＊＊新着資料案内＊＊

2020年8月1日～31日

8月1日～31日までに図書館で受入した資料のリストです。どうぞご利用ください。
図書館入口の新着図書コーナーに置いたあと、所定の場所に配架します。
貸出中の場合もありますので、所蔵情報は図書館ホームページでご確認ください。

書

名

編

著

者

出版社

出版年

ラベルの番号

備考

視聴覚資料
1 多職種連携と社会資源

関川久美子原案監修

医学映像教育センター

2019 N820/KO/1

(看護教育シリーズ / 高齢者の在宅における多職種連携 ;
vol. 1)

2 アルツハイマー型認知症 : 88歳と84歳のご夫婦の生活を観る

東京シネ・ビデオ製作

東京シネ・ビデオ

2016 369.26/NI/1

(シリーズ認知症形態別事例集認知症とともに生きていく : 認知
症になっても住み慣れた地域で穏やかに暮らしていく ; 第1巻)

3 うまれる : 医療機関向けDVD

うまれるパートナーズLLP製作・著作 ; 豪田
トモ企画・監督・撮影

[うまれるパートナーズ]

2014 598.2/UM

4 エマ : 恋するキューピッド = Emma

Jane Austen [原作]

アイ・ヴィー・シー

2011 778.2/EM

5 高慢と偏見 = Pride and prejudice

Jane Austen [原作]

アイ・ヴィー・シー

2011 778.2/KO

洋書
6 Annual review of nursing research Volume 38 : 2020
7

Principles of nutrigenetics and nutrigenomics : fundamentals
of individualized nutrition

edited by Joyce J. Fitzpatrick, Roma
Springer
Lee Taunton, Ada K. Jacox

2020 N250/AN/38

edited by Raffaele De Caterina, J.
Alfredo Martinez, Martin Kohlmeier

Elsevier

2020 498.55/PR

さわ研究所編

啓明書房

2020 N039/KO/21

持出禁止

啓明書房

2020 N039/KO/21-1

持出禁止(これで完璧!看護国試過去問完全攻略集 ; 1章)

啓明書房

2020 N039/KO/21-1

持出禁止(これで完璧!看護国試過去問完全攻略集 ; 1章)

リクエスト
8 これで完璧!看護国試必修完全攻略集 2021年版

系統別成人看護学 : 人体の構造と機能/疾病の成り立ちと回復の促進/成
さわ研究所編
人看護学 2021年版問題編
系統別成人看護学 : 人体の構造と機能/疾病の成り立ちと回復の促進/成
さわ研究所編
10
人看護学 2021年版解答編
9

11 社会保障制度 2021年版問題編/解答編

さわ研究所編

啓明書房

2020 N039/KO/21-2

持出禁止(これで完璧!看護国試過去問完全攻略集 ; 2章)

12 在宅看護論・老年看護学・看護の統合と実践 2021年版問題編

さわ研究所編

啓明書房

2020 N039/KO/21-3

持出禁止(これで完璧!看護国試過去問完全攻略集 ; 3章)

13 在宅看護論・老年看護学・看護の統合と実践 2021年版解答編

さわ研究所編

啓明書房

2020 N039/KO/21-3

持出禁止(これで完璧!看護国試過去問完全攻略集 ; 3章)

14 基礎看護学 2021年版問題編

さわ研究所編

啓明書房

2020 N039/KO/21-4

持出禁止(これで完璧!看護国試過去問完全攻略集 ; 4章)

15 基礎看護学 2021年版解答編

さわ研究所編

啓明書房

2020 N039/KO/21-4

持出禁止(これで完璧!看護国試過去問完全攻略集 ; 4章)

16 小児看護学 2021年版問題編

さわ研究所編

啓明書房

2020 N039/KO/21-5

持出禁止(これで完璧!看護国試過去問完全攻略集 ; 5章)

17 小児看護学 2021年版解答編

さわ研究所編

啓明書房

2020 N039/KO/21-5

持出禁止(これで完璧!看護国試過去問完全攻略集 ; 5章)

18 母性看護学 2021年版問題編

さわ研究所編

啓明書房

2020 N039/KO/21-6

持出禁止(これで完璧!看護国試過去問完全攻略集 ; 6章)

19 母性看護学 2021年版解答編

さわ研究所編

啓明書房

2020 N039/KO/21-6

持出禁止(これで完璧!看護国試過去問完全攻略集 ; 6章)

20 精神看護学 2021年版問題編

さわ研究所編

啓明書房

2020 N039/KO/21-7

持出禁止(これで完璧!看護国試過去問完全攻略集 ; 7章)

21 精神看護学 2021年版解答編

さわ研究所編

啓明書房

2020 N039/KO/21-7

持出禁止(これで完璧!看護国試過去問完全攻略集 ; 7章)

22 小児IgA腎症診療ガイドライン 2020

日本小児腎臓病学会編

診断と治療社

2020 493.935/SH/20

23 新生児マススクリーニング対象疾患等診療ガイドライン 2019

日本先天代謝異常学会編

診断と治療社

2019 493.95/SH/19

24 デルカン : 国試直前対策ブック : ここが出る看護婦国家試験ポイント 2021 御供泰治編著 ; 石原英子, 松下美惠著

メディカ出版

2020 N039/DE/21

持出禁止

25 必修問題まんてんGET! : 看護師国家試験対策ブック 2021

看護師国家試験対策研究会編

メディカ出版

2020 N039/HI/21

持出禁止

26 看護師国試ここだけ覚える! 2021(第4版)

看護師国家試験対策プロジェクト編集

照林社

2020 N039/KA/21

持出禁止

27 出題基準別助産師国家試験問題 2021年

竹内美恵子編著 ; 青野敏博医学監修

メディカ出版

2020 N039/SH/21

持出禁止

渡邉正樹編著

光生館

2020 374.9/GA

松井美穂著

秀和システム

2020 N170/KA

(ナースのためのスキルアップノート)

30 これならわかる!看護に役立つくすりの知識

赤瀬智子, 佐橋幸子監修

ナツメ社

2020 N212/KO

(ナースのための基礎BOOK)

31 臨床ナースと学ぶケース別フィジカルアセスメントのコツ

田中晶子, 大崎千恵子編著

丸善出版

2020 N221/RI

32 「看護必要度」評価者のための学習ノート 第5版

筒井孝子著

日本看護協会出版会

2020 N230/KA

33 臨床での指導に必要な「教え方」のスキル13 : OJTで使える!

政岡祐輝, 池辺諒編著

日総研出版

2020 N238/RI

メディカ出版

2020 N390/PE/20

インターメディカ

2020 N440/SH

学研メディカル秀潤社

2020 N440/SH

(見てできる臨床ケア図鑑)

メディカ出版

2020 N548/SH/20

(消化器ナーシング ; 2020春季増刊)

メディカ出版

2020 N553/SE/20

(整形外科看護 ; 2020春季増刊)

国家試験問題集

養護教諭
28 学校保健概論 第3版

看護学
29

看護の現場ですぐに役立つ看護英語のキホン : 看護師さんのための外国人
患者接遇と会話!

妊産婦の保健指導トラの巻 : 助産師の指導・説明に役立つ回答・アドバイス
成瀬勝彦編著
集
写真でわかる重症心身障害児(者)のケアアドバンス : 人としての尊厳を守る
八代博子編著
35
療育の実践のために 新訂版
34

36 小児看護ビジュアルナーシング

大塚香, 半田浩美編集

消化器の治療と検査サクッと攻略!はやわかりデータベース : 定番+最新処置
篠原尚監修
のケアの知識をチェック&アップデート
整形外科とっても大事な34の手術と周術期ケア : 治療とケアがひとめでつな
津村弘監修
38
がる
37

(ペリネイタルケア ; 2020年夏季増刊)

書

名

39 CKD慢性腎臓病看護ケアガイド : からだ・こころ・社会的影響に関する看護
40

編

著

者

岡美智代編著

透析患者の薬ちゃちゃっとガイド : ナースが服薬指導に使える418製剤の要点
浦田元樹, 陳尾祐介編
ぎゅっ!

出版社

出版年

ラベルの番号

備考

照林社

2020 N555/CK

メディカ出版

2020 N555/TO/20

(透析ケア ; 2020年夏季増刊)

41 眼科ナースのギモン

内堀由美子, 永田万由美編著

照林社

2020 N564/GA

(日ごろの?をまとめて解決)

42 めめ子と学ぶ新・まるごと眼科入門 : 図解でナットク!即実践!

安川力編

メディカ出版

2020 N564/GA/20

(眼科ケア ; 2020年春季増刊)

43 一般病棟の認知症高齢者ケア

田中久美編

メヂカルフレンド社

2020 N680/IP

44 精神看護の看護過程

水野恵理子, 岩崎みすず編著

サイオ出版

2020 N740/SE

兒嶋章仁著

秀和システム

2020 N951/KA

藤澤まこと編著

メヂカルフレンド社

2020 N960/NA

47 人工知能 : 機械学習はどこまで進化するのか

竹内郁雄編

日経サイエンス

2020 405/BE/239

48 データ分析のための数理モデル入門 : 本質をとらえた分析のために

江崎貴裕著

ソシム

2020 417/DE

49 Excelによる統計入門 第4版

縄田和満著

朝倉書店

2020 417/EX

50 スマホを捨てたい子どもたち : 野生に学ぶ「未知の時代」の生き方

山極寿一著

ポプラ社

2020 489.9/SU

51 病状説明 : ケースで学ぶハートとスキル

天野雅之著

医学書院

2020 490.14/BY

52 生老病死そして生 : 写真と言葉で刻む : 限りがあるからみんなでつなぐ

國森康弘写真・文

農山漁村文化協会

2020 490.14/SH

53 おもしろ医学論文イッキ読み : デマ情報にもう負けない!

青島周一著

ライフサイエンス出版

2020 490.4/OM

54 赤ちゃんが生まれる : 幼年版

ニルス・タヴェルニエさく ; 中島さおりやく ; 杉
本充弘日本語版監修

ブロンズ新社

2008 491.355/AK

55 画像診断ドリル : 救急医と放射線科医が伝授する適切なオーダーと読影法

藪田実, 篠塚健編

羊土社

2020 492.1/GA

56 内科初診外来ただいま診断中!

鋪野紀好著

中外医学社

2020 492.1/NA

57 臨床検査法提要 改訂第35版

奥村伸生 [ほか] 編集

金原出版

2020 492.1/RI

58 ナース・研修医のための心電図が好きになる! 新装版

山下武志著

南江堂

2020 492.12/NA

59 まるわかり!肺音聴診 : 聴診ポイントから診断アプローチまで

皿谷健著

南江堂

2020 492.13/MA

60 読む肺音視る肺音 : 病態がわかる肺聴診学 第2版

岡三喜男著

金原出版

2020 492.13/YO

61 レジデントのためのこれだけ輸液

佐藤弘明著

日本医事新報社

2020 492.26/RE

62 糖尿病学 2020

小坂樹徳, 赤沼安夫編

診断と治療社

2020 493.12/TO/20

DHC

2018 493.75/HY

45

看護の現場ですぐに役立つ周手術期看護のキホン : 患者さんの手術への不
安をやわらげる

46 ナースが行う入退院支援 : 患者・家族の“その人らしく生きる"を支えるために

(ナースのためのスキルアップノート)

自然科学
(別冊日経サイエンス ; 239)

(ポプラ新書 ; 184)

医学

63

100歳の美しい脳 : アルツハイマー病解明に手をさしのべた修道女たち 普及
デヴィッド・スノウドン著 ; 藤井留美訳
版

(レジデントノート ; Vol.22-No.2 ; 増刊)

64 今日のわたしは、だれ? : 認知症とともに生きる

ウェンディ・ミッチェル著 ; 宇丹貴代実訳

筑摩書房

2020 493.75/KY

65 まるごと図解認知症 : キャラクター分類でよくわかる

山口博著

照林社

2020 493.75/MA

66 まるごとわかる!認知症

羽生春夫, 櫻井博文著

南山堂

2020 493.75/MA

67 1分間筋トレ&ストレッチ

山崎律子, 上野幸編 ; 余暇問題研究所著
ミネルヴァ書房
; 東郷聖美絵

2020 493.75/NE/3

(寝ながらできる認知症予防 ; 3)

68 1分間筋トレ&ストレッチプラス+

山崎律子, 上野幸編 ; 余暇問題研究所著
ミネルヴァ書房
; 東郷聖美絵

2020 493.75/NE/4

(寝ながらできる認知症予防 ; 4)

69 QOLを高める認知症リハビリテーションハンドブック

今村徹, 能登真一編集

医学書院

2020 493.75/QO

70 プロの対話から学ぶ感染症

岩田健太郎 [ほか] 著

メディカル・サイエンス・インターナショナ
ル

2020 493.8/PU

71 人類対新型ウイルス : 私たちはこうしてコロナに勝つ

トム・クイン著 ; 塚﨑朝子日本語版補遺 ;
山田美明, 荒川邦子訳

朝日新聞出版

2020 493.87/JI

72 症候から入る小児の身体診察 : ポイントを押さえたスムーズな診断のコツ

稲毛康司編集

文光堂

2020 493.92/SH

73 子どもの診かた・関わりかた : 身体・行動・こころから考える

小柳憲司著

新興医学出版社

2020 493.93/KO

74 小児の咳嗽診療ガイドライン 2020

日本小児呼吸器学会作成

診断と治療社

2020 493.933/SH

75 心不全の緩和ケア : 心不全のパンデミックに備えて

木澤義之 [ほか] 編 ; 菅野康夫, 山口崇
企画担当

青海社

2020 494.5/HO/20

76 すぐ・よく・わかる急性腹症のトリセツ

高木篤, 真弓俊彦, 山中克郎, 岩田充永
著

医学書院

2020 494.65/SU

77 「色盲」と近代 : 十九世紀における色彩秩序の再編成

馬場靖人著

青弓社

2020 496.45/SH

78 ももちゃんのお母さんの離乳食記録 : 口唇口蓋裂児のお母さんのために

はやしけいこ著

口腔保健協会

2020 496.8/MO

79 日本保健医療行動科学会雑誌 2020 Vol.34 No.2

日本保健医療行動科学会

日本保健医療行動科学会

2020 498/NI/34-2

80 社会的弱者への診療と支援 : 格差社会アメリカでの臨床実践指針

Talmadge E. King, Margaret B.
Wheeler編

金芳堂

2020 498/SH

81 在宅医療たんぽぽ先生の実践!多職種連携

永井康徳著

金芳堂

2020 498/ZA

医学通信社

2020 498.16/SH/20

82 診療点数早見表 : 標準点数と準用点数 2020年4月版
83 アドバンスト分析疫学 : 369の図表で読み解く疫学的推論の論理と数理

モイセス スクロ, F.ハビエル ニエト著 ; 木原正 メディカル・サイエンス・インターナショナ
ル
博, 木原雅子訳

2020 498.6/AD

渡部有隆, ニコライ・ミレンコフ著

2020 007.64/AR

総記
84 アルゴリズムビジュアル大事典 : 図解でよくわかるアルゴリズムとデータ構造

マイナビ出版

(朝日新書 ; 767)

(ホスピス・緩和ケア白書 ; 2020)

(視覚文化叢書 ; 6)

書

名

85 わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる

編

著

者

出版社

出版年

ラベルの番号

Dain著

技術評論社

2020 019/WA

86 まったくゼロからの論理学

野矢茂樹著

岩波書店

2020 116/MA

87 図解心理学用語大全 : 人物と用語でたどる心の学問

田中正人編著

誠文堂新光社

2020 140/ZU

88 よくわかる臨床心理学 : 完全カラー図解

岩壁茂監修

ナツメ社

2020 146/YO

佼成出版社

2020 146.8/OY

光文社

2020 361.4/TO

ナカニシヤ出版

2020 361.9/SH

現代書館

2019 368.8/HE

備考

哲学

89

親と死別した子どもたちへ : ネバー・ザ・セイム悲嘆と向き合い新しい自分にな ドナ・シャーマン著 ; 西尾温文他訳 ; 松下
弓月監訳 ; 島薗進監修
る

社会科学
トーキング・トゥ・ストレンジャーズ : 「よく知らない人」について私たちが知っておく
マルコム・グラッドウェル著 ; 濱野大道訳
べきこと
社会調査のための計量テキスト分析 : 内容分析の継承と発展を目指して
樋口耕一著
91
第2版
下手くそやけどなんとか生きてるねん。 : 薬物・アルコール依存症からのリカバ
渡邊洋次郎著
92
リー
90

93 ケアとまちづくり、ときどきアート

西智弘, 守本陽一, 藤岡聡子著

中外医学社

2020 369.04/KE

94 当事者に聞く自立生活という暮らしのかたち

河本のぞみ著

三輪書店

2020 369.27/TO

95 自治体の危機管理 : 公助から自助への導き方

中邨章著

ぎょうせい

2020 369.3/JI

96 われわれが災禍を悼むとき : 慰霊祭・追悼式の社会学

福田雄著

慶應義塾大学出版会

2020 369.3/WA

小木曽宏, 橋本達昌編著

生活書院

2020 369.4/CH

98 科学的に考える子育て : エビデンスに基づく10の真実

和久田学著

緑書房

2020 370.4/KA

99 思春期学

笠井清登 [ほか] 編

東京大学出版会

2015 371.47/SH

97

地域子ども家庭支援の新たなかたち : 児童家庭支援センターが、繋ぎ、紡
ぎ、創る地域養育システム

結婚医学
100

出産準備パーソナルレッスン : 最適な姿勢・呼吸&サポートがイラストでわかる! ベルナデット・ド・ガスケ著 ; アストリッド・Mイラ
メディカ出版
スト ; シャラン山内由紀訳
: ペリネケア・メソッド/骨盤底筋群を傷めない妊娠・分娩中のケア

2020 598.2/SH

(女性の美と健康をささえるGasquetアプローチ)

芸術・スポーツ
101 おいしく折ろう食育おりがみ

西田良子, 平野誠子製作・著

全国学校給食協会

2012 754.9/OI/1

102 おいしく折ろう食育おりがみ 第2集

西田良子, 平野誠子製作・著

全国学校給食協会

2020 754.9/OI/2

103 3色だけでセンスのいい色 : 見てわかる、迷わず決まる配色アイデア

ingectar-e著

インプレス

2020 757.3/SA

104 アナザー1964 (イチ・キュー・ロク・ヨン) : パラリンピック序章

稲泉連著

小学館

2020 780.69/AN

105 おっぱい先生

泉ゆたか著

光文社

2020 913.6/IZ

106 慟哭は聴こえない

丸山正樹著

東京創元社

2019 913.6/MA

107 おっぱいエール

本山聖子著

光文社

2020 913.6/MO

108 小箱

小川洋子著

朝日新聞出版

2019 913.6/OG

109 密やかな結晶

小川洋子著

講談社

1999 913.6/OG

(講談社文庫)

110 僕のなかの壊れていない部分

白石一文著

文藝春秋

2019 913.6/SH

(文春文庫 ; [し-48-4])

111 もしも、私があなただったら

白石一文著

文藝春秋

2020 913.6/SH

(文春文庫 ; [し-48-5])

112 工学部ヒラノ教授の徘徊老人日記

今野浩著

青土社

2020 916/KO

113 アスリートの科学 : 能力を極限まで引き出す秘密

久木留毅著

講談社

2020 02/B/2135

(ブルーバックス ; B-2135)

114 時間は逆戻りするのか : 宇宙から量子まで、可能性のすべて

高水裕一著

講談社

2020 02/B/2143

(ブルーバックス ; B-2143)

115 5G : 大容量・低遅延・多接続のしくみ

岡嶋裕史著

講談社

2020 02/B/2144

(ブルーバックス ; B-2144)

116 LaTeX超入門 : ゼロからはじめる理系の文書作成術

水谷正大著

講談社

2020 02/B/2145

(ブルーバックス ; B-2145)

117 倫理学入門 : アリストテレスから生殖技術、AIまで

品川哲彦著

中央公論新社

2020 07/C/2598

(中公新書 ; 2598)

118 お酒の経済学 : 日本酒のグローバル化からサワーの躍進まで

都留康著

中央公論新社

2020 07/C/2599

(中公新書 ; 2599)

119 孫基禎 : 帝国日本の朝鮮人メダリスト

金誠著

中央公論新社

2020 07/C/2600

(中公新書 ; 2600)

120 北朝の天皇 : 「室町幕府に翻弄された皇統」の実像

石原比伊呂著

中央公論新社

2020 07/C/2601

(中公新書 ; 2601)

121 一人で思う、二人で語る、みんなで考える : 実践!ロジコミ・メソッド

追手門学院大学成熟社会研究所編

岩波書店

2020 08/I/921

(岩波ジュニア新書 ; 921)

122 できちゃいました!フツーの学校

富士晴英とゆかいな仲間たち著

岩波書店

2020 08/I/922

(岩波ジュニア新書 ; 922)

123 「中国」の形成 : 現代への展望

岡本隆司著

岩波書店

2020 13/I/1808

(岩波新書 ; 新赤版 1808 . シリーズ中国の歴史 ; 5)

124 ジョージ・オーウェル : 「人間らしさ」への讃歌

川端康雄著

岩波書店

2020 13/I/1837

(岩波新書 ; 新赤版 1837)

125 景観からよむ日本の歴史

金田章裕著

岩波書店

2020 13/I/1838

(岩波新書 ; 新赤版 1838)

126 イスラームからヨーロッパをみる : 社会の深層で何が起きているのか

内藤正典著

岩波書店

2020 13/I/1839

(岩波新書 ; 新赤版 1839)

127 コロナ後の世界を生きる : 私たちの提言

村上陽一郎編

岩波書店

2020 13/I/1840

(岩波新書 ; 新赤版 1840)
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新書
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出版社
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備考

128 クオリアと人工意識

茂木健一郎著

講談社

2020 14/K/2576

(講談社現代新書 ; 2576)

129 日本人と山の宗教

菊地大樹著

講談社

2020 14/K/2577

(講談社現代新書 ; 2577)

130 文字世界で読む文明論 : 比較人類史七つの視点

鈴木董著

講談社

2020 14/K/2578

(講談社現代新書 ; 2578)

131 とうがらしの世界

松島憲一著

講談社

2020 15/K/728

(講談社選書メチエ ; 728)

132 笑いの哲学

木村覚著

講談社

2020 15/K/729

(講談社選書メチエ ; 729)

133 自由と歴史的発展

伊藤邦武 [ほか] 責任編集

筑摩書房

2020 16/C/1466

(ちくま新書 ; 1466 . 世界哲学史 ; 7 ; 近代2)

134 消費税増税と社会保障改革

伊藤周平著

筑摩書房

2020 16/C/1501

(ちくま新書 ; 1501)

135 「超」働き方改革 : 四次元の「分ける」戦略

太田肇著

筑摩書房

2020 16/C/1502

(ちくま新書 ; 1502)

136 元徴用工和解への道 : 戦時被害と個人請求権

内田雅敏著

筑摩書房

2020 16/C/1503

(ちくま新書 ; 1503)

137 アフリカ経済の真実 : 資源開発と紛争の論理

吉田敦著

筑摩書房

2020 16/C/1504

(ちくま新書 ; 1504)

138 発想の整理学 : AIに負けない思考法

山浦晴男著

筑摩書房

2020 16/C/1505

(ちくま新書 ; 1505)

139 死の病いと生の哲学

船木亨著

筑摩書房

2020 16/C/1506

(ちくま新書 ; 1506)

140 看護関係統計資料集 平成31年

日本看護協会出版会

日本看護協会出版会

2020 N054/KA/19

持出禁止

141 社会福祉施設調査報告 平成30年

厚生労働省政策統括官編

厚生労働統計協会

2020 369.059/SH/18

持出禁止

142 気候変動時代における私たちの役割(環境白書 ; 令和2年版)

環境省編

日経印刷

2020 519.1/KA/20

持出禁止
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