
2022年5⽉1⽇〜5⽉31⽇

 書  名  編 著 者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

リクエスト図書
1 基礎知識とパターン分類 真鍋俊明, 安齋眞⼀, 宮地良樹編集  ⽂光堂 2019 494.8/HI/1 (⽪膚病理のすべて ; 1)

2 炎症性⽪膚疾患 真鍋俊明, 安齋眞⼀, 宮地良樹編集  ⽂光堂 2020 494.8/HI/2 (⽪膚病理のすべて ; 2)

3 余命3000⽂字 村崎羯諦著 ⼩学館 2020 913.6/MU (⼩学館⽂庫 ; [む4-1])

4 20代で得た知⾒  F著  KADOKAWA 2020 914.6/F

国家試験問題集
5 必修ラスパ : 看護師国試対策　2023 井上⼤輔編著 ; ⻑⾕川巖編集協⼒ ; ラ・

スパ編集委員会編 エムスリーエデュケーション 2022 N039/HI/23

6 保健師国家試験問題集　2023 「標準保健師講座」編集室編集 医学書院 2022 N039/HO/23

7 保健師国家試験のためのレビューブック　2023(第23版)  医療情報科学研究所編集 メディックメディア 2022 N039/HO/23

8 第111回看護師国家試験問題解答・解説 メヂカルフレンド社編集部編 メヂカルフレンド社 2022 N039/KA/23
(看護師国家試験問題 : 解答・解説 ; 2023年版
別冊)

9 看護師国家試験問題集 : 国試でるでたBOOK　2023年版 『系統看護学講座』編集室編集 医学書院 2022 N039/KE/23

10 クエスチョン・バンクSelect必修 : 看護師国家試験問題集　2023(第18版) 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 2022 N039/QU/23

11 クエスチョン・バンク看護師国家試験問題解説　2023(第23版)  医療情報科学研究所編集 メディックメディア 2022 N039/QU/23

12 看護師国試対策
塙篤雄編・著 ; 檀和夫編・著 ; 峰村淳⼦編・著 ;
⽯塚睦⼦編・著 ; ⽥村知⼦編・著 ; 増⽥敦⼦編・
著

エムスリーエデュケーション 2022 N039/RA/23  (ラスパ ; 2023)

13 障害者・障害児⼼理学 古賀精治編著 放送⼤学教育振興会 2021 369.27/SH (放送⼤学教材 ; 1529579-1-2111).

14 害児の保育・福祉と特別⽀援教育 ⽴花直樹 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 2019 369.49/SH (新・はじめて学ぶ社会福祉 / 杉本敏夫監修 ; 6)

15 学校って何だろう : 教育の社会学⼊⾨ 苅⾕剛彦著 筑摩書房 2005 370.4/GA (ちくま⽂庫 ; [か-46-1])

16 現場で使える教育社会学 : 教職のための「教育格差」⼊⾨ 中村⾼康, 松岡亮⼆編著 ミネルヴァ書房 2021 371.3/GE

17 ほづつのあとに : 従軍看護婦記録写真集 「アンリー・デュナン」教育研究所編集 メヂカルフレンド社 1981 N020/HO

18 ⽇本看護協会九州地区看護研究学会講演集 ; 昭和58年度  ⽇本看護協会⼤分県⽀部 1983 N060/NI

19 ⽇本看護協会九州地区看護研究学会講演集 ; 昭和59年度 ⽇本看護協会宮崎県⽀部 1984 N060/NI

20 ⽇本看護協会九州地区看護研究学会講演集 ; 昭和60年度 ⽇本看護協会熊本県⽀部 1985 N060/NI

21 ⽇本看護協会九州地区看護研究学会講演集 ; 昭和62年度 ⽇本看護協会佐賀県⽀部 1987 N060/NI

22 ⽇本看護協会九州地区看護研究学会講演集 ; 平成元年度 ⽇本看護協会沖縄県⽀部 1989 N060/NI

23 ⽇本看護協会九州地区看護研究学会集録 ; 平成3年度  ⽇本看護協会⼤分県⽀部 1991 N060/NI

24 ⽇本看護協会九州地区看護研究学会集録 ; 平成5年度 熊本県看護協会 1993 N060/NI

25 九州地区看護研究学会講演集 ; 第1回 ; 昭和56年度 ⽇本看護協会沖縄県⽀部協議会 1981 N060/NI/1

26 ⽇本看護協会九州地区看護研究学会集録 ; 第10回 ; 平成2年度 ⽇本看護協会福岡県⽀部 1990 N060/NI/10

27 臨床看護の本質 : 患者援助の技術 アーネスティン・ウィーデンバック著 現代社 1969 N100/RI

28 看護過程展開ガイド : 実習記録の書き⽅がわかる : ヘンダーソン, ゴードン,
NANDA-I, オレム, ロイ, 臨床判断　第2版 任和⼦編著 照林社 2022 N220/KA (プチナースBooks)

29 領域別看護過程展開ガイド : 地域・在宅 成⼈ ⽼年 ⼩児 ⺟性 精神 任和⼦編著 照林社 2022 N220/RY (プチナースBooks)

30 症状を読めるナースが知っているロジカルアセスメント 櫻本秀明著 南江堂 2022 N221/SH

31 江川隆⼦のかみくだき看護診断 : NANDA-I看護診断2021-2023に対応
改訂11版 江川隆⼦著 ⽇総研出版 2022 N222/EG

32 看護主任・リーダーのためのコーチングスキル⼊⾨ 濱川博招著 ; 島川久美⼦著 ぱる出版 2022 N230/KA (NEW MEDICAL MANAGEMENT)

33 看護管理者のためのファシリテーションスキル⼊⾨ 葛⽥⼀雄著 ぱる出版 2022 N230/KA  (NEW MEDICAL MANAGEMENT)

34 ⺟性看護⼩児看護実習あるあるお助けブック ⽴岡⼸⼦, 桑⽥弘美編著.  サイオ出版 2022 N246/BO

35 看護の現場ですぐに役⽴つ⺟性看護のキホン : ⾚ちゃんと⺟親の⼼⾝を守る
技術が⾝に付く! 中村幸代編著 ; 中⽥かおり [ほか] 著 秀和システム 2022 N300/KA (ナースのためのスキルアップノート)

36 ⼩児看護学概論・⼩児看護技術 : ⼦どもと家族を理解し⼒を引き出す　改
訂第4版. ⼆宮啓⼦, 今野美紀編集 南江堂 2022 N400/SH/1 (看護学テキストnice ; . ⼩児看護学/ショウニ カン

ゴガク ; 1).

37 ⼩児看護⽀援論 : ⼦どもと家族の主体性を⽀える　改訂第4版 ⼆宮啓⼦, 今野美紀編集 南江堂 2022 N400/SH/2  (看護学テキストnice ; . ⼩児看護学/ショウニ カン
ゴガク ; 2)

38 NEWはじめての循環器看護 : “なぜ"からわかる、ずっと使える! ⼼臓⾎管研究所付属病院編著 メディカ出版 2022 N545/NE

39 整形外科のびょうき図鑑 : 患者さん1⼈ひとりにぴったり使える 萩野浩編 メディカ出版 2022 N553/SE/22

40 ⽩内障ベーシック&アドバンスト : 検査・⼿術・ケアのキーワード・最新のスタン
ダードがわかる! 藤本雅彦編集 メディカ出版 2022 N564/GA/22

41 ⽼年看護 湯浅美千代編集 中央法規出版 2022 N640/RO (看護判断のための気づきとアセスメント)

42 産業看護職のためのキャリアアップに活かせる30のスキル : ワンランク上の、イ
ケてる産業看護職を⽬指す! 柴⽥喜幸編著 メディカ出版 2022 N840/SA/22

43 阪神・淡路⼤震災証⾔ベッドサイドから 神⼾市⽴中央市⺠病院看護部編 神⼾市⽴中央市⺠病院看護部 1995 N954/HA

養護教諭

                          ＊＊新着資料案内＊＊
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44 「戦争」の現在 : 核兵器・サイバー攻撃・安全保障 ⽇経サイエンス編集部編 ⽇経サイエンス 2022 405/BE/251 (別冊⽇経サイエンス ; 251)

45 ⽂系でも3時間でわかる超有機化学⼊⾨ : 研究者120年の熱狂 諸藤達也著 裳華房 2021 437/BU

46 動物たちのナビゲーションの謎を解く : なぜ迷わずに道を⾒つけられるのか デイビッド・バリー著 インターシフト 2022 481.78/DO

47 医療・ケア従事者のための哲学・倫理学・死⽣学 清⽔哲郎著 医学書院 2022 490.1/IR

48 明⽇から役⽴つ疾患・場⾯別アドバンス・ケア・プランニング : 事例と対話で読
み解く意思決定⽀援 福井⼩紀⼦編集 南江堂 2022 490.14/AS

49 EXTRA LIFE : なぜ100年間で寿命が54年も延びたのか スティーブン・ジョンソン著 朝⽇新聞出版 2022 490.2/EX

50 出会えてよかった! : 先進医療技術を選んだ患者さんたちのエッセー集 先進医療技術啓発委員会編 ⽶国医療機器・IVD⼯業会
(AMDD) 2009 490.4/DE/3

51 医療は救われるか : 医師の堕落 シェイマス・オウマハニー著 国書刊⾏会 2022 490.4/IR

52 医療と医薬品 : 数字に⾒る = Medical care & the pharmaceutical
industry : almanac アステラス製薬株式会社 アステラス製薬株式会社 2018 490.59/IR/18

53 医学英語論⽂⼿トリ⾜トリ : いまさら聞けない論⽂の書きかた  堀内圭輔著 医学書院 2022 490.7/IG

54 医療者のためのLGBTQ講座 吉⽥絵理⼦総編集 ; ⾦久保祐介 [ほ
か] 編集 南⼭堂 2022 490/IR

55 出産を巡る切り絵・しかけ図鑑 エレーヌ・ドゥルヴェール絵 ; ジャン=クロー
ド・ドゥルヴェール⽂ 化学同⼈ 2022 491.354/SH

56 ジェネラリストのための内科診断キーフレーズ ⻑野広之著 医学書院 2022 492.1/JE

57 マイナーエマージェンシー : 外来診療・⼀⼈当直に強くなる!いざというときの対
処法 Medical Practice編集委員会 [編] ⽂光堂 2022 492.29/MA

58 総合診療医がみる「性」のプライマリ・ケア ⾕⼝恭著 ⾦芳堂 2022 492/SO

59 病いの会話 : ネパールで糖尿病を共に⽣きる 中村友⾹著 京都⼤学学術出版会 2022 493.123/YA

60 ⾼齢者に対する予防的運動介⼊ : 実践指導に必要な基礎と技術 柳澤幸夫編集 ⽂光堂 2022 493.18/KO

61 ⽣活習慣病のしおり ; 2022 社会保険出版社 2022 493.18/SE/22

62 腸活にいいこと超⼤全 : うつ、肥満、免疫⼒…腸を整えれば、全⾝が健康に
なる! ⼩林弘幸著 宝島社 2021 493.46/CH

63 近世感染症の⽣活史 : 医療・情報・ジェンダー 鈴⽊則⼦著 吉川弘⽂館 2022 493.8/KI

64 診察室で⾒せて使う⼦どもの疾患ビジュアルブック : 体のしくみ・病気・検査が
わかる 熊⾕秀規編集 ⽂光堂 2022 493.92/SH

65 ADHD⼤国アメリカつくられた流⾏病 アラン・シュワルツ著 誠信書房 2022 493.937/AD

66 NICU命の授業 : ⼩さな命を⾒守る最前線の現場から  豊島勝昭著  ⾚ちゃんとママ社 2020 493.95/NI

67 プライマリ・ケアに活かすがん在宅緩和ケア : 対話形式Q&A ⼤岩孝司, 鈴⽊喜代⼦著 診断と治療社 2022 494.5/PU

68 お⺟さんを診よう : プライマリ・ケアのためのエビデンスと経験に基づいた⼥性診
療　改訂2版 中⼭明⼦, ⻄村真紀編 南⼭堂 2022 495.2/OK

69 ⼈⼯妊娠中絶をめぐる⼼のケア : 周産期喪失の臨床⼼理学的研究 管⽣聖⼦著 ⼤阪⼤学出版会 2022 495.48/JI

70 周産期メンタルヘルスのためのいちばんやさしい精神医学 安⽥貴昭編著  中外医学社 2022 495.5/SH

71 標準⽿⿐咽喉科・頭頸部外科学 　第4版 ⼤森孝⼀, 野中学, ⼩島博⼰編集 医学書院 2022 496.5/HY (Standard textbook)

72 ⼝にかかわるすべての⼈のための誤嚥性肺炎予防 ⽶⼭武義編著 医⻭薬出版 2022 497.9/KU

73 医療エラーはなぜ起きるのか : 複雑なシステムが患者を傷つける ダニエル・オーフリ[著] ; 勝⽥さよ訳 ; 原
井宏明監修 みすず書房 2022 498.12/IR

74 診療点数早⾒表 ; 2022年4⽉版 医学通信社 2022 498.16/SH/22

75 中絶がわかる本 ロビン・スティーブンソン著 アジュマ 2022 498.2/CH

76 ⾚ちゃん審査会というメディア・イベント : 写真帖が語る近代⽇本の児童保護
と社会事業 ⼤出春江著 ⼤阪⼤学出版会 2022 498.7/AK

77 ⺟⼦保健の主なる統計 ; 令和4年 ⺟⼦衛⽣研究会 2022 498.7/BO/22

78 産後疲労 : データでわかる過酷な産後 飯⽥美代⼦著 東洋出版 2019 498.7/SA

79 シンプル衛⽣公衆衛⽣学 辻⼀郎, 上島通浩編集 南江堂 2022 498/SH/22

80 「学問」の取扱説明書　改訂第2版 仲正昌樹著 作品社 2022 002/GA

81 メディカルスタッフのための基礎からわかるカウンセリングと⼼理療法 ⼭蔦圭輔著 南⼭堂 2022 146.8/ME

82 私的カウンセリングの発達 福原眞知⼦著 福原眞知⼦ 2012 146.8/SH

83 ⼤切な⼈を亡くした⼈の気持ちがわかる本 : グリーフケア理解と接し⽅ ⾼橋聡美著 法研 2022 146.8/TA

84 ヘレン・ケラーの⽇記 : サリヴァン先⽣との死別から初来⽇まで ヘレン・ケラー著 ; ⼭﨑邦夫訳. 明⽯書店 2022 289.3/KE  (世界⼈権問題叢書 ; 109).

85 「洗う」⽂化史 : 「きれい」とは何か 国⽴歴史⺠俗博物館, 花王株式会社
編 吉川弘⽂館 2022 383/AR

86 学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應⼤学に現役合格した話 坪⽥信貴著 KADOKAWA 2013 376.8/TS

87 とがったリーダーを育てる : 東⼯⼤「リベラルアーツ教育」10年の軌跡 池上彰, 上⽥紀⾏, 伊藤亜紗著 中央公論新社 2021 377.15/TO (中公新書ラクレ ; 738)

88 ⺟親になって後悔してる オルナ・ドーナト著 新潮社 2022 367.3/HA

⾃然科学

歴史

医学

知識学問⼀般

⼼理学

社会科学
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89 性的⼈⾝取引 : 現代奴隷制というビジネスの内側 シドハース・カーラ著 明⽯書店 2022 368.4/SE (世界⼈権問題叢書 ; 108)

90 告発と呼ばれるものの周辺で  ⼩川たまか著 亜紀書房 2022 368.6/KO

91 ケアと家族愛を問う : ⽇本・中国・デンマークの国際⽐較 宮坂靖⼦編著 ⻘⼸社 2022 367.2/KE  (⻘⼸社ライブラリー ; 105)

92 「障害」ある⼈の「きょうだい」としての私  藤⽊和⼦著 岩波書店 2022 369.27/SH  (岩波ブックレット ; No.1062)

93 ⼦ども・若者ケアラーの声からはじまる : ヤングケアラー⽀援の課題  斎藤真緒 [ほか] 編 クリエイツかもがわ 2022 369/KO

94 知的障害児の⼼理・⽣理・病理 : エビデンスに基づく特別⽀援教育のために 勝⼆博亮編著 北⼤路書房 2022 378.6/CH

95 ナースのチカラ : 私たちにできること訪問看護物語 1  広⽥奈都美著 秋⽥書店 2020 726.1/NA/1 (A.L.C.DX)

96 ナースのチカラ : 私たちにできること訪問看護物語 2  広⽥奈都美著 秋⽥書店 2020 726.1/NA/2 (A.L.C.DX)

97 ナースのチカラ : 私たちにできること訪問看護物語 3  広⽥奈都美著 秋⽥書店 2020 726.1/NA/3 (A.L.C.DX)

98 ナースのチカラ : 私たちにできること訪問看護物語 4  広⽥奈都美著 秋⽥書店 2021 726.1/NA/4 (A.L.C.DX)

99 ナースのチカラ : 私たちにできること訪問看護物語 5  広⽥奈都美著 秋⽥書店 2021 726.1/NA/5 (A.L.C.DX)

100 ナースのチカラ : 私たちにできること訪問看護物語 6  広⽥奈都美著 秋⽥書店 2021 726.1/NA/6 (A.L.C.DX)

101 ナースのチカラ : 私たちにできること訪問看護物語 7  広⽥奈都美著 秋⽥書店 2022 726.1/NA/7 (A.L.C.DX)

102 論⽂のレトリック : わかりやすいまとめ⽅ 澤⽥昭夫 [著] 講談社 1983 816.5/RO  (講談社学術⽂庫 ; [604])

103 あの胸が岬のように遠かった : 河野裕⼦との⻘春 永⽥和宏著 新潮社 2022 911.1/NA

104 つながれつながれいのち : ⽣きてきた⽣きていくわたし 鈴⽊共⼦著 ⻘娥書房 2017 911.56/SU

105 仮⾯病棟 愛蔵版 知念実希⼈著 実業之⽇本社 2020 913.6/CH

106 お⽗さんはユーチューバー 浜⼝倫太郎著 双葉社 2020 913.6/HA

107 むき出し 兼近⼤樹著 ⽂藝春秋 2021 913.6/KA

108 塩狩峠 三浦綾⼦著 新潮社 1968 913.6/MI

109 ⽩ゆき姫殺⼈事件 湊かなえ著 集英社 2012 913.6/MI

110 ひとりの時間が僕を救う = paka's alone time パーカー著 KADOKAWA 2020 914.6/PA

111 後悔病棟 垣⾕美⾬著 ⼩学館 2017 913.6/KA

112 「⼿紙屋」 : 僕の就職活動を変えた⼗通の⼿紙 喜多川泰 [著] ィスカヴァー・トゥエンティワン 2007 913.6/KI

113 よるのばけもの 住野よる著 双葉社 2016 913.6/SU

114 桜のような僕の恋⼈ 宇⼭佳佑著 集英社 2017 913.6/UY  (集英社⽂庫 ; [う23-2])

115 僕はロボットごしの君に恋をする ⼭⽥悠介著 河出書房新社 2017 913.6/YA

116 ⽇本史サイエンス : 邪⾺台国、秀吉の朝鮮出兵、⽇本海海戦の謎を解く 播⽥安弘著 講談社 2022 02/B/2200  (ブルーバックス ; B-2200)

117 本当に役⽴つ栄養学 : 肥満、病気、⽼化予防のカギとなる⾷べものの科学 佐藤成美著 講談社 2022 02/B/2201 (ブルーバックス ; B-2201)

118 運動と健康 　 改訂版 関根紀⼦編著 放送⼤学教育振興会 2022 03/H/22 (放送⼤学教材 ; 1140094-1-2211)

119 ⼈体の構造と機能 : ⼈体の構造と機能及び疾病A　改訂版 坂井建雄, 岡⽥隆夫著 放送⼤学教育振興会 2022 03/H/22 (放送⼤学教材 ; 1710206-1-2211)

120 ⼩児看護学　 改訂新版 江本リナ編著 放送⼤学教育振興会 2022 03/H/22 (放送⼤学教材 ; 1887386-1-2211)

121 看護学概説 ⼭内豊明編著 放送⼤学教育振興会 2022 03/H/22 (放送⼤学教材 ; 1519360-1-2211)

122 ⽇本の国会議員 : 政治改⾰後の限界と可能性 濱本真輔著 中央公論新社 2022 07/C/2691 (中公新書 ; 2691)

123 後悔を活かす⼼理学 : 成⻑と成功を導く意思決定と対処法 上市秀雄著 中央公論新社 2022 07/C/2692 (中公新書 ; 2692)

124 クモの世界 : ⽷をあやつる8本脚の狩⼈ : カラー版 浅間茂著 中央公論新社 2022 07/C/2693 (中公新書 ; 2693)

125 ⽇本共産党 : 「⾰命」を夢⾒た100年 中北浩爾著 中央公論新社 2022 07/C/2695 (中公新書 ; 2695)

126 物語スコットランドの歴史 : イギリスのなかにある「誇り⾼き国」 中村隆⽂著 中央公論新社 2022 07/C/2696 (中公新書 ; 2696)

127 戦後⽇本の安全保障 : ⽇⽶同盟、憲法9条からNSCまで 千々和泰明著  中央公論新社 2022 07/C/2697 (中公新書 ; 2697)

128 変異ウイルスとの闘い : コロナ治療薬とワクチン ⿊⽊登志夫著 中央公論新社 2022 07/C/2698 (中公新書 ; 2698)

129 ⼤化改新 : 「⼄⺒の変」の謎を解く 遠⼭美都男著 中央公論新社 2022 07/C/2699 (中公新書 ; 2699)

130 作家たちの17歳 千葉俊⼆著 岩波書店 2022 08/I/951 (岩波ジュニア新書 ; 951)

131 ひらめき!英語迷⾔教室 : ジョークのオチを考えよう 右⽥邦雄著 岩波書店 2022 08/I/952 (岩波ジュニア新書 ; 952)

132 ⼈類冬眠計画 : ⽣死のはざまに踏み込む 砂川⽞志郎著 岩波書店 2022 11/I/311 (岩波科学ライブラリー ; 311)

133 検察審査会 : ⽇本の刑事司法を変えるか デイビッド・T・ジョンソン, 平⼭真理, 福来
寛著 岩波書店 2022 13/I/1923 (岩波新書 ; 新⾚版 1923)

134 これからの住まい : ハウジング・スモールネスの時代へ 川崎直宏著 岩波書店 2022 13/I/1924 (岩波新書 ; 新⾚版 1924)

135 ⽇⽶地位協定の現場を⾏く : 「基地のある街」の現実 ⼭本章⼦, 宮城裕也著 岩波書店 2022 13/I/1924 (岩波新書 ; 新⾚版 1928)

⾔語

⽂学

新書

漫画



 書  名  編 著 者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

136 学問と政治 : 学術会議任命拒否問題とは何か 芦名定道 [ほか] 著 岩波書店 2022 13/I/1925 (岩波新書 ; 新⾚版 1925)

137 森と⽊と建築の⽇本史 海野聡著 岩波書店 2022 13/I/1926 (岩波新書 ; 新⾚版 1926)

138 職業としての官僚 嶋⽥博⼦著 岩波書店 2022 13/I/1927  (岩波新書 ; 新⾚版 1927)

139 ⻄⽥幾多郎の哲学 : 物の真実に⾏く道 ⼩坂国継著 岩波書店 2022 13/I/1929  (岩波新書 ; 新⾚版 1929)

140 ⼈種主義の歴史 平野千果⼦著 岩波書店 2022 13/I/1930  (岩波新書 ; 新⾚版 1930)

141 10分で名著 古市憲寿著 講談社 2022 14/K/2659  (講談社現代新書 ; 2659)

142 基礎からわかる論⽂の書き⽅ ⼩熊英⼆著 講談社 2022 14/K/2660  (講談社現代新書 ; 2660)

143 ⽇本病 : なぜ給料と物価は安いままなのか 永濱利廣著 講談社 2022 14/K/2661  (講談社現代新書 ; 2661)

144 お⾦の未来 ⼭本康正, ジェリー・チー著 講談社 2022 14/K/2662  (講談社現代新書 ; 2662)

145 AI時代の資本主義の哲学 稲葉振⼀郎著 講談社 2022 15/K/763 (講談社選書メチエ ; 763)

146 演奏家が語る⾳楽の哲学 ⼤嶋義実著 講談社 2022 15/K/764  (講談社選書メチエ ; 764).

147 世界遺産の⽇本史 佐藤信編 筑摩書房 2022 16/C/1651 (ちくま新書 ; 1651)

148 だからフェイクにだまされる : 進化⼼理学から読み解く ⽯川幹⼈著 筑摩書房 2022 16/C/1652 (ちくま新書 ; 1652)

149 海の東南アジア史 : 港市・⼥性・外来者 弘末雅⼠著 筑摩書房 2022 16/C/1653 (ちくま新書 ; 1653)

150 裏横浜 : グレーな世界とその痕跡 ⼋⽊澤⾼明著  筑摩書房 2022 16/C/1654 (ちくま新書 ; 1654)

151 ルネサンス情報⾰命の時代 桑⽊野幸司著 筑摩書房 2022 16/C/1655 (ちくま新書 ; 1655)

152 臨床⼼理学⼩史 サトウタツヤ著  筑摩書房 2022 16/C/1656 (ちくま新書 ; 1656)

153 Shimadas : シマダス : ⽇本の島ガイド 新版 ⽇本離島センター編集 ⽇本離島センター 2019 291/SH

154 現代⽇本の世帯変動 : 世帯動態調査　第8回(2019年) 国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所編集 厚⽣労働統計協会 2022 334.2/GE/19

155 中⾼年者縦断調査 : 中⾼年者の⽣活に関する継続調査　 第16回(令和
2年)

厚⽣労働省政策統括官(統計・情報政
策、労使関係担当)編集 厚⽣労働統計協会 2022 365.5/CH/20

156 社会福祉施設等調査報告　令和２年 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 369.059/SH/20

157 厚⽣統計要覧　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 498.059/KO/21

158 助産院・助産師資料⽬録 国⽴歴史⺠俗博物館 国⽴歴史⺠俗博物館 2018 498.16/JO  (国⽴歴史⺠俗博物館資料⽬録 ; 12)

159 ⽇本看護管理学会誌　Vol.16 No.1 - Vol.23 No.1 ⽇本看護管理学会編集 ⽇本看護管理学会 2012 N230/NI/23-1

160 看護法令要覧　令和4年版 勝⼜浜⼦ [ほか] 編集 ⽇本看護協会出版会 2022 N261/KA/22

参考図書


