＊＊新着資料案内＊＊

2020年2月1日～29日

2月1日～29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 螢草

葉室麟著

双葉社

2015 913.6/HA

(双葉文庫 ; は-25-02)

中村裕美監修

PILAR PRESS

2019 N039/TO/20

持出禁止

松浦純平編著

PILAR PRESS

2019 N039/TO/20

持出禁止

中央法規出版

2019 N150/KA

秀和システム

2019 N210/KA

国家試験問題集
解いて、わかる!覚えて合格!基礎看護学問題集 : 看護師国家試験対策
2020年
解いて、わかる!覚えて合格!必修問題問題集 : 看護師国家試験対策
3
2020年
2

看護学
看護のためのコミュニケーションと人間関係 : アクティブ・ラーニングで身につける
諏訪茂樹編著
技術と感性
看護師1年目から身につけたい一生を支える大切なスキル : 新人看護師のた
原田高志著
5
めの目からウロコの43の気づき
4

6 フィジカルアセスメント

医療情報科学研究所編集

メディックメディア

2019 N210/KA/3

7 人工呼吸ケア : はじめの一歩

坂木孝輔編著

照林社

2019 N212/JI

8 実習記録につまずいたとき読む本

ローザン由香里著

照林社

2019 N220/JI

武用百子編著

メヂカルフレンド社

2019 N230/IM

10 看護管理ファーストブック 改訂第2版

太田加世編集

学研メディカル秀潤社

2019 N230/KA

11 看護者の基本的責務 : 定義・概念/基本法/倫理 2020年版

手島恵監修

日本看護協会出版会

2020 N260/KA/20

12 よくわかる関係法規 : 看護・医療を学ぶ人のための

松原孝明編著

学研メディカル秀潤社

2020 N261/YO

(看護学テキスト専門基礎分野 : Basic & practice)

村越毅編著

メディカ出版

2020 N390/PE/20

(ペリネイタルケア ; 2020年新春増刊)

北島幸枝編著

メディカ出版

2019 N555/TO/19

(透析ケア ; 2019年冬季増刊)

15 認知症plus法律問題 : 高齢者と家族のゼミナール

小倉純正, 山崎祥光著

日本看護協会出版会

2019 N680/NI/6

(認知症plusシリーズ ; 06)

16 エビデンスに基づく精神科看護ケア関連図 改訂版

川野雅資編著

中央法規出版

2020 N740/EB

藤本壱著

自由国民社

2019 417/EX

柏木吉基著

翔泳社

2019 417/MO

慶應義塾大学教養研究センター, 赤江雄
一, 高橋宣也編

慶應義塾大学出版会

2019 460.4/SE/14

井上ウィマラ著

興山舎

2019 490.16/KO

佐藤弘編

日本医事新報社

2019 490.9/AN

22 ほんまかいな!根拠がわかる解剖学・生理学要点39 : 第2弾

川畑龍史, 濱路政嗣著

メディカ出版

2020 491.1/HO

23 ぜんぶわかる呼吸の事典 : 呼吸生理をわかりやすくビジュアル解説

長尾大志監修

成美堂出版

2020 491.33/ZE

24 これから始める心臓カテーテル検査 改訂第2版

矢嶋純二編集

メジカルビュー社

2019 492.12/KO

25 腹部単純X線写真の見かたABCDE : 2枚並べてわかる読影の基本

クリストファー G.D. クラーク, アンソニー E.W. メディカル・サイエンス・インターナショナ
ル
デュックス著 ; 小橋由紋子訳

2019 492.434/FU

26 糖尿病診療ガイドライン 2019

日本糖尿病学会編著

南江堂

2019 493.123/TO/19

日本肺癌学会編

金原出版

2019 493.38/KA/19

中島淳編集

南江堂

2019 493.46/NA

じほう

2019 493.74/NI

9

いまどきナースのこころサポート : 看護管理者が行う職場のメンタルヘルスサ
ポート

産科の必須手技とケア : ビジュアル解説 update : 分娩介助・急速遂娩・
急変時対応・新生児ケアの手順が見える!
透析患者の食事管理Q&A100 : キホンがわかる!患者・ナースのギモンが解
14
決する!
13

(看護がみえる ; v.3)

自然科学
Excelでできるらくらく統計解析 : 統計アドインで分析結果をかんたん一発表
示
問題解決ができる!武器としてのデータ活用術 : 高校生・大学生・ビジネス
18
パーソンのためのサバイバルスキル
17

19 感染 (うつ) る

(極東証券寄附講座 ; 生命の教養学 ; 14)

医学
20 子育てから看取りまでの臨床スピリチュアルケア
21

27

あなたも名医!漢方を使いこなそう : よくある症状の治療選択肢にプラス!
ver. 2

患者さんのための肺がんガイドブック : 悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含む
2019年版

28 なぜ?どうする?がわかる!便秘症の診かたと治しかた
29

認知行動療法やさしくはじめから : パニック症・社交不安症・恐怖症患者さん
稲田泰之, 楠無我著
のための

30 1分間指体操

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/1

31 ワクチンと予防接種のすべて : 見直されるその威力 改訂第3版

尾内一信 [ほか] 編著

金原出版

2019 493.82/WA

羊土社

2019 493.87/UC

32

撃ち落とされたエイズの巨星 : HIV/AIDS撲滅をめざしたユップ・ランゲ博士の
シーマ・ヤスミン著 ; 鴨志田恵訳
闘い

33 川崎病 : 増え続ける謎の小児疾患

三浦大著

弘文堂

2019 493.931/KA

34 小児腎疾患の臨床 改訂第7版

五十嵐隆著

診断と治療社

2019 493.935/SH

35 母子関係からみる子どもの精神医学 : 関係をみることで臨床はどう変わるか

小林隆児著

遠見書房

2019 493.937/BO

36 こどもの外科救急

鉄原健一編著

日本医事新報社

2019 493.94/KO

37 小さく生まれた赤ちゃん : あたたかなこころの発達ケアと育児の指針

大城昌平著

大学教育出版

2019 493.96/CH

38 意識と感覚のない世界 : 実のところ、麻酔科医は何をしているのか
39 臓器提供ハンドブック : 終末期から臓器の提供まで

ヘンリー・ジェイ・プリスビロー [著] ; 小田嶋由
みすず書房
美子訳
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患
等政策研究事業(免疫アレルギー疾患等政 へるす出版
策研究事業(移植医療基盤整備研究分

2019 494.24/IS
2019 494.28/ZO

(jmed mook ; 64)

(寝ながらできる認知症予防 ; 1)

(PEAK books ; PB01)

書

名

40 作業療法の話をしよう : 作業の力に気づくための歴史・理論・実践
41

編

著

者

吉川ひろみ編集

管理栄養士のための腎臓病学ノート : 腎臓病がみるみるわかる63の基本知
吉村吾志夫著
識

出版社

出版年

ラベルの番号

医学書院

2019 494.78/SA

医歯薬出版

2019 494.93/KA

42 新不妊ケアABC

鈴木秋悦, 久保春海編

医歯薬出版

2019 495.48/SH

43 元気で長生きのための健康増進科学論 改訂版

新見道夫著

ふくろう出版

2019 498/GE

44 保健医療専門職のためのヘルスコミュニケーション学入門

石川ひろの著

大修館書店

2020 498/HO

45 イギリスの医療制度改革 : 患者・市民の医療への参画

小磯明著

同時代社

2019 498.13/IG

長谷川直実編著

金剛出版

2019 498.16/ME

ニュートンプレス

2019 498.36/SU

46

メンタルヘルスにおける地域生活支援の手引き : 医療機関から手を伸ばした
つながり方

47 睡眠の教科書 : 最高のパフォーマンスを発揮するために
48 初・中級者のための読み解く「疫学スタンダード」

車谷典男著

診断と治療社

2019 498.6/SH

49 働く人のこころのケア・ガイドブック : 会社を休むときのQ&A

福田真也著

金剛出版

2019 498.8/HA

50 職場の健康がみえる : 産業保健の基礎と健康経営

医療情報科学研究所編集

メディックメディア

2019 498.8/SH

青土社

2020 498.98/DO

ニュートンプレス

2019 499/KU

佐々木薫監修

主婦の友社

2019 499.87/AR

54 イノベーターズ 1

ウォルター・アイザックソン著 ; 井口耕二訳

講談社

2019 007.2/IN/1

55 イノベーターズ 2

ウォルター・アイザックソン著 ; 井口耕二訳

講談社

2019 007.2/IN/2

小須田健著

エクスナレッジ

2019 100/TE

57 女性の生きづらさ : その痛みを語る

信田さよ子編

日本評論社

2020 140.5/KO/20

58 情動はこうしてつくられる : 脳の隠れた働きと構成主義的情動理論

リサ・フェルドマン・バレット [著] ; 高橋洋訳

紀伊國屋書店

2019 141.6/JO

ブレイディみかこ著

新潮社

2020 302.1/TH

中島純一著

金子書房

2019 361.45/KO

61 ポバティー・サファリ : イギリス最下層の怒り

ダレン・マクガーヴェイ著 ; 山田文訳

集英社

2019 361.85/PO

62 社会保障入門

橘木俊詔著

ミネルヴァ書房

2019 364/SH

63 家族心理学 : 理論・研究・実践

ジョン・W・ソバーン, トーマス・L・セクストン著
遠見書房
; 若島孔文, 野口修司監訳

2019 367.3/KA

64 本当の貧困の話をしよう : 未来を変える方程式

石井光太著

文藝春秋

2019 368.2/HO

筒井孝子著

中央法規出版

2019 369.26/CH

66 「絆」を築くケア技法ユマニチュード : 人のケアから関係性のケアへ

大島寿美子著

誠文堂新光社

2019 369.26/KI

67 2040年--医療&介護のデッドライン : 団塊世代“大死亡時代"の航海図

武藤正樹著

医学通信社

2019 369.26/NI

68 レスキューナースが教えるプチプラ防災

辻直美著

扶桑社

2019 369.3/RE

69 大学の問題問題の大学

竹内洋, 佐藤優著

時事通信出版局

2019 377.04/DA

70 人種と歴史 ; 人種と文化

クロード・レヴィ=ストロース [著] ; ミシェル・イ
ザール序文 ; 渡辺公三, 三保元, 福田素 みすず書房
子訳

2019 389.04/JI

白井信雄, 中村聡志, 松尾純廣編著

大学教育出版

2019 601.1/CH

加藤由子著 ; 小泉さよ絵

大泉書店

2015 645.6/NE

51

毒薬の手帖 : クロロホルムからタリウムまで : 捜査官はいかにして毒殺を見破
デボラ・ブラム著 ; 五十嵐加奈子訳
ることができたのか

52 くすりの科学知識 : 薬のしくみと, 奥深き創薬の世界 増補第2版
53 アロマテラピー図鑑 最新4訂版

備考

(臨床栄養 ; 別冊)

(ニュートン別冊)(NEWTONムック)

(健康がみえるシリーズ)

(ニュートン別冊)(NEWTONムック)

情報科学

哲学
56 哲学の解剖図鑑

心理学
(こころの科学増刊 ; 2020)

社会科学
59 This is Japan : 英国保育士が見た日本
60

65

コミュニケーションと日常社会の心理 : 100のエピソードから読み解く 増補改
訂版

地域包括ケアシステムの深化 : integrated care理論を用いたチェンジマネ
ジメント

産業
71 地域マネジメント草書 : 岡山の地域づくりに学ぶ

(新潮文庫 ; 11235, ふ-57-1)

犬・猫
72 猫とさいごの日まで幸せに暮らす本

芸術家・美術家
73 自由な彼女たちの必ずしも自由でない日常

メイソン・カリー著 ; 金原瑞人, 石田文子訳 フィルムアート社

2019 702.8/TE

74 天地に燦たり

川越宗一著

文藝春秋

2018 913.6/KA

75 ライオンのおやつ

小川糸著

ポプラ社

2019 913.6/OG

76 臨床真理

柚月裕子 [著]

KADOKAWA

2019 913.6/YU

77 三体

劉慈欣著 ; 大森望, 光吉さくら, ワン・チャイ
早川書房
訳

2019 923.7/RY

78 大学教授のように小説を読む方法 増補新版

トーマス・C・フォスター著 ; 矢倉尚子訳

白水社

2019 930.4/FO

79 ドゥームズデイ・ブック 上

コニー・ウィリス著 ; 大森望訳

早川書房

2003 933.7/WI/1

(ハヤカワ文庫)

80 ドゥームズデイ・ブック 下

コニー・ウィリス著 ; 大森望訳

早川書房

2003 933.7/WI/2

(ハヤカワ文庫)

(天才たちの日課 ; 女性編)

文学

(角川文庫 ; 21804)

書

名

81 エリ・ヴィーゼルの教室から : 世界と本と自分の読み方を学ぶ

編

著

者

出版社

出版年

ラベルの番号

備考

アリエル・バーガー著 ; 園部哲訳

白水社

2019 950.28/BU

82 進化のからくり : 現代のダーウィンたちの物語

千葉聡著

講談社

2020 02/B/2125

(ブルーバックス ; B-2125)

83 数の世界 : 自然数から実数、複素数、そして四元数へ

松岡学著

講談社

2020 02/B/2126

(ブルーバックス ; B-2126)

講談社

2020 02/B/2127

(ブルーバックス ; B-2127)

新書

84

カラー図解分子レベルで見た薬の働き : なぜ効くのか?どのように病気を治すの
平山令明著
か?

85 「ファインマン物理学」を読む : 電磁気学を中心として 普及版

竹内薫著

講談社

2020 02/B/2129

(ブルーバックス ; B-2129)

86 オリンピック・パラリンピックを学ぶ

後藤光将編著

岩波書店

2020 08/I/911

(岩波ジュニア新書 ; 911)

87 フラクタル

ケネス・ファルコナー [著] ; 服部久美子訳

岩波書店

2020 11/I/291

(岩波科学ライブラリー ; 291)

88 知りたい!ネコごころ

高木佐保著

岩波書店

2020 11/I/292

(岩波科学ライブラリー ; 292)

89 江南の発展 : 南宋まで

丸橋充拓著

岩波書店

2020 13/I/1805

(岩波新書 ; 新赤版 1805 . シリーズ中国の歴史 ; 2)

90 日本思想史

末木文美士著

岩波書店

2020 13/I/1821

(岩波新書 ; 新赤版 1821)

91 新実存主義

マルクス・ガブリエル [著] ; 廣瀬覚訳

岩波書店

2020 13/I/1822

(岩波新書 ; 新赤版 1822)

92 アクティブ・ラーニングとは何か

渡部淳著

岩波書店

2020 13/I/1823

(岩波新書 ; 新赤版 1823)

93 人生は苦である、でも死んではいけない

岸見一郎著

講談社

2020 14/K/2561

(講談社現代新書 ; 2561)

94 直観を磨く : 深く考える七つの技法

田坂広志著

講談社

2020 14/K/2562

(講談社現代新書 ; 2562)

95 日本人のための漢字入門

阿辻哲次著

講談社

2020 14/K/2563

(講談社現代新書 ; 2563)

96 近代日本と軍部 : 1868-1945

小林道彦著

講談社

2020 14/K/2564

(講談社現代新書 ; 2564)

97 MMT : 現代貨幣理論とは何か

井上智洋著

講談社

2019 15/K/718

(講談社選書メチエ ; 718)

98 実力発揮メソッド : パフォーマンスの心理学

外山美樹著

講談社

2020 15/K/721

(講談社選書メチエ ; 721)

99 詩としての哲学 : ニーチェ・ハイデッガー・ローティ

冨田恭彦著

講談社

2020 15/K/722

(講談社選書メチエ ; 722)

100 世界哲学の成立と展開

伊藤邦武 [ほか] 責任編集

筑摩書房

2020 16/C/1461

(ちくま新書 ; 1461 . 世界哲学史2 ; 古代2)

101 『論語』がわかれば日本がわかる

守屋淳著

筑摩書房

2020 16/C/1474

(ちくま新書 ; 1474)

102 歴史人口学事始め : 記録と記憶の九〇年

速水融著

筑摩書房

2020 16/C/1475

(ちくま新書 ; 1475)

103 長い老後のためのお金の基本 : 年金・貯金・投資がわかる

横山光昭著

筑摩書房

2020 16/C/1476

(ちくま新書 ; 1476)

104 EU離脱 : イギリスとヨーロッパの地殻変動

鶴岡路人著

筑摩書房

2020 16/C/1477

(ちくま新書 ; 1477)
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