＊＊新着資料案内＊＊

2020年5月1日～31日

5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

国家試験問題集
1

Question bank select 必修 : 看護師国家試験問題集 2021(第16
版)

医療情報科学研究所編集

Medic Media

2020 N039/QU/21

持出禁止

天沢ヒロ著

医学書院

2020 490.79/MA

(シリーズまとめてみた)

椎橋実智男, 鈴木康文著

サイオ出版

2020 N010/KA

大坪陽子, 岡田宏子著

秀和システム

2020 N210/KA

岡山ミサ子著

医学書院

2020 N230/RI

長尾大志著

メディカ出版

2020 N547/DR

岩澤うつぎ [ほか] 執筆

学研メディカル秀潤社

2020 N562/SU

宮崎和加子編著 ; 春日広美, 竹森志穂,
宮田乃有著

メディカ出版

2020 N820/HO

林章敏監修

ナツメ社

2020 N980/KO

10 ネイティブが教える日本人研究者のための論文の書き方・アクセプト術

エイドリアン・ウォールワーク著 ; 前平謙二,
笠川梢訳

講談社

2019 407/NE

11 理系国際学会のためのビギナーズガイド

山中司, 西澤幹雄, 山下美朋共著

裳華房

2019 407/RI

12 Excelでやさしく学ぶアンケート調査の統計処理 2019

石村友二郎 [ほか] 著

東京図書

2019 417/EX

13 目からウロコの多変量解析 : データ分析の極意に迫る7つの処方箋

廣野元久著

日科技連出版社

2019 417/ME

14 もうダメかも : 死ぬ確率の統計学

マイケル・ブラストランド, デイヴィッド・シュピーゲ
みすず書房
ルハルター [著] ; 松井信彦訳

2020 417/MO

15 すべてがわかるアンケートデータの分析 改訂新版

菅民郎著

現代数学社

2020 417/SU

16 骨が語る人類史

ブライアン・スウィーテク著 ; 大槻敦子訳

原書房

2020 469.4/HO

17 エンド・オブ・ライフ

佐々涼子著

集英社インターナショナル

2020 490.14/EN

18 国際学会English口頭発表 : 研究発表のための英語プレゼンテーション

C.S. Langham著

医歯薬出版

2019 490.7/KO

19 人体は流転する : 医学書が説明しきれないからだの変化

ギャヴィン・フランシス [著] ; 鎌田彷月訳

みすず書房

2020 491.3/JI

20 はじめの一歩の薬理学 第2版

石井邦雄, 坂本謙司著

羊土社

2020 491.5/HA

21 感じる細菌学×抗菌薬 : 染方史郎の楽しく覚えず好きになる

染方史郎著

じほう

2020 491.7/KA

22 モニター心電図これならわかる波形の見方

吉野秀朗監修

成美堂出版

2020 492.12/MO

23 世界の心臓を救った町 : フラミンガム研究の55年

嶋康晃著

ライフサイエンス出版

2004 493.2/SE

24 ねじ子が精神疾患に出会ったときに考えていることをまとめてみた

森皆ねじ子著

照林社

2020 493.7/NE

25 種痘という「衛生」 : 近世日本における予防接種の歴史

香西豊子著

東京大学出版会

2019 493.82/SH

26 未熟児を陳列した男 : 新生児医療の奇妙なはじまり

ドーン・ラッフェル著 ; 林啓恵訳

原書房

2020 493.96/MI

27 国がん東病院発抗がん剤・放射線治療をしている人のための食事

後藤功一, 千歳はるか監修

ナツメ社

2020 494.5/KO

28 からだと性の教科書 : 世界中の女子が読んだ!

エレン・ストッケン・ダール, ニナ・ブロックマン著
NHK出版
; 池田真紀子訳

2 眼科 第2版

看護学
3 看護・医療系のための情報科学入門 新訂版第2版
4
5
6
7
8

看護の現場ですぐに役立つ看護の基本スキル : 患者さんにやさしい看護技術
と対人スキル!
リーダーのための育み合う人間力 : 自分も周りも大事にして元気な職場をつく
る
Dr.長尾のたのしイイ呼吸ケアQ&A100 : 酸素・血ガス・ドレナージ…現場
ナースのギモンに答えます!
すごく役立つ緊急度と色でわかる皮膚の見方 : 忙しい看護現場でもすぐでき
る!
訪問看護がわかるいまこれからのKey Word : 過去・現在を読み解き、未来
をひらく

9 これならわかる!はじめての緩和ケア

(ナースのためのスキルアップノート)

(ナースのための基礎BOOK)

自然科学

医学

29

子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん患者さんへのドクターズアドバイス : 新こち
的田眞紀, 加藤一喜, 馬屋原健司著
ら「がん研有明相談室」

2019 495/KA

新興医学出版社

2019 495.43/SH

30 出生前診断の現場から : 専門医が考える「命の選択」

室月淳著

集英社

2020 495.6/SH

31 基礎から学ぶ健康管理概論 改訂第5版

尾島俊之, 堤明純編集

南江堂

2020 498/KI

原書房

2020 498.5/TA

32

「食べる」が変わる「食べる」を変える : 豊かな食に殺されないための普通の方
ビー・ウィルソン著 ; 堤理華訳
法

33 病魔という悪の物語 : チフスのメアリー

金森修著

筑摩書房

2006 498.6/BY

34 感染予防,そしてコントロールのマニュアル : すべてのICTのために 第2版

ニザーム ダマーニ著

メディカル・サイエンス・インターナショナ
ル

2020 498.6/KA

35 消毒と滅菌のガイドライン 第4版

大久保憲, 尾家重治, 金光敬二編集

へるす出版

2020 498.6/SH

36 アレルゲン害虫のはなし : アレルギーを引き起こす虫たち

川上裕司編

朝倉書店

2019 498.69/AR

上谷実礼著

メディカ出版

2020 498.8/MI

38 いのちを救う災害時医療

森村尚登著

河出書房新社

2019 498.89/IN

39 マンガでわかる薬のしくみとはたらき事典

丸山敬監修

ナツメ社

2020 499.1/MA

37

ミレイ先生のアドラー流勇気づけメンタルヘルスサポート : 産業保健スタッフの
悩みを解決! : 20の事例&イラストでかかわり方がわかる

プログラミング

(ライフサイエンス選書)

(集英社新書 ; 1012I)

(ちくまプリマー新書 ; 031)

(14歳の世渡り術)
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40 Python言語によるプログラミングイントロダクション
41

Python言語によるプログラミングイントロダクション : データサイエンスとアプリ
ケーション 第2版

編

著

者

出版社

出版年

ラベルの番号

備考

ジョン V. グッターグ著 ; 麻生敏正 [ほか] 訳 近代科学社

2014 007.64/PY

(世界標準MIT教科書)

John V. Guttag著 ; 麻生敏正 [ほか] 訳 近代科学社

2017 007.64/PY

(世界標準MIT教科書)

心理学・人生訓
10代のための疲れた心がラクになる本 : 「敏感すぎる」「傷つきやすい」自分を
長沼睦雄著
好きになる方法
ひといちばい敏感な子 : 子どもたちは、パレットに並んだ絵の具のように、さまざ
エレイン・N.アーロン著 ; 明橋大二訳
43
まな個性を持っている
42

誠文堂新光社

2019 146.8/JU

1万年堂出版

2015 146.82/HI

幡野広志著

幻冬舎

2020 159/NA

45 精神科医・安克昌さんが遺したもの : 大震災、心の傷、家族との最後の日々 河村直哉著

作品社

2020 289.1/KA

文藝春秋

2020 304/SA

44 なんで僕に聞くんだろう。

個人伝記

社会科学
46 サル化する世界

内田樹著

47 しょぼい生活革命

内田樹, えらいてんちょう(矢内東紀)著 ; 中
晶文社
田考司会

2020 304/SH

48 21 lessons (トゥエンティワン・レッスンズ) : 21世紀の人類のための21の思考 ユヴァル・ノア・ハラリ著 ; 柴田裕之訳

河出書房新社

2019 304/TW

49 家族心理学 : 家族システムの発達と臨床的援助 第2版

有斐閣

2019 367.3/KA

学芸出版社

2020 369.04/SH

いかだ社

2020 369.26/KO

明石書店

2019 369.4/JI

53 凍りついた瞳 (め) 2020 : 虐待死をゼロにするための6つの考察と3つの物語 椎名篤子編・著

集英社

2019 369.4/KO

54 子どもの貧困調査 : 子どもの生活に関する実態調査から見えてきたもの

明石書店

2019 369.4/KO

明石書店

2019 369.4/SH

福村出版

2020 371.47/ZA

東信堂

2020 377.13/DA

中釜洋子 [ほか] 編

社会的処方 = social prescribing : 孤立という病を地域のつながりで治す
西智弘編著
方法
高齢者のレクリエーション&健康ゲーム : 元気とリハビリのために!無理なく楽し
原田律子編著
51
める 新装版
児童虐待対応と「子どもの意見表明権」 : 一時保護所での子どもの人権を保
小野善郎, 藥師寺真編著
52
障する取り組み
50

山野則子編著

55 市区町村子ども家庭相談の挑戦 : 子ども虐待対応と地域ネットワークの構築 川松亮編著

(有斐閣ブックス ; [689])

教育
56

挫折と向き合う心理学 : 青年期の挫折を乗り越えるための心の作業とその支
安藤嘉奈子, 小沢一仁, 橋本和幸編
援

57 大学教授職の国際比較 : 世界・アジア・日本

有本章編著

58 大学生のための知的技法入門 第3版

佐藤望編著 ; 湯川武, 横山千晶, 近藤明
慶應義塾大学出版会
彦著

2020 377.15/AK

59 日本人の一年と一生 : 変わりゆく日本人の心性 改訂新版

石井研士著

春秋社

2020 386.1/NI

内田朋子 [ほか] 著

晶文社

2019 507.2/SU

武蔵野大学出版会

2020 547.48/DA

技術
60 すごいぞ!はたらく知財 : 14歳からの知的財産入門
61

脱!SNSのトラブル : LINEフェイスブックツイッターやって良いこと悪いこと 増補
佐藤佳弘編著
版

62 トコトンやさしい化粧品の本 第2版

福井寛著

日刊工業新聞社

2020 576.7/TO

(B&Tブックス ; 今日からモノ知りシリーズ)

63 レンジでもっと!絶品レシピ

山本ゆり [著]

宝島社

2019 596/RE

(e-mook ; syunkonカフェごはん)

にしのあきひろ著

幻冬舎

2016 726.5/EH

65 medium : 霊媒探偵城塚翡翠

相沢沙呼著

講談社

2019 913.6/AI

66 むかしむかしあるところに、死体がありました。

青柳碧人著

双葉社

2019 913.6/AO

67 流人道中記 上

浅田次郎著

中央公論新社

2020 913.6/AS/1

68 流人道中記 下

浅田次郎著

中央公論新社

2020 913.6/AS/2

69 店長がバカすぎて

早見和真 [著]

角川春樹事務所

2019 913.6/HA

70 流浪の月

凪良ゆう著

東京創元社

2019 913.6/NA

71 保健室のアン・ウニョン先生

チョンセラン著 ; 斎藤真理子訳

亜紀書房

2020 929.13/CH

72 掃除婦のための手引き書 : ルシア・ベルリン作品集

ルシア・ベルリン著 ; 岸本佐知子訳

講談社

2019 933.7/BE

73 暇なんかないわ大切なことを考えるのに忙しくて : ル=グウィンのエッセイ

アーシュラ・K・ル=グウィン著 ; 谷垣暁美訳

河出書房新社

2020 934/LE

74 ペスト 改版

カミュ [著] ; 宮崎嶺雄訳

新潮社

2004 953.7/CA

(新潮文庫 ; カ-2-3)

講談社

2020 02/B/2133

(ブルーバックス ; B-2133)

絵本
64 えんとつ町のプペル

文学

(チョン・セランの本 ; 01)

新書
75

高校数学からはじめるディープラーニング : 初歩からわかる人工知能が働くしく
金丸隆志著
み

76 大陸と海洋の起源

アルフレッド・ウェゲナー著 ; 竹内均訳

講談社

2020 02/B/2134

(ブルーバックス ; B-2134)

77 自然言語処理 改訂版

黒橋禎夫著

放送大学教育振興会

2019 03/H/19

(放送大学教材 ; 1570331-1-1911)

78 精神疾患とその治療

石丸昌彦編著

放送大学教育振興会

2020 03/H/20

(放送大学教材 ; 1519271-1-2011)

79 災害看護学・国際看護学 新訂

神﨑初美, 西上あゆみ編著

放送大学教育振興会

2020 03/H/20

(放送大学教材 ; 1519310-1-2011)

80 母性看護学

齋藤いずみ編著

放送大学教育振興会

2020 03/H/20

(放送大学教材 ; 1887335-1-2011)

書

名

81 五・一五事件 : 海軍青年将校たちの「昭和維新」
82

編

著

者

小山俊樹著

日本の航空産業 : 国産ジェット機開発の意味と進化するエアライン・空港・管
渋武容著
制

出版社

出版年

ラベルの番号

備考

中央公論新社

2020 07/C/2587

(中公新書 ; 2587)

中央公論新社

2020 07/C/2588

(中公新書 ; 2588)

83 新種の発見 : 見つけ、名づけ、系統づける動物分類学

岡西政典著

中央公論新社

2020 07/C/2589

(中公新書 ; 2589)

84 人類と病 : 国際政治から見る感染症と健康格差

詫摩佳代著

中央公論新社

2020 07/C/2590

(中公新書 ; 2590)

85 博士の愛したジミな昆虫

金子修治, 鈴木紀之, 安田弘法編著

岩波書店

2020 08/I/916

(岩波ジュニア新書 ; 916)

86 有権者って誰?

藪野祐三著

岩波書店

2020 08/I/917

(岩波ジュニア新書 ; 917)

87 詩と歌謡

蜂飼耳編

岩波書店

2020 13/I/1815

(岩波新書 ; 新赤版 1815 . 大岡信『折々のうた』選)

88 世界経済図説 第4版

宮崎勇, 田谷禎三著

岩波書店

2020 13/I/1830

(岩波新書 ; 新赤版 1830)

89 5G : 次世代移動通信規格の可能性

森川博之著

岩波書店

2020 13/I/1831

(岩波新書 ; 新赤版 1831)

90 「勤労青年」の教養文化史

福間良明著

岩波書店

2020 13/I/1832

(岩波新書 ; 新赤版 1832)

91 仕事の未来 : 「ジョブ・オートメーション」の罠と「ギグ・エコノミー」の現実

小林雅一著

講談社

2020 14/K/2569

(講談社現代新書 ; 2569)

92 離婚の経済学 : 愛と別れの論理

橘木俊詔, 迫田さやか著

講談社

2020 14/K/2570

(講談社現代新書 ; 2570)

93 山に立つ神と仏 : 柱立てと懸造の心性史

松﨑照明著

講談社

2020 15/K/727

(講談社選書メチエ ; 727)

94 バロックの哲学

伊藤邦武 [ほか] 責任編集

筑摩書房

2020 16/C/1464

(ちくま新書 ; 1464 . 世界哲学史 ; 5 ; 中世3)

95 考え続ける力

石川善樹著

筑摩書房

2020 16/C/1491

(ちくま新書 ; 1491)

96 日本経済学新論 : 渋沢栄一から下村治まで

中野剛志著

筑摩書房

2020 16/C/1492

(ちくま新書 ; 1492)

97 まんが訳酒呑童子絵巻

山本忠宏編

筑摩書房

2020 16/C/1493

(ちくま新書 ; 1493)

98 現場力 : 強い日本企業の秘密

光山博敏, 中沢孝夫著

筑摩書房

2020 16/C/1494

(ちくま新書 ; 1494)

99 平成政治史 : 政界再編とポスト冷戦型社会運動

大嶽秀夫著

筑摩書房

2020 16/C/1495

(ちくま新書 ; 1495)

澤田晃宏著

筑摩書房

2020 16/C/1496

(ちくま新書 ; 1496)

101 福祉行政報告例

厚生労働省政策統括官編

厚生労働統計協会

2020 369.1/FU/18

持出禁止

102 厚生統計要覧 令和元年度

厚生労働省政策統括官編

厚生労働統計協会

2020 498.059/KO/19

持出禁止

103 医師・歯科医師・薬剤師調査 平成30年

厚生労働省政策統括官編

厚生労働統計協会

2020 498.14/IS/18

持出禁止

100 ルポ技能実習生

参考図書

