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2021年8⽉1⽇〜31⽇

8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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洋書
1 Epigenetics in allergy and autoimmunity

Christopher Chang, Qianjin Lu,
editors

2 Uremic toxins and organ failure

Hideyuki Saito, Takaaki Abe, editors Springer

Springer

2020 467.3/EP

(Advances in experimental medicine and
biology ; v. 1253)

2020 494.93/UR

国家試験問題集
3 看護師国試必修問題完全予想550問 ; 2022

看護師国家試験対策プロジェクト編

照林社

2021 N039/KA/22

4 これで突破!社会保障&関係法規 : 看護師国家試験対策ブック ; 2022

⻄⽥幸典編著 ; 和泉澤千恵編著

メディカ出版

2021 N039/KO/22

5 イメージできる臨床薬理学 改訂2版

ナーシング・サプリ編集委員会, 古川裕之編 メディカ出版

2021 N039/NA

6 出題基準別助産師国家試験問題 : 過去5回分完全収載!; 2022年

⼤橋⼀友医学監修 ; 葉久真理編集

メディカ出版

2021 N039/SH/22

出題基準別助産師国家試験重要問題集 : 第105回助産師国試対策ブッ
⼤橋⼀友医学監修 ; 葉久真理編集
7
ク ; 2022年

メディカ出版

2021 N039/SH/22

(プチナース)

(ナーシング・サプリ ; ⾃学⾃習⽤)

看護学
8 看病から看護へ : 戊⾠戦争の医療と看護

鈴⽊紀⼦著

看護の科学社

2021 N020/KA/4

(看護の歴史ライブラリー ; 第4巻)

9 ナイチンゲールが⽣きたヴィクトリア朝という時代

中島俊郎 [ほか] 著

⽇本看護協会出版会

2021 N020/NA/4

(ナイチンゲール⽣誕200年記念出版
ナイチンゲールの越境 4 . 時代)

10 看護のアイデンティティ

秋元典⼦著

11 PICCの教科書 : 失敗しない!挿⼊から管理までのポイント

酒井博崇編集

南⼭堂

2021 N212/PI

12 看護診断 ; Vol.26 No.1

⽇本看護診断学会編集

⽇本看護診断学会

2021 N222/KA/26-1

13 これ1冊で超安⼼!脳神経疾患患者の観察・アセスメント

平野照之監修

メディカ出版

2021 N541/BR/21

メディカ出版

2021 N541/NO

メディカ出版

2021 N547/KO/21

フジメディカル出版

2021 N555/TO

看護の現場ですぐに役⽴つ地域包括ケアのキホン : 患者さんの地域での「安
荒神裕之, 坂井暢⼦, 雜賀智也著
17
⼼」をサポートする! 第2版

秀和システム

2020 N800/KA

18 訪問看護ステーションの開設・運営ガイドブック : ここから始める

全国訪問看護事業協会編集

メディカ出版

2021 N820/HO

19 看護が引き出す回復⼒ : レジリエンスで視点もアプローチも変わる

池⽥清⼦ [ほか] 著

医学書院

2021 N960/KA

松岡雅忠著

南⼭堂

2021 430/MA

(教養基礎シリーズ)

脳卒中患者さんの⾃動⾞運転再開⽀援Q&A50 : ナースの知りたいことがパ
武原格著
14
パッとわかる! : 「退院したら運転したい」って⾔われたら?
NPPVマスクまるわかりガイド : 選び⽅&フィッティング&スキンケアまで全部サ
⽯橋⼀⾺監修・執筆
15
ポート ; 2021
16 透析ナーシング55の質問 : 透析看護基本レクチャー

富野康⽇⼰著

ライフサポート社

2021 N100/KA

(Brain nursing ; 2021年夏季増刊)

(ナースのためのスキルアップノート)

⾃然科学
20 まるわかり!基礎化学 改訂2版

医学
21

今こそ学び直す!⽣理学・解剖学 : あのとき学んだ知識と臨床経験をつない
で、納得して動く!

萩平哲編

⽺⼟社

2021 491.3/IM

(レジデントノート ; Vol. 23, No. 8 ; 増刊)

22 エピゲノムで新たな解明が進む「先天性疾患」

副島英伸, 秦健⼀郎編集

メディカルドゥ

2021 491.66/EP

(遺伝⼦医学MOOK ; 36)

23 根拠がわかる注射のための解剖学

佐藤達夫著

インターメディカ

2021 492.21/KO

24 こころとからだにチームでのぞむ慢性疼痛ケースブック

明智⿓男, 杉浦健之編著

医学書院

2021 492/KO

25 今⽇からできるフレイル対策 : 在宅時代の落とし⽳

飯島勝⽮著

KADOKAWA

2020 493.18/KY

26 誤診のおこるとき : 精神科診断の宿命と使命 新装版

⼭下格著

みすず書房

2021 493.72/GO

27 精神科シンプトマトロジー : 症状学⼊⾨ : ⼼の形をどう捉え,どう理解するか

内海健, 兼本浩祐編集

医学書院

2021 493.72/SE

28 メンタルヘルス・ファーストエイド : こころの応急処置マニュアルとその活⽤

B・キッチナー, A・ジョーム, C・ケリー著 ; ⼤
創元社
塚耕太郎, 加藤隆弘, ⼩原圭司編

2021 493.79/ME

29 遊びに⽣きる⼦どもたち : ハイリスク児にもっと遊びを

松平千佳著

⾦⽊犀舎

2020 493.92/AS

30 もっとよくなるはず!新⽣児蘇⽣5つの提案

⽔本洋著

南⼭堂

2021 493.95/MO

31 「型」が⾝につく蛋⽩尿・⾎尿の診かた・考えかた

坂井正弘編

⽇本医事新報社

2021 494.93/KA

32 ⼦宮頸がんワクチン問題 : 社会・法・科学

メアリー・ホーランド, キム・M・ローゼンバーグ,
アイリーン・イオリオ [著] ; 別府宏圀監訳

みすず書房

2021 495.43/SH

33 ⼈は⼝から⽼化する! : オーラルフレイル対策の最前線

⼩林健⼀郎 [ほか] 著

現代書林

2020 497.9/HI

34

マンガでわかるオーラルフレイル : ⼼⾝の衰え (フレイル) はお⼝ (オーラル) か
⼤久保満男, 飯島勝⽮著
ら始まります

主婦の友社

2019 497.9/MA

35 衛⽣⾏政報告例 ; 令和元年度

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 498.1/EI/18

⾶⾏機・新幹線内での医療ハンドブック : 「お客様の中にお医者様はいらっ
36
しゃいませんか?」と聞かれたら

下畑享良編

医⻭薬出版

2021 498.44/HI

37 栄養看護専⾨病態栄養看護師ガイドブック

⽇本病態栄養学会編集

南江堂

2021 498.58/EI

38 訪問栄養⾷事指導実践テキストブック

⽇本在宅栄養管理学会監修

⽇本在宅栄養管理学会

2021 498.59/HO

メディカ出版

2021 498.6/IN/21

ICTのための新型コロナウイルス パーフェクトマニュアル : 指導&研修に使える!
堀賢編著
39
: 最新版

(Infection control ; 2021年夏季増刊)
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40 産婦⾃殺・⺟⼦⼼中をなくすための対応ガイド : 10のケースでみる

⽴花良之著

医⻭薬出版

2021 498.7/SA

41 健康管理スタッフ・⼈事・労務のための産業保健ガイド

加園百合著

幻冬舎メディアコンサルティング

2018 498.8/KE

42 産業保健スタッフのための地域保健との連携実践ガイドブック

三橋祐⼦著

保健⽂化社

2021 498.8/SA

43 医療の価値と価格 : 決定と説明の時代へ

⽥倉智之著

医学書院

2021 498/IR

⼤⾕尚著

名古屋⼤学出版会

2019 002.7/SH

⼭際能理⼦著

H&A

2021 336.49/SE

備考
(⺟親のメンタルヘルスサポートハンドブック ; 続)

研究法
44 質的研究の考え⽅ : 研究⽅法論からSCATによる分析まで

経営・統計
45 説明⼒強化

社会学・社会福祉
46 地域とゆるくつながろう! : サードプレイスと関係⼈⼝の時代

⽯⼭恒貴編著 ; 北川佳寿美 [ほか] 執筆 静岡新聞社

2019 361.7/CH

47 コミュニティカフェ : まちの居場所のつくり⽅、続け⽅

齋藤保著

学芸出版社

2020 361.7/KO

48 おうち性教育はじめます : ⼀番やさしい!防犯・SEX・命の伝え⽅

フクチマミ, 村瀬幸浩著

KADOKAWA

2020 367.9/OU

49 ⽣きがい研究 ; 創刊号 - 第26号

⻑寿社会開発センター編集

⻑寿社会開発センター

1995 369.26/IK/25

50 ⽣きがい研究

; 第27号

(MF comic essay)

⻑寿社会開発センター編集

⻑寿社会開発センター

2021 369.26/IK/27

51 ポストコロナ時代の⾼齢者ケア : 2025地域包括ケア転換期に⽴って

朝⽥隆, 村川浩⼀編著

第⼀法規

2021 369.26/PO

52 ⽣きがい研究 ; 創刊号 - 第26号

⻑寿社会開発センター編集

⻑寿社会開発センター

1995 369.27/IK/26

53 虐待を受けた⼦どものアセスメントとケア : ⼼理・福祉領域からの⽀援と協働

鵜飼奈津⼦, 服部隆志編著

誠信書房

2021 369.4/GY

54 地域包括ケア時代の地域包括⽀援センター

⾼橋紘⼠ [ほか] 共編

オーム社

2021 369/CH

55 地域包括⽀援体制のいま : 保健・医療・福祉が進める地域づくり

⿊⽥研⼆編著

ミネルヴァ書房

2020 369/CH

56 ⼦どもの⾃⼰効⼒感を育む本

松村亜⾥著

WAVE出版

2020 379.9/KO

57 お⺟さんの⾃⼰肯定感を⾼める本

松村亜⾥著

WAVE出版

2020 379.9/OK

あさ出版

2020 379.9/RA

新⽥誠吾著

すばる舎

2019 816.5/HA

60 椋の⽊のある家

椎原はつ⼦著

⾵詠社

2021 913.6/SH

61 ⼦どもを迎えるまでの物語 : ⽣殖、不妊治療、親になる選択

ベル・ボグス著 ; ⽯渡悠起⼦訳

サウザンブックス社

2021 936/BO

62 ⽶中対⽴ : アメリカの戦略転換と分断される世界

佐橋亮著

中央公論新社

2021 07/C/2650

(中公新書 ; 2650)

63 政界再編 : 離合集散の30年から何を学ぶか

⼭本健太郎著

中央公論新社

2021 07/C/2651

(中公新書 ; 2651)

64 戦争はいかに終結したか : ⼆度の⼤戦からベトナム、イラクまで

千々和泰明著

中央公論新社

2021 07/C/2652

(中公新書 ; 2652)

65 中先代の乱 : 北条時⾏、鎌倉幕府再興の夢

鈴⽊由美著

中央公論新社

2021 07/C/2653

(中公新書 ; 2653)

66 ⾷べものから学ぶ世界史 : ⼈も⾃然も壊さない経済とは?

平賀緑著

岩波書店

2021 08/I/937

(岩波ジュニア新書 ; 937)

67 抽象数学の⼿ざわり : ピタゴラスの定理から圏論まで

斎藤毅著

岩波書店

2021 11/I/305

(岩波科学ライブラリー ; 305)

68 ⽇韓関係史

⽊宮正史著

岩波書店

2021 13/I/1886

(岩波新書 ; 新⾚版 1886)

69 異⽂化コミュニケーション学

⿃飼玖美⼦著

岩波書店

2021 13/I/1887

(岩波新書 ; 新⾚版 1887)

70 ネルソン・マンデラ : 分断を超える現実主義者 (リアリスト)

堀内隆⾏著

岩波書店

2021 13/I/1888

(岩波新書 ; 新⾚版 1888)

71 ⼤岡信 : 架橋する詩⼈

⼤井浩⼀著

岩波書店

2021 13/I/1889

(岩波新書 ; 新⾚版 1889)

72 東⽇本⼤震災から10年を迎えて : 特集 (警察⽩書 ; 令和3年版)

国家公安委員会, 警察庁編

⽇経印刷

2021 317.7/KE/21

持出禁⽌

73 少⼦化社会対策⽩書 ; 令和3年版

内閣府編

⽇経印刷

2021 334.31/SH/21

持出禁⽌

74 世界の統計(国際統計要覧) ; 2020

総務庁統計局編

2020 350.9/SE/20

持出禁⽌

75 世界の統計 ; 2021

総務省統計局編

総務省統計局

2021 350.9/SE/21

持出禁⽌

76 ⽇本の統計 ; 2020

総理府統計局編

総理府統計局

2020 351/NI/20

持出禁⽌

77 ⽇本の統計 ; 2021

総務省統計局編

総務省統計局

2021 351/NI/21

持出禁⽌

78 Statistical handbook of Japan ; 2019

Bureau of Statistics, Office of the
Prime Minister

Bureau of Statistics, Office of
the Prime Minister

2019 351/ST/19

持出禁⽌

79 Statistical handbook of Japan ; 2020

Bureau, Ministry of Internal Affairs
and Communications

Statistics Japan

2020 351/ST/20

持出禁⽌

80 ⼦供・若者⽩書 ; 令和3年版

内閣府編

⽇経印刷

2021 367.6/KO/21

持出禁⽌

(新・Minerva福祉ライブラリー ; 40)

教育

楽々かあさんの伝わる!声かけ変換 : 発達障害&グレーゾーン⼦育てから⽣ま
⼤場美鈴著
58
れた

⾔語
59 はじめてでも、ふたたびでも、これならできる!レポート・論⽂のまとめ⽅

⽂学

新書

参考図書

総務庁統計局
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備考

81 ⾼齢社会⽩書 ; 令和3年版

内閣府編

⽇経印刷

2021 369.26/KO/21

持出禁⽌

82 新型コロナウイルス感染症と社会保障 (厚⽣労働⽩書 ; 令和3年版)

厚⽣労働省編

⽇経印刷

2021 498.1/KO/21

持出禁⽌

83 環境⽩書 ; 令和2年版

⼤分県⽣活環境部⽣活環境課編

[明⽂堂]

2020 519.1/OI/19

持出禁⽌

84 環境⽩書 ;令和2年版

⼤分県⽣活環境部⽣活環境課編

[明⽂堂]

2020 519.1/OI/20

持出禁⽌

