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 書  名  編 著 者  出 版 社 出版年 ラベルの番号 備考

1 臨床看護総論　第7版 ⾹春知永著者代表 医学書院 2022 N080/KE

2 解剖⽣理学ワークブック 坂井建雄編 ; 岡⽥隆夫編 ; 宇賀貴紀
編  医学書院 2022 N080/KE

3 1年⽬から「できるナース」といわれる看護技術ノート : 臨床の現場で明⽇から
使える!  橋本将吉監修 SBクリエイティブ 2022 N210/IC

4 看護管理者のためのSWOT分析超⼊⾨ : 病床再編、働き⽅改⾰、スタッフ
マネジメント、組織分析 : これからの変化に対応するために 河野秀⼀著 メディカ出版 2022 N230/KA

5 リーダー、マネジャーのための看護実践の概念化が⾝につく看護現場学 : 陣⽥
塾 陣⽥泰⼦著 メディカ出版 2022 N230/RI

6 「教える」に悩むナースを応援する指導⼒向上ブック : プリセプターからクリニカル
コーチまで : 新⼈も指導者も、ともに育つ11のレッスン 内藤知佐⼦著 メディカ出版 2022 N238/OS

7 助産学概論　 第6版 我部⼭キヨ⼦, 安達久美⼦編集 ; 我部
⼭キヨ⼦ [ほか] 執筆 医学書院 2022 N390/JO/1

8 助産師業務要覧　1 基礎編.  新版 第3版2022年版 福井トシ⼦編 ⽇本看護協会出版会 2022 N390/JO/1

9 助産管理　第6版  我部⼭キヨ⼦編集 ; ⼋⽊橋⾹津代 [ほ
か] 執筆  医学書院 2022 N390/JO/10 (助産学講座 ; 10)

10 助産師業務要覧  2 実践編. 新版 第3版2022年版  福井トシ⼦編  ⽇本看護協会出版会 2022 N390/JO/2

11 助産師業務要覧  3.アドバンス編. 新版 第3版2022年版 福井トシ⼦編  ⽇本看護協会出版会 2022 N390/JO/3

12 ナースが知っておきたい⼩児科でよくみる症状・疾患ハンドブック -- 第2版. -- 横⽥俊⼀郎編著 ; ⼭本淳編著 ; 涌⽔
理恵編著 照林社 2022 N440/NA

13 ⾎液内科ナースのはじめかた : 配属されたときに⼀番最初に読む本  渡邉純⼀著 ⾦芳堂 2022 N543/KE

14 まるごと狭⼼症・⼼筋梗塞 : 予防から最新カテ治療・⼼リハまで 森野禎浩編集 メディカ出版 2022 N545/HA/22

15 ひとりだちできる⼼臓カテーテル看護 : 基礎知識,検査と治療,症状とケア,合
併症と対策 ⼭崎正雄編著 学研メディカル秀潤社 2022 N545/HI

16 循環器ビジュアルナーシング　改訂第2版 藤⽥英雄監修 学研メディカル秀潤社 2022 N545/JU (⾒てできる臨床ケア図鑑)

17 図解で圧勝!消化器の術前術後アセスメント : ⾼齢者ケアも、注意すべき基
礎疾患も、ぜんぶおまかせ! 北條荘三, 藤井努監修  メディカ出版 2022 N548/SH/22 (消化器ナーシング ; 2022年春季増刊(通巻352号

18 看護の現場ですぐに役⽴つ腎・泌尿器看護のキホン : 患者さんを安⼼させる
看護技術が⾝につく!

住⽥真貴, ⼤坪陽⼦著 ; 雜賀智也編
著 秀和システム 2022 N555/KA (ナースのためのスキルアップノート)

19 スキルプロフェッショナル外科ナース⼊⾨ : ⽬指せ!デキる看護師  市⽥正成著 ⽂光堂 2022 N563/SU

20 認知症plus若年性認知症 : 多職種協働で取り組む⽣活⽀援 ⼭川みやえ [ほか] 編集 ⽇本看護協会出版会 2022 N680/NI/16 (認知症plusシリーズ ; 16)

21 認知症plus地域共⽣社会 : つながり⽀え合うまちづくりのために私たちができ
ること 近藤尚⼰, 五⼗嵐歩編 ⽇本看護協会出版会 2022 N680/NI/17 (認知症plusシリーズ ; 17)

22 保健師業務要覧　新版 第4版 井伊久美⼦ [ほか] 編 ⽇本看護協会出版会 2022 N810/HO

23 スタッフを「活かし・育てる」訪問看護管理者の関わり 中村順⼦著 ⽇本看護協会出版会 2022 N820/SU  (シリーズ看護の知)

24 NEWはじめての⼿術看護 : “なぜ"からわかる、ずっと使える! 武⽥知⼦編著 メディカ出版 2022 N951/NE

25 NEWはじめてのNICU看護 : “なぜ"からわかる、ずっと使える! 佐藤眞由美編著 メディカ出版 2022 N953/NE

26 ERナースの思考加速トリアージ : JTASを学び、超えてゆけ! 坂本壮著 メディカ出版 2022 N954/EM/22

27 写真でわかる急変時の看護アドバンス : ⼼肺蘇⽣法を中⼼に : 処置の流れ
とポイントを徹底理解!  松⽉みどり監修 インターメディカ 2022 N954/SH

28 よくわかる現代科学技術史・STS  塚原東吾 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 2022 402/YO (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)

29 分散分析と実験計画法 : これで納得!即実践! 鈴⽊真⼈著 ⽇刊⼯業新聞社 2018 417/BU

30 分散分析超⼊⾨ : 誤差は必然か、偶然か? 前野昌弘著 技術評論社 2011 417/BU (知識ゼロでもわかる統計学)

31 SPSSでやさしく学ぶ多変量解析　第6版 ⽯村友⼆郎著 東京図書 2022 417/SP

32 看護系で役⽴つ⽣物の基本　第2版 ⻄沢いづみ著 化学同⼈ 2022 460/KA

33 シカの顔、わかります : 個性の⽣態学 南正⼈著 東京⼤学出版会 2022 489/SH

34 ⼈間が⽣きているってこういうことかしら? 中村桂⼦著 ; 内藤いづみ著 ポプラ社 2022 490.15/NI

35 外国⼈患者が来ても困らない外来診療のための英会話 : ノンネイティブの多
様な英語の聞き取りにも! 　増補新装版

Norma E.Wyse著 ; ⼩林ひろみ著 メジカルビュー社 2022 490.7/GA

36 好きになる薬理学・薬物治療学 : 薬のしくみと患者に応じた治療薬の選定 ⼤井⼀弥著  講談社 2022 491.5/SU  (好きになるシリーズ)

37 いちばんやさしい免疫学 ⻄村尚⼦執筆 成美堂出版 2022 491.8/IC

38 厳選!⽇常治療薬の正しい使い⽅ : 作⽤機序から納得!外来・病棟の処⽅
に⾃信がもてる30テーマ

⼀瀬直⽇編 ⽺⼟社 2022 492.3/NI (レジデントノート ; Vol. 24, No. 2 ; 増刊)

39 抗菌薬の考え⽅、使い⽅ : コロナの時代の差異　Ver. 5 岩⽥健太郎著 中外医学社 2022 492.31/KO

数理統計学

                          ＊＊新着資料案内＊＊
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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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40 研修医になったら必ずこの⼿技を⾝につけてください。 : 消毒、注射、穿刺、
⼩外科、気道管理、鎮静、エコーなどの⽅法を解剖とあわせて教えます　改訂

 森本康裕編 ⽺⼟社 2022 492/KE

41 研修医⼿技マニュアル 　第3版 井上賀元, 奥永綾, ⼩出正樹編集  医⻭薬出版 2022 492/KE

42 急性中毒診療実践ルール16 : 当直・ER・ICUで役⽴つハーバード式クリニカ
ルパール 千葉拓世著 メジカルビュー社 2022 493.15/KY

43 精神科病棟ではたらく⼈のための感染対策きほんの「き」 : 新型コロナウイルス
で、はじめて真剣に感染対策のことを考えた

糠信憲明編著 ; 精神科領域の感染制御を
考える会編著 メディカ出版 2022 493.7/SE

44 標準⼩児外科学 　第8版 仁尾正記, 奥⼭宏⾂, ⽥尻達郎編集 医学書院 2022 493.94/HY (Standard textbook)

45 悪いがん治療 : 誤った政策とエビデンスがどのようにがん患者を痛めつけるか ヴィナイヤク・プラサード著 ; ⼤脇幸志郎訳 晶⽂社 2022 494.5/WA

46 がん治療薬まるわかりBOOK　第2版  勝俣範之編著 ; 菅野かおり編著 照林社 2022 494.53/GA

47 褥瘡予防・管理ガイドライン　第5版 ⽇本褥瘡学会編集 照林社 2022 494.8/JO

48 暮らしのなかの健康と疾病 : 東アジア医療社会史 福⼠由紀 [ほか] 編 東京⼤学出版会 2022 498.02/KU

49 死にゆく⼦どもを救え : 途上国医療現場の⽇記 吉岡秀⼈著 冨⼭房インターナショナル 2009 498.02/SH

50 ⾶べない⿃たちへ : 無償無給の国際医療ボランティア「ジャパンハート」の挑戦 吉岡秀⼈著 ⾵媒社 2009 498.02/TO

51 ⼤分の助産史[1] ⽇本助産婦会⼤分県⽀部編 ⽇本助産婦会⼤分県⽀部 1985 498.14/OI

52 病院・看護部の災害対策と訓練 : ⼤規模災害に備える! : 体験者のみが語
れる実際的な看護対応!

佐藤和美著 ⽇総研出版 2022 498.16/BY

53 命のクルーズ ⾼梨ゆき⼦著  講談社 2022 498.6/IN

54 熱、諍い、ダイヤモンド ポール・ファーマー著 メディカル・サイエンス・インターナショナ
ル 2022 498.6/NE

55 ルポ⾃助2020- : 頼りにならないこの国で ⽯井光太著 筑摩書房 2022 498.6/RU

56 オープンダイアローグ : 実践システムと精神医療 = Open Dialogue :
introducing its dialogical practice and care system into Japan

⽯原孝⼆, 斎藤環編 東京⼤学出版会 2022 498.72/OP

57 みんなで取り組む災害時の保健・医療・福祉活動 國井修, 尾島俊之編集 南⼭堂 2022 498.89/MI

58 健康格差の社会学 : 社会的決定因と帰結 ⽚瀬⼀男, 神林博史, 坪⾕透編著 ネルヴァ書房 2022 498/KE (MINERVA社会学叢書 ; 61)

59 公衆衛⽣マニュアル  40版 (2022年版) 中村好⼀, 佐伯圭吾編集 南⼭堂 2022 498/KO/22

60 公衆衛⽣がみえる2022-2023 第5版 医療情報科学研究所編集  Medic Media 2022 498/KO/22-23

61 ⽇本保健医療⾏動科学会雑誌 ; 2013 Vol.28 No.1 - 2022 Vol.36
No.2

⽇本保健医療⾏動科学会 2013 498/NI/36-2

62 ⼤学⽣のためのビジュアルリテラシー⼊⾨ 原⽊万紀⼦著 勁草書房 2022 002.7/DA

63 スピリチュアルケアの可能性 東洋英和⼥学院⼤学死⽣学研究所編 リトン 2022 114.2/SH/22 (死⽣学年報 / 東洋英和⼥学院⼤学死⽣学研究所編 ;
2022)

64 フランスの⾼校⽣が学んでいる10⼈の哲学者  シャルル・ペパン著 草思社 2022 130.28/FU

65 流れを読む⼼理学史 : 世界と⽇本の⼼理学 補訂版 サトウタツヤ, ⾼砂美樹著 有斐閣 2022 140.2/NA (有斐閣アルマ ; Basic)

66 質的⼼理学研究  第21号(2022) ⽇本質的⼼理学会「質的⼼理学研究」編
集委員会編集 ⽇本質的⼼理学会 2022 140.5/SH/21

67 共感の正体 : つながりを⽣むのか、苦しみをもたらすのか ⼭⽵伸⼆著 河出書房新社 2022 141.6/KY

68 ⼼理⽼年学と臨床死⽣学 : ⼼理学の視点から考える⽼いと死 佐藤眞⼀編著 ミネルヴァ書房 2022 143.7/SH

69 危機への⼼理的⽀援  窪⽥由紀編 ナカニシヤ出版 2022 146.8/KI (⼼の専⾨家養成講座 / 森⽥美弥⼦, 松本真理
⼦, ⾦井篤⼦監修 ; 11)

70 1度きりの⼈⽣だから絶対に後悔したくない!だけど、まわりの⽬が怖くて、なかな
か動けない。そんな20代の君が1歩を踏み出す50のコトバ

吉岡秀⼈著 すばる舎リンケージ 2012 159.7/IC

71 救う⼒ : ⼈のために、⾃分のために、いまあなたができること 吉岡秀⼈著 広済堂出版 2014 159/SU

72 もういちど読む⼭川世界史PLUS 　アジア編 ⽊村靖⼆, 岸本美緒, ⼩松久男編 ⼭川出版社 2022 209/MO

73 もういちど読む⼭川世界史plus　ヨーロッパ・アメリカ編 ⽊村靖⼆, 岸本美緒, ⼩松久男編 ⼭川出版社 2022 209/MO

74 ソ連兵へ差し出された娘たち 平井美帆著 集英社 2022 210.75/SO

75 ⾃分で始めた⼈たち : 社会を変える新しい⺠主主義 宇野重規著 ⼤和書房 2022 318/JI

76 ⼤学⽣活と法学 江藤祥平 [ほか] 著 有斐閣 2022 321/DA

77 世界はコロナとどう闘ったのか? : パンデミック経済危機 アダム・トゥーズ著 東洋経済新報社 2022 333.6/SE

78 「⼈それぞれ」がさみしい : 「やさしく・冷たい」⼈間関係を考える ⽯⽥光規著 筑摩書房 2022 361.4/HI (ちくまプリマー新書 ; 392)

79 10代で知っておきたい「同意」の話 : Yes、Noを⾃分で決める12のヒント ジャスティン・ハンコック⽂ ; ヒューシャ・マクア
リー絵 河出書房新社 2022 361.4/JY  (14歳の世渡り術プラス)

80 レイプで⽣まれた⼦、犯罪者になった⼦、トランスジェンダーの場合 アンドリュー・ソロモン著 海と⽉社 2022 367.3/CH/3  (「ちがい」がある⼦とその親の物語 ; 3)

81 ともに⽣きることば : ⾼齢者向けホームのケアと場づくりのヒント ⾦⼦智紀著 ; 井庭崇著 丸善出版 2022 369.26/TO

82 ホームレス救急隊 : フランス「115番通報」物語 オド・マッソ作 花伝社 2022 369.9/HO

83 先⽣、どうか皆の前でほめないで下さい : いい⼦症候群の若者たち ⾦間⼤介著 東洋経済新報社 2022 371.4/SE

哲学

⽂学

研究法

歴史

社会科学
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84 超図解レポート・論⽂術 : 学⽣も社会⼈も悩まず書けて⾼評価! ⽯井⼀成監修 ⽇本⽂芸社 2022 816.5/CH

85 同志少⼥よ、敵を撃て 逢坂冬⾺著 早川書房 2021 913.6/AI

86 ⾚と⻘とエスキース  ⻘⼭美智⼦著  PHP研究所 2021 913.6/AO

87 六⼈の嘘つきな⼤学⽣ 浅倉秋成著 KADOKAWA 2021 913.6/AS

88 正欲 朝井リョウ著 新潮社 2021 913.6/AS

89 私の盲端 朝⽐奈秋著 朝⽇新聞出版 2022 913.6/AS

90 硝⼦の塔の殺⼈ 知念実希⼈著 実業之⽇本社 2021 913.6/CH

91 スモールワールズ = Small worlds ⼀穂ミチ著 講談社 2021 913.6/IC

92 星を掬う 町⽥そのこ著 中央公論新社 2021 913.6/MA

93 夜が明ける ⻄加奈⼦著 新潮社 2021 913.6/NI

94 残⽉記 ⼩⽥雅久仁著  双葉社 2021 913.6/OD

95 ⿊牢城 : Arioka Citadel case ⽶澤穂信著 KADOKAWA 2021 913.6/YO

96 猫に教わる 南⽊佳⼠著 ⽂藝春秋 2022 914.6/NA

97 万年⽣きた⼦ども : 統合失調症の⺟をもって ナガノハル著 現代書館 2021 916/NA

98 東⼤教授、若年性アルツハイマーになる 若井克⼦著 講談社 2022 916/WA (介護Library)

99 三⼗の反撃 = The counterattack of thirty ソンウォンピョン著 祥伝社 2021 929.13/SO

100 クララとお⽇さま カズオ・イシグロ著 早川書房 2012 933.7/IS

101 ⾃由研究には向かない殺⼈ ホリー・ジャクソン著 東京創元社 2021 933.7/JA (創元推理⽂庫 ; [Mシ17-1])

102 レニーとマーゴで100歳 マリアンヌ・クローニン著 新潮社 2022 933.7/RE

103 楽器の科学 : 美しい⾳⾊を⽣み出す「構造」と「しくみ」 フランソワ・デュボワ 著 講談社 2022 02/B/2189 (ブルーバックス ; B-2189)

104 統計学が⾒つけた野球の真理 : 最先端のセイバーメトリクスが明らかにしたも
の

⿃越規央著 講談社 2022 02/B/2195 (ブルーバックス ; B-2195)

105 ゼロから学ぶ量⼦⼒学 : 量⼦世界への、はじめの⼀歩 ⽵内薫著 講談社 2022 02/B/2196 (ブルーバックス ; B-2196)

106 ⽇本⼈の「遺伝⼦」からみた病気になりにくい体質のつくりかた  奥⽥昌⼦著 講談社 2022 02/B/2197 (ブルーバックス ; B-2197)

107 遺伝⼦とは何か? : 現代⽣命科学の新たな謎 中屋敷均著 講談社 2022 02/B/2198 (ブルーバックス ; B-2198)

108 なぜ宇宙は存在するのか : はじめての現代宇宙論 野村泰紀著 講談社 2022 02/B/2199  (ブルーバックス ; B-2199)

109 天皇家の恋愛 : 明治天皇から眞⼦内親王まで 森暢平著 中央公論新社 2022 07/C/2687 (中公新書 ; 2687)

110 戦国⽇本の軍事⾰命 : 鉄炮が⼀変させた戦場と統治 藤⽥達⽣著 中央公論新社 2022 07/C/2688 (中公新書 ; 2688)

111 肝臓のはなし : 基礎知識から病への対処まで ⽵原徹郎著 中央公論新社 2022 07/C/2689 (中公新書 ; 2689)

112 北海道を味わう : 四季折々の「⾷の王国」 ⼩泉武夫著 中央公論新社 2022 07/C/2690 (中公新書 ; 2690)

113 進化の謎をとく発⽣学 : 恐⻯も⿃エンハンサーを使っていたか ⽥村宏治著 岩波書店 2022 08/I/949 (岩波ジュニア新書 ; 949)

114 漢字ハカセ、研究者になる 笹原宏之著 岩波書店 2022 08/I/950 (岩波ジュニア新書 ; 950)

115 ⾷⾍植物 : 進化の迷宮をゆく 福島健児著 岩波書店 2022 11/I/310 (岩波科学ライブラリー ; 310)

116 世界史の考え⽅ ⼩川幸司, 成⽥⿓⼀編 岩波書店 2022 13/I/1917  (岩波新書 ; 新⾚版 1917 . シリーズ歴史総合を学ぶ||
シリーズ レキシ ソウゴウ オ マナブ ; 1)

117 タリバン台頭 : 混迷のアフガニスタン現代史 ⻘⽊健太著 岩波書店 2022 13/I/1920 (岩波新書 ; 新⾚版 1920)

118 ドキュメント「アメリカ世 (ゆー)」の沖縄 宮城修著 岩波書店 2022 13/I/1921 (岩波新書 ; 新⾚版 1921)

119 ⼈新世の科学 : ニュー・エコロジーがひらく地平 オズワルド・シュミッツ著 岩波書店 2022 13/I/1922  (岩波新書 ; 新⾚版 1922)

120 現代思想⼊⾨ 千葉雅也著 講談社 2022 14/K/2653  (講談社現代新書 ; 2653)

121 独学の思考法 : 地頭を鍛える「考える技術」 ⼭野弘樹著 講談社 2022 14/K/2654  (講談社現代新書 ; 2654)

122 ⼈はどう死ぬのか 久坂部⽺著 講談社 2022 14/K/2655 (講談社現代新書 ; 2655)

123 ⼈⽣百年の教養 ⻲⼭郁夫著 講談社 2022 14/K/2656  (講談社現代新書 ; 2656)

124 新型コロナの不安に答える 宮坂昌之著 講談社 2022 14/K/2657  (講談社現代新書 ; 2657)

125 オッサンの壁 佐藤千⽮⼦著 講談社 2022 14/K/2658 (講談社現代新書 ; 2658)

126 SNS天皇論 : ポップカルチャー=スピリチュアリティと現代⽇本  茂⽊謙之介著 講談社 2022 15/K/761 (講談社選書メチエ ; 761)

127 英語の階級 : 執事は「上流の英語」を話すのか? 新井潤美著 講談社 2022 15/K/762 (講談社選書メチエ ; 762)

128 こんなに変わった理科教科書  左巻健男著 筑摩書房 2022 16/C/1644 (ちくま新書 ; 1644)

129 ルポ名⾨校 : 「進学校」との違いは何か?  おおたとしまさ著 筑摩書房 2022 16/C/1645 (ちくま新書 ; 1645)

130 縄⽂と世界遺産 : ⼈類史における普遍的価値を問う 根岸洋著 筑摩書房 2022 16/C/1646 (ちくま新書 ; 1646)

131 会計と経営の七〇〇年史 : 五つの発明による興奮と狂乱 ⽥中靖浩著 筑摩書房 2022 16/C/1647 (ちくま新書 ; 1647)
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132 天皇・コロナ・ポピュリズム : 昭和史から⾒る現代⽇本 筒井清忠著 筑摩書房 2022 16/C/1648 (ちくま新書 ; 1648)

133 ルポ⼥性⽤⾵俗 菅野久美⼦著 筑摩書房 2022 16/C/1649 (ちくま新書 ; 1649)

134 辺野古⼊⾨ 熊本博之著 筑摩書房 2022 16/C/1650 (ちくま新書 ; 1650)

135 保健所報 (⻄部保健所) 平成20年度 - 令和3年度 ⼤分県⻄部保健所 2008 498.16/OI/21

136 環境⽩書　令和3年版 ⼤分県⽣活環境部⽣活環境課編 明⽂堂 1998 519.1/OI/21

137 看護診断　Vol.27 No.1 ⽇本看護診断学会編集 ⽇本看護診断学会 2022 N222/KA/27-1

138 看護六法　令和4年版 看護⾏政研究会編集 新⽇本法規出版 2022 N261/KA/22

139 ⽇本在宅ケア学会誌　Vol 25 No 2 ⽇本在宅ケア学会誌 ⽇本在宅ケア学会 2022 N820/NI/25-2

140 出⽣に関する統計　 令和3年度 厚⽣労働省政策統括官(統計・情報政策、労
使関係担当)編 厚⽣労働統計協会 2022 358.1/SH/21  (⼈⼝動態統計特殊報告)

141 ⼈⼝の動向 : ⽇本と世界 : ⼈⼝統計資料集 国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所編 厚⽣労働統計協会 2022 358/JI/22

142 21世紀成年者縦断調査(平成24年成年者) : 国⺠の⽣活に関する継続
調査

厚⽣労働省政策統括官(統計・情報政策、
労使関係担当)編 厚⽣労働統計協会 2022 365.5/NI/9 第9回(令和2年)

143 福祉⾏政報告例　 令和2年度 厚⽣労働省政策統括官(統計・情報政策、
労使関係担当)編 厚⽣労働統計協会 2022 369.1/FU/20

144 社会福祉⼩六法 ミネルヴァ書房編集部編 ミネルヴァ書房 2022 369.1/SH/22

145 国⺠医療費　令和元年度 厚⽣労働省政策統括官(統計・情報政策、
労使関係担当)編 厚⽣労働統計協会 2022 498.059/KO/19

⼤分県関連
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