＊＊新着資料案内＊＊

2020年7月1日～31日

7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。
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備考

リクエスト
1 医師国家試験問題解説 第114回

国試対策問題編集委員会編集

MEDIC MEDIA

2020 490.79/IS/114

『系統看護学講座』編集室編集

医学書院

2020 N039/KE/21

石川創二 [ほか] 編

テコム

2020 490.79/KO/20

4 これで解決!保健室経営Q&A

三木とみ子編集代表

ぎょうせい

2020 374.9/KO

5 保健クイズブック : すぐに使えるパワーポイントデータ収録

原めぐみ著

少年写真新聞社

2020 374.97/HO

6 児童・生徒の心に響く!行動科学を生かした保健の授業づくり 改訂版

戸部秀之共著 ; 齋藤久美共著

少年写真新聞社

2020 375.49/JI

国家試験問題集
2

系統別看護師国家試験問題集 : 必修問題・過去問題・国試でるでた
BOOK 2021年版

3 医師国家試験問題解説書 第114回

持出禁止

養護教諭

看護学
7 ナイチンゲールとセント・トーマス病院 : ナイチンゲール生誕200年記念出版

福田邦三校閲・訳 ; 永坂三夫, 久永小千
日本看護協会出版会
世訳

2020 N020/NA

8 沖縄の看護 : 琉球政府の看護制度を紐解く

大嶺千枝子著

新星出版

2020 N020/OK

9 「いつもと違う」と感じ、思わず行う行為は実践の知なのか

大谷則子著

日本看護協会出版会

2020 N100/IT

木澤晃代監修 ; 濱田安岐子監修

つちや書店

2020 N150/KA

メディカ出版

2020 N211/ZA

10 看護で使える言葉がけ : シーン別実例250 : 現場で役立つ会話術
11

在宅&病棟でできる!おむつと排泄の看護ケア : むつき庵の「おむつフィッター」が
浜田きよ子編著 ; 吉川羊子編集協力
伝授!

(シリーズ「看護の知」)

12 看護研究ミニマム・エッセンシャルズ

川口孝泰著

医学書院

2020 N250/KA

13 ロイ適応モデルを用いた母性看護過程 : 事例を用いた論理的思考の展開

Neo-Nursing研究会著

創英社/三省堂書店

2020 N300/RO

14 循環器の薬剤カタログ143 : どう効く?どう使う?がまるごとわかる

猪又孝元編集

メディカ出版

2020 N545/HA/20

(ハートナーシング ; 2020年春季増刊)

秀和システム

2020 N545/KA

(ナースのためのスキルアップノート)

ナツメ社

2020 N545/KO

(ナースのための基礎BOOK)

看護の現場ですぐに役立つ循環器看護のキホン : 患者さんの症状から緊急
中澤真弥著
性を見抜く力が身に付く!
これならわかる!循環器疾患の看護ケア : 心不全、不整脈など疾患のケアから
杉岡充爾編著
16
治療に使われる薬剤まで
15

17 糖尿病・腎臓病看護 : ビギナーナース実践ノート

佐藤智寛著

講談社

2020 N551/TO

18 「聞こえにくい」をほっとかない

小川郁編

日本看護協会出版会

2020 N640/KI

19 看護学生のための精神看護学 改訂版

東中須恵子編著

大学教育出版

2020 N700/KA

20 精神看護学 : 精神保健 第5版

半澤節子, 太田保之, 藤田長太郎編著

医歯薬出版

2020 N710/SE

21 救命救急ビジュアルナーシング

小林繁樹監修・編集

学研メディカル秀潤社

2020 N954/KY

22 エンド・オブ・ライフケアの臨床倫理

箕岡真子著

日総研出版

2020 490.15/EN

23 みんなのスピリチュアリティ : シシリー・ソンダース、トータルペインの現在

アンドリュー・グッドヘッド, ナイジェル・ハートレー
北大路書房
編 ; 小森康永 [ほか] 訳

2020 490.15/MI

24 医療統計解析使いこなし実践ガイド : 臨床研究で迷わないQ&A

対馬栄輝編

羊土社

2020 490.19/IR

25 病気は人生の夏休み : がん患者を勇気づける80の言葉

樋野興夫著

幻冬舎

2016 490.4/BY

26 運動指導・セラピーの現場ですぐに役立つ足部・足関節のキホンとケア

永木和載著

秀和システム

2020 491.198/UN

27 めんどうな遺伝子検査をしなくても自分の遺伝子がわかる本

植前和之著

アスコム

2020 491.69/ME

28 緩和ケアレジデントの鉄則

西智弘 [ほか] 編

医学書院

2020 492/KA

29 Dr.徳田の診断推論講座 第2版

徳田安春著

日本医事新報社

2020 492.1/DR

30 痛みの内科診断学

鍋島茂樹著

南山堂

2020 492.1/IT

31 腹痛の「なぜ?」がわかる本 : 痛みのメカニズムがみえれば診療が変わる!

腹痛を「考える」会[著]

医学書院

2020 492.14/FU

坂本壮著

メディカ出版

2020 492.29/NE

33 動作分析の基本 : オールカラー

石井慎一郎監修

マイナビ出版

2020 492.5/DO

34 失敗例から学ぶ糖尿病療養指導が劇的に変わるマジックワード

坂根直樹著

金芳堂

2020 493.123/SH

35 フレイル対策実践ガイド : 高齢者の機能レベルに応じた運動プログラム

山田実著

新興医学出版社

2020 493.18/FU

36 家庭医からER医まで高齢者に寄り添う診療 : 学ぼうgeriatric mind

許智栄著

金芳堂

2020 493.18/KA

37 血栓症と食

高田明和編集

朝倉書店

2020 493.24/KE

38 保健指導で高血圧パラドックスの解消へ : 保健指導の現場の疑問に答える

菱田明, 伊藤貞嘉, 熊谷勝子編著

東京医学社

2020 493.25/HO

39 治したくない : ひがし町診療所の日々

斉藤道雄 [著]

みすず書房

2020 493.7/NA

(Nursing Todayブックレット ; 04)

(見てできる臨床ケア図鑑)

医学

32

ねころんで読める救急患者のみかた : ナース・救急救命士・研修医のための
診療とケア : やさしい救急入門書

(運動・からだ図解)

(シリーズ「栄養と疾病の科学」 / 植木浩二郎, 高田明和シ
リーズ編集 ; 2)
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40 精神疾患と心理学 新装版

ミシェル・フーコー[著] ; 神谷美恵子訳

41 1分間指体操プラス+

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

2019 493.75/NE/2

42 子どものためのサイコソーシャルアプローチ : すこやかに育つことばかけ

秋山千枝子 [ほか] 著

東京医学社

2020 493.9/KO

43 実践小児薬用量ガイド 第3版

田中文子編集代表

じほう

2020 493.92/JI

44 健診も深まる!小児の身体診察と情報収集

Karen G.Duderstadt著

エルゼビア・ジャパン

2020 493.92/KE

45 小児外来診療のコツとワザ : 今日から実践できる40のTips!

熊谷秀規編集

文光堂

2020 493.92/SH

46 川崎病診断の手引きガイドブック 2020

日本川崎病学会編集

診断と治療社

2020 493.931/KA

十河剛著

南山堂

2020 493.934/KO

齋藤大地著

三輪書店

2020 493.937/HA

子供の便秘はこう診る! : 親子のやる気を引き出す小児消化器科医のアプ
ローチ
はじめての在宅小児リハビリテーション : 訪問だからできる発達支援、生活支
48
援
47

49 子どもの予防接種

みすず書房

日本小児科学会予防接種・感染症対策委
診断と治療社
員会編

ウィンダーズ先生のダウン症のある子どものための身体 (からだ) づくりガイド : お
Patricia C. Winders原著 ; 佐藤あずさ訳 三輪書店
うちでできる練習BOOK
新生児内分泌ハンドブック : 退院後・学童期のフォローアップにも役立つ
新生児内分泌研究会編著 ; 河井昌彦, 豊
メディカ出版
51
島勝昭責任編集
新版, 第3版
50

2020 493.71/SE

2020 493.94/WI
2020 493.95/SH

サミュエル.C.ハーヴィ著 ; 川満富裕訳

時空出版

2020 494.283/SH

53 フローチャート抗がん薬副作用 : 対応の流れと治療のポイントがわかる

渡邊裕之 [ほか] 編

じほう

2020 494.5/FU

54 がん化学療法レジメン作成とマネジメントのてびき : 根拠にもとづく

渡邊裕之編集・執筆

羊土社

2020 494.5/GA

55 婦人科がんサバイバーのヘルスケアガイドブック

日本婦人科腫瘍学会, 日本産婦人科乳腺
診断と治療社
医学会, 日本女性医学学会編

2020 495.4/FU

56 産科エマージェンシー臨床推論 : 母体急変を見抜く

望月礼子著

メディカ出版

2020 495.5/SA

57 周産期遺伝カウンセリングマニュアル 改訂3版

関沢明彦, 佐村修, 四元淳子編著

中外医学社

2020 495.6/SH

58 音声学・言語学 第2版

今泉敏, 小澤由嗣編集 ; 今泉敏 [ほか]
執筆

医学書院

2020 496.9/ON

59 超実践!がん患者に必要な口腔ケア : 適切な口腔管理でQOLを上げる

山﨑知子編

全日本病院出版会

2020 497.9/CH

60 よくわかる公衆衛生学の基本としくみ 第2版

上地賢, 安藤絵美子, 雜賀智也著

秀和システム

2020 498/YO

61 世界一わかりやすい「医療政策」の教科書

津川友介著

医学書院

2020 498.1/SE

62 コ・メディカルのための医事法学概論 第2版

野﨑和義著

ミネルヴァ書房

2020 498.12/KO

田中秀樹, 宮崎総一郎編集

全日本病院出版会

2020 498.36/SU

64 栄養の基本がわかる図解事典

中村丁次監修

成美堂出版

2020 498.55/EI

65 キーワードでわかる臨床栄養 令和版

岡田晋吾編集

羊土社

2020 498.55/KI

66 なにをどれだけ食べたらいいの? : バランスのよい食事ガイド 第4版

香川明夫監修

女子栄養大学出版部

2020 498.55/NA

67 新臨床栄養学

松木道裕, 今本美幸, 小見山百絵編著

学文社

2020 498.58/SH

68 職場不適応のサイン : ベテラン産業医が教える気づきと対応のコツ

夏目誠著

南山堂

2020 498.8/SH

69 大学1年生からの社会を見る眼のつくり方

大学初年次教育研究会著

大月書店

2020 002/DA

70 できる研究者のプレゼン術 : スライドづくり、話の組み立て、話術

ジョナサン・シュワビッシュ著 ; 小川浩一訳

講談社

2020 002.7/DE

71 わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために : その思想、実践、技術

渡邊淳司, ドミニク・チェン監修・編著 ; 安藤
ビー・エヌ・エヌ新社
英由樹, 坂倉杏介, 村田藍子編著

2020 007.3/WA

72 死生学の未来 2020

東洋英和女学院大学死生学研究所編

リトン

2020 114.2/SH/20

73 心理学 第5版補訂版

鹿取廣人 [ほか] 編

東京大学出版会

2020 140/SH

74 いまこそ語ろう、それぞれのひきこもり

林恭子, 斎藤環編

日本評論社

2020 140.5/KO/20

75 多様な人生のかたちに迫る発達心理学

川島大輔 [ほか] 編

ナカニシヤ出版

2020 143/TA

76 相性を知る本 : 橙花の数秘占い

橙花著

すみれ書房

2020 148.9/AI

77 あやうく一生懸命生きるところだった

ハワン文・イラスト ; 岡崎暢子訳

ダイヤモンド社

2020 159/AY

78 ナマケモノ哲学 : がんばりすぎない、が人生にはちょうどいい

ジェニファー・マッカートニー著 ; 綿谷志穂翻
訳協力

ハーパーコリンズ・ジャパン

2020 159/NA

79 女の子の人生で覚えていてほしいこと

西原理恵子著

主婦の友社

2020 159.6/ON

80 世界の神様解剖図鑑

平藤喜久子著

エクスナレッジ

2020 164/SE

81 いちばんやさしい憲法入門 第6版

初宿正典 [ほか] 著

有斐閣

2020 323.14/IC

82 なぜ貧しい国はなくならないのか : 正しい開発戦略を考える 第2版

大塚啓二郎著

日本経済新聞出版社

2020 333.8/NA

83 看護職をめざす人の社会保障と社会福祉 第2版

守本とも子編

みらい

2020 364/KA

84 10年後に食える仕事食えない仕事 : AI、ロボット化で変わる職のカタチ

渡邉正裕著

東洋経済新報社

2020 366.21/JU

85 Dopesick (ドープシック) : アメリカを蝕むオピオイド危機

ベス・メイシー著 ; 神保哲生訳・解説

光文社

2020 368.8/DO

ストレスチェック時代の睡眠・生活リズム改善実践マニュアル : 睡眠は健康寿
命延伸へのパスポート

(寝ながらできる認知症予防 ; 2)

2020 493.938/KO

52 止血法の歴史

63

備考

(言語聴覚士のための基礎知識)

(図解入門 ; メディカルサイエンスシリーズ)

(食物と栄養学基礎シリーズ ; 10)

総記
(シリーズ大学生の学びをつくる)

哲学
(死生学年報)

(こころの科学増刊 ; 2020 . メンタル系サバイバルシリーズ)

(最後の講義完全版)

社会科学
(有斐閣アルマ ; Interest)
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86 ドラッグの誕生 : 一九世紀フランスの〈犯罪・狂気・病〉

渡邊拓也著

慶應義塾大学出版会

2019 368.8/DO

87 3.11を心に刻んで 2020

岩波書店編集部編

岩波書店

2020 369.31/SA

力を合わせる学校グループワーク・トレーニング : 子どもたちの人間関係づくりに 日本学校グループワーク・トレーニング研究会
金子書房
編著
役立つ

2020 375.13/CH

88

備考

(岩波ブックレット ; no.1021)

89 乳児期における社会的学習 : 誰からどのように学ぶのか

奥村優子著

東京大学出版会

2020 376.11/NY

90 0・1・2歳児の発達に合った楽しい!運動あそび : こころとからだがスクスク育つ

栁澤友希著

ナツメ社

2020 376.157/ZE

(ナツメ社保育シリーズ)

91 気になる子、障がいのある子、すべての子が輝くインクルーシブ保育

広瀬由紀, 太田俊己編著

学研教育みらい

2020 378/KI

(Gakken保育books)

ジョーさん。著

KADOKAWA

2020 596/ME

93 動物の看護師さん : 動物・飼い主・獣医師をつなぐ6つの物語

保田明恵著

大月書店

2020 649/DO

94 牛疫 : 兵器化され、根絶されたウイルス

アマンダ・ケイ・マクヴェティ著 ; 山内一也訳 ;
みすず書房
城山英明協力

2020 649.5/GY

北島勲著

美術出版社

2020 674.5/TE

96 アラフォーひとり暮らし、告知されました

藤河るり著

KADOKAWA

2016 726.1/GE/1

(元気になるシカ![1])(MF comic essay)

97 ひとり暮らし闘病中、仕事復帰しました

藤河るり著

KADOKAWA

2018 726.1/GE/2

(元気になるシカ! 2)(MF comic essay)

98 そのときうんちはどこにいる?

きたがわめぐみ作

日本看護協会出版会

2020 726.5/EH

99 ふたりの約束 : アウシュヴィッツの3つの金貨

プニーナ・ツヴィ, マーギー・ウォルフ文 ; イザベ
西村書店東京出版編集部
ル・カーディナル絵 ; 金原瑞人訳

2020 726.5/EH

吉田新一著

朝倉書店

2020 726.5/NI

原書房

2020 727.6/PO

あわい絵 ; 遊泳舎編

遊泳舎

2019 814/KO

103 赤ちゃんをわが子として育てる方を求む

石井光太著

小学館

2020 913.6/IS

104 カケラ

湊かなえ著

集英社

2020 913.6/MI

105 思わず考えちゃう

ヨシタケシンスケ著

新潮社

2019 914.6/YO

106 ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。

幡野広志著

ポプラ社

2019 916/HA

SBクリエイティブ

2019 916/TO

料理
92 めんどうなことしないうまさ極みレシピ : 激烈美味しいストレスなし103品

獣医学

広告
95 手紙社のイベントのつくり方

漫画・絵本

100 日本の絵本 : 昭和期の作家たち

(連続講座「絵本の愉しみ」 ; 4)

ポスター
101

ポスター芸術の歴史 : アートミュージアム : ミュシャ、ロートレックからシュルレアリ
デイヴィッド・ライマー著 ; 井上廣美訳
スムまで

語彙論
102 言の葉連想辞典

(Yueisha dictionary)

文学

107

僕は、死なない。 : 全身末期がんから生還してわかった人生に奇跡を起こすサ
刀根健著
レンダーの法則

108 にほんごがこんなふうにみえたのよ!

山崎明夫文・画

QOLサービス

2016 916/YA

109 「クマのプーさん」の世界

小野俊太郎著

小鳥遊書房

2020 933.7/ON

110 アルケミスト : 夢を旅した少年

パウロ・コエーリョ[著] ; 山川紘矢, 山川亜
希子訳

角川書店

1997 969.3/CO

(角川文庫 ; 10305)

111 世界標準のスイングが身につく科学的ゴルフ上達法 実践編

板橋繁著

講談社

2020 02/B/2131

(ブルーバックス ; B-2131)

112 量子とはなんだろう : 宇宙を支配する究極のしくみ

松浦壮著

講談社

2020 02/B/2139

(ブルーバックス ; B-2139)

113 宇宙の始まりに何が起きたのか : ビッグバンの残光「宇宙マイクロ波背景放射」 杉山直著

講談社

2020 02/B/2140

(ブルーバックス ; B-2140)

講談社

2020 02/B/2142

(ブルーバックス ; B-2142)

新書

114

ラズパイ4対応カラー図解最新Raspberry Piで学ぶ電子工作 : 作る、動か
金丸隆志著
す、しくみがわかる!

115 万葉集の起源 : 東アジアに息づく抒情の系譜

遠藤耕太郎著

中央公論新社

2020 07/C/2592

(中公新書 ; 2592)

116 ビザンツ帝国 : 千年の興亡と皇帝たち

中谷功治著

中央公論新社

2020 07/C/2595

(中公新書 ; 2595)

117 インドネシア大虐殺 : 二つのクーデターと史上最大級の惨劇

倉沢愛子著

中央公論新社

2020 07/C/2596

(中公新書 ; 2596)

118 カール・シュミット : ナチスと例外状況の政治学

蔭山宏著

中央公論新社

2020 07/C/2597

(中公新書 ; 2597)

119 10代から考える生き方選び

竹信三恵子著

岩波書店

2020 08/I/920

(岩波ジュニア新書 ; 920)

120 あいまいな会話はなぜ成立するのか

時本真吾著

岩波書店

2020 11/I/295

(岩波科学ライブラリー ; 295)

121 ドキュメント強権の経済政策

軽部謙介著

岩波書店

2020 13/I/1833

(岩波新書 ; 新赤版 1833 . 官僚たちのアベノミクス ; 2)

122 リスクの正体 : 不安の時代を生き抜くために

神里達博著

岩波書店

2020 13/I/1836

(岩波新書 ; 新赤版 1836)

123 岩波新書解説総目録 : 1938-2019

岩波新書編集部編

岩波書店

2020 13/I/B-12

(岩波新書 ; 新赤版 別冊12)

124 近現代史からの警告

保阪正康著

講談社

2020 14/K/2572

(講談社現代新書 ; 2572)

125 英語で学ぶカーネギー「人の動かし方」

木村和美著

講談社

2020 14/K/2573

(講談社現代新書 ; 2573)

書

名

編

著

者

出版社

出版年

ラベルの番号

備考

126 戦国大名の経済学

川戸貴史著

講談社

2020 14/K/2575

(講談社現代新書 ; 2575)

127 贈与の系譜学

湯浅博雄著

講談社

2020 15/K/726

(講談社選書メチエ ; 726)

128 啓蒙と人間感情論

伊藤邦武 [ほか] 責任編集

筑摩書房

2020 16/C/1465

(ちくま新書 ; 1465 . 世界哲学史6 ; 近代1)

129 人事の古代史 : 律令官人制からみた古代日本

十川陽一著

筑摩書房

2020 16/C/1497

(ちくま新書 ; 1497)

130 香港と日本 : 記憶・表象・アイデンティティ

銭俊華著

筑摩書房

2020 16/C/1498

(ちくま新書 ; 1498)

131 避けられた戦争 : 一九二〇年代・日本の選択

油井大三郎著

筑摩書房

2020 16/C/1499

(ちくま新書 ; 1499)

132 マンガ認知症

ニコ・ニコルソン, 佐藤眞一著

筑摩書房

2020 16/C/1500

(ちくま新書 ; 1500)

133 看護診断 Vol.25 No.1

日本看護診断学会編集

医学書院

2020 N222/KA/25-1

持出禁止

134 全国家庭動向調査 第6回(2018年)

国立社会保障・人口問題研究所編

厚生労働統計協会

2020 358.1/ZE/18

持出禁止
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