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リクエスト図書
1 本当の⾃由を⼿に⼊れるお⾦の⼤学  両@リベ⼤学⻑著  朝⽇新聞出版 2020 591/HO

国家試験問題集
2 クエスチョン・バンク保健師国家試験問題解説   ; 2023(第15版)  医療情報科学研究所編集  メディックメディア 2022 N039/KU/23

3 教師のための説明実践の⼼理学 = Explanatory psychology for
teachers ⼭本博樹編著 ナカニシヤ出版 2019 375.1/KY

4 会話の場⾯でわかる!看護聞き⾔葉使い⽅辞典  志⽥京⼦監修  エクスナレッジ 2022 N033/KA

5 病院覚え書き  フロレンス・ナイティンゲール著 ; ⼩⽟⾹
津⼦訳  ⽇本看護協会出版会 2022 N110/BY

6 スローエシックスと看護のアート : ケアする倫理の物語  Ann Gallagher著 ; 宮内信治, ⼩⻄
恵美⼦訳  南江堂 2022 N120/SU

7 「重症度、医療・看護必要度」解説書 : 2022年度診療報酬改定対応  ⽇本看護協会編  ⽇本看護協会出版会 2022 N230/JU

8 新⼈看護師だからこそ習慣にしたい⼼を守り⾃分を育てる7つの考え⽅  内藤知佐⼦編著  メディカ出版 2022 N238/SH

9 事例でまなぶ助産師ができる周産期のメンタルヘルスケア : 病態⽣理、スク
リーニング、服薬指導、多職種連携… : この1冊で全てがわかる  江藤宏美編集  メディカ出版 2022 N390/PE/22 ペリネイタルケア ; 2022年夏季増刊(通巻547号)

10 患者・家族から本当によく聞かれる糖尿病のぎもんQ&A123 : 「?」が氷解!
秘伝がぎっしり ⽔野美華編集 ; 肥後直⼦編集   メディカ出版  2022 N551/TO/22

11 腎移植ケアガイド  ⽇本腎不全看護学会監修 ; CKD委員
会腎移植ケアガイドワーキンググループ編  医学書院  2022 N555/JI

12 看護の現場ですぐに役⽴つ⽿⿐咽喉科看護のキホン : 看護実践のポイント
が⼿にとるように⾝に付く!

 レアネットドライブナースハッピーライフ編集
グループ著  秀和システム 2022 N565/KA ナースのためのスキルアップノート

13 ⽼年看護ぜんぶガイド : 基礎・成⼈などすべての実習に使える!  ⼋島妙⼦編著  照林社 2022 N640/RO プチナース

14 看護師のための地域看護学 : 地域理解を深めるための技術と展開法  豊島泰⼦編著  PILAR PRESS  2022 N800/KA

15 エビデンスにもとづく在宅ケア実践ガイドライン ; 2022  ⽇本在宅ケア学会ガイドライン作成委員
会編集  医⻭薬出版 2022 N820/EB/22

16 訪問看護と歩んだ50年 : ⽀えられて⽀えて「介護の線引き」を許さないために  内⽥恵美⼦著  ラーニングス 2022 N820/HO

17 徹底ガイド⼼臓⾎管外科術後管理・ケア  第2版  ⼭中源治, ⼩泉雅⼦編集 総合医学社 2022 N950/TE

18 災害看護でまちづくり : ⻄⽇本豪⾬の被災地・真備 ある訪問看護師の巻き
込み型復興  尾野寛明著 ; ⽚岡奈津⼦著  ⽊星舎 2022 N954/SA

19 あなたの知らない⼼臓の話 : 動物からヒトまで-新常識に出会う知的冒険  ビル・シャット著 ; 吉野⼭早苗訳  原書房  2022 481.1/AN

20 実践医療現場の⾏動経済学 : すれ違いの解消法  ⼤⽵⽂雄, 平井啓編著  東洋経済新報社 2022 490.14/JI

21 SPSSによる医学・⻭学・薬学のための統計解析  ⽯村光資郎, 久保⽥基夫著 東京図書 2022 490.19/SP

22 医学のためのサンプルサイズ設計 : 臨床試験・基礎実験・疫学研究  D.Machin [ほか] 著 ; ⽥中司朗 [ほ
か] 訳  京都⼤学学術出版会 2022 490.7/IG

23 泌尿器科 　 第2版.  天沢ヒロ著  医学書院 2022 490.79/MA シリーズまとめてみた

24 ⾒える!わかる!摂⾷嚥下のすべて : 神経・嚥下5期・アセスメント・検査・治
療・⾷事がつながる  上⽻瑠美編著  学研メディカル秀潤社 2022 491.343/MI

25 ⽪膚、⼈間のすべてを語る : 万能の臓器と巡る10章  モンティ・ライマン [著] ; 塩﨑⾹織訳  みすず書房 2022 491.36/HI

26 すべての診療科で役⽴つ⾝体運動学と運動療法  曽根博仁編集  ⽺⼟社 2022 491.36/SU

27 恋する⼼電図教室  櫻本秀明著  南江堂 2022 492.12/KO

28 読影⼒がグッと上がる!胸部X線写真・CTの読み⽅、考え⽅ : 疾患別に読影
の基本と各科での経過観察のポイント、撮影のタイミングがイチからわかる!  室⽥真希⼦編  ⽺⼟社  2022 492.433/DO レジデントノート ; Vol.24, No.5 ; 増刊

29 糖尿病学  ⾨脇孝編集 ; ⼭内敏正編集 ; 2022  診断と治療社 2022 493.12/TO/22

30 対話で変わる誤嚥性肺炎診療 : 患者さんの歩みを⽀える⼀⾔  吉松由貴著  ⽇経BP 2022 493.38/TA

31 まるごと図解消化器の⾒かた  ⼭本誠⼠著  照林社 2022 493.4/MA

32 ルポ・収容所列島 : ニッポンの精神医療を問う  ⾵間直樹, 井⾋恵美, 辻⿇梨⼦著 東洋経済新報社 2022 493.7/RU

33 精神・⼼理症状学ハンドブック  第4版.  北村俊則著  ⽇本評論社 2022 493.72/SE

34 すぐに役⽴つせん妄の対応実践講座  ⽔上勝義, ⾼瀬義昌編集 医学と看護社 2022 493.73/SU

35 アディクションの地平線 : 越境し交錯するケア  松本俊彦編  ⾦剛出版  2022 493.74/AD

36 認知症のお年寄りの⾳楽療法・回想法・レク・体操 : ⾞イスの⼈も⼀緒にで
きる体操  ⽥中和代著  黎明書房  2022 493.75/NI

37 おしゃべりアリスの物語 : 難病の⼦どもの家族と医療者が倫理的課題に向き
合う  萩原綾⼦ ; ⼩坂仁 ; シニア純枝編著  へるす出版 2022 493.936/OS

38 ⼦どものスキンケア・ヘアケア・フットケア  ⾼⼭かおる編集  学研メディカル秀潤社 2022 493.94/KO

39 病院前新⽣児蘇⽣法テキスト 改訂2版. --  細野茂春監修   メディカ出版 2022 493.95/BY

40 知っておきたい⽖の知識と病気 : すべての疑問を解決します!  東禹彦著  ⾦原出版 2022 494.8/SH

41 ⼀冊でわかる透析療法実践マニュアル : 押さえておくべき透析室でのto doと
ポイント  三瀬直⽂ [ほか] 編  ⽂光堂 2022 494.93/IS
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42 MFICUマニュアル : ⺟体・胎児ICU  改訂4版. --
 全国周産期医療(MFICU)連絡協議会編著 =
Manual of Maternal and Fetal Intensive
Care Unit

 メディカ出版 2022 495.5/MF

43 グローバル・ヘルス法 : 理念と歴史  ⻄平等著  名古屋⼤学出版会  2022 498.1/GU

44 2020年代初頭の医療・社会保障 : コロナ禍・全世代型社会保障・⾼額新
薬  ⼆⽊⽴著  勁草書房  2022 498.13/NI

45 まんがで簡単にわかる!毎⽇の⾷事に殺される⾷源病 : 医者が教える汚染⾷
品から⾝を守る⽅法  内海聡原作 ; くらもとえいる漫画  ユサブル 2022 498.3/Mo82

46 正しい⾷事で健康になろう : ⽇本消化器病学会からのメッセージ  ⽇本消化器病学会編集  南江堂 2022 498.5/TA

47 コレラの感染様式について  ジョン・スノウ著 ; ⼭本太郎訳  岩波書店 2022 498.6/KO 岩波⽂庫 ; ⻘(33)-950-1

48 ⻄アフリカ・エボラ危機2013-2016 : 最貧国シエラレオネの経験 = The
Ebola crisis in West Africa, 2013-2016  岡野英之著 ナカニシヤ出版 2022 498.6/NI

49 虐待予防は⺟⼦保健から : 指導ではなく⽀援  鷲⼭拓男著  東京法規出版 2022 498.7/GY 地域保健ブックレット

50 学⽣のための現代公衆衛⽣  野中浩⼀編著 ; 苅⽥⾹苗, 内⼭有⼦,
助友裕⼦著 南⼭堂 2022 498/GA

51 コロナと創薬 : なぜ⽇本の製薬企業は出遅れたのか  橋本宗明著  ⽇経BP  2022 499.09/KO

52 薬名「語源」事典  阿部和穂著  武蔵野⼤学出版会 2020 499.1/YA

53 ⼀九六〇年代のくすり : 保健薬、アンプル剤・ドリンク剤、トランキライザー  松枝亜希⼦著  ⽣活書院  2022 499/SE

54 公認⼼理師になるための⼤学案内 : こころの専⾨家になろう!  ⽇本公認⼼理師養成機関連盟編  ⽇本評論社 2022 140.5/KO/22 こころの科学増刊 ; 2022

55 公認⼼理師試験の問題と解説  こころの科学増刊編集部編  ⽇本評論社 2022 140.5/KO/22 こころの科学増刊 ; 2022

56 Think again : 発想を変える、思い込みを⼿放す  アダム・グラント著 ; 楠⽊建監訳  三笠書房 2022 141.5/TH

57 「叱る依存」がとまらない  村中直⼈著  紀伊國屋書店 2022 141.6/SH

58 ⼈間の発達とアタッチメント : 逆境的環境における出⽣から成⼈までの30年
にわたるミネソタ⻑期研究  L・アラン・スルーフ [ほか] 著  誠信書房  2022 143/NI

59 悲嘆カウンセリング : グリーフケアの標準ハンドブック  J.W.ウォーデン著  誠信書房  2022 146.8/HI

60 TEAによる対⼈援助プロセスと分岐の記述 : 保育、看護、臨床・障害分野
の実践的研究  安⽥裕⼦, サトウタツヤ編著 誠信書房, 2022 146/TE

61 幸福論  ラッセル [著] ; 安藤貞雄訳  岩波書店 1991 151.6/KO 岩波⽂庫 ; 33(⻘)-649-3

62 ポジティブが⾜りない! : ⼈⽣が思い通りになる「運」のつかみ⽅  春木開著  KADOKAWA 2022 159/PO

63 ウブントゥ : ⾃分も⼈も幸せにする「アフリカ流14の知恵」  ムンギ・エンゴマニ著 ; ⻑澤あかね訳  パンローリング 2020 159/UB フェニックスシリーズ ; 113

64 アメリカの中学⽣が学んでいる14歳からの世界史  ワークマンパブリッシング著 ; 千葉敏
生訳

 ダイヤモンド社  2022 209/AM

65 薬草ハンター、世界をゆく : 義⾜の⼥性⺠族植物学者、新たな薬を求めて  カサンドラ・リア・クウェイヴ著 ; 駒木令
訳

 原書房  2022 289.3/QU

66 アジアの出産とテクノロジー : リプロダクションの最前線  白井千晶編著  勉誠出版 2022 302.2/AJ アジア遊学 ; 268

67 まだ誰も⾒たことのない「未来」の話をしよう  オードリー・タン語り ; 近藤弥生子執筆  SBクリエイティブ  2022 304/MA SB新書 ; 574

68 ⼤学⽣が知っておきたい⽣活のなかの法律 = Life with law  細川幸一著 慶應義塾大学出版会  2022 320/DA

69 紛争地のポートレート : 「国境なき医師団」看護師が出会った⼈々  白川優子著  集英社クリエイティブ 2022 329/FU

70 世界少⼦化考 : ⼦供が増えれば幸せなのか  毎日新聞取材班著  毎日新聞出版 2022 334.3/SE

71
問いからはじめる家族社会学 : 多様化する家族の包摂に向けて = Introduction to
sociology of the family with new questions : toward social inclusion of
diversifying families

 岩間暁子, 大和礼子, 田間泰子著 有斐閣 2022 361.63/TO 有斐閣ストゥディア

72 ⼤衆の狂気 : ジェンダー・⼈種・アイデンティティ  ダグラス・マレー著 ; 山田美明訳  徳間書店  2022 361.8/TA

73 「コミュ障」のための社会学 : ⽣きづらさの正体を探る  岩本茂樹著  中央公論新社  2022 361/KO

74 キャリアアップの投資術 : 専⾨職⼤学院でスキルを磨く  山本昌弘著  PHP研究所 2003 366.29/Y31 PHP新書 ; 256

75 良妻賢⺟という規範  小山静子著  新装改訂版. -- 勁草書房 2022 367.21/RY

76 若者の性の現在地 : ⻘少年の性⾏動全国調査と複合的アプローチから考え
る  林雄亮, 石川由香里, 加藤秀一編  勁草書房 2022 367.9/WA

77 キャッチ・アンド・キル  ローナン・ファロー著 ; 関美和訳  文藝春秋 2022 368.6/KY

78 チャイルドヘルプと歩んで : 虐待児童を救い続けるアメリカ最⼤の⺠間組織に
⽇本が学べること  廣川まさき著  集英社  2022 369.4/CH

79 虐待リスク : 構築される⼦育て標準家族  上野加代子著  生活書院 2022 369.4/GY

80 難病の⼦どもと家族が教えてくれたこと  中嶋弓子著  クリエイツかもがわ 2022 369.49/NA

81 マイホーム⼭⾕  末並俊司著  ⼩学館 2022 369.9/MA

82 ⼩児がん経験者の患者会参加プロセスの探求 : 仲間との出会いへの期待と
患者会活動の可能性  菱ヶ江惠子著  明石書店 2022 369.9/SH 熊本学園大学付属社会福祉研究所社会福祉叢

書 ; 31

83 ヤングケアラーってなんだろう  澁谷智子著  筑摩書房 2022 369/YA ちくまプリマー新書 ; 402

84 教育格差の診断書 : データからわかる実態と処⽅箋  川口俊明編  岩波書店  2022 371.3/KY

85 政治学者、PTA会⻑になる  岡田憲治著  毎日新聞出版 2022 374.6/SE

86 勉強が⾯⽩くなる瞬間 : 読んだらすぐ勉強したくなる究極の勉強法  パクソンヒョク著 ; 吉川南訳  ダイヤモンド社 2022 375/BE

87 ⼤学⽣になるってどういうこと? : 学習・⽣活・アイデンティティ  鈴木学, 植上一希, 藤野真著  大月書店 2022 377.9/DA シリーズ大学生の学びをつくる

88 やさしくわかるはじめての⼿話 : オールカラー  手話教室華乃樹監修  ナツメ社  2022 378.28/YA

89 昆⾍⾷スタディーズ : ハエやゴキブリが世界を変える  水野壮著  化学同人  2022 383.8/KO DOJIN選書 ; 93

技術・⼯学・⼯業

哲学

社会科学

歴史
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90 ネットで故⼈の声を聴け : 死にゆく⼈々の本⾳  古⽥雄介著  光⽂社 2022 547.48/NE 光⽂社新書 ; 1190

産業
91 ⾼齢ドライバーのための安全運転ワークブック : 実施の⼿引き  松浦常夫著  企業開発センター交通問題研

究室 2008 681.3/KO

92 ナースは誰を愛してる? = WOC Who do nurses love?  内⽥春菊著  照林社 2022 726.1/NA

93 よるのびょういん  ⾕川俊太郎作 ; ⻑野重⼀写真  福⾳館書店 2022 726.5/EH

94 映画を早送りで観る⼈たち : ファスト映画・ネタバレ -- コンテンツ消費の現在
形  稲⽥豊史著  光⽂社  2022 778/EI 光⽂社新書 ; 1192

95 ⼒尽き筋トレ  ⽯本哲郎著  光⽂社 2020 780.7/CH

96 ねずさんの世界に誇る覚醒と繁栄を解く⽇本書紀  ⼩名⽊善⾏著  徳間書店 2020 913.2/ON

97 ⾛れ!児童相談所 : 発達障害、児童虐待、⾮⾏と向き合う、新⼈職員の成
⻑物語  安道理著  アイエス・エヌ株式会社コミュニ

ティ・パブリッシング事業部 2022 913.6/AN

98 花散る⾥の病棟  帚⽊蓬⽣著  新潮社  2022 913.6/HA

99 うまれることば、しぬことば  酒井順⼦著  集英社  2022 914.6/SA

100 妻はサバイバー  永⽥豊隆著  朝⽇新聞出版 2022 916/NA

101 戦争は⼥の顔をしていない  スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ [著] ;
三浦みどり訳  岩波書店 2016 986/AL 岩波現代⽂庫 ; 社会 ; 295

102 ミャンマー「⺠主化」を問い直す : ポピュリズムを越えて  ⼭⼝健介著  NHK出版 2022 01/N/1273 NHKブックス ; 1273

103 ウィトゲンシュタインと⾔語の限界  ピエール・アド著, 合⽥正⼈訳  講談社 2022 15/K/765 講談社選書メチエ ; 765

104 メランコリーの⽂化史 : 古代ギリシアから現代精神医学へ  ⾕川多佳⼦著  講談社 2022 15/K/766 講談社選書メチエ ; 766

105 明治史講義  瀧井⼀博編 ; グローバル研究篇  筑摩書房 2022 16/C/1657 ちくま新書 ; 1657

106 愛国の起源 : パトリオティズムはなぜ保守思想となったのか  将基⾯貴⺒著  筑摩書房 2022 16/C/1658 ちくま新書 ; 1658

107 ⽇本⼈の神道 : 神・祭祀・神社の謎を解く  島⽥裕⺒著  筑摩書房 2022 16/C/1659 ちくま新書 ; 1659

108 建築家の解体  松村淳著  筑摩書房 2022 16/C/1660 ちくま新書 ; 1660

109 リスクを考える : 「専⾨家まかせ」からの脱却  吉川肇⼦著  筑摩書房 2022 16/C/1661 ちくま新書 ; 1661

110 インド宗教興亡史  保坂俊司著  筑摩書房 2022 16/C/1662 ちくま新書 ; 1662

111 間違いだらけの⾵邪診療 : その薬、本当に効果がありますか?  永⽥理希著  筑摩書房 2022 16/C/1663 ちくま新書 ; 1663

112 思春期の⽣と性 : ホンネで話そう ; 中学⽣編 ⽇本助産師 ⽇本助産師 367.9/SH

113 困難な時世  チャールズ・ディケンズ原作 ; ピーター・
バーンズ監督  アイ・ヴィー・シー 2012 778.8/KO

114 ピックウィックペーパーズ  ブライアン・ライトヒル監督 ; チャールズ・
ディケンズ原作 アイ・ヴィー・シー 2004 778.8/PI

⽂学

新書
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