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 書　　名  編　著　者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

1 胃がんを持つ人の看護 丸善出版映像メディア部 2012 N210/RI/9
(Maruzen audiovisual library ; 臨床看護技術シリー

ズ ; 第9巻)

2 肝硬変患者の生活の構築に向けて : 非代償期における生活の再構成 丸善出版映像メディア部 2010 N210/RI/12
(Maruzen audiovisual library ; 臨床看護技術シリー

ズ ; 第12巻)

3 スイミー : ちいさなかしこいさかなのはなし レオ=レオニ作 ; 谷川俊太郎訳 好学社 2010 726.5/EH (ビッグブック)

4 たまごのあかちゃん かんざわとしこぶん ; やぎゅうげんいちろうえ 福音館書店 2009 726.5/EH (こどものとも年少版劇場)

5 はらぺこあおむし エリック=カールさく ; もりひさしやく 偕成社 1994 726.5/EH (ビッグブック)

6 ぴょーん まつおかたつひで作・絵 ポプラ社 2004 726.5/EH (ポプラ社のよみきかせ大型絵本)

7 看護師国試必修問題完全予想550問　2021 看護師国家試験対策プロジェクト編 照林社 2020 N039/KA/21 持出禁止(プチナース)

8 新出題基準別助産師国家試験重要問題集　2021年 葉久真理編 メディカ出版 2020 N039/SH/21 持出禁止

9 居場所づくりにいま必要なこと : 子ども・若者の生きづらさに寄りそう
柳下換, 高橋寛人編著 ; 鈴木健 [ほか]

著
明石書店 2019 369.4/IB

10 子ども家庭福祉のフロンティア　改訂新版 伊藤良高 [ほか] 編 晃洋書房 2020 369.4/KO

11 実践につながる教育心理学 谷口篤, 豊田弘司編著 ; 浦上萌 [ほか著] 八千代出版 2020 371.4/JI

12
LGBTQの子どもへの学校ソーシャルワーク : エンパワメント視点からの実践モデ

ル
寺田千栄子著 明石書店 2020 371.43/LG

13
しなやかな子どもを育てるレジリエンス・ワークブック : つらいことがあって落ち込ん

でも、そこから回復する力を育てる
小林朋子編著 ; 石田秀 [ほか] 著 東山書房 2019 371.43/SH

14 スクールカウンセラーと教師のための「チーム学校」入門 半田一郎編 日本評論社 2020 371.43/SU

15 ワークで学ぶ学校カウンセリング 竹尾和子, 井藤元編 ナカニシヤ出版 2019 371.43/WA

16 イラスト版13歳からのメンタルケア : 心と体がらくになる46のセルフマネジメント 安川禎亮編著 ; 柴田題寛, 木須千明著 合同出版 2020 371.47/IR

17 福岡県・福岡市・北九州市の養護教諭過去問　2021年度版 協同教育研究会編 協同出版 2019 373.7/FU/21 (教員採用試験「過去問」シリーズ ; 11)

18 福岡県・福岡市・北九州市の養護教諭参考書　2021年度版 協同教育研究会編 協同出版 2019 373.7/FU/21 (教員採用試験「参考書」シリーズ ; 12)

19 教員採用試験面接試験場面指導の必修テーマ100　2021年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 2020 373.7/KY/21

20 大分県の養護教諭過去問　2021年度版 協同教育研究会編 協同出版 2019 373.7/OI/21 (教員採用試験「過去問」シリーズ ; 11)

21 大分県の養護教諭参考書　2021年度版 協同教育研究会編 協同出版 2019 373.7/OI/21 (教員採用試験「参考書」シリーズ ; 12)

22 集団討論・集団面接　2021年度版 滝澤雅彦著 一ツ橋書店 2019 373.7/SH/21 (教員採用試験αシリーズ ; [N-396])

23 養護教諭　2021年度 東京アカデミー編 七賢出版 2019 373.7/YO/21 (教員採用試験対策ステップアップ問題集 ; 11)

24 養護教諭試験　2021年度版 次世代教育研究会編著 一ツ橋書店 2020 373.7/YO/21 (教員採用どこでも!)

25 学校安全と危機管理　3訂版 渡邉正樹編著 大修館書店 2020 374/GA

26 学校組織で取り組む「危機管理」 静岡県養護教諭研究会編著 東山書房 2020 374/GA

27 男性養護教諭 男性養護教諭友の会編 東山書房 2019 374.9/DA

28 学校における養護活動の展開　改訂7版
津島ひろ江編集代表 ; 荒木田美香子, 池

添志乃, 岡本啓子編著
ふくろう出版 2020 374.9/GA (養護教諭養成講座 ; 1)

29 学校の応急処置がよくわかる : 緊急度の判断とその対応 玉川進著 東山書房 2020 374.9/GA

30 学校保健実務必携　新訂版 第5次改訂版 学校保健・安全実務研究会編著 第一法規 2020 374.9/GA

31 小学保健ニュース・心の健康ニュース収録 : 縮刷活用版　2020 少年写真新聞社編集 少年写真新聞社 2020 374.9/KA/20 (体と心保健総合大百科 ; 小学校編)

32 気になるあの子、気になるあのこと : 保健室の先生に聞く 澤栄美著 さくら社 2020 374.9/KI

33 新養護概説　第11版 釆女智津江編集代表 少年写真新聞社 2019 374.9/SH

34
養護教諭・保健室の5S+S : 整理・整頓・清掃・清潔・躾・作法・セキュリ

ティー
林典子 [ほか] 著 東山書房 2016 374.9/SU (スキルアップ養護教諭の実践力)

35 養護教諭仕事スキル大全 : 実務力アップのための必須スキルを42本収録! 森慶惠著 明治図書出版 2020 374.9/YO

36 養護教諭の活動の実際　第3版 静岡県養護教諭研究会編著 東山書房 2019 374.9/YO

37 養護教諭のための学校保健　第16版 出井美智子 [ほか] 共著 少年写真新聞社 2020 374.9/YO

38 学校の感染症対策　改訂版 岡田晴恵著 東山書房 2019 374.96/GA

39 パワーポイントで保健教育! : 規則正しい生活をめざそう　小学校編 渋谷友香著 東山書房 2020 374.97/PA

40
学校心理学が変える新しい生徒指導 : 一人ひとりの援助ニーズに応じたサ

ポートをめざして　新版
山口豊一, 石隈利紀編 学事出版 2020 375.2/GA

養護教諭

　　　　　　　                   ＊＊新着資料案内＊＊
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 書　　名  編　著　者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

41 学校でできる!性の問題行動へのケア : 子どものワーク&支援者のためのツール
宮口幸治編著 ; 國分聡子, 伊庭千惠, 川

上ちひろ著
東洋館出版社 2019 375.49/GA

42 新しいほけん　3・4 戸田芳雄 [ほか] 著 東京書籍 2020 375.492/AT

43 新しいほけん　5・6 戸田芳雄 [ほか] 著 東京書籍 2020 375.492/AT

44 みんなのほけん　3・4年 森昭三 [ほか] 著 学研教育みらい 2020 375.492/MI

45 みんなのほけん　5・6年 森昭三 [ほか] 著 学研教育みらい 2020 375.492/MI

46 小学ほけん　3・4年 渡邊正樹 [ほか] 著 光文書院 2019 375.492/SH

47 小学ほけん　5・6年 渡邊正樹 [ほか] 著 光文書院 2019 375.492/SH

48 たのしいほけん　3・4年 大津一義 [ほか] 著 大日本図書 2020 375.492/TA

49 たのしいほけん　5・6年 大津一義 [ほか] 著 大日本図書 2020 375.492/TA

50 わたしたちのほけん　3・4年 成田十次郎 [ほか] 著 文教社 2020 375.492/WA

51 わたしたちのほけん　5・6年 成田十次郎 [ほか] 著 文教社 2020 375.492/WA

52 現代高等保健体育　改訂版 和唐正勝 [ほか] 著 大修館書店 2020 375.494/GE

53 高等学校保健体育　改訂版 北川薫 [ほか] 著 第一学習社 2020 375.494/KO

54 最新高等保健体育　改訂版 和唐正勝 [ほか] 著 大修館書店 2020 375.494/SA

55 小学生のための歯のはなし : 保健室の先生がお母さんに教える 渡邊真亀子著 WAVE出版 2020 497.7/SH

56
まちかど保健室にようこそ : 〈川中島の保健室〉ものがたり : からだ・こころ・性

のことなんでも話してホッとできる
白澤章子著 かもがわ出版 2019 498.07/MA

57 ストレングスにもとづく看護ケア　第1巻理論編 Laurie N.Gottlieb [著] 看護の科学社 2020 N110/SU/1

58
クレーム対応に困らないナースの「謝罪力」「交渉術」 : 対人関係力を高める7

つのレッスン
廣田早恵美著 メヂカルフレンド社 2020 N150/KU

59 看護過程の展開 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 2020 N210/KA/4 (看護がみえる ; vol.4)

60
Whole person care実践編 : 医療AI時代に心を調え、心を開き、心を込

める
トム・A・ハッチンソン著 ; 恒藤暁訳

日本ホスピス・緩和ケア研究振興財

団
2020 490.14/WH

61 よくわかる依存症 : ゲーム、ネット、ギャンブル、薬物、アルコール 榎本稔著 主婦の友社 2020 493.74/YO (こころのクスリbooks)

62 図解鎌田實医師が実践している認知症にならない29の習慣 鎌田實著 朝日出版社 2020 493.75/ZU

63 子ども虐待とトラウマケア : 再トラウマ化を防ぐトラウマインフォームドケア 亀岡智美著 金剛出版 2020 493.937/KO

64 交通外傷 : メカニズムから診療まで = Traffic injury 一杉正仁, 西山慶編 名古屋大学出版会 2020 494.3/KO

65 事例でわかる死亡診断書・死体検案書記載の手引き 岩瀬博太郎編 医歯薬出版 2020 498.12/JI

66 日本の医療 : 制度と政策　増補改訂版 島崎謙治著 東京大学出版会 2020 498.13/NI

67 強制不妊と優生保護法 : "公益"に奪われたいのち 藤野豊著 岩波書店 2020 498.25/KY (岩波ブックレット ; No.1025)

68
パンデミックを阻止せよ! : 感染症を封じ込めるための10のケーススタディ　新型

コロナウイルス対応改訂版
浦島充佳著 化学同人 2020 498.6/PA (DOJIN選書 ; 84)

69 行動を変えるデザイン : 心理学と行動経済学をプロダクトデザインに活用する
Stephen Wendel著 ; 相島雅樹, 反中

望, 松村草也訳
オライリー・ジャパン 2020 007.6/KO

70 「記憶力」と「思考力」を高める読書の技術 木山泰嗣著 日本実業出版社 2020 019/KI

71 ヒルガードの心理学　第16版 Susan Nolen-Hoeksema [ほか] 著 金剛出版 2015 140/HI

72 夢分析の治療ポイント : 心の病に苦しむ人に役立つ実践と事例 平井孝男著 創元社 2020 146.1/YU

73 ケアの形而上学 森村修著 大修館書店 2020 150/KE

74 とてつもない嘘の世界史 トム・フィリップス著 ; 禰冝田亜希訳 河出書房新社 2020 204/TO

75 コレラの世界史　新装版 見市雅俊著 晶文社 2020 230.6/KO

76 女帝小池百合子 石井妙子著 文藝春秋 2020 289.1/KO

77 ワイルドサイドをほっつき歩け : ハマータウンのおっさんたち ブレイディみかこ著 筑摩書房 2020 302.33/WA

78 これさえ読めばサクッとわかる経済学の教科書 川野祐司著 文眞堂 2020 331/KO

79 加害者家族を支援する : 支援の網の目からこぼれる人々 阿部恭子著 岩波書店 2020 368.6/KA (岩波ブックレット ; No.1027)

80 サイバーハラスメント : 現実へと溢れ出すヘイトクライム ダニエル・キーツ・シトロン著 ; 大川紀男訳 明石書店 2020 368.6/SA

81 赤ちゃんポストの真実 森本修代著 小学館 2020 369.41/AK

82 ハーレム・チルドレンズ・ゾーンの挑戦 : 貧乏人は教育で抜け出せるのか? ポール・タフ [著] ; 高山真由美訳 みすず書房 2020 372.53/HA

83 自分を指差す, 自分の名を言う 麻生武著 東京大学出版会 2020 376.11/WA/1 (「私」の誕生 : 生後2年目の奇跡 / 麻生武著 ; 1)

医学

看護学

総記

心理学・倫理学

歴史

社会科学



 書　　名  編　著　者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

84 社会に踏み出すペルソナとしての自己 麻生武著 東京大学出版会 2020 376.11/WA/2 (「私」の誕生 : 生後2年目の奇跡 / 麻生武著 ; 2)

85
発達障害のある子どもと周囲との関係性を支援する : コミュニケーション支援の

ための6つのポイントと5つのフォーカス
野口晃菜, 陶貴行編著 中央法規出版 2020 378/HA

86 問いのデザイン : 創造的対話のファシリテーション 安斎勇樹, 塩瀬隆之著 学芸出版社 2020 379.6/TO

87 化粧にみる日本文化 : だれのためによそおうのか?　新装版 平松隆円著 水曜社 2020 383.5/KE

88 成長する会社のトイレ戦略 三橋秀人著 知道出版 2020 518.54/SE

89 万物創生をはじめよう : 私的VR事始 ジャロン・ラニアー [著] ; 谷垣暁美訳 みすず書房 2020 548/BA

90 バンクシー : 壁に隠れた男の正体
ウィル・エルスワース=ジョーンズ著 ; 「バンク

シー壁に隠れた男の正体」翻訳チーム訳
パルコエンタテインメント事業部 2020 723.33/BA

91 いのちのまつり : ヌチヌグスージ 草場一寿作 ; 平安座資尚絵 サンマーク出版 2004 726.5/EH

92 おじいちゃんがおばけになったわけ
キム・フォップス・オーカソン文 ; エヴァ・エリクソ

ン絵 ; 菱木晃子訳
あすなろ書房 2005 726.5/EH

93 ラチとらいおん マレーク・ベロニカぶん・え ; とくながやすもとやく 福音館書店 1965 726.5/EH (世界傑作絵本シリーズ ; ハンガリーの絵本)

94 図解デザイン : 直感と魅力で伝えるインフォグラフィックス グラフィック社編 ; 和田侑子訳 グラフィック社 2020 727/ZU

95 アイドル国富論 : 聖子・明菜の時代からAKB・ももクロ時代までを解く 境真良著 東洋経済新報社 2014 767.8/AI

96 「アイドル」の読み方 : 混乱する「語り」を問う 香月孝史著 青弓社 2014 767.8/AI (青弓社ライブラリー ; 81)

97 アイドル/メディア論講義 西兼志著 東京大学出版会 2017 767.8/AI

98 アイドル論の教科書 塚田修一, 松田聡平著 青弓社 2016 767.8/AI

99 日本の男性アイドル : 総特集 青土社 2019 767.8/NI
(ユリイカ ; 第51巻第18号(通巻749号)11月臨時増刊

号)

100 アスリートのための解剖学 : トレーニングの効果を最大化する身体の科学 大山卞圭悟著 草思社 2020 780.19/AS

101 プロ野球「熱狂」の経営科学 : ファン心理とスポーツビジネス 水野誠, 三浦麻子, 稲水伸行編 東京大学出版会 2016 783.7/PU

102 戦争をいかに語り継ぐか : 「映像」と「証言」から考える戦後史 水島久光著 NHK出版 2020 01/N/1263 (NHKブックス ; 1263)

103 魚食の人類史 : 出アフリカから日本列島へ 島泰三著 NHK出版 2020 01/N/1264 (NHKブックス ; 1264)

104 今日から使える微積分 : 基礎から大学数学の入り口まで　普及版 大村平著 講談社 2020 02/B/2141 (ブルーバックス ; B-2141)

105 ゲノム編集とはなにか : 「DNAのハサミ」クリスパーで生命科学はどう変わるのか 山本卓著 講談社 2020 02/B/2146 (ブルーバックス ; B-2146)

106 温暖化で日本の海に何が起こるのか : 水面下で変わりゆく海の生態系 山本智之著 講談社 2020 02/B/2148 (ブルーバックス ; B-2148)

107 韓国社会の現在 : 超少子化、貧困・孤立化、デジタル化 春木育美著 中央公論新社 2020 07/C/2602 (中公新書 ; 2602)

108 性格とは何か : より良く生きるための心理学 小塩真司著 中央公論新社 2020 07/C/2603 (中公新書 ; 2603)

109 SDGs(持続可能な開発目標) 蟹江憲史著 中央公論新社 2020 07/C/2604 (中公新書 ; 2604)

110 民衆暴力 : 一揆・暴動・虐殺の日本近代 藤野裕子著 中央公論新社 2020 07/C/2605 (中公新書 ; 2605)

111 グローバル時代のアメリカ : 冷戦時代から21世紀 古矢旬著 岩波書店 2020 13/I/1773
(岩波新書 ; 新赤版 1773 . シリーズアメリカ合衆国史 ;

4)

112 カエサル : 内戦の時代を駆けぬけた政治家 小池和子著 岩波書店 2020 13/I/1841 (岩波新書 ; 新赤版 1841)

113 美しい数学入門 伊藤由佳理著 岩波書店 2020 13/I/1842 (岩波新書 ; 新赤版 1842)

114 人口の中国史 : 先史時代から一九世紀まで 上田信著 岩波書店 2020 13/I/1843 (岩波新書 ; 新赤版 1843)

115 性からよむ江戸時代 : 生活の現場から 沢山美果子著 岩波書店 2020 13/I/1844 (岩波新書 ; 新赤版 1844)

116 国際人権入門 : 現場から考える 申惠丰著 岩波書店 2020 13/I/1845 (岩波新書 ; 新赤版 1845)

117 同調圧力 : 日本社会はなぜ息苦しいのか 鴻上尚史, 佐藤直樹著 講談社 2020 14/K/2579 (講談社現代新書 ; 2579)

118 問題発見力を鍛える 細谷功著 講談社 2020 14/K/2580 (講談社現代新書 ; 2580)

119 苦しい時は電話して 坂口恭平著 講談社 2020 14/K/2581 (講談社現代新書 ; 2581)

120 ペルシア帝国 青木健著 講談社 2020 14/K/2582 (講談社現代新書 ; 2582)

121 真実の原敬 : 維新を超えた宰相 伊藤之雄著 講談社 2020 14/K/2583 (講談社現代新書 ; 2583)

122 ドゥルーズとガタリの『哲学とは何か』を精読する : 「内在」の哲学試論 近藤和敬著 講談社 2020 15/K/730 (講談社選書メチエ ; 730)

123 「人間以後」の哲学 : 人新世を生きる 篠原雅武著 講談社 2020 15/K/731 (講談社選書メチエ ; 731)

124 グローバル時代の知 伊藤邦武 [ほか] 責任編集 筑摩書房 2020 16/C/1467 (ちくま新書 ; 1467 . 世界哲学史 8 ; 現代)
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125 知っておきたい感染症 : 新型コロナと21世紀型パンデミック　新版 岡田晴恵著 筑摩書房 2020 16/C/1507 (ちくま新書 ; 1507)

126 昭和史講義　戦後篇上 筒井清忠編 筑摩書房 2020 16/C/1508 (ちくま新書 ; 1508)

127 昭和史講義　戦後篇下 筒井清忠編 筑摩書房 2020 16/C/1509 (ちくま新書 ; 1509)

128 ドキュメント感染症利権 : 医療を蝕む闇の構造 山岡淳一郎著 筑摩書房 2020 16/C/1510 (ちくま新書 ; 1510)

129 学力格差を克服する 志水宏吉著 筑摩書房 2020 16/C/1511 (ちくま新書 ; 1511)

130 香港とは何か 野嶋剛著 筑摩書房 2020 16/C/1512 (ちくま新書 ; 1512)

131 高齢化の進展と警察活動 : 特集(警察白書 ; 令和2年版) 国家公安委員会, 警察庁編著 日経印刷 2020 317.7/KE/20 持出禁止

132
緊急企画コロナ子どもクライシス 特集希望の学校学びのゆくえ

(子ども白書 ; 2020)
日本子どもを守る会編 かもがわ出版 2020 369.4/KO/20 持出禁止

133 ジェンダー不平等を超える : 「北京+25」(女性白書 ; 2020) 日本婦人団体連合会編 ほるぷ出版 2020 367.21/JO/20 持出禁止
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