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2020年4月1日～30日

4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

リクエスト
1

苦しかったときの話をしようか : ビジネスマンの父が我が子のために書きためた
森岡毅著
「働くことの本質」

ダイヤモンド社

2019 159.4/KU

国家試験問題集
2 イメージできる生化学・栄養学 改訂2版

ナーシング・サプリ編集委員会, 赤尾正編集 メディカ出版

3 QUESTION BANK看護師国家試験問題解説 2021(第21版)

医療情報科学研究所編集

4 看護学原論 : 看護の本質的理解と創造性を育むために 改訂第3版

2020 N039/NA

(ナーシング・サプリ ; . 自学自習用)

Medic Media

2020 N039/QU/21

持出禁止

高橋照子編集

南江堂

2020 N100/KA

(看護学テキストnice)

5 看護理論家の業績と理論評価 第2版

筒井真優美編集

医学書院

2020 N110/KA

6 身近な事例で学ぶ看護倫理 改訂

宮脇美保子著

中央法規出版

2020 N120/MI

7 患者の声から考える看護

渡邉順子著

医学書院

2020 N140/KA

8 ユーモア看護 : 癒しと和み

平澤久一, 古谷昭雄監修

金芳堂

2020 N140/YU

9 看護初年度コレダケ : 生物,数学,物理,化学,ことば

看護学

医療情報科学研究所編集

メディックメディア

2020 N170/KA

10 看護の現場ですぐに役立つバイタルサインのキホン

横山美樹 [ほか] 著

秀和システム

2020 N212/KA

11 心電図教えてノート : チームでモニター事故を予防する! 改訂2版

冨田晴樹, 富永あや子著

中外医学社

2020 N212/SH

12 臨床病態学 : 看護のための 改訂4版

浅野嘉延, 吉山直樹編

南山堂

2020 N220/RI

13 看護のためのファシリテーション : 学び合い育ち合う組織のつくり方

中野民夫, 浦山絵里, 森雅浩編著

医学書院

2020 N230/KA

14 看護教員のための学校経営と管理 第2版

中山富子編集 ; 長田泰幸 [ほか] 執筆

医学書院

2020 N243/KA

南江堂

2020 N250/HA

中央法規出版

2020 N251/NA

サイオ出版

2020 N340/SH

メディカ出版

2020 N541/NA

はじめの一歩からやさしく進めるかんたん看護研究 : さがす・つくる・仕上げる
桂敏樹, 星野明子編集
改訂第2版
ナースのためのレポートの書き方 : 仕事で使える「伝わる文章」の作法 第2
16
水戸美津子著
版
15

17 周産期ケアマニュアル 第3版
18

立岡弓子編著

ナースがわかる認知関連行動アセスメント(CBA)超実践活用法 : 高次脳
森田秋子監修
機能障害患者さんの普段の様子を観察して、6つの視点で重症度を評価し

19 進展ステージ別に理解する心不全看護

眞茅みゆき編集 ; 眞茅みゆき [ほか] 執筆 医学書院

(ナースのためのスキルアップノート)

2020 N545/SH

20 ナスさんが教える!ぴんとくる消化器外科看護

ぷろぺら著

南山堂

21 がん薬物療法看護ベスト・プラクティス 第3版

下山達, 三浦里織編著

照林社

2020 N571/GA

22 見てわかるがん薬物療法における曝露対策 第2版

平井和恵, 飯野京子, 神田清子編

医学書院

2020 N571/GA

23 老年看護学概論 : 「老いを生きる」を支えることとは 改訂第3版

正木治恵, 真田弘美編集

南江堂

2020 N600/RO

(看護学テキストnice)

南江堂

2020 N600/RO

(看護学テキストnice)

老年看護学技術 : 最後までその人らしく生きることを支援する 改訂第3
24
真田弘美, 正木治恵編集
版
写真でわかる高齢者ケアアドバンス : 高齢者の心と体を理解し、生活の営
25
古田愛子監修
みを支える 新訂版

2020 N548/NA

インターメディカ

2020 N640/SH

26 訪問看護師のための在宅感染予防テキスト オールカラー改訂2版

HAICS研究会PICSプロジェクト編著

メディカ出版

2020 N820/HO

すごく役立つ急性期の呼吸管理 : 酸素療法・NPPV呼吸トラブル気管切
27
開・早期離床とウィーニング

露木菜緒 [ほか] 編集

学研メディカル秀潤社

2020 N950/KY

三枝克之編集・文 ; 西美都写真

KADOKAWA

2019 449/TO

29 この国で死ぬということ

柴田久美子著

ミネルヴァ書房

2019 490.14/KO

30 対話と承認のケア : ナラティヴが生み出す世界

宮坂道夫著

医学書院

2020 490.14/TA

31 医療と宗教と法 : 医療倫理と宗教の交錯

平野武, 佐久間泰司著

晃洋書房

2019 490.15/IR

32 生命倫理と医療倫理 第4版

伏木信次, 樫則章, 霜田求編

金芳堂

2020 490.15/SE

33 もやもやした臨床の疑問を研究するための本 : 緩和ケアではこうする

森田達也著

医学書院

2020 490.7/MO

気づきの摂食嚥下と口腔ケア : 「たべる」をささえるケアの気づきとレシピのヒ
34
ント

齋藤真由著

秀和システム

2020 491.343/KI

35 消化器 第6版

医療情報科学研究所編集

メディックメディア

2020 492/BY/1

36 非がん患者の緩和ケア : これからはじめる

松田能宣, 山口崇編集

じほう

2020 492/HI

37 痛み・鎮痛の教科書「しくみと治療法」 : カラー図解

上野博司監修 ; 影山幾男監修 ; 守口龍
ナツメ社
三監修

2020 492/IT

38 心電図の読み"型"教えます! Season2

杉山裕章著

中外医学社

2020 492.12/SH

39 ナースのためのWeb音源による呼吸音聴診トレーニング 新装版

米丸亮, 櫻井利江編集

南江堂

2019 492.13/NA

日本集中治療医学会危機管理委員会編

真興交易医書出版部

2020 492.29/SA

自然科学
28 時の名前

医学

40

災害時の集中治療室 : 日頃の準備から発災後まで-ICUの対応ガイダン
ス

(病気がみえる ; v. 1)

書

名

41 はじめての精神科 : 援助者必携 第3版

編

著

者

春日武彦著

精神科の薬抗精神病薬・抗うつ薬・睡眠薬・抗認知症薬はや調べノート :
杉田尚子, 諏訪太朗編集
これだけは押さえておきたい : 薬がわかる!ケアにいかせる!
ボクはやっと認知症のことがわかった : 自らも認知症になった専門医が、日本
43
長谷川和夫, 猪熊律子著
人に伝えたい遺言
42

出版社

出版年

ラベルの番号

医学書院

2020 493.7/HA

メディカ出版

2020 493.72/SE

KADOKAWA

2019 493.75/BO

44 精神科医がみた老いの不安・抑うつと成熟

竹中星郎著

朝日新聞出版

2019 493.75/SE

45 在宅と病院をつなぐ認知症対応力アップマニュアル

内田陽子編著

照林社

2020 493.75/ZA

46 標準皮膚科学 第11版

照井正, 石河晃編集 ; 岩月啓氏 [ほか]
執筆

医学書院

2020 494.8/HY

47 公衆衛生がみえる2020-2021 第4版

医療情報科学研究所編集

Medic Media

2020 498/KO/20-21

48 公衆衛生マニュアル 2020

柳川洋, 中村好一編集 ; 柳川洋 [ほか]
執筆

南山堂

2020 498/KO/20

49 シンプル衛生公衆衛生学 2020

鈴木庄亮, 久道茂編集

南江堂

2020 498/SH/20

50 世界の病院・介護施設

加藤智章編

法律文化社

2020 498.16/SE

51 好きになる栄養学 : 食生活の大切さを見直そう 第3版

麻見直美, 塚原典子著

講談社

2020 498.55/SU

猪狩英俊編集代表

診断と治療社

2020 498.6/CH

53 炎の中の図書館 : 110万冊を焼いた大火

スーザン・オーリアン著 ; 羽田詩津子訳

早川書房

2019 016.2/HO

54 新聞の読み方 : 考える力と情報力が身につく

池上彰著

祥伝社

2019 070.4/SH

55 LGBTのひろば ゲイの出会い編

大塚隆史, 城戸健太郎編

日本評論社

2020 140.5/KO/20

56 質的心理学研究 第19号(2020)

無藤隆 [ほか] 編

新曜社

2020 140.5/SH/19

スーザン・サザード [著] ; 宇治川康江訳

みすず書房

2019 319.8/NA

増井香名子著

ミネルヴァ書房

2019 367.2/DV

59 女性の健康とライフスタイル : ビジネス目線と学際的な視座から

並木幸久, 三池秀敏編著

大学教育出版

2019 367.2/JO

60 大人になる前に知る性のこと : 他人を尊重し、自分を大切にする

加納尚美, 鈴木琴子編著

ぺりかん社

2019 367.9/OT

メディカ出版

2020 369.26/CH

千葉大学病院病院感染予防対策パーフェクト・マニュアル : 日常業務と
52
ICTラウンドに活かせる 改訂第2版

備考

(朝日選書 ; 992)

(Standard textbook)

(好きになるシリーズ)

総記

心理学
(こころの科学増刊)

社会科学
57 ナガサキ : 核戦争後の人生
58

DV被害からの離脱・回復を支援する : 被害者の「語り」にみる経験プロセ
ス

地域包括ケアサクセスガイド : 「住み慣れた地域で自分らしい暮らし」を実
61
岩名礼介編著
現する 新版
イラスト・写真でよくわかる力の要らない介助術 : 介護に携わるすべての人に
62
福辺節子監修
役立つ!

(MINERVA社会福祉叢書 ; 61)

(なるにはBooks ; 別巻)

ナツメ社

2020 369.26/IR

63 漂流児童 : 福祉施設の最前線をゆく

石井光太著

潮出版社

2018 369.4/HY

64 これからの大学

松村圭一郎著

春秋社

2019 377/KO

65 ヒューマンエラー 第3版

小松原明哲著

丸善出版

2019 509.8/HY

66 図解でわかる14歳からのプラスチックと環境問題

インフォビジュアル研究所著

太田出版

2019 519/ZU

67 空気と水と放射線 : 切ろうにも切れない放射線との関係

下道國著

医療科学社

2019 539.6/KU

ママスタセレクト編

ぴあ

2019 599.04/SA

クレア・ルウェリン, ヘイリー・サイラッド著 ; 須
川綾子訳

ダイヤモンド社

2019 599.3/JI

清水建二, すずきひろし著 ; 本間昭文イラ
スト

かんき出版

2019 834/EI/2

71 グッドバイ

朝井まかて著

朝日新聞出版

2019 913.6/AS

72 クスノキの番人

東野圭吾著

実業之日本社

2020 913.6/HI

73 再び話せなくなるまえに : 小児神経科医の壊れた言語脳

秋津じゅん著

星和書店

2019 916/AK

74 誤作動する脳

樋口直美著

医学書院

2020 916/HI

(シリーズケアをひらく)

75 現代日本人の意識構造 第9版

NHK放送文化研究所編

NHK出版

2020 01/N/1260

(NHKブックス ; 1260)

76 戦後「社会科学」の思想 : 丸山眞男から新保守主義まで

森政稔著

NHK出版

2020 01/N/1261

(NHKブックス ; 1261)

77 地球は特別な惑星か? : 地球外生命に迫る系外惑星の科学

成田憲保著

講談社

2020 02/B/2128

(ブルーバックス ; B-2128)

78 「ファインマン物理学」を読む : 力学と熱力学を中心として 普及版

竹内薫著

講談社

2020 02/B/2130

(ブルーバックス ; B-2130)
(ブルーバックス ; B-2132)

技術

育児
68 産後カルタ : あるある!これがリアルなママライフ
69

人生で一番大事な最初の1000日の食事 : 「妊娠」から「2歳」まで、「赤
ちゃんの食事」完全BOOK

語彙論
70 英単語の語源図鑑 : 見るだけで語彙が増える 続

文学

新書

79 地磁気逆転と「チバニアン」 : 地球の磁場は、なぜ逆転するのか

菅沼悠介著

講談社

2020 02/B/2132

80 百年戦争 : 中世ヨーロッパ最後の戦い

佐藤猛著

中央公論新社

2020 07/C/2582

(中公新書 ; 2582)

81 鉄道のドイツ史 : 帝国の形成からナチス時代、そして東西統一へ

鴋澤歩著

中央公論新社

2020 07/C/2583

(中公新書 ; 2583)

82 椿井文書 : 日本最大級の偽文書

馬部隆弘著

中央公論新社

2020 07/C/2584

(中公新書 ; 2584)

書

名

編

著

者

出版社

出版年

ラベルの番号

備考

83 徒然草 : 無常観を超えた魅力

川平敏文著

中央公論新社

2020 07/C/2585

(中公新書 ; 2585)

84 東アジアの論理 : 日中韓の歴史から読み解く

岡本隆司著

中央公論新社

2020 07/C/2586

(中公新書 ; 2586)

85 読解力を身につける

村上慎一著

岩波書店

2020 08/I/914

(岩波ジュニア新書 ; 914)
(岩波ジュニア新書 ; 915)

86 きみのまちに未来はあるか? : 「根っこ」から地域をつくる

除本理史, 佐無田光著

岩波書店

2020 08/I/915

87 脳波の発見 : ハンス・ベルガーの夢

宮内哲著

岩波書店

2020 11/I/293

(岩波科学ライブラリー ; 293)

88 追いつめられる海

井田徹治著

岩波書店

2020 11/I/294

(岩波科学ライブラリー ; 294)

89 草原の制覇 : 大モンゴルまで

古松崇志著

岩波書店

2020 13/I/1806

(岩波新書 ; 新赤版 1806 . シリーズ中国の歴史 ; 3)

90 短歌 2

水原紫苑編

岩波書店

2020 13/I/1814

(岩波新書 ; 新赤版 1814 . 大岡信『折々のうた』選)

91 教育は何を評価してきたのか

本田由紀著

岩波書店

2020 13/I/1829

(岩波新書 ; 新赤版 1829)

92 22世紀を見る君たちへ : これからを生きるための「練習問題」

平田オリザ著

講談社

2020 14/K/2565

(講談社現代新書 ; 2565)

93 日本文化の核心 : 「ジャパン・スタイル」を読み解く

松岡正剛著

講談社

2020 14/K/2566

(講談社現代新書 ; 2566)
(講談社現代新書 ; 2567)

94 空海の哲学

竹村牧男著

講談社

2020 14/K/2567

95 アガンベン《ホモ・サケル》の思想

上村忠男著

講談社

2020 15/K/723

(講談社選書メチエ ; 723)

96 ストリートの美術 : トゥオンブリからバンクシーまで

大山エンリコイサム著

講談社

2020 15/K/724

(講談社選書メチエ ; 724)

97 「心の哲学」批判序説

佐藤義之著

講談社

2020 15/K/725

(講談社選書メチエ ; 725)

98 1001年-1500年

出口治明著

筑摩書房

2020 16/C/1287-3

(ちくま新書 ; 1287-3 . 人類5000年史 ; 3)

99 超越と普遍に向けて

伊藤邦武 [ほか] 責任編集

筑摩書房

2020 16/C/1462

(ちくま新書 ; 1462 . 世界哲学史 ; 3 ; 中世1)

100 個人の覚醒

伊藤邦武 [ほか] 責任編集

筑摩書房

2020 16/C/1463

(ちくま新書 ; 1463 . 世界哲学史 ; 4 ; 中世2)

101 古代史講義 宮都篇

佐藤信編

筑摩書房

2020 16/C/1480

(ちくま新書 ; 1480)

102 芸術人類学講義

鶴岡真弓編

筑摩書房

2020 16/C/1481

(ちくま新書 ; 1481)

103 天皇と右翼・左翼 : 日本近現代史の隠された対立構造

駄馬裕司[著]

筑摩書房

2020 16/C/1482

(ちくま新書 ; 1482)

104 韓国現地からの報告 : セウォル号事件から文在寅政権まで

伊東順子著

筑摩書房

2020 16/C/1483

(ちくま新書 ; 1483)

105 日本人のためのイスラエル入門

大隅洋 [著]

筑摩書房

2020 16/C/1484

(ちくま新書 ; 1484)

106 中世史講義 : 院政期から戦国時代まで 戦乱篇

高橋典幸, 五味文彦編

筑摩書房

2020 16/C/1485

(ちくま新書 ; 1485)

107 変貌する古事記・日本書紀 : いかに読まれ、語られたのか

及川智早著

筑摩書房

2020 16/C/1486

(ちくま新書 ; 1486)

108 四国遍路の世界

愛媛大学四国遍路・世界の巡礼研究セン
ター編

筑摩書房

2020 16/C/1487

(ちくま新書 ; 1487)

109 令和日本の敗戦 : 虚構の経済と蹂躙の政治を暴く

田崎基著

筑摩書房

2020 16/C/1488

(ちくま新書 ; 1488)

110 障害者差別を問いなおす

荒井裕樹著

筑摩書房

2020 16/C/1489

(ちくま新書 ; 1489)

111 保育園に通えない子どもたち : 「無園児」という闇

可知悠子著

筑摩書房

2020 16/C/1490

(ちくま新書 ; 1490)

112 病院看護実態調査 2019年

日本看護協会医療政策部編

日本看護協会

2020 N060/NI/95

持出禁止

113 看護法令要覧 令和2年版

勝又浜子 [ほか] 編

日本看護協会出版会

2020 N261/KA/20

持出禁止

114 看護六法 令和2年版

看護行政研究会編集

新日本法規出版

2020 N261/KA/20

持出禁止

115 人口の動向 : 日本と世界 : 人口統計資料集 2020

国立社会保障・人口問題研究所編

厚生労働統計協会

2020 358/JI/20

持出禁止

116 人口動態統計 平成30年

厚生労働省政策統括官編

厚生労働統計協会

2020 358.1/JI/18

持出禁止

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/NI/15-40

持出禁止

厚生労働省政策統括官編

厚生労働統計協会

2020 364.4/KA/18-19

持出禁止

厚生労働省政策統括官編

厚生労働統計協会

2020 365.5/NI/7

持出禁止

ミネルヴァ書房編集部編

ミネルヴァ書房

2020 369.1/SH/20

持出禁止
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