (ペリネイタルケア:2017年夏季増刊(通巻477号))
ペリネイタルケア
編集委員会編著

メディカ出版 493.983/Me14

1182 母乳育児支援 (DVDで学ぶ助産師の「わざ」 : 熟練の技を求めて) 宮下美代子編著 医歯薬出版 493.983/Mi83
1183 母乳とくすり : あなたの疑問解決します 改訂2版 (Breastfeeding for a medical profession) 水野克己著 南山堂 493.983/Mi96

1184 すぐ使える!入院中から退院までの母乳育児支援 : まずはこの1冊
水野克己, 水野
紀子編著

医学出版 493.983/Mi96

1185 マンガでわかる母乳育児支援ケーススタディ (Breastfeeding for a medical profession) 水野克己著 南山堂 493.983/Mi96
1186 母乳育児学 水野克己著 南山堂 493.983/Mi96

1187 母乳育児支援講座 改訂2版 (Breastfeeding for a medical profession)
水野克己, 水野
紀子著

南山堂 493.983/Mi96

1188 特殊な型BSケア : 赤ちゃんの母乳吸啜メカニズムに基づく乳房ケア
寺田恵子, 浅野
美智留著

日総研出版 493.983/Te43

1189 基本の型BSケア : 赤ちゃんの母乳吸啜メカニズムに基づく乳房ケア
寺田恵子, 浅野
美智留著

日総研出版 493.983/Te43

1190 よくわかる母乳育児 改訂第2版
水野克己, 水野
紀子, 瀬尾智子

へるす出版 493.983/Y79

1191 ハリソン内科学 第5版 1
デニス L. カス
パー [ほか] 編

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

493/H33/1

1192 ハリソン内科学 第5版 2
デニス L. カス
パー [ほか] 編

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

493/H33/2
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1193 Wound care essentials : practice principles 4th ed
Sharon
Baranoski,

Wolters Kluwer 494.33/B21

1194 在宅でみる創傷・褥瘡・スキントラブルのケア : 訪看・在宅診療医に贈る自宅にある道具でできるケア (かゆいところに手がとどく心 水原章浩著 医学と看護社 494.33/Mi94

1195 がんのリハビリテーション (標準理学療法学・作業療法学・言語聴覚障害学 : PTOTST:別巻)
辻哲也編/高倉
保幸, 高島千敬,
安藤牧子編集協

医学書院 494.5/G19

1196 チャレンジ!在宅がん緩和ケア 改訂2版 (在宅医療の技とこころ)
平原佐斗司, 茅
根義和編著

南山堂 494.5/H63

1197 がんの治療と暮らしのサポート実践ガイド : 通院・在宅治療の継続を支える
キャンサーリボン
ズ編集

エス・エム・エス/
インプレス (発

494.5/Ky1

1198 小児,思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン 2017年版 日本癌治療学会 金原出版 494.5/N71/'17

1199 妊娠期がん診療ガイドブック
北野敦子 [ほか]
編

南山堂 494.5/N76

1200 チーム医療に活かそう!緩和ケア評価ツールSTAS : 緩和ケアの成果とケアの質を客観的に評価するために 改訂第2版
大岩孝司, 鈴木
喜代子著

診断と治療社 494.5/O35

1201 ひまわり : 在宅ホスピス医による提言 斎藤忠雄著
ルネッサンス・ア
イ/白順社 (発

494.5/Sa25

1202 肩関節痛・頸部痛のリハビリテーション (痛みの理学療法シリーズ)
村木孝行編/三
木貴弘編集協力

羊土社 494.77/Mu45

1203 ライフステージから学ぶ地域包括リハビリテーション実践マニュアル 河野眞編 羊土社 494.78/Ko76

1204 リハビリテーション概論 (メディカルスタッフ専門基礎科目シリーズ)
真柄彰, 鴨下博
編著

理工図書 494.78/Ma29

1205 リハビリの思考力を高める100の知識 : 吉田病院のリハビリ運営指針と療法士の能力開発プログラム 夏目重厚著 東洋出版 494.78/N58

1206 疾患別リハビリテーションリスク管理マニュアル
聖マリアンナ医
科大学病院リハ
ビリテーション部

ヒューマン・プレ
ス

494.78/Se18

1207 訪問リハビリテーションアドバイスブック 辰巳昌嵩編集 メジカルビュー社 494.78/Ta95

1208 床ずれケアナビ : 在宅・介護施設における褥瘡対策実践ガイド 全面改訂版
日本褥瘡学会・
在宅ケア推進協
会編集

中央法規出版 494.8/N71

1209 こんなに役立つ皮膚科エコー : しこりに潜むのは腫瘍だけじゃない!一般外来から在宅まで
清島真理子, 渡
邉恒夫編集

メジカルビュー社 494.8/Se19

1210
泌尿器科診療に役立つガイドライン・ナビ : 臨床のエッセンスが身につく!チーム医療・在宅医療にも役立つ! (Uro-Lo : 泌尿器
care&cure : みえる・わかる・ふかくなる:別冊)

篠原信雄監修 メディカ出版 494.92/Sh67

1211 腎疾患患者の妊娠診療ガイドライン 2017

日本腎臓学会学
術委員会腎疾患
患者の妊娠:診療
の手引き改訂委

診断と治療社 494.93/N71/'17

1212 在宅医療の排尿管理と排泄ケア (在宅医療の技とこころ)
島崎亮司, 浜田
きよ子編

南山堂 494.95/Sh45

1213 日常診療に役立つ産婦人科のプライマリケア (外科医・総合医・一般医のための「日常診療に役立つ外科系の知識」シリーズ)
今野良編著/秋
元義弘 [ほか]

医療文化社 495.2/Ko75
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1214 産科婦人科疾患最新の治療 2019-2021
吉川史隆, 倉智
博久, 平松祐司

南江堂
495.2/Sa65/'19-
'21

1215 子宮がん : 頸がんと体がんの診断・治療・生活 (よくわかる最新医学)
小田瑞恵, 斎藤
元章著

主婦の友社 495.43/O17

1216 ピンクリボンと乳がんまなびBOOK : ピンクリボンアドバイザー認定試験公式テキスト : 身近な病気だから正しく知りたい 改訂版
福田護他編著/
乳房健康研究会

社会保険出版社
/主婦の友社 (発

495.46/F74

1217 乳がん患者の妊娠・出産と生殖医療に関する診療の手引き 2017年版
日本がん・生殖
医療学会編

金原出版 495.46/N71/'17

1218 疫学・診断編 2018年版 (乳癌診療ガイドライン:2) 日本乳癌学会編 金原出版 495.46/N71/'18

1219 i-wish…ママになりたい : 妊娠力を取り戻そう!
不妊治療情報セ
ンター・funin.info
構成&編集

シオン/丸善出版
(発売)

495.48/F89

1220 あなたは体外受精でなくても、妊娠できるのでは? 横田佳昌著 文芸社 495.48/Y78
1221 最新産科学 改訂第22版 異常編 荒木勤著 文光堂 495.5/A64
1222 週数別妊婦健診マニュアル 藤井知行編集 医学書院 495.5/F57
1223 産科疾患の画像診断 : 保存版 : 産婦人科専門医が知っておくべき93疾患 : 超音波検査・ハイライト手術動画が見られる 増崎英明編著 メディカ出版 495.5/Ma69
1224 画像で見る産科アトラス : いつか出会う・きっと出会う母児のハイリスク疾患 増崎英明編著 メディカ出版 495.5/Ma69
1225 産科合併症 改訂2版 村田雄二編 メディカ出版 495.5/Mu59

1226 お母さんと赤ちゃんの生理とフィジカルアセスメント : 図解でよくわかる (ペリネイタルケア:2017年新春増刊(通巻471号))
中田雅彦, 与田
仁志編著

メディカ出版 495.5/N43

1227 国立成育医療研究センター産科実践ガイド : EBMに基づく成育診療サマリー 改訂第2版 塚原優己編 診断と治療社 495.5/Ts53

1228 ウィリアムス臨床産科マニュアル 改訂第2版
[ウィリアムス
著]/大鷹美子訳

メジカルビュー社 495.5/W74

1229 ウィリアムス産科学 2版

[ウィリアムス著
/F. Gary
Cunninghamほか
編]/東京慈恵会
医科大学産婦人
科学講座
「Williams

南山堂 495.5/W74

1230 ママのための帝王切開の本 : 産前・産後のすべてがわかる安心ガイド
竹内正人, 細田
恭子, 横手直美

中央法規出版 495.52/Ma41

1231 Supporting a physiologic approach to pregnancy and birth : a practical guide : [pbk.]
edited by
Melissa D. Avery

Wiley-Blackwell 495.6/A96

1232 CTGモニタリングテキスト 改訂版
馬場一憲, 松田
義雄編集代表/
日本母体胎児医

東京医学社 495.6/B12

1233 目でみる妊娠と出産 (Visual Series) 馬場一憲編 文光堂 495.6/B12
1234 胎児心拍数モニタリング講座 : 大事なサインを見逃さない! : オールカラー 改訂3版 藤森敬也著 メディカ出版 495.6/F62
1235 妊娠・授乳とくすりQ&A : 安全・適正な薬物治療のために : 今これだけは知っておきたい! 第2版 石川洋一編集 じほう 495.6/I76
1236 イラストと写真で学ぶ逆子の鍼灸治療 第2版 形井秀一編著 医歯薬出版 495.6/Ka81
1237 まだ産める?もう産めない?「卵子の老化」と「高齢妊娠」の真実 (健康ライブラリー. スペシャル) 河野美香著 講談社 495.6/Ka96
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1238 向精神薬と妊娠・授乳 改訂2版
伊藤真也, 村島
温子, 鈴木利人

南山堂 495.6/Ko83

1239 ほんとうに確かなことから考える妊娠・出産の話 : コクランレビューからひもとく
森臨太郎, 森享
子著

医学書院 495.6/Mo62

1240 妊娠と高血圧 : 内科医・産科医のための薬剤療法マニュアル
日本妊娠高血圧
学会編

金原出版 495.6/N71

1241 妊娠初期超音波と新出生前診断
室月淳, 原田文,
Kypros
Nicolaides編著

メジカルビュー社 495.6/N76

1242 妊婦の精神疾患と向精神薬
Megan Galbally,
Martien Snellen,
Andrew Lewis原

南山堂 495.6/N76

1243 妊娠・授乳と薬の知識 : 飲んで大丈夫?やめて大丈夫? 第2版
村島温子, 山内
愛, 中島研編集

医学書院 495.6/N76

1244 妊婦・授乳婦の薬 改訂2版 杉本充弘編著 中外医学社 495.6/Su38

1245 胎児診断・管理のABC 第6版
阿部恵美子 [ほ
か] 著

金芳堂 495.6/Ta22

1246 はじめての胎児心拍数モニタリング(CTG) (はじめてのシリーズ) 友野康江著 メディカ出版 495.6/To62
1247 妊婦・授乳婦とくすり : 注意度別にみた同効薬の選択指針 改訂第5版 安田忠司著 ヴァンメディカル 495.6/Y62
1248 心疾患合併妊娠の管理 吉松淳編 メジカルビュー社 495.6/Y91
1249 産科医のための無痛分娩講座 天野完編集 克誠堂出版 495.7/A43

1250 図表でわかる無痛分娩プラクティスガイド
村越毅編集/入
駒慎吾著

メジカルビュー社 495.7/Mu46

1251 分娩介助 改訂2版 (周産期手帳:2) 中根直子編著 メディカ出版 495.7/N38

1252 母体救命アドバンスガイドブック : J-CIMELS公認講習会アドバンスコーステキスト : J-MELS

日本母体救命シ
ステム普及協議
会総監修, J-
MELS「日本母体
救命システム」ア
ドバンスコースプ
ログラム開発・改
定委員会監修,
母体救命アドバ
ンスガイドブック
J-MELS編集委

へるす出版 495.7/N71

1253
産婦人科必修母体急変時の初期対応 : J-CIMELS公認講習会ベーシックコーステキスト : シミュレーションで分娩前後の母体安全
を徹底理解! 第2版

日本母体救命シ
ステム普及協議
会, 京都産婦人
科救急診療研究

メディカ出版 495.7/N71

1254 無痛分娩の極意 奥富俊之著 克誠堂出版 495.7/O57

1255 J-CIMELS公認講習会ベーシックコースインストラクターマニュアル : 産婦人科必修母体急変時の初期対応
山畑佳篤, 橋井
康二編著

メディカ出版 495.7/Y24
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1256 マタニティサイクルとメンタルヘルス
久米美代子, 堀
口文編著

医歯薬出版 495.8/Ku37

1257 助産学概論 (新助産学シリーズ)
青木康子編集/
青木康子 [ほか]
執筆

青海社 495.9/A53

1258 Health promotion in midwifery : principles and practice 3rd ed : pbk
edited by Jan
Bowden, Vicky
Manning

CRC Press,
Taylor & Francis
Group

495.9/B68

1259 助産師が今さら聞けない臨床のギモン : はせじゅん先生のおもしろセレクション (ペリネイタルケア:2018年夏季増刊(通巻491号)) 長谷川潤一編著 メディカ出版 495.9/H36

1260 Skills for midwifery practice 4th ed : paperback
Ruth Johnson,
Wendy Taylor

Elsevier 495.9/J64

1261 助産学概論 第5版 (助産学講座:1. 基礎助産学:1)

我部山キヨ子, 武
谷雄二編集/我
部山キヨ子 [ほ
か] 執筆

医学書院 495.9/J76/1

1262 助産管理 第5版 (助産学講座:10)

我部山キヨ子, 毛
利多恵子編集/
山本智美 [ほか]
執筆

医学書院 495.9/J76/10(1)

1263 母子の基礎科学 第5版 (助産学講座:2. 基礎助産学:2)
我部山キヨ子, 武
谷雄二編集/武
谷雄二 [ほか]

医学書院 495.9/J76/2(1)

1264 母子の心理・社会学 第5版 (助産学講座:4. 基礎助産学:4)

我部山キヨ子, 菅
原ますみ編集/
菅原ますみ [ほ
か] 執筆

医学書院 495.9/J76/4(1)

1265 助産診断・技術学 第5版 1 (助産学講座:5-8)
横尾京子編/横
尾京子 [ほか]

医学書院 495.9/J76/5(1)

1266 助産診断・技術学 第5版 2-1: 妊娠期 (助産学講座:5-8)
横尾京子編/横
尾京子 [ほか]

医学書院 495.9/J76/6(1)

1267 助産診断・技術学 第5版 2-2: 分娩期・産褥期 (助産学講座:5-8)
横尾京子編/横
尾京子 [ほか]

医学書院 495.9/J76/7(1)

1268 助産診断・技術学 第5版 2-3: 新生児期・乳幼児期 (助産学講座:5-8)
横尾京子編/横
尾京子 [ほか]

医学書院 495.9/J76/8(1)

1269 地域母子保健・国際母子保健 第5版 (助産学講座:9)
我部山キヨ子編
集/藤内修二 [ほ
か] 執筆

医学書院 495.9/J76/9(1)

1270 母子の健康科学 第5版 (助産学講座:3. 基礎助産学:3)
我部山キヨ子, 武
谷雄二編集/欅
田尚樹 [ほか]

医学書院 495.9/J79/3(1)

1271 臨床助産師必携 : 生命と文化をふまえた支援 第2版 我部山キヨ子編 医学書院 495.9/Ka11

57



2019年10月受入図書一覧

書名 著者名 出版者 請求記号

1272 助産師のためのフィジカルイグザミネーション : アセスメント力を磨く 第2版

我部山キヨ子, 大
石時子編集/我
部山キヨ子 [ほ
か] 執筆

医学書院 495.9/Ka11

1273 今日の助産 : マタニティサイクルの助産診断・実践過程 改訂第4版
北川眞理子, 内
山和美編集

南江堂 495.9/Ki63

1274 Fundamentals of midwifery : a textbook for students : pbk (Fundamentals)
edited by Louise
Lewis

Wiley Blackwell 495.9/L59

1275 助産学実習プレブック : 助産過程の思考プロセス 町浦美智子編著 医歯薬出版 495.9/Ma18
1276 産科医療補償制度と助産リスクマネジメント : 事例から学ぶ 村上明美編著 医歯薬出版 495.9/Mu43

1277 Myles textbook for midwives 16th ed. / edited by Jayne E. Marshall and Maureen D. Raynor : pbk.

Churchill
Livingstone/Else
vier/Saunders/E
lsevier

495.9/My

1278 助産学概論 (基礎助産学:第1巻)
加藤尚美, 林陽
子, 平山イソラ編

日本助産師会出
版

495.9/N71/1

1279 平成の助産師会革命 岡本喜代子[著] 日本助産師会出 495.9/O42

1280 Oxford handbook of midwifery Third edition paperback

edited by Janet
Medforth, Linda
Ball, Angela
Walker, Sue
Battersby, Sarah
Stables

Oxford
University Press

495.9/O93

1281 産婦ケアの教育方法 : 助産学生のための 新道幸惠監修 金芳堂 495.9/Sh62

1282 助産外来の健診技術 : 根拠にもとづく診察とセルフケア指導 (ブラッシュアップ助産学)
進純郎, 高木愛
子著

医学書院 495.9/Sh69

1283 産婦人科診療ガイドライン 婦人科外来編2017
日本産科婦人科
学会, 日本産婦
人科医会編集・

日本産科婦人科
学会

495/N71/'17

1284 産婦人科研修ハンドブック 第2版 (Kaiba・hand book・series) 大井豪一編著 海馬書房 495/O31

1285 プリンシプル産科婦人科学 第3版 1 婦人科編
武谷雄二 [ほか]
監修

メジカルビュー社 495/P97/1

1286 小児急性中耳炎診療ガイドライン 2018年版

日本耳科学会,
日本小児耳鼻咽
喉科学会, 日本
耳鼻咽喉科感染
症研究会編

金原出版 496.6/Sh96/'18

1287 言語聴覚士のための臨床実習テキスト 小児編
深浦順一, 爲数
哲司, 内山量史

建帛社 496.9/G34

1288 まずはこれから歯科英単語99
益野一哉, 本田
義知, 藤田淳一

永末書店 497.079/Ma99
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1289 母子にやさしい歯科医院 : “女性のライフステージ"と口腔管理
和泉雄一監[ほ
か]著

デンタルダイヤ
モンド社

497.2/B66

1290 患者さんのエイジングに備える高齢者への歯周治療と口腔管理
吉江弘正, 吉成
伸夫, 米山武義

インターアクショ
ン

497.26/Ka55

1291 おとみんのよくばりレッスン! 小児の食育編 宮坂乙美著
デンタルダイヤ
モンド社

497.7/Mi82

1292 おとみんのよくばりレッスン! 小児の口腔機能編 宮坂乙美著
デンタルダイヤ
モンド社

497.7/Mi82

1293
子どもの歯口食の問題をめぐる育児支援ガイド : 小児科・小児歯科・心理・栄養のプロがまとめた : 保護者の素朴な質問で困った時
に役立つ手引き

小児科と小児歯
科の保健検討委
員会, 日本小児
医事出版社編集

日本小児医事出
版社

497.7/Sh96

1294 ゼロからわかる小児う蝕予防の最前線
吉田昊哲編/花
田信弘 [ほか]

クインテッセンス
出版

497.7/Y86

1295 在宅・施設で行う口腔ケアに必要な介護技術 : 地域包括ケアシステムで活かせる!
秋房住郎, 泉繭
依編著/生野繁
子 [ほか] 著

永末書店 497.9/A34

1296 やさしい保健統計学 改訂第5版増補 縣俊彦著 南江堂 498.019/A19

1297 医療統計学 : 基礎統計から多変量解析まで
松木秀明, 須藤
真由美, 松木勇

東海大学出版部 498.019/I67

1298 基礎から学ぶ楽しい保健統計 中村好一著 医学書院 498.019/N37

1299 長寿社会を生きる : 地域の健康づくりをめざして (地域創造研究叢書:No.27)
愛知東邦大学地
域創造研究所編

唯学書房/ア
ジール・プロダク
ション(発売)

498.021/A23

1300 地域に根ざした医療の創り方 : 地域包括ケア時代の : 「患者を生活に戻す」入退院支援! 櫃本真聿著 日総研出版 498.021/H77
1301 地域医療はおもしろい!! : 地域を癒す48の取材記 北村聖編著 ライフメディコム 498.021/Ki68

1302 次代を担う医療者のための地域医療実践読本 中根晴幸著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング/
幻冬舎 (発売)

498.021/N38

1303 キュアからケアへそしてケアからキュアへのパラダイムシフト : ナカノ理論(問題解決理論)の構築とその実践 (在宅医療が日本を変 中野一司著 ナカノ会 498.021/N39/2
1304 公衆衛生 (Simple step series) 高橋茂樹, 西基 海馬書房 498.021/Ta33

1305 医療政策集中講義 : 医療を動かす戦略と実践
東京大学公共政
策大学院医療政
策教育・研究ユ

医学書院 498.021/To46

1306 山間過疎地域における地域保健活動 : 東白川村と共にあゆむ保健師たち 宮田延子著 みらい 498.02153/Mi84

1307 健康長寿の社会文化的文脈
Andrew
E.Scharlach,
Kazumi Hoshino

風間書房 498.0253/Sc1

1308 今こそ、地域医療!
地域医療振興協
会編

メディカルサイエ
ンス社

498.04/C43

1309 地域包括ケア時代における行動変容と継続支援 : かかりつけ医必携! 小谷和彦編集 じほう 498.04/Ko92
1310 地域医療と暮らしのゆくえ : 超高齢社会をともに生きる 高山義浩著 医学書院 498.04/Ta56
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1311 社会疫学と総合診療 (ジェネラリスト教育コンソーシアム:v. 10)
横林賢一, イチ
ローカワチ編著

[カイ書林] 498.04/Y74

1312 ミレイ先生のアドラー流“勇気づけ"保健指導 : アドラー心理学で面談技法のスキルが身につく! 上谷実礼著 メディカ出版 498.07/A16
1313 看護・医療系スタッフのための質問紙作成ワークブック 土屋雅子著 診断と治療社 498.07/Ts32
1314 公衆衛生看護学概論 第5版 (標準保健師講座:1) 標美奈子著者代 医学書院 498.08/HyH/1

1315 公衆衛生看護技術 第3版 (標準保健師講座:2)
中村裕美子著者
代表

医学書院 498.08/HyH/2

1316 対象別公衆衛生看護活動 第4版 (標準保健師講座:3) 松田正己著者代 医学書院 498.08/HyH/3
1317 保健医療福祉行政論 第4版 (標準保健師講座:別巻1) 藤内修二著者代 医学書院 498.08/HyH/別1
1318 疫学・保健統計学 第3版 (標準保健師講座:別巻2) 牧本清子著者代 医学書院 498.08/HyH/別2
1319 公衆衛生看護学概論 第4版 (最新保健学講座:1) 金川克子編集 メヂカルフレンド 498.08/Sa22/1
1320 公衆衛生看護支援技術 第4版 (最新保健学講座:2) 村嶋幸代編集 メヂカルフレンド 498.08/Sa22/2
1321 ライフステージの特性と保健活動 第4版 (最新保健学講座:3. 公衆衛生看護活動論:1) 金川克子編集 メヂカルフレンド 498.08/Sa22/3
1322 心身の健康問題と保健活動 第4版 (最新保健学講座:4. 公衆衛生看護活動論:2) 金川克子編集 メヂカルフレンド 498.08/Sa22/4
1323 公衆衛生看護管理論 第4版 (最新保健学講座:5) 平野かよ子編集 メヂカルフレンド 498.08/Sa22/5
1324 疫学/保健統計 第3版 (最新保健学講座:6) 丸井英二編集 メヂカルフレンド 498.08/Sa22/6
1325 保健医療福祉行政論 第4版 (最新保健学講座:7) 野村陽子編集 メヂカルフレンド 498.08/Sa22/7

1326 健康教育論 第2版 (最新保健学講座:別巻1)
宮坂忠夫, 川田
智惠子, 吉田亨

メヂカルフレンド
社

498.08/Sa22/別
1

1327 これからの保健医療福祉行政論 : 地域づくりを推進する保健師活動 第2版 (地域看護学習Guide)
星旦二, 麻原きよ
み編集

日本看護協会出
版会

498.1/H92

1328 日本の医療 : その仕組みと新たな展開 岩渕豊著 中央法規出版 498.1/I92
1329 健康づくり政策への多角的アプローチ (龍谷大学社会科学研究所叢書:第106巻) 河合美香編著 ミネルヴァ書房 498.1/Ka93

1330 障害や病気などと向き合い、全ての人が活躍できる社会に (厚生労働白書:平成30年版) 厚生労働省編
日経印刷/全国
官報販売協同組
合 (発売)

498.1/Ko83/'18

1331 ヘルスリテラシーとは何か? : 21世紀のグローバル・チャレンジ (21世紀の健康戦略シリーズ:7)

ドン・ナットビー
ム, イローナ・
キックブッシュ著
/島内憲夫編訳/
大久保菜穂子,
鈴木美奈子訳

垣内出版 498.1/N99

1332 ヘルスプロモーション : WHO:オタワ憲章 新装版 (21世紀の健康戦略シリーズ:1・2)

[WHO Regional
Office for
Europe著]/島内
憲夫編訳・解説/
鈴木美奈子訳書

垣内出版 498.1/W88

1333 保健医療・福祉領域で働く心理職のための法律と倫理 (保健と健康の心理学標準テキスト:2)
山崎久美子, 津
田彰, 島井哲志

ナカニシヤ出版 498.12/H82

1334 新・看護者のための精神保健福祉法Q&A 平成27年版
日本精神科看護
技術協会編

中央法規出版 498.12/Se19/'15

1335 関係法規 第12版 (新体系看護学全書. 健康支援と社会保障制度:4) 山本光昭編著 メヂカルフレンド 498.12/Y31
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1336 Cost-effectiveness in health and medicine 2nd ed : hbk
edited by Peter
J. Neumann ...
[et al.]

Oxford
University Press

498.13/C88

1337 Methods for the economic evaluation of health care programmes 4th ed : pbk
Michael F.
Drummond ... [et
al.]

Oxford
University Press

498.13/Me85

1338 2025年へのロードマップ : 医療計画と医療連携の最前線 第2版 武藤正樹著 医学通信社 498.13/Mu93
1339 2025年へのカウントダウン : 地域医療構想・地域包括ケアはこうなる! 武藤正樹著 医学通信社 498.13/Mu93

1340 健康の経済学 : 医療費を節約するために知っておきたいこと 康永秀生著
中央経済社/中
央経済グループ
パブリッシング

498.13/Y65

1341 これからのナースに実践してほしいこと : 日野原重明から医療者へのメッセージ 日野原重明著 中山書店 498.14/H61

1342 迷ったら必見!ナースキャリア : 事例でわかる看護職の働き方ガイド
草柳かほる, 原
美鈴, 八幡成美

東京医学社 498.14/Ma98

1343 看護関係統計資料集 平成29年
日本看護協会出
版会

498.14/N71/'17

1344 保健師 : 地域の健康をつむぐそのはたらきと能力形成 高尾茂子著 ふくろう出版 498.14/Ta49
1345 よくわかる!図解病院の学習書 梶葉子著 ロギカ書房 498.16/Ka23

1346 こどもと妊婦の病気・治療がわかる本 : 大阪母子医療センターの今
大阪母子医療セ
ンター編著

バリューメディカ
ル/南々社 (発

498.16/O73

1347 ナースのためのヘルスケアMBA 羽田明浩著 創成社 498.163/H29

1348 病院・介護施設のBCP・災害対応事例集 : 大規模災害に備えよ!
医療経営情報研
究所編

産労総合研究所
出版部経営書院

498.163/I67

1349
ガマンしない、させない!院内暴力対策「これだけは」 : ひとコマイラストでわかる!医療安全学習にそのまま使える (医療安全
BOOKS:6)

坂本すが編/三
木明子編著

メディカ出版 498.163/Sa32

1350 超・開業力 : 在宅医療・クリニック経営の新常識と新城式 新城拓也著 金原出版 498.163/Sh63
1351 そのまま使える災害対策アクションカード 吉田修 [ほか] 中外医学社 498.163/So48
1352 最強の健康法 : 世界レベルの名医の「本音」を全部まとめてみた ベスト・パフォーマンス編 ムーギー・キム SBクリエイティブ 498.3/Ki38
1353 最強の健康法 : 世界レベルの名医の「本音」を全部まとめてみた 病気にならない最先端科学編 ムーギー・キム SBクリエイティブ 498.3/Ki38
1354 セルフメディケーションのすすめ : 健康生活と薬選びの基本知識 村田正弘著 北樹出版 498.3/Mu59

1355 分子栄養学 (栄養科学シリーズNEXT)
宮本賢一 [ほか]
編

講談社 498.55/B89

1356 在宅,施設,病院で応用できる栄養ケアプロセス : 理論・活用・症例
石長孝二郎, 片
桐義範編著/岡
本理恵 [ほか]

建帛社 498.58/I79

1357 カレント臨床栄養学 第2版

明渡陽子, 長谷
川輝美, 山崎大
治編著/宇野智
子 [ほか] 共著

建帛社 498.58/Ka65
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1358 臨床栄養管理 3訂第4版 (Nブックス)

渡邉早苗, 寺本
房子, 松崎政三
編著/岩本珠美
[ほか] 共著

建帛社 498.58/R45

1359 臨床栄養学概論 (Nブックス)

渡邉早苗, 本間
和宏, 佐藤智英
編著/若菜宜明
[ほか] 共著

建帛社 498.58/R45

1360 最新臨床栄養学 : 新ガイドライン対応 第3版
上原誉志夫, 岡
純, 田中弥生編

光生館 498.58/Sa22

1361 健康寿命を延ばす高齢者の栄養と食事 検見﨑聡美料理 池田書店 498.59/Ke45

1362 あんしんナットク楽しく食べるお母さんと赤ちゃんの食事
水野克己, 水野
紀子編

へるす出版 498.59/Mi96

1363 元気に赤ちゃんが育つ妊婦ごはん : 妊娠中の食事と栄養をサポートする安産レシピ 成美堂出版 498.59/N22
1364 Epidemiology 5th ed Leon Gordis Elsevier 498.6/G67

1365 疫学・保健統計 : 看護師・保健師・管理栄養士を目指す
車谷典男, 松本
泉美編著/伊木
雅之 [ほか] 共

建帛社 498.6/Ku79

1366 A dictionary of epidemiology 6th ed. : pbk.

edited for the
International
Epidemiological
Association by
Miquel
Porta/associate
editors, Sander
Greenland ... [et
al.]/assistant
editor, Andrea
Burón

Oxford
University Press

498.6/P83

1367 Social epidemiology 2nd ed : pbk

edited by Lisa F.
Berkman, Ichiro
Kawachi, M.
Maria Glymour

Oxford
University Press

498.6/So13

1368 Epidemiology : beyond the basics 4th ed : pbk
Moyses Szklo, F.
Javier Nieto

Jones & Bartlett
Learning

498.6/Sz

1369 在宅医療・介護における感染管理ハンドブック
高橋峰子, 鈴木
高弘編集

宇宙堂八木書店
/克誠堂出版 (発

498.6/Ta33

1370 母子保健の主なる統計 平成29年(2017) 母子衛生研究会 母子保健事業団 498.7/B66/'17
1371 わが国の母子保健 平成30年 母子衛生研究会 498.7/B66/'18

1372 母子保健テキスト : 母親学級・両親学級・育児学級用教材 [2019]改訂新版
市川香織[ほか]
指導/母子衛生
研究会編集協力

母子保健事業団 498.7/B66/['19]
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1373 子どもの保健 第2版 1 (新時代の保育双書)
服部右子, 大森
正英編/駒田聡
子 [ほか執筆]

みらい 498.7/H44/1

1374 すこやか幼児のこころとからだ : 幼児健診のために : 1歳6か月児・3歳児健診 第10版 五十嵐隆指導 母子保健事業団 498.7/I23
1375 子どもの保健 第7版追補 巷野悟郎編 診断と治療社 498.7/Ko77

1376 妊娠中から始めるメンタルヘルスケア : 多職種で使う3つの質問票
吉田敬子, 山下
洋, 鈴宮寛子監

日本評論社 498.7/N76

1377 最新子ども保健 第2版
澤田淳, 細井創
編/井上文夫 [ほ
か] 著

日本小児医事出
版社

498.7/Sa93

1378 これからはじめる周産期メンタルヘルス : 産後うつかな?と思ったら 宗田聡著 南山堂 498.7/So15
1379 母子手帳のワナ : 知られざる母子保健の真実 高野弘之著 四海書房 498.7/Ta47

1380 わかりやすい子どもの保健 第3版

西村昂三, 松浦
信夫, 原田正平
編著/野原八千
代, 小澤美和, 加
藤則子著

同文書院 498.7/W25

1381 子どもの事故予防と応急手当マニュアル 第6版
山中龍宏, 東京
防災救急協会指

母子保健事業団 498.7/Y34

1382 クイズでわかる保健指導のエビデンス50 坂根直樹著 中央法規出版 498.81/Sa34

1383 Q&Aでわかる食事・運動指導のエビデンス50
鈴木志保子, 宮
地元彦編著

中央法規出版 498.81/Su96

1384 MIMMS大事故災害への医療対応 : 現場活動における実践的アプローチ 第3版

Advanced Life
Support Group
[著]/Kevin
Mackway-Jones
編/MIMMS日本
委員会訳

永井書店 498.89/A16

1385 ホスピタルMIMMS大事故災害への医療対応 : 病院における実践的アプロ-チ

Advanced Life
Support Group,
Simon Carley,
Kevin Mackway-
Jones
[著]/MIMMS日
本委員会監訳

永井書店 498.89/H95

1386
巨大災害と医療・社会保障を考える : 阪神・淡路大震災、東日本大震災、津波、原発震災の経験から : 特別講演・対談小出裕章×
鎌仲ひとみ (震災復興・原発震災提言シリーズ:7)

兵庫県保険医協
会, 協会西宮・芦
屋支部編

クリエイツかもが
わ

498.89/H99

1387 多職種連携で支える災害医療 : 身につけるべき知識・スキル・対応力
小井土雄一, 石
井美恵子編著

医学書院 498.89/Ko29
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1388 高齢社会における災害と緊急時への備え

John A. Toner,
Therese M.
Mierswa, Judith
L. Howe編

ワールドプランニ
ング

498.89/Ko79

1389 NBC災害に備える!発災後、安全に受け入れるための医療現場マニュアル 中島幹男編 羊土社 498.89/N34

1390 助産師が行う災害時支援マニュアル : すべての妊産婦と母子および女性の安全のために 第3版
日本助産師会災
害対策委員会編

日本助産師会出
版

498.89/N71

1391 災害医療 : 医療チーム・各組織の役割と連携 大橋教良編集 へるす出版 498.89/O28
1392 多数傷病者対応 増補 (プレホスピタルMOOK:4) 大友康裕編集 永井書店 498.89/O86
1393 災害薬事標準テキスト 大友康裕編集 ぱーそん書房 498.89/O86

1394 災害精神医学

フレデリック・J.ス
タッダードJr., ア
ナンド・パーン
ディヤ, クレイグ・
L.カッツ編著

星和書店 498.89/Sa17

1395 災害医学 改訂2版
災害人道医療支
援会編集

南山堂 498.89/Sa17

1396 災害時のメンタルヘルス
大塚耕太郎 [ほ
か] 編

医学書院 498.89/Sa17

1397 新・生き方としての健康科学 朝倉隆司編 有信堂高文社 498/A85
1398 遠路 : 国際保健へ 遠藤昌一著 保健文化社 498/E59

1399 ワークブック国際保健・看護基礎論
堀内美由紀, 岩
佐真也編集

PILAR PRESS 498/H89

1400 医療職のための公衆衛生・社会医学 第6版
長谷川友紀, 長
谷川敏彦, 松本
邦愛編集

テコム出版事業
部

498/I67

1401 医療スタッフのための衛生学エッセンス 2018/2019
荒川浩久 [ほか]
執筆

学建書院 498/I67/'18-'19

1402 事例分析でわかるヘルスプロモーションの「5つの活動」
健康社会学研究
会編著

ライフ出版社 498/Ke45

1403 もっと!エンジョイできる在宅医療 : 患者さん、ご家族の不安を解消する在宅医療の秘訣を全公開 小林直哉著 現代書林 498/Ko12

1404 国際看護・国際保健
丸井英二, 森口
育子, 李節子編

弘文堂 498/Ko51

1405 コンパクト公衆衛生学 第6版
松浦賢長, 小林
廉毅, 苅田香苗

朝倉書店 498/Ko78

1406 公衆衛生 第10版 (よくわかる専門基礎講座) 松木秀明編 金原出版 498/Ma79
1407 痛い在宅医 長尾和宏著 ブックマン社 498/N18

1408 公衆衛生学 2018/2019
中村信也編著/
後藤政幸 [ほか]

同文書院 498/N37/'18-'19

1409
キュアからケアへのパラダイムチェンジ : 「ケア志向の医療=在宅医療」という新しい医療概念の提唱 (在宅医療が日本を変え
る:[正])

中野一司著
ナカノ会/ドメス
出版 (発売)

498/N39
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1410 国際保健医療のキャリアナビ
日本国際保健医
療学会編

南山堂 498/N71

1411 国際保健医療学 第3版
日本国際保健医
療学会編

杏林書院 498/N71

1412 在宅ケア学の基本的考え方 (在宅ケア学:第1巻)
日本在宅ケア学
会編

ワールドプランニ
ング

498/N71/1

1413 在宅ケアと諸制度 (在宅ケア学:第2巻)
日本在宅ケア学
会編

ワールドプランニ
ング

498/N71/2

1414 在宅ケアとチームアプローチ (在宅ケア学:第3巻)
日本在宅ケア学
会編

ワールドプランニ
ング

498/N71/3

1415 子どもを支える在宅ケア (在宅ケア学:第4巻)
日本在宅ケア学
会編

ワールドプランニ
ング

498/N71/4

1416 成人・高齢者を支える在宅ケア (在宅ケア学:第5巻)
日本在宅ケア学
会編

ワールドプランニ
ング

498/N71/5

1417 エンド・オブ・ライフと在宅ケア (在宅ケア学:第6巻)
日本在宅ケア学
会編

ワールドプランニ
ング

498/N71/6

1418 Active Aging健康管理学
岡田悦政編著/
岡久玲子 [ほか

八千代出版 498/O38

1419 在宅医療マネジメントQ&A : 疾病管理・運営・法的問題まですべてわかる
太田秀樹, 和田
忠志監修

日本医事新報社 498/O81

1420 International encyclopedia of public health 2nd ed v. 1

Stella R. Quah,
editor-in-
chief/William
Cockerham,
associate editor-
in-chief

Academic Press 498/Q1/1

1421 International encyclopedia of public health 2nd ed v. 2

Stella R. Quah,
editor-in-
chief/William
Cockerham,
associate editor-
in-chief

Academic Press 498/Q1/2

1422 International encyclopedia of public health 2nd ed v. 3

Stella R. Quah,
editor-in-
chief/William
Cockerham,
associate editor-
in-chief

Academic Press 498/Q1/3
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1423 International encyclopedia of public health 2nd ed v. 4

Stella R. Quah,
editor-in-
chief/William
Cockerham,
associate editor-
in-chief

Academic Press 498/Q1/4

1424 International encyclopedia of public health 2nd ed v. 5

Stella R. Quah,
editor-in-
chief/William
Cockerham,
associate editor-
in-chief

Academic Press 498/Q1/5

1425 International encyclopedia of public health 2nd ed v. 6

Stella R. Quah,
editor-in-
chief/William
Cockerham,
associate editor-
in-chief

Academic Press 498/Q1/6

1426 International encyclopedia of public health 2nd ed v. 7

Stella R. Quah,
editor-in-
chief/William
Cockerham,
associate editor-
in-chief

Academic Press 498/Q1/7

1427 医療・介護連携で実現する高齢者のための地域医療 佐藤貴久著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング/
幻冬舎 (発売)

498/Sa87

1428 ライフスキルのための健康科学 3訂
成和子編著/宮
本慶子, 城川美
佳共著

建帛社 498/Se17

1429 デンタルスタッフの衛生学・公衆衛生学 末高武彦著者代 医歯薬出版 498/Su19

1430 公衆衛生学 (最新臨床検査学講座)
照屋浩司, 川村
堅著

医歯薬出版 498/Te79

1431 Textbook of global health 4th ed : hardback
Anne-Emanuelle
Birn, Yogan
Pillay, Timothy

Oxford
University Press

498/Te93

1432 社会を変える健康のサイエンス : 健康総合科学への21の扉
東京大学医学部
健康総合科学科

東京大学出版会 498/To46
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1433 Case studies in public health : pbk

Theodore H.
Tulchinsky, with
M. Joan
Bickford/forewor
d by Walter A.
Orenstein

Academic Press 498/Tu4

1434 在宅復帰支援 : 思いのほか自宅に帰れます 和田忠志編 南山堂 498/W12
1435 在宅医療臨床入門 改訂2版 (在宅医療の技とこころ) 和田忠志著 南山堂 498/W12

1436 衛生・公衆衛生学 2018
山本玲子編著/
池上清子 [ほか]

アイ・ケイコーポ
レーション

498/Y31/'18

1437 基礎から学ぶ健康管理概論 改訂第4版
柳川洋, 尾島俊
之編

南江堂 498/Y51

1438 よくわかる公衆衛生学の基本としくみ (図解入門. メディカルサイエンスシリーズ)
上地賢, 安藤絵
美子, 雜賀智也

秀和システム 498/Y79

1439 在宅医療 : 多職種連携ハンドブック : “最期まで住み慣れた地域での生活"を支援する 悠翔会編集 法研 498/Y99

1440 在宅薬剤管理入門 : コミュニティ・ファーマシストの真髄を求めて (在宅医療の技とこころ)
大澤光司 [ほか]
編集

南山堂 498/Z1

1441 新薬の狩人たち : 成功率0.1%の探求
ドナルド・R・キル
シュ, オギ・オー
ガス著/寺町朋

早川書房 499.02/Ki54

1442 薬理学 : 薬の作用・副作用/薬の効き方I・II 2019-2020 (薬学必修講座)
薬学教育セン
ター編

評言社
499.079/Y16/'19
-'20

1443 在宅医療のKEY&NOTE : 薬学の知識と臨床が出会う場所 (薬ゼミファーマブック)

手嶋無限 [ほか]
編集/日本在宅
薬学会, 医学ア
カデミー薬学ゼミ
ナール企画

薬ゼミ情報教育
センター

499.09/Z1

1444 今日の治療薬 : 解説と便覧 2019年版(第41版)
水島裕, 宮本昭
正 [共] 編著

南江堂 499.1/Mi96/'19

1445 Mosby's drug guide for nursing students 13th ed
Linda Skidmore-
Roth

Elsevier 499.1/Sk

1446 つまずきから学ぶ漢方薬 : 構造主義と番号順の漢方学習 岩田健太郎著 中外医学社 499.8/I97

1447 第三次エネルギー革命
デロイトトーマツ
コンサルティング

エネルギー
フォーラム

501.6/D63

1448 事典持続可能な社会と教育
日本環境教育学
会 [ほか] 編

教育出版 519.07/J55

1449 科学技術の環境問題 長谷敏夫著 時潮社 519/H36

1450 タニタの働き方革命
谷田千里, 株式
会社タニタ編著

日本経済新聞出
版社

535.4/Ta87

1451 脱原発の運動史 : チェルノブイリ、福島、そしてこれから 安藤丈将著 岩波書店 539.091/A47

1452 核エネルギー大国フランス : 「統治」の視座から
セジン・トプシュ
著/斎藤かぐみ

エディション・エフ 539.091/To65
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1453 原発被ばく労災 : 拡がる健康被害と労災補償
被ばく労働を考
えるネットワーク

三一書房 543.5/H54

1454 5Gビジネス (日経文庫:1407:B131) 亀井卓也著
日本経済新聞出
版社

547.5/Ka34

1455 日本企業における失敗の研究 : ダイナミック戦略論による薄型TVウォーズの敗因分析 河合忠彦著 有斐閣 547.86/Ka93

1456 成功していた日本の原爆実験 : 隠蔽された核開発史
ロバート・ウィル
コックス著/矢野
義昭訳

勉誠出版 559.7/W73

1457 無人の兵団 : AI、ロボット、自律型兵器と未来の戦争
ポール・シャーレ
著/伏見威蕃訳

早川書房 559/Sc1

1458 「黒い羽根」の戦後史 : 炭鉱合理化政策と失業問題 藤野豊著 六花出版 567.092/F64

1459 こうして管楽器はつくられる : 設計者が語る「楽器学のすすめ」 竹内明彦著
ヤマハミュージッ
クエンタテインメ
ントホールディン

582.7/Ta67

1460 人気の中国料理 : 評判店の味づくりと技法 旭屋出版編集部 旭屋出版 596.22/A82

1461 タピオカミルクティー : フルーツティードリンク
片倉康博, 田中
美奈子著

旭屋出版 596.7/Ka82

1462 ザ・ミクソロジー 南雲主于三著 柴田書店 596.7/N27

1463 キッズキッチン : 五感で学ぶ食育ガイド 新版
坂本廣子著/キッ
ズキッチン協会
企画

かもがわ出版 596/Sa32

1464 ソフロロジー出産 : 痛みが少なく赤ちゃんにもママにも優しい 最新版 森本紀著 主婦の友社 598.2/Mo55
1465 いちばんハッピーな妊娠・出産BOOK (HELLO!BABY) 小川隆吉監修 成美堂出版 598.2/O24

1466 35歳からのはじめての妊娠・出産・育児安心BOOK (ハッピーマタニティBOOK)
大鷹美子, 中澤
友幸監修

ナツメ社 598.2/O82

1467 らくらくあんしん妊娠・出産 : 最新版 : 月数ごとによくわかる 荻田和秀監修 学研プラス 598.2/OgK

1468
安心すこやか妊娠・出産ガイド : 妊娠・出産のすべてがこの1冊でわかる : この検査は何のため?検査値が異常と言われてしまった
…そんな疑問や不安にこたえる 新版

昭和大学病院総
合周産期母子医
療センター編

メディカ出版 598.2/Sh97

1469 産婦人科医ママの妊娠・出産パーフェクトBOOK : プレ妊娠編から産後編まで! 新装版 宋美玄著 内外出版社 598.2/So42

1470 最新!妊娠・出産新百科mini (ベネッセ・ムック. たまひよブックス/たまひよ新百科シリーズ)
たまごクラブ特別
編集

ベネッセコーポ
レーション

598.3/Ta77

1471 おなかにいるときからはじめるべびぃケア : 妊娠・出産・育児を気持ちよく 新版
吉田敦子, 杉上
貴子著

合同出版 598.3/Y86

1472 呼吸器の子 松永正訓著 現代書館 598.4/Ma83
1473 ああ認知症家族 : つながれば、希望が見えてくる 高見国生著 岩波書店 598.4/Ta43

1474 家族のための「在宅医療」読本 : 1時間でわかる! 内田貞輔著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング/
幻冬舎 (発売)

598.4/U14

1475 母乳と育児とこころのケア : 大切なことは赤ちゃんが教えてくれる
子育てを一から
見直すプロジェク

メディカ出版 599.3/Ko88
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1476 最新!育児新百科mini (ベネッセ・ムック. たまひよブックス/たまひよ新百科シリーズ)
ひよこクラブ特別
編集

ベネッセコーポ
レーション

599/B35

1477 わたしは3歳 : 3歳からの出発 第2版
巷野悟郎, 高橋
種昭, 植松紀子

母子保健事業団 599/W47

1478 万博入門 : 新世代万博への道 平野暁臣著
小学館クリエイ
ティブ/小学館

606.9/H66

1479 スリランカの農園地域における母子保健 : 潜在能力アプローチの視点 磯邉厚子著 晃洋書房 611.99/I85
1480 図解知識ゼロからの現代農業入門 : 最新版 : 生産・消費動向・流通・食の安全・制度・国際情勢 八木宏典監修 家の光協会 612.1/Y15
1481 ウマの動物学 第2版 (アニマルサイエンス:1) 近藤誠司著 東京大学出版会 645.2/A49/1
1482 ヒト、犬に会う : 言葉と論理の始原へ (講談社選書メチエ:705) 島泰三著 講談社 645.6/Sh43
1483 海に生きた百姓たち : 海村の江戸時代 渡辺尚志著 草思社 662.1/W46
1484 カニという道楽 : ズワイガニと日本人の物語 広尾克子著 西日本出版社 664.76/H71
1485 IWC脱退と国際交渉 森下丈二著 成山堂書店 664.9/Mo65

1486 47都道府県・商店街百科
正木久仁, 杉山
伸一編著

丸善出版 672.1/Ma61

1487 開業とプロのためのカフェ材料図鑑 : フード|ドリンク|スイーツ : 109レシピ掲載! 富田佐奈栄著 旭屋出版 673.98/To58

1488 1枚デザインの構図とレイアウト
パイインターナ
ショナル

674.7/P15

1489 SNSマーケティングのやさしい教科書。 : Facebook・Twitter・Instagram--つながりでビジネスを加速する最新技術 改訂新版
グローバルリンク
ジャパン, 清水将
之著

エムディエヌコー
ポレーション/イ
ンプレス (発売)

675/G95

1490 最高の顧客が集まるブランド戦略 : ボルボはいかにして「無骨な外車」からプレミアムカーへ進化したのか
木村隆之, 小沢
コージ著

幻冬舎メディアコ
ンサルティング/
幻冬舎(発売)

675/Ki39

1491 「値づけ」の思考法 : 買いたくなる価格には必ず理由がある 小川孔輔著 日本実業出版社 675/O24
1492 自由貿易に迫る危機と新たな国際秩序構築の必要性 (通商白書:令和元年度版) 経済産業省編 勝美印刷 678.21/Ke29/'19
1493 観光公害 : インバウンド4000万人時代の副作用 (祥伝社新書:574) 佐滝剛弘 [著] 祥伝社 689.2/Sa83

1494 インバウンド・ビジネス戦略
早稲田インバウ
ンド・ビジネス戦
略研究会著

日本経済新聞出
版社

689.3/W41

1495 サンリオピューロランドの人づくり : 来場者4倍のV字回復! : 笑顔とモチベーションを引き出す館長の30カ条 小巻亜矢著 ダイヤモンド社 689.5/Sa66

1496 なぜテーマパークでは朝から風船を売っているのか? : テーマパークで学ぶビジネスの教科書 清水群著
ザ・ブック/河出
書房新社 (発売)

689.5/Sh49

1497 江戸のデザイン図鑑 柏木博監修 河出書房新社 702.15/Ka77
1498 ルビンのツボ : 芸術する体と心 齋藤亜矢著 岩波書店 704/Sa25

1499 材料から建築へ (新装版バウハウス叢書:14)
L・モホリ=ナギ著
/宮島久雄訳

中央公論美術出
版

708/B28/14

1500 教育スケッチブック (新装版バウハウス叢書:2)
パウル・クレー著
/利光功訳

中央公論美術出
版

708/B28/2
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1501 遺産の概念 (叢書・ウニベルシタス:1096)

ジャン=ピエー
ル・バブロン, ア
ンドレ・シャステ
ル [著]/中津海
裕子, 湯浅茉衣

法政大学出版局 709.35/B12

1502 図説だんじり彫刻の魅力 : 岸和田と淡路で育まれた心と技
だんじり彫刻研
究会編著

だんじり彫刻研
究会

713.021/D37

1503 一枚の絵から 日本編 高畑勲著 岩波書店 720.4/Ta33/1
1504 一枚の絵から 海外編 高畑勲著 岩波書店 720.4/Ta33/2
1505 酒天童子絵巻の謎 : 「大江山絵詞」と坂東武士 鈴木哲雄著 岩波書店 721.2/Su96
1506 北斎vs広重 (くらべてわかる:2) 内藤正人著 敬文舎 721.8/Ka88
1507 ゴッホとゴーギャン : 近代絵画の軌跡 (ちくま新書:1441) 木村泰司著 筑摩書房 723.05/G57
1508 ゴッホ展完全ガイドブック : 展覧会を10倍楽しむ方法を教えます! (AERA MOOK) 朝日新聞出版編 朝日新聞出版 723.359/G57
1509 教養としてのマンガ (扶桑社新書:306) 橋本博著 育鵬社 : 扶桑社 726.101/H38
1510 日本の文様解剖図鑑 筧菜奈子文・絵 エクスナレッジ 727/Ka24
1511 急がば廻れ 松田行正著 左右社 727/Ma75
1512 おもちゃ絵づくし (紙絵遊びの文化) アン・ヘリング著 玉川大学出版部 759/H53

1513 指揮者は何を考えているか : 解釈、テクニック、舞台裏の闘い
ジョン・マウチェリ
著/松村哲哉訳

白水社 761.9/Ma95

1514 越境する音楽家たちの対話 : ワールドミュージックとは何だったのか? 関口義人著 彩流社 762/Se27

1515 オルガンの芸術 : 歴史・楽器・奏法
松居直美, 廣野
嗣雄・馬淵久夫

道和書院 763.3/O71

1516 演出家鈴木忠志 : その思想と作品 渡辺保著 岩波書店 772.1/Su96
1517 狂言を生きる 野村万作著 朝日出版社 773.9/N95

1518 Netflixコンテンツ帝国の野望 : GAFAを超える最強IT企業
ジーナ・キーティ
ング著/牧野洋

新潮社 778.067/N66

1519 躍動する東南アジア映画 : 多文化・越境・連帯

石坂健治, 夏目
深雪編著/国際
交流基金アジア
センター編集協

論創社 778.223/I84

1520 ブルース・リー : 李小龍の栄光と孤独 (ちくま文庫:[よ28-4]) 四方田犬彦著 筑摩書房 778.2239/L51

1521 現代アニメ「超」講義 石岡良治著
Planets : 第二次
惑星開発委員会

778.77/I81

1522 幻の「長くつ下のピッピ」

高畑勲, 宮崎駿,
小田部羊一著/
スタジオジブリ出
版部編集

岩波書店 778.77/Ma11

1523 漫画映画(アニメーション)の志 : 『やぶにらみの暴君』と『王と鳥』 高畑勲著 岩波書店 778.77/Ta33

1524 【図説】はじめての古典落語 : 教養として知っておきたい50席
永井義男江戸風
俗解説

学研プラス 779.13/N14

1525 スポーツ医学は突き指から学びなさい! 中康匡著 文芸社 780.19/N45
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1526 身体づくりと食べ物のはなし : みんなのスポーツ栄養学
山田昌彦 [著]・
監修

南雲堂 780.19/Y19

1527 健康スポーツとヘルスマネジメント : リーダーのための健康理論 吉中康子著 晃洋書房 780.19/Y92
1528 スポーツビジネス15兆円時代の到来 (平凡社新書:915) 森貴信著 平凡社 780/Mo66

1529 ひと目でわかるバスケットボールの筋力トレーニング : パフォーマンス向上とケガ予防の解剖学

ブライアン・コー
ル, ロブ・パナリ
エッロ著/有賀誠
司, ウイリアム・
ウェザリー訳

大修館書店 783.1/C84

1530 サッカー・レフェリーズ 2018/2019 浅見俊雄著

日本サッカー審
判協会/丸善株
式会社出版事業
部 (発売)

783.47/A86/'18-
'19

1531 心を強くする : 「世界一のメンタル」50のルール
サーシャ・バイン
著/高見浩訳

飛鳥新社 783.5/B14

1532 阪神タイガース1985-2003 (ちくま新書:1444) 中川右介著 筑摩書房 783.7/H29

1533 ビッグデータベースボール (角川新書:[K-275])
トラヴィス・ソー
チック [著]/桑田

KADOKAWA 783.7/Ku98

1534 球技のコーチング学
日本コーチング
学会編集

大修館書店 783/N71

1535 発達が気になる子への水泳の教え方 : スモールステップでみるみる泳げる! 酒井泰葉著 合同出版 785.2/Sa29
1536 武術の身体論 : 同調と競争が交錯する場 西村秀樹著 青弓社 789/N84
1537 千利休 : 「天下一」の茶人 (茶人叢書) 田中仙堂著 宮帯出版社 791.2/Se72

1538 思考と意味の取扱いガイド
レイ・ジャッケンド
フ [著]/大堀壽
夫, 貝森有祐, 山

岩波書店 801.2/J11

1539 マンガでわかる!人前で3分、あがらずに話せる本
金井英之著/秋
内常良シナリオ/
石野人衣作画

すばる舎 809.4/Ka44

1540 ことばの習得と意識 (真田信治著作選集 : シリーズ日本語の動態:4) 真田信治著 ひつじ書房 810.2/Sa61/4
1541 国語学一般・国語史 第54号 2017年(平成29年) (日本語学論説資料:第1分冊) 論説資料保存会 810.5/3/54-1
1542 国語史・文字・表記 第54号 2017年(平成29年) (日本語学論説資料:第1分冊増刊) 論説資料保存会 810.5/3/54-1-2
1543 文法 第54号 2017年 第2分冊 (日本語学論説資料:第2分冊, 第3分冊) 論説資料保存会 810.5/3/54-2
1544 その種々相と史的推移・「おべんちゃら」などの語史 (山口仲美著作集:5. オノマトペの歴史:1) 山口仲美著 風間書房 810.8/Y24/5

1545 語彙の原理 : 先人たちが切り開いた言葉の沃野 (シリーズ「日本語の語彙」:1)
石井正彦編/石
井正彦 [ほか]

朝倉書店 814.08/H54/1

1546 平成の新語・流行語辞典 米川明彦著 東京堂出版 814.7/Y83
1547 文節の文法 定延利之著 大修館書店 815/Sa13

1548 マンガでやさしくわかる論文・レポートの書き方
吉岡友治著/青
木健生シナリオ
制作/山本幸男

日本能率協会マ
ネジメントセン
ター

816.5/Y92
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1549 幼児教育系学生のための日本語表現法 : 保育実践力の基礎をつくる初年次教育
久保田英助, 大
岡紀理子編

東信堂 816/Ku14

1550 わかる!伝わる!文章力 : 実践力養成 : 小論文・レポート虎の巻 佐藤佳弘著 武蔵野大学出版 816/Sa87

1551 起きてから寝るまで中国語表現1000 : 1日の「体の動き」「心のつぶやき」を全部中国語で言って会話力アップ!
顧蘭亭, 及川淳
子執筆・解説

アルク 827.8/G92

1552 脳のしくみが解れば英語がみえる (一歩進める英語学習・研究ブックス) 濱田英人著 開拓社 830.7/H22
1553 使える英語を身につけるための4つの法則 : 教材大国ニッポンの迷信を打ち破る! 渡邊考著 IBCパブリッシン 830.7/W46

1554 TOEIC L&Rテストでる模試600問
ハッカーズ語学
研究所著

アスク出版 830.79/H17

1555 TOEIC L&Rテストリスニングゼロからスコアが稼げるドリル 高橋恭子著 アルク 830.79/Ta33
1556 中学3年間の文法・単語・発音が1冊で身につく!英語フレーズ101 (音声DL BOOK) 田中敦英著 NHK出版 830/Ta84
1557 英語は50の動詞で一気に上達する (Power English) 柴田真一著 講談社 835.5/Sh18
1558 前置詞byの意味を知っているとは何を知っていることなのか : 多義論から多使用論へ 平沢慎也著 くろしお出版 835.64/H67
1559 英語負け組を救う丁寧な取扱説明書 : 新装版 (英文法のトリセツ:じっくり基礎編) 阿川イチロヲ著 アルク 835/A19

1560 ヘミングウェイで学ぶ英文法
倉林秀男, 河田
英介著

アスク出版 835/H52

1561 ポジティブになれる英語名言101 (岩波ジュニア新書:898)
小池直己, 佐藤
誠司著

岩波書店 835/Ko31

1562 総合英語Factbook (ファクトブック) 例文完全マスター
大西泰斗, ポー
ル・マクベイ著

桐原書店 835/O66

1563 最新英語論文によく使う表現 発展編 﨑村耕二著 創元社 836.5/SaK/2
1564 わたしの英文フレーズ総集編 : とっておきのフレーズを集めました 新装版 (Boutiquebooks) 関谷明子著・訳 ブティック社 836.6/Se43
1565 英文解体新書 : 構造と論理を読み解く英文解釈 北村一真著 研究社 837.5/Ki68

1566 翻訳力錬成プロブック : 商品となる訳文の作り方 柴田耕太郎著
日外アソシエー
ツ/紀伊國屋書
店 (発売)

837.5/Sh18

1567 いきなり英語スピーキング : 日本語で考えないイラスト反射特訓 安武内ひろし著 ジャパンタイムズ 837.8/A14

1568 Hapa英会話ネイティブ感覚で話す英語フレーズ
ジュン・セニサッ
ク著

DHC 837.8/Se61

1569 音読Japan : 英語でいまのニッポンを語ろう! : reading Japan aloud 浦島久著 IBCパブリッシン 837.8/U84(1)
1570 英語"瞬発"スピーキング : 日本人の弱点である「瞬発力」をパワー音読で徹底的にトレーニングする! : 瞬発!! 横山カズ著 IBCパブリッシン 837.8/Y79
1571 ロマンス言語学概論 菅田茂昭著 早稲田大学出版 879/Su31
1572 虫の文学誌 奥本大三郎著 小学館 902.09/O55
1573 河合隼雄と子どもの目 : 「うさぎ穴」からの発信 河合隼雄著 創元社 909/Ka93
1574 古典作品の新しい解釈 (新典社研究叢書:199. 王朝文学論:[正]) 圷美奈子著 新典社 910.23/A39/1
1575 解釈的発見の手法と論理 (新典社研究叢書:312. 王朝文学論:続) 圷美奈子著 新典社 910.23/A39/2
1576 林芙美子全文業録 : 未完の放浪 廣畑研二著 論創社 910.268/H48
1577 村上春樹精神の病と癒し 南富鎭著 春風社 910.268/Mu43
1578 和歌童蒙抄注解 黒田彰子著 青簡舎 911.101/F68

1579 宇多院の歌合新注 (新注和歌文学叢書:27)
三木麻子 [ほか]
著

青簡舎 911.138/U26
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1580 竹風和歌抄新注 下 (新注和歌文学叢書:25-26. 宗尊親王集全注:2) 中川博夫著 青簡舎
911.148/Mun/N-
2-2

1581 斎藤茂吉 : 声調に見る伝統と近代 田中教子著 作品社 911.162/Sa25
1582 季語を知る (角川選書:622) 片山由美子著 KADOKAWA 911.307/Ka84
1583 「歌だけが残る」と、あなたは言った : わが父、阿久悠 深田太郎著 河出書房新社 911.66/A39
1584 近松浄瑠璃の成立 大橋正叔著 八木書店 912.4/O28
1585 源氏物語の表現と絵画的展開 : 夕霧を中心に 青木慎一著 武蔵野書院 913.36/A53
1586 源氏物語と和歌の論 : 異端へのまなざし 久富木原玲著 青簡舎 913.363/Mu56
1587 カナダ金貨の謎 (講談社ノベルス:アL-19) 有栖川有栖著 講談社 913.6/A76
1588 水葬の迷宮 (新潮文庫:10777, あ-90-1. 警視庁特捜7) 麻見和史著 新潮社 913.6/A86/1
1589 dele (ディーリー) 2 (角川文庫:20923, 20992, 21668, [ほ20-5], [ほ20-6], [ほ20-7]) 本多孝好 [著] KADOKAWA 913.6/H84/2
1590 dele (ディーリー) 3 (角川文庫:20923, 20992, 21668, [ほ20-5], [ほ20-6], [ほ20-7]) 本多孝好 [著] KADOKAWA 913.6/H84/3
1591 いつもの朝に 上 (集英社文庫:[い-49-2-3]) 今邑彩著 集英社 913.6/I44/1
1592 いつもの朝に 下 (集英社文庫:[い-49-2-3]) 今邑彩著 集英社 913.6/I44/2
1593 悪寒 (集英社文庫:[い84-1]) 伊岡瞬著 集英社 913.6/I61
1594 よろこびの歌 (実業之日本社文庫:み2-1) 宮下奈都著 実業之日本社 913.6/Mi83
1595 アーモンド入りチョコレートのワルツ (角川文庫:13811) 森絵都 [著] 角川書店 913.6/Mo47
1596 さよならドビュッシー前奏曲 (プレリュード) : 要介護探偵の事件簿 (宝島社文庫:[Cな-6-4]) 中山七里著 宝島社 913.6/N45
1597 いつまでもショパン (宝島社文庫:[Cな-6-5]) 中山七里著 宝島社 913.6/N45/3
1598 どこかでベートーヴェン (宝島社文庫:[Cな-6-6]) 中山七里著 宝島社 913.6/N45/4
1599 モンスターU子の嘘 越智月子著 小学館 913.6/O15

1600 電信柱と妙な男 : 小川未明怪異小品集 (平凡社ライブラリー:884)
小川未明著/東
雅夫編

平凡社 913.6/O24

1601 ピエタ (ポプラ文庫:[お4-3]) 大島真寿美 [著] ポプラ社 913.6/O77
1602 ZOO 2 (集英社文庫) 乙一著 集英社 913.6/O87/2
1603 革命のライオン (集英社文庫:[さ23-9]. 小説フランス革命:1) 佐藤賢一著 集英社 913.6/Sa85/1
1604 ジロンド派の興亡 (集英社文庫:[さ23-18]. 小説フランス革命:10) 佐藤賢一著 集英社 913.6/Sa85/10
1605 八月の蜂起 (集英社文庫:[さ23-19]. 小説フランス革命:11) 佐藤賢一著 集英社 913.6/Sa85/11
1606 共和政の樹立 (集英社文庫:[さ23-20]. 小説フランス革命:12) 佐藤賢一著 集英社 913.6/Sa85/12
1607 サン・キュロットの暴走 (集英社文庫:[さ23-21]. 小説フランス革命:13) 佐藤賢一著 集英社 913.6/Sa85/13
1608 ジャコバン派の独裁 (集英社文庫:[さ23-22]. 小説フランス革命:14) 佐藤賢一著 集英社 913.6/Sa85/14
1609 粛清の嵐 (集英社文庫:[さ23-23]. 小説フランス革命:15) 佐藤賢一著 集英社 913.6/Sa85/15
1610 徳の政治 (集英社文庫:[さ23-24]. 小説フランス革命:16) 佐藤賢一著 集英社 913.6/Sa85/16
1611 ダントン派の処刑 (集英社文庫:[さ23-25]. 小説フランス革命:17) 佐藤賢一著 集英社 913.6/Sa85/17
1612 革命の終焉 (集英社文庫:[さ23-26]. 小説フランス革命:18) 佐藤賢一著 集英社 913.6/Sa85/18
1613 パリの蜂起 (集英社文庫:[さ23-10]. 小説フランス革命:2) 佐藤賢一著 集英社 913.6/Sa85/2
1614 転落篇 (ナポレオン:3) 集英社 913.6/Sa85/3
1615 バスティーユの陥落 (集英社文庫:[さ23-11]. 小説フランス革命:3) 佐藤賢一著 集英社 913.6/Sa85/3
1616 聖者の戦い (集英社文庫:[さ23-12]. 小説フランス革命:4) 佐藤賢一著 集英社 913.6/Sa85/4
1617 議会の迷走 (集英社文庫:[さ23-13]. 小説フランス革命:5) 佐藤賢一著 集英社 913.6/Sa85/5
1618 シスマの危機 (集英社文庫:[さ23-14]. 小説フランス革命:6) 佐藤賢一著 集英社 913.6/Sa85/6
1619 王の逃亡 (集英社文庫:[さ23-15]. 小説フランス革命:7) 佐藤賢一著 集英社 913.6/Sa85/7
1620 フイヤン派の野望 (集英社文庫:[さ23-16]. 小説フランス革命:8) 佐藤賢一著 集英社 913.6/Sa85/8
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1621 戦争の足音 (集英社文庫:[さ23-17]. 小説フランス革命:9) 佐藤賢一著 集英社 913.6/Sa85/9
1622 第二音楽室 (文春文庫:[さ-58-1]) 佐藤多佳子著 文藝春秋 913.6/Sa87
1623 ヴァチカン図書館の裏蔵書 (新潮文庫:10785, し-74-24) 篠原美季著 新潮社 913.6/Sh67/1
1624 聖杯伝説 (新潮文庫:10886, し-74-25. ヴァチカン図書館の裏蔵書) 篠原美季著 新潮社 913.6/Sh67/2
1625 卑弥呼の葬祭 : 天照暗殺 (新潮文庫:11135, た-117-4) 高田崇史著 新潮社 913.6/Ta28/1
1626 響け!ユーフォニアム : 2 : 北宇治高校吹奏楽部のいちばん熱い夏 (宝島社文庫:Cた-8-3) 武田綾乃著 宝島社 913.6/TaA/H-2
1627 響け!ユーフォニアム : 3 : 北宇治高校吹奏楽部、最大の危機 (宝島社文庫:Cた-8-4) 武田綾乃著 宝島社 913.6/TaA/H-3

1628 ミュージック・ブレス・ユー!! (角川文庫:16884) 津村記久子 [著]
角川書店/角川
グループパブリッ
シング (発売)

913.6/Ts74

1629 雑草にも名前がある : 一人の中学教師・植物採集家の足跡 益村聖著 花乱社 914.6/Ma68

1630 とはずがたり (光文社古典新訳文庫:[KAコ12-1])
後深草院二条著
/佐々木和歌子

光文社 915.49/N39

1631 芭蕉文集 : 新装版 (新潮日本古典集成)
[松尾芭蕉著]/富
山奏校注

新潮社 915.5/Ma85

1632 バクバクっ子の在宅記 : 人工呼吸器をつけて保育園から自立生活へ 平本歩著 現代書館 916/H65
1633 老妻だって介護はつらいよ : 葛藤と純情の物語 沖藤典子著 岩波書店 916/O51

1634 「新編」日本女性文学全集 10 渡邊澄子編集
菁柿堂/星雲社
(発売)

918.6/ShN/10

1635 書簡 中 (定本漱石全集:第22-23巻) 岩波書店 918.68/NaS/23

1636 鉄幹晶子全集 別巻5
[与謝野鉄幹, 与
謝野晶子著]/逸
見久美編集代表

勉誠出版
918.68/YoH/B-
別5

1637 ガラン版千一夜物語 2 西尾哲夫訳 岩波書店 929.763/A61/2
1638 カズオ・イシグロに恋して 臼井雅美著 英宝社 930.278/I73

1639 サー・ガウェインと緑の騎士 : トールキンのアーサー王物語 : 新装版
J・R・R・トールキ
ン著/山本史郎

原書房 931.4/To47

1640 勇気の赤い勲章 (光文社古典新訳文庫:[KAク2-1])
スティーヴン・ク
レイン著/藤井光

光文社 933.6/C91

1641 鼻持ちならぬバシントン
サキ著/花輪涼
子訳

彩流社 933.7/Sa42

1642 ドストエフスキー : 転回と障害 福田勝美著 論創社 980.2/D88

1643 中枢神経作用薬 第3版 1 (医学教育シリーズ. 目で見る薬理学入門:vol.10-12)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV491.5/Me14/
10

1644 中枢神経作用薬 第3版 2 (医学教育シリーズ. 目で見る薬理学入門:vol.10-12)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV491.5/Me14/
11

1645 中枢神経作用薬 第3版 3 (医学教育シリーズ. 目で見る薬理学入門:vol.10-12)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV491.5/Me14/
12

1646
がんサバイバーシップの理解と支援 診断期/初期治療期 (Maruzen audiovisual library. はじめてのがん看護 : がんサバイバーへの
支援:1-2)

花出正美, 大友
陽子監修

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.9/H16/1

1647 がん患者の在宅療養支援 (Maruzen audiovisual library. はじめてのがん看護 : がんサバイバーへの支援:10)
鈴木美穂, 平野
和恵監修

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.9/H16/10
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1648
がんサバイバーシップの理解と支援 慢性期/進行・再発期/終末期 (Maruzen audiovisual library. はじめてのがん看護 : がんサバイ
バーへの支援:1-2)

花出正美, 大友
陽子監修

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.9/H16/2

1649 外来がん看護 (Maruzen audiovisual library. はじめてのがん看護 : がんサバイバーへの支援:3)
大澤めぐみ, 濱
口恵子監修

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.9/H16/3

1650 がん手術療法の看護 (Maruzen audiovisual library. はじめてのがん看護 : がんサバイバーへの支援:4)
中山章子, 武田
知子監修

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.9/H16/4

1651 がん化学療法の看護 (Maruzen audiovisual library. はじめてのがん看護 : がんサバイバーへの支援:5)
長崎礼子, 横井
麻珠美監修

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.9/H16/5

1652 がん放射線療法の看護 (Maruzen audiovisual library. はじめてのがん看護 : がんサバイバーへの支援:6)
後藤志保, 長井
優子監修

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.9/H16/6

1653 がん緩和ケア (Maruzen audiovisual library. はじめてのがん看護 : がんサバイバーへの支援:7)
水野俊美, 三澤
貴代美, 濱口恵
子監修

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.9/H16/7

1654 がん看護におけるコミュニケーション (Maruzen audiovisual library. はじめてのがん看護 : がんサバイバーへの支援:8)
小田島久美, 濱
口恵子監修

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.9/H16/8

1655 がんリハビリテーション (Maruzen audiovisual library. はじめてのがん看護 : がんサバイバーへの支援:9)
鈴木美穂, 鴨川
郁子監修

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.9/H16/9

1656 世界で活動する看護のプロフェッショナルたち (国際看護)
ビデオ・パック・
ニッポン制作・著
作・発行

ビデオ・パック・
ニッポン/京都科
学 (販売)

DV492.9/KO51/[
4]

1657 国際機関と世界のつながり (国際看護)
ビデオ・パック・
ニッポン制作・著
作・発行

ビデオ・パック・
ニッポン/京都科
学 (販売)

DV492.9/Ko51/[
2]

1658 世界を視野に入れた看護の現場 (国際看護)
ビデオ・パック・
ニッポン制作・著
作・発行

ビデオ・パック・
ニッポン/京都科
学 (販売)

DV492.9/Ko51/[
3]

1659 国際看護を学ぶ意義 (国際看護)
ビデオ・パック・
ニッポン制作・著
作・発行

ビデオ・パック・
ニッポン/京都科
学 (販売)

DV492.9/Ko51[1
]

1660 臨床判断気づくトレーニング 第2巻 臨地実習編

池田葉子 [ほか]
指導/三浦友理
子, 奥裕美, 松谷
美和子監修

東京サウンド・プ
ロダクション

DV492.913/R45/
2

1661 臨床判断気づくトレーニング 第3巻 新人看護師への準備編

畠山有希 [ほか]
指導/三浦友理
子, 奥裕美, 松谷
美和子監修

東京サウンド・プ
ロダクション

DV492.913/R45/
3

1662 災害看護の基礎知識と災害急性期の医療・看護 (看護教育シリーズ. 目で見る災害看護:vol.1)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.916/Me1
4/1

1663 災害時の地域における医療・看護 (看護教育シリーズ. 目で見る災害看護:vol.2)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.916/Me1
4/2
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1664 周術期看護の基礎知識 (看護教育シリーズ. 目で見る周術期看護:vol. 1)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.9163/Me
14/1

1665 術前看護 (看護教育シリーズ. 目で見る周術期看護:vol. 2)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.9163/Me
14/2

1666 術中看護 (看護教育シリーズ. 目で見る周術期看護:vol. 3)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.9163/Me
14/3

1667 術後看護 (看護教育シリーズ. 目で見る周術期看護:vol. 4)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.9163/Me
14/4

1668
リハビリテーション看護概論 (Maruzen audiovisual library. 見て知るリハビリテーション看護:酒井郁子監修||ミテ シル リハビリテー
ション カンゴ:第1巻)

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.9179/Mi6
1/1

1669
身体障害児・発達障害児のリハビリテーション看護 (Maruzen audiovisual library. 見て知るリハビリテーション看護:荒木暁子監修||ミ
テ シル リハビリテーション カンゴ:第10巻)

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.9179/Mi6
1/10

1670
リハビリテーション看護とチームアプローチ (Maruzen audiovisual library. 見て知るリハビリテーション看護:大塚眞理子監修||ミテ シ
ル リハビリテーション カンゴ:第2巻)

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.9179/Mi6
1/2

1671
摂食嚥下障害のリハビリテーション看護 (Maruzen audiovisual library. 見て知るリハビリテーション看護:鎌倉やよい監修||ミテ シル
リハビリテーション カンゴ:第3巻)

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.9179/Mi6
1/3

1672
運動機能障害のリハビリテーション看護 (Maruzen audiovisual library. 見て知るリハビリテーション看護:塩田美佐代監修||ミテ シル
リハビリテーション カンゴ:第4巻)

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.9179/Mi6
1/4

1673
排泄機能障害のリハビリテーション看護 (Maruzen audiovisual library. 見て知るリハビリテーション看護:辻村真由子監修||ミテ シル
リハビリテーション カンゴ:第5巻)

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.9179/Mi6
1/5

1674
高次脳機能障害・失語症のリハビリテーション看護 (Maruzen audiovisual library. 見て知るリハビリテーション看護:粟生田友子監修||
ミテ シル リハビリテーション カンゴ:第6巻)

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.9179/Mi6
1/6

1675
脳卒中急性期のリハビリテーション看護 (Maruzen audiovisual library. 見て知るリハビリテーション看護:大久保暢子監修||ミテ シル
リハビリテーション カンゴ:第7巻)

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.9179/Mi6
1/7

1676
脊髄損傷のリハビリテーション看護 (Maruzen audiovisual library. 見て知るリハビリテーション看護:金城利雄監修||ミテ シル リハビリ
テーション カンゴ:第8巻)

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.9179/Mi6
1/8

1677
大腿骨近位部骨折のリハビリテーション看護 (Maruzen audiovisual library. 見て知るリハビリテーション看護:泉キヨ子監修||ミテ シル
リハビリテーション カンゴ:第9巻)

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.9179/Mi6
1/9

1678 告知を受けて 日本語字幕・英語字幕版 (My last summer:1)
[producer/direct
ors, Phil Turner,
Kevin Jarvis]

丸善出版
DV492.918/My/
1

1679 家族・パートナー・周辺への影響 日本語字幕・英語字幕版 (My last summer:2)
[producer/direct
ors, Phil Turner,
Kevin Jarvis]

丸善出版
DV492.918/My/
2

1680 絆のかたち 日本語字幕・英語字幕版 (My last summer:3)
[producer/direct
or, Kevin Jarvis]

丸善出版
DV492.918/My/
3

1681 悲しみを乗り越えて 日本語字幕・英語字幕版 (My last summer:4)
[producer/direct
ors, Kevin Jarvis,
Phil Turner]

丸善出版
DV492.918/My/
4

1682 初めての赤ちゃんを育てる : 産科退院後の生活 (看護教育シリーズ. 母性看護のためのアセスメント事例集:vol.1)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.924/B66/
1
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1683 初めての赤ちゃんを育てる : 家族との生活 (看護教育シリーズ. 母性看護のためのアセスメント事例集:vol.2)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.924/B66/
2

1684 初めての赤ちゃんを迎える : 産科入院中の生活 (看護教育シリーズ. 母性看護のためのアセスメント事例集:vol.3)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.924/B66/
3

1685 妊婦健康診査と保健指導妊娠初期 第2版 (看護教育シリーズ. 目で見る母性看護:vol.1)
医学映像教育セ
ンタ-制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.924/Me1
4/1

1686 妊婦健康診査と保健指導妊娠中期 第2版 (看護教育シリーズ. 目で見る母性看護:vol.2)
医学映像教育セ
ンタ-制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.924/Me1
4/2

1687 妊婦健康診査と保健指導妊娠後期 第2版 (看護教育シリーズ. 目で見る母性看護:vol.3)
医学映像教育セ
ンタ-制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.924/Me1
4/3

1688 入院時の健康診査 第2版 (看護教育シリーズ. 目で見る母性看護:vol.4/分娩経過のアセスメントと看護)
医学映像教育セ
ンタ-制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.924/Me1
4/4

1689 分娩進行の観察とサポーティブケア 第2版 (看護教育シリーズ. 目で見る母性看護:vol.5/分娩経過のアセスメントと看護)
医学映像教育セ
ンタ-制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.924/Me1
4/5

1690 分娩1〜4期の看護実践 第2版 (看護教育シリーズ. 目で見る母性看護:vol.6/分娩経過のアセスメントと看護)
医学映像教育セ
ンタ-制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.924/Me1
4/6

1691 保育器内での新生児看護 改訂版 (看護教育シリーズ. 目で見る新生児看護:vol. 1)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.925/Me1
4/1

1692
新生児の異常とディベロップメンタルケア/ 医学映像教育センター制作著作 改訂版 (看護教育シリーズ. 目で見る新生児看護:vol.
2)

医学映像教育セ
ンター

DV492.925/Me1
4/2

1693 呼吸・循環・代謝 (看護教育シリーズ. 目で見る新生児看護:vol. 3/胎外環境への適応生理:1)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.925/Me1
4/3

1694 消化・神経・成熟徴候・外表 (看護教育シリーズ. 目で見る新生児看護:vol. 4/胎外環境への適応生理:2)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.925/Me1
4/4

1695 乳幼児の臀部浴と上半身清拭 第2版 (看護教育シリーズ. 小児看護技術:vol. 1) 山口求原案監修
医学映像教育セ
ンター

DV492.925/Sh96
/1

1696 喘息発作で入院した小児の看護事例 (看護教育シリーズ. 小児看護のためのアセスメント事例集:vol. 1) 小川純子原案
医学映像教育セ
ンター

DV492.925/Sh96
/1

1697 基礎知識 (看護教育シリーズ. 小児への経口与薬:vol.1)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.925/Sh96
/1

1698 小児看護学実習の特徴と看護学生の心得 (看護教育シリーズ. 小児看護学実習:vol. 1)
医学映像教育セ
ンター製作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.925/Sh96
/1

1699 プレパレーション 第2版 (看護教育シリーズ. 小児看護技術:vol.2) 山口求原案監修
医学映像教育セ
ンター

DV492.925/Sh96
/2

1700 ネフローゼ症候群で入院した小児の看護事例 (看護教育シリーズ. 小児看護のためのアセスメント事例集:vol. 2) 小川純子原案
医学映像教育セ
ンター

DV492.925/Sh96
/2

1701 基礎技術 乳児・幼児編 (看護教育シリーズ. 小児への経口与薬:vol.2-3)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.925/Sh96
/2

1702 小児病棟での実習の実際 (看護教育シリーズ. 小児看護学実習:vol. 2)
医学映像教育セ
ンター製作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.925/Sh96
/2

1703 乳児・小児の救急看護 第2版 (看護教育シリーズ. 小児看護技術:vol. 3) 山口求原案監修
医学映像教育セ
ンター

DV492.925/Sh96
/3
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1704 急性胃腸炎で入院した小児の看護事例 (看護教育シリーズ. 小児看護のためのアセスメント事例集:vol. 3) 小川純子原案
医学映像教育セ
ンター

DV492.925/Sh96
/3

1705 基礎技術 学童・家庭編 (看護教育シリーズ. 小児への経口与薬:vol.2-3)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.925/Sh96
/3

1706 小児科外来とNICU・GCU実習の実際 (看護教育シリーズ. 小児看護学実習:vol. 3)
医学映像教育セ
ンター製作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.925/Sh96
/3

1707 低出生体重児とその家族への看護事例 (看護教育シリーズ. 小児看護のためのアセスメント事例集:vol. 4) 伊藤奈津子原案
医学映像教育セ
ンター

DV492.925/Sh96
/4

1708 川崎病で入院した小児の看護事例 (看護教育シリーズ. 小児看護のためのアセスメント事例集:vol. 5) 伊藤奈津子原案
医学映像教育セ
ンター

DV492.925/Sh96
/5

1709 膀胱尿管逆流で手術を受けた小児の看護事例 (看護教育シリーズ. 小児看護のためのアセスメント事例集:vol. 6) 伊藤奈津子原案
医学映像教育セ
ンター

DV492.925/Sh96
/6

1710 うつ病の患者事例 (看護教育シリーズ. 精神看護のためのアセスメント事例集:vol. 1)
医学映像教育セ
ンター制作・著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.927/Se19
/1

1711 精神障害者の地域生活支援 (精神看護:第1巻)
ビデオ・パック・
ニッポン

DV492.927/Se19
/1

1712 統合失調症急性期の患者事例 (看護教育シリーズ. 精神看護のためのアセスメント事例集:vol.2)
医学映像教育セ
ンター制作・著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.927/Se19
/2

1713 統合失調症 (精神看護:第2巻. 精神疾患の理解と看護:1)
ビデオ・パック・
ニッポン

DV492.927/Se19
/2

1714 統合失調症慢性期の患者事例 (看護教育シリーズ. 精神看護のためのアセスメント事例集:vol.3)
医学映像教育セ
ンター制作・著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.927/Se19
/3

1715 摂食障害 (精神看護:第3巻. 精神疾患の理解と看護:1)
ビデオ・パック・
ニッポン

DV492.927/Se19
/3

1716 入居初期からの面談を看る (Maruzen audiovisual library. 日常生活における高齢者のヘルスアセスメント:1)
青木由美恵, 藤
井千里監修

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.929/N71/
1

1717 面談での対応の変化を看る (Maruzen audiovisual library. 日常生活における高齢者のヘルスアセスメント:2)
青木由美恵, 藤
井千里監修

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.929/N71/
2

1718 食事場面を看る (Maruzen audiovisual library. 日常生活における高齢者のヘルスアセスメント:3)
青木由美恵, 藤
井千里監修

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.929/N71/
3

1719 整容場面を看る (Maruzen audiovisual library. 日常生活における高齢者のヘルスアセスメント:4)
青木由美恵, 藤
井千里監修

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.929/N71/
4

1720 退居前場面を看る (Maruzen audiovisual library. 日常生活における高齢者のヘルスアセスメント:5)
青木由美恵, 藤
井千里監修

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.929/N71/
5

1721 高齢者の生理機能の変化 (Maruzen audiovisual library. 老年看護援助技術シリーズ:1) 石川ふみよ監修
丸善出版映像メ
ディア部

DV492.929/R66/
1

1722 睡眠障害を持つ高齢者への援助技術 (Maruzen audiovisual library. 老年看護援助技術シリーズ:10) 長谷川真澄監修
丸善出版映像メ
ディア部

DV492.929/R66/
10

1723 高齢者の心理社会的変化 (Maruzen audiovisual library. 老年看護援助技術シリーズ:2)
粟生田友子, 綿
貫成明監修

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.929/R66/
2

1724 脳神経系の障害を持つ高齢者への援助技術 (Maruzen audiovisual library. 老年看護援助技術シリーズ:3) 下村晃子監修
丸善出版映像メ
ディア部

DV492.929/R66/
3
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1725 循環器の障害を持つ高齢者への援助技術 (Maruzen audiovisual library. 老年看護援助技術シリーズ:4) 三浦稚郁子監修
丸善出版映像メ
ディア部

DV492.929/R66/
4

1726 呼吸器の障害を持つ高齢者への援助技術 (Maruzen audiovisual library. 老年看護援助技術シリーズ:5) 竹川幸恵監修
丸善出版映像メ
ディア部

DV492.929/R66/
5

1727 運動器の障害を持つ高齢者への援助技術 (Maruzen audiovisual library. 老年看護援助技術シリーズ:6) 鈴木みずえ監修
丸善出版映像メ
ディア部

DV492.929/R66/
6

1728 皮膚障害を持つ高齢者への援助技術 (Maruzen audiovisual library. 老年看護援助技術シリーズ:7) 室岡陽子監修
丸善出版映像メ
ディア部

DV492.929/R66/
7

1729 認知機能障害を持つ高齢者への援助技術 (Maruzen audiovisual library. 老年看護援助技術シリーズ:8)
六角僚子, 種市
ひろみ監修

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.929/R66/
8

1730 コミュニケーション障害を持つ高齢者への援助技術 (Maruzen audiovisual library. 老年看護援助技術シリーズ:9) 堀内園子監修
丸善出版映像メ
ディア部

DV492.929/R66/
9

1731 地域看護学概論 (Maruzen audiovisual library. 地域看護活動とヘルスプロモーション:第1巻) 丸善製作・著作
丸善出版事業部
映像メディア部

DV492.99/C43/1
-1

1732 家庭訪問の展開とコミュニケーション技術 (Maruzen audiovisual library. 地域看護活動とヘルスプロモーション:第2巻) 丸善製作・著作
丸善出版事業部
映像メディア部

DV492.99/C43/1
-2

1733 ヘルスプロモーションの展開 (Maruzen audiovisual library. 地域看護活動とヘルスプロモーション:第3巻) 丸善製作・著作
丸善出版事業部
映像メディア部

DV492.99/C43/1
-3

1734 新潟県中越沖地震にみる災害看護活動 (Maruzen audiovisual library. 地域看護活動とヘルスプロモーション:第4巻) 丸善製作・著作
丸善出版事業部
映像メディア部

DV492.99/C43/1
-4

1735 公衆衛生看護活動における健康教育 (Maruzen audiovisual library. 続・地域看護活動とヘルスプロモーション:第1巻) 丸善製作・著作
丸善出版映像メ
ディア部

DV492.99/C43/2
-1

1736 公衆衛生看護活動における健康相談 (Maruzen audiovisual library. 続・地域看護活動とヘルスプロモーション:第2巻) 丸善製作・著作
丸善出版映像メ
ディア部

DV492.99/C43/2
-2

1737
公衆衛生看護活動における地区組織活動・自主グループ (Maruzen audiovisual library. 続・地域看護活動とヘルスプロモーション:
第3巻)

丸善出版制作・
著作

丸善出版映像メ
ディア部

DV492.99/C43/2
-3

1738 公衆衛生看護活動における地域診断 (Maruzen audiovisual library. 続・地域看護活動とヘルスプロモーション:第4巻) 丸善制作・著作
丸善出版映像メ
ディア部

DV492.99/C43/2
-4

1739 訪問看護とは (看護教育シリーズ. 目で見る訪問看護:Vol. 1)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.993/Me1
4/1

1740 訪問看護において必要な倫理と態度 (看護教育シリーズ. 目で見る訪問看護:Vol. 2)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.993/Me1
4/2

1741 慢性呼吸器疾患のある療養者の看護 (看護教育シリーズ. 目で見る訪問看護:VOL.3)
原沢優子原案監
修

医学映像教育セ
ンター

DV492.993/Me1
4/3

1742 在宅栄養療法を行う療養者の看護 (看護教育シリーズ. 目で見る訪問看護:Vol. 4)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.993/Me1
4/4

1743 皮膚ケアを必要とする療養者の看護 : ストーマ・褥瘡のケア (看護教育シリーズ. 目で見る訪問看護:Vol. 5)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.993/Me1
4/5

1744 精神疾患をもつ療養者の看護 (看護教育シリーズ. 目で見る訪問看護:Vol. 6)
医学映像教育セ
ンター制作著作

医学映像教育セ
ンター

DV492.993/Me1
4/6

1745 エボラ出血熱 : 人類を襲う感染症との闘い バイリンガル版(日本語/英語) 丸善出版 DV493.87/Ma59
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1746 乳幼児健診の手引き 第1巻 (V-toneビデオライブラリー)
新宿スタジオ(発
売)

DV493.92/N99/1

1747 乳幼児健診の手引き 第2巻 (V-toneビデオライブラリー)
新宿スタジオ(発
売)

DV493.92/N99/2

1748 乳幼児健診の手引き 第3巻 (V-toneビデオライブラリー)
新宿スタジオ(発
売)

DV493.92/N99/3

1749 乳幼児健診の手引き 第4巻 (V-toneビデオライブラリー)
新宿スタジオ(発
売)

DV493.92/N99/4

1750 育つことを大切にする環境・基礎知識 (NICU・GCUの看護:第1巻)
ビデオ・パック・
ニッポン

DV493.95/B41/1

1751 育つことを大切にする援助 (NICU・GCUの看護:第2巻)
ビデオ・パック・
ニッポン

DV493.95/B41/2

1752 おにの神さん (こどものとも)
岩城範枝文/三
瀬夏之介絵

福音館書店 E//19

1753 はさみむし (かがくのとも:608号) 石森愛彦さく 福音館書店 E//19

1754 ものうりうた (こどものとも年少版:512号)
雪舟えま文/植
垣歩子絵

福音館書店 E//19

1755 ころべばいいのに ヨシタケシンスケ ブロンズ新社 E/27

1756 地球と生命のれきし (玉川百科こども博物誌)
大島光春, 山下
浩之編/いたやさ
とし絵

玉川大学出版部 K031/O11

1757 くらべる骨格動物図鑑 : ウマは1本の指で立っている! 川崎悟司著 新星出版社 K481.16/Ka97

1758 わけあって絶滅しました。 : 世界一おもしろい絶滅したいきもの図鑑 続
丸山貴史著/サト
ウマサノリ, ウエ
タケヨーコ絵

ダイヤモンド社 K482/Ma59/2

1759 北極のムーシカミーシカ (新・名作の愛蔵版)
いぬいとみこ作/
瀬川康男絵

理論社 K913/I59

1760 自由論 (講談社まんが学術文庫:0026)
ミル原作/北野希
織まんが

講談社 M081/25/026

1761 僕たちはもう帰りたい
さわぐちけいす
け著

ライツ社 M366.32/Sa93

1762 「大家さんと僕」と僕 矢部太郎ほか著 新潮社 M726.1/Y11/[3]

1763 Case closed Shonen Sunday edition 13
story and art by
Gosho Aoyama

Viz Media M837.5/A58/13

1764 Case closed Shonen Sunday edition 15
story and art by
Gosho Aoyama

Viz Media M837.5/A58/15

1765 Case closed Shonen Sunday edition 18
story and art by
Gosho Aoyama

Viz Media M837.5/A58/18

1766 Case closed Shonen Sunday edition 21
story and art by
Gosho Aoyama

Viz Media M837.5/A58/21

1767 Case closed Shonen Sunday edition 29
story and art by
Gosho Aoyama

Viz Media M837.5/A58/29
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1768 Case closed Shonen Sunday edition 3
story and art by
Gosho Aoyama

Viz Media M837.5/A58/3

1769 Case closed Shonen Sunday edition 30
story and art by
Gosho Aoyama

Viz Media M837.5/A58/30

1770 Case closed Shonen Sunday edition 42
story and art by
Gosho Aoyama

Viz Media M837.5/A58/42

1771 Case closed Shonen Sunday edition 55
story and art by
Gosho Aoyama

Viz Media M837.5/A58/55

1772 Case closed Shonen Sunday edition 59
story and art by
Gosho Aoyama

Viz Media M837.5/A58/59

1773 Case closed Shonen Sunday edition 7
story and art by
Gosho Aoyama

Viz Media M837.5/A58/7

1774 Case closed Shonen Sunday edition 8
story and art by
Gosho Aoyama

Viz Media M837.5/A58/8

1775 Case closed Shonen Sunday edition 51
story and art by
Gosho Aoyama

Viz Media M873.5/A58/51

1776 ドリアン・グレイの肖像 (岩波文庫:赤(32)-245-1)
オスカー・ワイル
ド作/富士川義之

岩波書店 イ933.6/W73

1777 助産師になるには (なるにはBooks:147) 加納尚美編著 ぺりかん社 就職/資格

1778 宅建士出るとこ予想合格るチェックシート : 1週間で仕上げる 2019年度版
木曽計行 [執
筆]/TAC株式会
社(宅建士講座)

TAC株式会社出
版事業部

就職/資格/'19

1779 宅建士2019年法改正と完全予想模試
串田誠一監修/
コンデックス情報
研究所編著

成美堂出版 就職/資格/'19

1780 法改正最新統計完全対応宅建士超速マスター 2019年度版
都丸正弘 [執
筆]/TAC株式会
社(宅建士講座)

TAC株式会社出
版事業部

就職/資格/'19

1781 全国通訳案内士試験「一般常識」直前対策問題集 2019年度版
植田一三, 高田
直志著

語研 就職/資格/'19

1782 世界一わかりやすい英検準1級に合格する過去問題集 2019-2020年度用
関正生, 竹内健
著

KADOKAWA
就職/資格/'19-
'20

1783 世界一わかりやすい英検2級に合格する過去問題集 2019-2020年度用
関正生, 竹内健
著

KADOKAWA
就職/資格/'19-
'20

1784 世界一わかりやすい英検準2級に合格する過去問題集 2019-2020年度用
関正生, 竹内健
著

KADOKAWA
就職/資格/'19-
'20

1785 会社四季報業界地図 2020年版 東洋経済新報社 東洋経済新報社 就職/資格/'20
1786 資格取り方選び方全ガイド 2021年版 高橋書店編集部 高橋書店 就職/資格/'21
1787 現職人事が書いた「公務員になりたい人へ」の本 : 公務員試験 2021年度版 大賀英徳編著 実務教育出版 就職/資格/'21
1788 最新最強のテストセンター '21年版 就活Lab監修 成美堂出版 就職/資格/'21
1789 現職人事が答える公務員試験で受験生が気になること 2021年度版 (公務員試験) 大賀英徳編著 実務教育出版 就職/資格/'21
1790 公務員試験独学で合格する人の勉強法 2021年度版 鶴田秀樹編著 実務教育出版 就職/資格/'21
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1791 無敵の地方公務員「上級」過去問クリア問題集 [2021年度版] 喜治塾編著 高橋書店 就職/資格/'21
1792 世界一わかりやすい業界と職種がわかる&選ぶ本 '21 イノウ編著 ソシム 就職/資格/'21
1793 国内旅行業務取扱管理者テキスト&問題集 : この1冊で決める!! 第2版 (Shinsei License Manual) 塚越公明監修 新星出版社 就職/資格/['19]

1794 数的処理 [2019]上 (公務員試験過去問攻略Vテキスト:16)
TAC株式会社(公
務員講座) 編

TAC株式会社出
版事業部

就職/資格/['19]

1795 数的処理 [2019]下 (公務員試験過去問攻略Vテキスト:17)
TAC株式会社(公
務員講座) 編

TAC株式会社出
版事業部

就職/資格/['19]

1796 マンガでわかる警察官採用試験面接試験攻略法
佐々木丈裕著/
鳴海みわマンガ

つちや書店 就職/資格/['19]

1797 全国通訳案内士試験「英語一次」直前対策問題集
植田一三, 上田
敏子著

語研 就職/資格/['19]

1798 全国通訳案内士英語完全対策 改訂第6版 小川富二監修 法学書院 就職/資格/['19]

1799 臨床判断気づくトレーニング 第1巻 基礎看護学実習編

島田伊津子 [ほ
か] 指導/三浦友
理子, 奥裕美, 松
谷美和子監修

東京サウンド・プ
ロダクション

ＤＶ
492.913/R45/1
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