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 書  名  編 著 者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

1 スクール・オブ・ナーシング = School of nursing 「スクール・オブ・ナーシング」製作委員会 スタジオレヴォ 2015 N049/SC

2 卒業研究論⽂集　令和2年度 ⼤分県⽴看護科学⼤学 ⼤分県⽴看護科学⼤学 2021 N050/OI/20 持出禁⽌

3 Annual review of nursing research 39 Joyce J. Fitzpatrick
Roma Lee Taunton Springer Pub. Co 2021 N250/AN/39

4 教場 ⻑岡弘樹 著 ⼩学館 2015 913.6/NA/1 (⼩学館⽂庫)

5 教場　2 ⻑岡弘樹 著 ⼩学館 2016 913.6/NA/2

6 ⾵間教場 ⻑岡弘樹 著 ⼩学館 2019 913.6/NA

7 保健所報 (⻄部保健所)  令和2年度版 ⼤分県⻄部保健所 ⼤分県⻄部保健所 2020 498.16/OI/20 持出禁⽌

8 保健所報 (中部保健所)　令和元年度 ⼤分県中部保健所 ⼤分県中部保健所 2019 498.16/OI/19 持出禁⽌

9 ⼤分県南部保健所　令和2年度版 ⼤分県南部保健所 ⼤分県南部保健所 2020 498.16/OI/20 持出禁⽌

10 養護学概論 : 養護の本質を捉えた実践の創造 北⼝和美、出井梨枝 編著
江嵜和⼦ [ほか] 著 ジアース教育新社 2020 374.9/YO

11 これで解決!養護教諭のための新型感染症対策Q&A :
学校の新しい⽣活様式対応

三⽊とみ⼦, 岡部信彦編集代表 ぎょうせい 2020 374.96/KO

12 カサンドラ : ヴィクトリア朝の理想的⼥性像への反逆 :
ナイチンゲール⽣誕200年記念出版

フローレンス・ナイチンゲール 著
⽊村正⼦訳 ⽇本看護協会出版会 2021 N020/KA

13 ナイチンゲールはなぜ「換気」にこだわったのか :
ナイチンゲール⽣誕200年記念出版

岩⽥健太郎[ほか] 著 ⽇本看護協会出版会 2021 N020/NA/2 (ナイチンゲールの越境 ; 2 . 感染症)

14 基礎看護技術　Ⅰ　第18版 茂野⾹おる 著者代表 医学書院 2021 N080/KE (系統看護学講座 ; 専⾨分野 1 . 基礎看護学 ; 2)

15 基礎看護技術　Ⅱ　第18版 任和⼦ 著者代表 医学書院 2021 N080/KE (系統看護学講座 ; 専⾨分野 1 . 基礎看護学 ; 3)

16 ⺟性看護学概論　第14版 森恵美 著者代表 医学書院 2021 N080/KE (系統看護学講座 ; 専⾨分野 2 . ⺟性看護学 ; 1)

17 医療概論　第1版 康永秀⽣ 著 医学書院 2021 N080/KE (系統看護学講座 ; 専⾨基礎分野 .
 健康⽀援と社会保障制度 ; 1)

18 病理学　第6版 ⼤橋健⼀ 著者代表 医学書院 2021 N080/KE (系統看護学講座 ; 専⾨基礎分野 .
 疾病のなりたちと回復の促進 ; 1)

19 教育学　第8版 ⽊村元編集 ; ⽊村元 [ほか] 執筆 医学書院 2021 N080/KE (系統看護学講座 ; 基礎分野)

20 ⽂化⼈類学　第4版 波平恵美⼦編集
波平恵美⼦ [ほか] 執筆 医学書院 2021 N080/KE (系統看護学講座 ; 基礎分野)

21 看護情報学　第3版 中⼭和弘 著者代表 医学書院 2021 N080/KE (系統看護学講座 ; 別巻)

22 臨床放射線医学　第10版 尾尻博也 著者代表 医学書院 2021 N080/KE (系統看護学講座 ; 別巻)

23 ナイチンゲールと「三重の関⼼」 : 病をいやす看護、健康をまもる看護 フローレンス・ナイチンゲール 著
早野ZITO真佐⼦ 訳 ⽇本看護協会出版会 2020 N110/NA

24 看護倫理 : よい看護・よい看護師への道しるべ　改訂第3版 ⼩⻄恵美⼦ 編集 南江堂 2021 N120/KA

25 看護のためのポジティブ⼼理学 秋⼭美紀, 島井哲志, 前野隆司 編集 医学書院 2021 N140/KA

26 疾病の成り⽴ちと医療の⽅向性 : 看護学⽣のための⼈間科学　第3版 ⾦森昌彦 編著 ふくろう出版 2021 N160/SH

27 だけでいい!褥瘡・創傷ケア : 先輩になったらこの1冊 :
看護を深める図解+動画で⼿技が⾒える・わかる

丹波光⼦ 編著 メディカ出版 2021 N211/DA

28 Dr.⽯松の輸液のなぜ?がスッキリわかる本　第2版 ⽯松伸⼀ 著 総合医学社 2015 N212/DR

29 検査ポイントブック : アセスメント・ケアにつながる 窓岩清治 監修 ; 東京都済⽣会中央病院
看護部副主任会 執筆 照林社 2021 N212/KE

30 脳神経・筋疾患 道⼜元裕 編集 総合医学社 2021 N220/RI/2 (臨床で実際に役⽴つ疾患別看護過程 ; Part2)

31 看護管理者のための超実践⽬標管理考え⽅・⽴て⽅・指導の仕⽅ :
NG事例を⾚ペン添削!

河野秀⼀ 著 メディカ出版 2021 N230/KA

32 看護にいかすリーダーシップ :
ティーチングとコーチング,チームワークの体験学習　第3版

諏訪茂樹著 医学書院 2021 N230/KA

33 看護のための法学 : ⾃律的・主体的な看護をめざして　第5版 野﨑和義, 柳井圭⼦著 ミネルヴァ書房 2021 N260/KA (法学シリーズ職場最前線 ; 1)

34 特養あずみの⾥裁判を考える : A Nurse Indicted Nursing Todayブックレット編集部 編集 ⽇本看護協会出版会 2021 N268/TO (Nursing Todayブックレット ; 09)

35 アドバンス助産師育成のための教育プログラム ⽇本助産実践能⼒推進協議会 編集 医学書院 2021 N390/AD

36 助産師ものがたり 齋藤益⼦ 編著 クオリティケア 2020 N390/JO

37 これならわかる!脳神経外科の看護ケア 横浜新都市脳神経外科病院 監修・執筆 ナツメ社 2021 N541/KO (ナースのための基礎BOOK)

                          ＊＊新着資料案内＊＊

リクエスト

看護学

卒業論⽂

洋書

⼤分県関連

養護教諭

視聴覚資料

3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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 書  名  編 著 者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

38 ⼼臓カテーテル看護、ちゃんと教えます。 :
新⼈にわかる⾔葉・イラスト・写真で解説!

池⻲俊美, 七⾥守 編集 メディカ出版 2021 N545/SH

39 看護の現場ですぐに役⽴つ消化器内視鏡看護 :
診療現場での実践的なケアの⽅法が⾝に付く! ⻘⽊亜由美著 ; 河上真紀⼦ 著 秀和システム 2021 N548/KA (ナースのためのスキルアップノート)

40 透析室の標準看護計画 : 個別的ケアの実践にすぐに活かせる! : 最新版 宮下美⼦ 編 メディカ出版 2020 N555/TO/20 (透析ケア ; 2020年冬季増刊)

41 「暮らしの保健室」ガイドブック :
 「相談/学び/安⼼/交流/連携/育成」の場 : 地域の中で"もう⼀歩"先へ

秋⼭正⼦ 総編集
神保康⼦ [ほか] 企画・編集 ⽇本看護協会出版会 2021 N810/KU (C.C.MOOK)

42 訪問看護が⽀える在宅ターミナルケア 全国訪問看護事業協会 編集 ⽇本看護協会出版会 2021 N820/HO

43 事例から学ぶ地域・在宅看護論 : 訪問時のお作法から実習のポイントまで 篠崎惠美⼦、 藤井徹也 著 医学書院 2021 N820/JI

44 写真でわかるリハビリテーション看護アドバンス :
看護に⽣かすリハビリテーションの知識と技法　新訂版 林泰史 監修 インターメディカ 2021 N920/SH

45 精神に病をもつ⼈の看取り : その⼈らしさを⽀える⼿がかり ⽥代誠、⽯⽥正⼈、⽥辺有理⼦、
⽩⽯美由紀　編著 精神看護出版 2021 N980/SE

46 脳と⼼の科学 : 意識、睡眠、知能、⼼と社会 ⽇経サイエンス編集部 編 ⽇経サイエンス社 2021 405/BE/243 (別冊⽇経サイエンス ; 243)

47 SPSSによる統計処理の⼿順　第9版 ⽯村光資郎 著 東京図書 2021 417/SP

48 よくわかる統計学 : レポートを書くときに迷わず使えて役に⽴つ
看護医療データ編　第3版 ⽯村友⼆郎、久保⽥基夫 著 東京図書 2020 417/YO

49 ヘルスデザインシンキング : デジタルヘルス/ヘルステックに向けて:
医療・ヘルスケアのためのデザイン思考実践ガイド

ボン・ク, エレン・ラプトン 著
百合⽥⾹織 訳 ビー・エヌ・エヌ 2020 490/HE

50 考えることは⼒になる : ポストコロナを⽣きるこれからの医療者の思考法 岩⽥健太郎 著 照林社 2021 490/KA

51 診断の社会学 : 「論争中の病」を患うということ 野島那津⼦ 著 慶應義塾⼤学出版会 2021 490.14/SH

52 各科領域の臨床倫理 ⽇本臨床倫理学会 編集 へるす出版 2020 490.15/RI (臨床倫理⼊⾨ ; 2)

53 健康・医療情報の⾒極め⽅・向き合い⽅ :
健康・医療に関わる賢い選択のために知っておきたいコツ教えます

⼤野智 著 ⼤修館書店 2020 490.4/KE

54 やる気と⾏動が脳を変える : 良い習慣の形成から認知症の予防まで 切池信夫 著 ⽇本評論社 2020 491.371/YA

55 臨床検査データブック　2021-2022 ⿊川清, 春⽇雅⼈, 北村聖 編集
⼤⻄宏明 編集協⼒ 医学書院 2021 492.1/RI/21-22

56 救急・集中治療領域における緩和ケア ⽊澤義之 編集 医学書院 2021 492.29/KY

57 器質か⼼因か 尾久守侑 著 中外医学社 2021 493.09/KI

58 複雑度別の症例で学ぶマルチモビディティ診療の考え⽅と動き⽅ 佐藤健太 編 ⽺⼟社 2021 493.1/FU (レジデントノート ; Vol. 22, No. 17 ; 増刊)

59 リンパ浮腫病後のセルフケアと運動 : ⼿術後・退院後のベストパートナー 廣⽥彰男監修・著 ; ⾼倉保幸 著 法研 2020 493.29/RI (再発・悪化を防ぐ安⼼ガイドシリーズ)

60 14歳からの精神医学 : ⼼の病気ってなんだろう　新版 宮⽥雄吾 著 ⽇本評論社 2021 493.7/JU

61 メディカルスタッフのための精神医学 ⾕岡哲也 [ほか] 編 中外医学社 2021 493.7/ME

62 ⼤⼈のトラウマを診るということ : こころの病の背景にある傷みに気づく ⻘⽊省三、村上伸治、鷲⽥健⼆ 編集 医学書院 2021 493.7/OT

63 児童・⻘年期の精神疾患治療ハンドブック 「精神科治療学」編集委員会 編 星和書店 2020 493.72/SE/20 (精神科治療学 ; vol.35 増刊号)

64 ⽗と娘の認知症⽇記 : 認知症専⾨医の⽗・⻑⾕川和夫が教えてくれたこと ⻑⾕川和夫、南⾼まり 著 中央法規出版 2021 493.75/CH

65 若年性認知症を笑顔で⽣きる笑顔で寄り添う 松本恭⼦、⽥中聡⼦ 編著 クリエイツかもがわ 2020 493.75/JA

66 認知症かもしれない家族のためにできること 千葉京⼦、鷹野朋実 編 弘⽂堂 2020 493.75/NI

67 COVID-19の病態・診断・治療 : 現場の知恵とこれからの羅針盤 ⼩倉⾼志 編集 医学書院 2021 493.87/CO (呼吸器ジャーナル ; 別冊)

68 知っておきたい脊柱側弯症 : 側弯のしおり　改訂第4版 ⽇本側弯症学会 編 インテルナ出版 2020 494.73/SH

69 医療と介護のための⽖のケア ⾼⼭かおる, 杉原⿎, 渡邉洋 編著 新興医学出版社 2021 494.8/IR

70 周産期の薬 『周産期医学』編集委員会 編
楠⽥聡 [ほか] 責任編集 東京医学社 2020 495.5/SH/20 (周産期医学 ; 第50巻増刊号)

71 ⺟児の予後改善を⽬指した合併症妊娠の管理 メジカルビュー社 2020 495.5/SH/38 (周産期学シンポジウム抄録集 ; No.38)

72 ICDのABC : 令和3年度版
国際疾病分類(ICD-10(2013年版)準拠)の有効活⽤を⽬指して

厚⽣労働省政策統括官
(統計・情報政策担当) 編 厚⽣労働統計協会 2021 498.059/IC/21

73 在宅医療の事例30 :
暮らしの場で提供される超⾼齢社会の⽣活モデル医療

新⽥國夫、宮崎之男、三上はつせ 編著 メディカ出版 2021 498/ZA

74 隔離・収容政策と優⽣思想の現在 ⾼岡健 編 批評社 2020 498.25/KA (メンタルヘルス・ライブラリー ; 43)

75 新しい「⾜」のトリセツ : “歩く⼒"を落とさない! 下北沢病院医師団 著 ⽇経BP 2020 498.3/AT

76 妊娠中のラクうまごはん : 混ぜるだけ&煮込むだけで栄養バッチリ! 伊東優⼦ 監修
櫻井⿇⾐⼦ 料理監修 マイナビ出版 2020 498.59/NI

77 武漢⽀援⽇記 : コロナウイルスと闘った68⽇の記録 査瓊芳 著 ; 宋春暁 訳 岩波書店 2020 498.6/BU

78 新型コロナウイルス対策Q&A68 : あなたの「知りたかった!」に答えます! ⽮野邦夫 編著 メディカ出版 2021 498.6/IN/21 (Infection control ; 2021年春季増刊)

79 オードリー・タンデジタルとAIの未来を語る オードリー・タン著 プレジデント社 2020 007.3/AU

80 コロナ禍の臨床を問う 井原裕、斎藤環、 松本俊彦 監修 ⽇本評論社 2021 140.5/KO/21 (こころの科学増刊)

81 東⽇本⼤震災とこころのケア : 被災地⽀援10年の軌跡 前⽥正治、松本和紀、⼋⽊淳⼦編 ⽇本評論社 2021 140.5/KO/21 (こころの科学増刊)

82 ケア : 語りの場としての⼼理臨床 : 看護・医療現場での⼼理的⽀援 坂⽥真穂 著 福村出版 2020 146/KE

医学

情報科学

⾃然科学

⼼理学・仏教
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 書  名  編 著 者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

83 家族⽀援の⼀歩 : 中釜洋⼦選集 : システミックアプローチと統合的⼼理療
法

中釜洋⼦ 著 ; ⽥附あえか [ほか] 編 遠⾒書房 2021 146.8/KA

74 命ある限り歩き続ける 横⽥南嶺、五⽊寛之著 致知出版社 2020 180.4/IN

85 クレア・バーチンガー⾃伝 : 紛争地の⼈々を看護で⽀えた⼥性の軌跡 クレア・バーチンガー　著 ; ⻄⽥佳⼦ 訳 潮出版社 2021 289.3/BE

86 シン・ニホン : AI×データ時代における⽇本の再⽣と⼈材育成 安宅和⼈ 著 ニューズピックス 2020 332.1/SH

87 社会問題とは何か : なぜ、どのように⽣じ、なくなるのか? ジョエル・ベスト 著 筑摩書房 2020 360/SH (筑摩選書 ; 0199)

88 10代の「性の悩み」⽩書 思春期外来in
上野⽪フ科・婦⼈科クリニック著 扶桑社 2020 367.9/JU

89 介護保険のしくみ　第3版 メディックメディア 2020 369/KA/1 (介護がわかる ; 1)

90 ⽣活を⽀える制度　第3版 メディックメディア 2020 369/KA/2 (介護がわかる ; 2)

91 国境なき技師団スマトラ島から東北へ : 災害復興⽀援の15年 濱⽥政則 [ほか] 著 早稲⽥⼤学出版部 2021 369.3/KO (早稲⽥新書 ; 004)

92 ⽂化⼈類学　カレッジ版 第4版 波平恵美⼦ 編集 医学書院 2021 389/BU

93 超簡単なので⾃炊やってみた。 ⾃炊研究会 編 家の光協会 2018 596/CH

94 家でのこと : 訪問看護で出会う13の珠⽟の物語 : まんが ⾼橋恵⼦ 著 医学書院 2021 726.1/IE

95 こころのナース夜野さん　3 ⽔⾕緑 著 ; ⼭登敬之 医療監修 ⼩学館 2021 726.1/KO/3 (ビッグコミックス)

96 佐藤可⼠和の対話ノート 佐藤可⼠和著 誠⽂堂新光社 2021 757/SA

97 ⾔葉のお守り　3章 わたなべあけみ著 ⽊星舎 2019 911.56/WA

98 わたしと⼩⿃とすずと / . --, 2020. -- (⾦⼦みすゞ童謡 ⾦⼦みすゞ 著   ⽮崎節夫 選  ULA出版局 2020 911.58/KA  (⾦⼦みすゞ童謡集）

99 僕のコーチはがんの妻 藤井満 著 ; 藤井玲⼦ 絵 KADOKAWA 2020 916/FU

100 なっとくする数学記号 : π、e、iから偏微分まで ⿊⽊哲徳 著 講談社 2021 02/B/2161 (ブルーバックス ; B-2161)

101 細胞⽣物学 D・サダヴァ 他 著
⽯崎泰樹, 中村千春 監訳・翻訳 講談社 2021 02/B/2163 (ブルーバックス ; B-2163 .

カラー図解アメリカ版新⼤学⽣物学の教科書  第1巻)

102 現代⺠主主義 : 指導者論から熟議、ポピュリズムまで ⼭本圭 著 中央公論新社 2021 07/C/2631 (中公新書 ; 2631)

103 男が介護する : 家族のケアの実態と⽀援の取り組み 津⽌正敏 著 中央公論新社 2021 07/C/2632 (中公新書 ; 2632)

104 ⽇本の歴史的建造物 : 社寺・城郭・近代建築の保存と活⽤ 光井渉 著 中央公論新社 2021 07/C/2633 (中公新書 ; 2633)

105 サラ⾦の歴史 : 消費者⾦融と⽇本社会 ⼩島庸平 著 中央公論新社 2021 07/C/2634 (中公新書 ; 2634)

106 平安男⼦の元気な!⽣活 川村裕⼦ 著 岩波書店 2021 08/I/930 (岩波ジュニア新書 ; 930)

107 SDGs時代の国際協⼒ : アジアで共に学校をつくる ⻄村幹⼦, ⼩野道⼦, 井上儀⼦ 著 岩波書店 2021 08/I/931 (岩波ジュニア新書 ; 931)

108 ヒンドゥー教10講 ⾚松明彦 著 岩波書店 2021 13/I/1867 (岩波新書 ; 新⾚版 1867)

109 プライバシーという権利 : 個⼈情報はなぜ守られるべきか 宮下紘 著 岩波書店 2021 13/I/1868 (岩波新書 ; 新⾚版 1868)

110 花粉症と⼈類 ⼩塩海平 著 岩波書店 2021 13/I/1869 (岩波新書 ; 新⾚版 1869)

111 サピエンスの未来 : 伝説の東⼤講義 ⽴花隆 著 講談社 2021 14/K/2605 (講談社現代新書 ; 2605)

112 ⼟葬の村 ⾼橋繁⾏ 著 講談社 2021 14/K/2606 (講談社現代新書 ; 2606)

113 ハイブリッド戦争 : ロシアの新しい国家戦略 廣瀬陽⼦ 著 講談社 2021 14/K/2607 (講談社現代新書 ; 2607)

114 フォン・ノイマンの哲学 : ⼈間のフリをした悪魔 ⾼橋昌⼀郎 著 講談社 2021 14/K/2608 (講談社現代新書 ; 2608)

115 『論語』 : 孔⼦の⾔葉はいかにつくられたか 渡邉義浩 著 講談社 2021 15/K/743 (講談社選書メチエ ; 743)

116 ⻄洋⾳楽の正体 : 調と和声の不思議を探る 伊藤友計 著 講談社 2021 15/K/744 (講談社選書メチエ ; 744)

117 朝から晩までつぶやく英語表現200 キャサリン・A.クラフト 著 ; ⾥中哲彦 編訳 筑摩書房 2021 16/C/1548 (ちくま新書 ; 1548)

118 ⽇本の教育はダメじゃない : 国際⽐較データで問いなおす ⼩松光, ジェルミー・ラプリー 著 筑摩書房 2021 16/C/1549 (ちくま新書 ; 1549)

119 ヨーロッパ冷戦史 ⼭本健 著 筑摩書房 2021 16/C/1550 (ちくま新書 ; 1550)

120 問いの⽴て⽅ 宮野公樹 著 筑摩書房 2021 16/C/1551 (ちくま新書 ; 1551)

121 ウィリアム・アダムス : 家康に愛された男・三浦按針 フレデリック・クレインス著 筑摩書房 2021 16/C/1552 (ちくま新書 ; 1552)

122 アメリカを動かす宗教ナショナリズム 松本佐保 著 筑摩書房 2021 16/C/1553 (ちくま新書 ; 1553)

詩歌・ノンフィクション

社会福祉

⽂化⼈類学
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 書  名  編 著 者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

123 原発事故⾃治体からの証⾔ 今井照, ⾃治総研 編 筑摩書房 2021 16/C/1554 (ちくま新書 ; 1554)

124 Demographic yearbook　70th issue, 2019 Department of International Economic and
Social Affairs, Statistical Office United Nations 2020 358/DE/19 持出禁⽌

125 ⽇本腎不全看護学会誌　第22巻 第2号 ⽇本腎不全看護学会 編集 医学書院 2020 N555/NI/22-2 持出禁⽌

126 ⽼年看護学　Vol.25 No.2(2021) ⽇本⽼年看護学会学会誌編集委員会 編 医学書院 2021 N600/RO/25-2 持出禁⽌

127 ⼈⼝動態保健所・市区町村別統計　平成25年〜平成29年 厚⽣労働省政策統括官
(統計・情報政策担当) 編集 厚⽣労働統計協会 2021 358/JI/13-17 持出禁⽌

128 国⺠⽣活基礎調査　2019(令和元)年 厚⽣労働省政策統括官
(統計・情報政策担当) 編集 厚⽣労働統計協会 2021 365.5/KO/19 持出禁⽌

129 ⽇本⼦ども資料年鑑　2021 ⺟⼦愛育会愛育研究所 編 KTC中央出版 2021 367.6/NI/21 持出禁⽌

130 医療施設調査病院報告 : 動態調査　令和元年 厚⽣労働省政策統括官
(統計・情報政策担当) 編集 厚⽣労働統計協会 2021 498.16/IR/19 持出禁⽌

131 朝⽇キーワード　2022 朝⽇新聞出版 編 朝⽇新聞出版 2021 813.7/AS/22 持出禁⽌
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