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 書　　名  編　著　者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

1
超入門!すべての医療従事者のためのRStudioではじめる医療統計 : サン

プルデータでらくらくマスター
笹渕裕介 [ほか] 著 金芳堂 2020 490.19/CH

2
いのち愛しむ、人生キッチン : 92歳の現役料理家・タミ先生のみつけた幸福

術
桧山タミ著 文藝春秋 2017 596/IN

3 必修ラ・スパ : 看護国試でるでるデータ　2021 井上大輔編著 TECOM 2020 N039/HI/21 持出禁止

4 保健師国家試験のためのレビューブック　2021(第21版) 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 2020 N039/HO/21 持出禁止

5 保健師国家試験問題集　2021年版 「標準保健師講座」編集室編 医学書院 2020 N039/HO/21 持出禁止

6 看護師国家試験問題 : 解答・解説　2021年版 メヂカルフレンド社 2020 N039/KA/21 持出禁止

7 ラ・スパ : 看護国試でるでるデータ満載　2021 ラ・スパ編集委員会編 TECOM 2020 N039/RA/21 持出禁止

8 整形外科　第2版 天沢ヒロ著 医学書院 2020 490.79/MA (シリーズまとめてみた)

9 看護師が「書く」こと 宮子あずさ著 医学書院 2020 N049/KA

10 重要なところだけ,短時間でわかりやすく読む看護理論 黒田裕子監修 日総研出版 2020 N110/JU

11 アセスメントができるようになる!検査まるわかりガイド 浅野嘉延著 照林社 2020 N212/AS (プチナース)

12
看護の現場ですぐに役立つ症状別看護過程 : 患者さんの痛みや悩みの解

決方法を知る!
大口祐矢著 秀和システム 2020 N220/KA (ナースのためのスキルアップノート)

13
ヘルスケアシステム論 : ヘルスケアサービス提供のための制度・政策　2020

年版　第3版
増野園惠編集 日本看護協会出版会 2020 N230/KA/1 (看護管理学習テキスト ; 第1巻)

14 看護サービスの質管理　2020年版　第3版 秋山智弥編集 日本看護協会出版会 2020 N230/KA/2 (看護管理学習テキスト ; 第2巻)

15 人材管理論　2020年版　第3版 手島恵編集 日本看護協会出版会 2020 N230/KA/3 (看護管理学習テキスト ; 第3巻)

16 組織管理論　2020年版　第3版 勝原裕美子編集 日本看護協会出版会 2020 N230/KA/4 (看護管理学習テキスト ; 第4巻)

17 経営資源管理論　2020年版　第3版 金井Pak雅子編集 日本看護協会出版会 2020 N230/KA/5 (看護管理学習テキスト ; 第5巻)

18 看護管理基本資料集　2020年版　第3版 増野園惠編集 日本看護協会出版会 2020 N230/KA/6 (看護管理学習テキスト ; 別巻)

19 看護管理者を変えた7通の手紙 : ストーリーで学ぶリーダーシップ 三好貴之著 中央法規出版 2020 N230/KA

20 はじめて学ぶ文献レビュー 若村智子, 西村舞琴著 総合医学社 2020 N250/HA

21 小児看護と看護倫理 : 日常的な臨床場面での倫理的看護実践 松岡真里編集 へるす出版 2020 N400/SH

22 本当に大切なことが1冊でわかる脳神経
東海大学医学部付属八王子病院看護部

編著
照林社 2020 N541/HO

23
看護の現場ですぐに役立つ糖尿病看護のキホン : 患者さんの生活を支える

ケアの方法を学ぶ!
柏崎純子著 秀和システム 2020 N551/KA (ナースのためのスキルアップノート)

24
看護の現場ですぐに役立つがん薬物療法ケア : 患者さんを安心させる薬物

看護の基本!
中別府多美得著 秀和システム 2020 N571/KA (ナースのためのスキルアップノート)

25 公衆衛生看護学概論　第4版 金川克子編集 メヂカルフレンド社 2015 N800/SA/1 (最新保健学講座 ; 1)

26 公衆衛生看護支援技術　第4版 村嶋幸代編集 メヂカルフレンド社 2015 N800/SA/2 (最新保健学講座 ; 2)

27 ライフステージの特性と保健活動　第4版 金川克子編集 メヂカルフレンド社 2015 N800/SA/3 (最新保健学講座 ; 3)

28 心身の健康問題と保健活動　第4版 金川克子編集 メヂカルフレンド社 2015 N800/SA/4 (最新保健学講座 ; 4)

29 公衆衛生看護管理論　第4版 平野かよ子編集 メヂカルフレンド社 2015 N800/SA/5 (最新保健学講座 ; 5)

30 疫学/保健統計　第3版 丸井英二編集 メヂカルフレンド社 2015 N800/SA/6 (最新保健学講座 ; 6)

31 保健医療福祉行政論　第4版 野村陽子編集 メヂカルフレンド社 2015 N800/SA/7 (最新保健学講座 ; 7)

32 先輩ナースが書いた手術看護ノート : ケアの根拠がわかる 齋藤直美著 照林社 2020 N951/SE

33
銀河の片隅で科学夜話 : 物理学者が語る、すばらしく不思議で美しいこの

世界の小さな驚異
全卓樹著 朝日出版社 2020 404/GI

34 感染症 : ウイルス・細菌との闘い 中西真人編 日経サイエンス 2020 405/BE/238 (別冊日経サイエンス ; 238)

35 はじめての統計データ分析 : ベイズ的「ポストp値時代」の統計学 豊田秀樹著 朝倉書店 2016 417/HA

36 どうして生命にそんなに価値があるのか 福岡伸一著 主婦の友社 2020 460/DO (最後の講義完全版)

37
ヒトがいまあるのはウイルスのおかげ! : 役に立つウイルス・かわいいウイルス・

創造主のウイルス
武村政春著 さくら舎 2019 465.8/HI

38
まるっと!ACPアドバンス・ケア・プランニング : いろんな視点で読み解くACPの

極上エッセンス
宇井睦人編集 南山堂 2020 490.14/MA

39 早川一光の「こんなはずじゃなかった」 : わらじ医者からの最期のメッセージ 早川一光 [述] ; 早川さくら著 ミネルヴァ書房 2020 490.4/HA

40 1日1ページ、読むだけで身につくからだの教養365
デイヴィッド・S・キダー, ノア・D・オッペンハイム,

ブルース・K・ヤング著 ; 久原孝俊訳
文響社 2019 490.4/IC

　　　　　　　                   ＊＊新着資料案内＊＊

医学

リクエスト

看護学

自然科学

国家試験問題集

6月1日～30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

41 患者になった名医たちの選択 塚﨑朝子著 朝日新聞出版 2020 490.4/KA (朝日新書 ; 755)

42 身体的生活 : 医師が教える身体感覚の高め方 佐藤友亮著 晶文社 2020 490.4/SH

43
もっとよくわかる!医療ビッグデータ : オミックス、リアルワールドデータ、AI医療・

創薬
田中博著 羊土社 2020 490.7/MO (実験医学 ; 別冊)

44 ゼロから実践する遺伝統計学セミナー : 疾患とゲノムを結びつける 岡田随象著 羊土社 2020 491.69/ZE

45 薬力学 ; 薬物動態学 ; 相互作用 ; 製剤学 ; 薬剤の使用と実務 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 2020 492/KU/4 (薬がみえる ; v. 4)

46 内科医が知っておくべき疾患102 : 各科スペシャリストが伝授 宮地良樹総編集 中山書店 2020 492/NA

47
血液疾患における多職種の関わり : 5つの症例から考えるチーム医療の実

際
前田裕弘編著 中外医学社 2020 493.17/KE

48 B型肝炎被害とは何か : 感染拡大の真相と被害者救済 岡多枝子, 片山善博, 三並めぐる編著 明石書店 2019 493.47/BG

49 「脳コワさん」支援ガイド 鈴木大介著 医学書院 2020 493.7/NO (シリーズケアをひらく)

50 つむじまがりの神経科学講義 小倉明彦著 晶文社 2020 493.7/TS

51
こだわり思考とうまく付き合うためのワークブック : マインドフルネス認知行動

療法で強迫観念と強迫行為を克服する

ジョン・ハーシュフィールド, トム・コールボーイ著

; 小平雅基, 齋藤真樹子訳
星和書店 2019 493.74/KO

52
これならできる!身体拘束ゼロの認知症医療・ケア : 大誠会スタイルの理念

と技術
大誠会認知症サポートチーム執筆 照林社 2020 493.75/KO

53 お父さんは認知症 : 父と娘の事件簿 田中亜紀子著 中央公論新社 2020 493.75/OT (中公新書ラクレ ; 689)

54 感染と微生物の教科書　新訂版 田爪正氣[ほか]著 研成社 2020 493.8/KA

55 流行性感冒 : 「スペイン風邪」大流行の記録 内務省衛生局編 平凡社 2008 493.87/RY (東洋文庫 ; 778)

56 今日の小児治療指針　第16版
水口雅, 市橋光, 崎山弘総編集 ; 市橋光

[ほか] 責任編集
医学書院 2015 493.92/KO

57
小児エコーの撮影法と正常像がぜんぶわかる! : 腹部・体表・心臓・頭部を

完全マスター
日本小児超音波研究会編 金芳堂 2019 493.92/SH

58 小児科診療ガイドライン : 最新の診療指針　第4版 五十嵐隆編集 総合医学社 2019 493.92/SH

59 田角勝のこれだけは伝えたい子どもの意欲を引き出す摂食嚥下支援 田角勝著 医歯薬出版 2019 493.937/TA

60 がん化学療法ワークシート　第5版 池末裕明, 伊藤善規, 大石了三編 じほう 2020 494.5/GA

61 ライフサイクルでみる女性の保健と健康 : 充実した人生を過ごしていくために 小國美也子 [ほか] 著 ミネルヴァ書房 2020 495/RA

62 日本の妊産婦を救うために2020 関沢明彦, 長谷川潤一編 東京医学社 2020 495.5/NI

63
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

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会編著
メディカ出版 2020 495.7/SA

64 地域医療構想のデータをどう活用するか 松田晋哉著 医学書院 2020 498.1/CH

65 医療現場ビギナーさんのための感染防止の絵本 : カモシレナイ思考のススメ 矢野邦夫監修 リーダムハウス 2020 498.6/IR

66
新型インフルエンザパンデミックに日本はいかに立ち向かってきたか : 1918ス

ペインインフルエンザから現在までの歩み
岡部信彦, 和田耕治編集 南山堂 2020 498.6/SH

67 今日の処方　改訂第6版 浦部晶夫, 島田和幸, 川合眞一総編集 南江堂 2019 499.2/KO

68 公認心理師試験の問題と解説　2020 こころの科学編集部編 日本評論社 2020 140.5/KO/20

69 繊細な心の科学 : HSP入門 串崎真志著 風間書房 2020 141.2/SE

70 嫌いな人がいる人へ : 自分を知って生きやすくなるメントレ 古山有則著 KADOKAWA 2020 146.8/KI

71 2020年6月30日にまたここで会おう : 瀧本哲史伝説の東大講義 瀧本哲史著 星海社 2020 159.7/NI (星海社新書 ; 160)

72 こども六法 山崎聡一郎著 弘文堂 2019 320.9/KO

73 格差は心を壊す : 比較という呪縛
リチャード・ウィルキンソン, ケイト・ピケット著 ;

川島睦保訳
東洋経済新報社 2020 361.4/KA

74 私たちはふつうに老いることができない : 高齢化する障害者家族 児玉真美著 大月書店 2020 369.27/WA

75 新復興論 小松理虔著 ゲンロン 2018 369.31/SH (ゲンロン叢書 ; 001)

76 シンプルな8つの図が子ども理解・かかわりを劇的に変える 『月刊学校教育相談』編集部編 ほんの森出版 2020 371.4/SH

77 学校心臓検診のための小児心電図正常値ガイドブック 長嶋正實, 吉永正夫編集 診断と治療社 2020 374.93/GA

78 大学生のストレスマネジメント : 自助の力と援助の力 齋藤憲司, 石垣琢麿, 高野明著 有斐閣 2020 377.9/DA

79 星守る犬 村上たかし著 双葉社 2009 726.1/HO

80 コウノドリ　30 鈴ノ木ユウ著 講談社 2020 726.1/KO/30

81 こころのナース夜野さん　1 水谷緑著 ; 山登敬之医療監修 小学館 2020 726.1/KO (ビッグコミックス)

82 大切な人が死ぬとき : 私の後悔を緩和ケアナースに相談してみた 水谷緑著 竹書房 2020 726.1/TA

83 美しい痕跡 : 手書きへの讃歌
フランチェスカ・ビアゼットン [著] ; 萱野有美

訳
みすず書房 2020 727.8/UT

84 スポーツ・健康科学概論テキスト 森田恭光, 島崎あかね編著 杏林書院 2020 780.19/SU

心理学

人生訓

社会科学

漫画

芸術・スポーツ

文学



 書　　名  編　著　者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

85 恋愛寫眞 : もうひとつの物語 市川拓司著 小学館 2008 913.6/IC (小学館文庫)

86 逆ソクラテス 伊坂幸太郎著 集英社 2020 913.6/IS

87 嘘の木 フランシス・ハーディング著 ; 児玉敦子訳 東京創元社 2017 933.7/HA

88 哲学とは何か 竹田青嗣著 NHK出版 2020 01/N/1262 (NHKブックス ; 1262)

89 見えない絶景 : 深海底巨大地形 藤岡換太郎著 講談社 2020 02/B/2116 (ブルーバックス ; B-2116)

90 生命はデジタルでできている : 情報から見た新しい生命像 田口善弘著 講談社 2020 02/B/2136 (ブルーバックス ; B-2136)

91 有限の中の無限 : 素数がつくる有限体のふしぎ 西来路文朗, 清水健一著 講談社 2020 02/B/2137 (ブルーバックス ; B-2137)

92 理系の文章術 : 今日から役立つ科学ライティング入門 更科功著 講談社 2020 02/B/2138 (ブルーバックス ; B-2138)

93 白人ナショナリズム : アメリカを揺るがす「文化的反動」 渡辺靖著 中央公論新社 2020 07/C/2591 (中公新書 ; 2591)

94 戦国武将の叡智 : 人事・教養・リーダーシップ 小和田哲男著 中央公論新社 2020 07/C/2593 (中公新書 ; 2593)

95 マックス・ウェーバー : 近代と格闘した思想家 野口雅弘著 中央公論新社 2020 07/C/2594 (中公新書 ; 2594)

96 議会制民主主義の活かし方 : 未来を選ぶために 糠塚康江著 岩波書店 2020 08/I/918 (岩波ジュニア新書 ; 918)

97 繊細すぎてしんどいあなたへ : HSP相談室 串崎真志著 岩波書店 2020 08/I/919 (岩波ジュニア新書 ; 919)

98 陸海の交錯 : 明朝の興亡 檀上寛著 岩波書店 2020 13/I/1807 (岩波新書 ; 新赤版 1807 . シリーズ中国の歴史 ; 4)

99 マックス・ヴェーバー : 主体的人間の悲喜劇 今野元著 岩波書店 2020 13/I/1834 (岩波新書 ; 新赤版 1834)

100 紫外線の社会史 : 見えざる光が照らす日本 金凡性著 岩波書店 2020 13/I/1835 (岩波新書 ; 新赤版 1835)

101 還暦からの底力 : 歴史・人・旅に学ぶ生き方 出口治明著 講談社 2020 14/K/2568 (講談社現代新書 ; 2568)

102 あぶない法哲学 : 常識に盾突く思考のレッスン 住吉雅美著 講談社 2020 14/K/2571 (講談社現代新書 ; 2571)

103 「自閉症」の時代 竹中均著 講談社 2020 14/K/2574 (講談社現代新書 ; 2574)

104 日本在宅ケア学会誌　Vol 23 No 2(March, 2020) 日本在宅ケア学会編集 ワールドプランニング 2020 N820/NI/23-2 持出禁止

105
中高年者縦断調査 : 中高年者の生活に関する継続調査　第14回(平

成30年)
厚生労働省政策統括官 厚生労働統計協会 2020 365.5/CH/18 持出禁止

106 学校保健統計(学校保健統計調査報告書)　令和元年度 文部科学省 ブルーホップ 2020 374.9/GA/19 持出禁止

107 生活習慣病のしおり　2020 社会保険出版社 2020 493.18/SE/20 持出禁止

108 母子保健の主なる統計　令和元年(2019) 母子衛生研究会編 母子保健事業団 2020 498.7/BO/19 持出禁止

109 わが国の母子保健　令和2年 母子衛生研究会 2020 498.7/WA/20 持出禁止
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