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 書  名  編 著 者  出 版 社 出版年 ラベル番号 備考

リクエスト図書
1 医学⽣・研修医のための脳神経内科  改訂4版. --  神⽥隆著 中外医学社 2021 498.3/Mo82

2 脳卒中治療ガイドライン  ⽇本脳卒中学会脳卒中ガイドライン委
員会編集  協和企画 2021 493.73/NO/21

国家試験問題集
3 助産師国家試験予想問題 : ここがポイント助産師国家試験突破のコツ ;

2023.  助産師資格試験研究会  助産師資格試験研究会 2022 N039/JO/23 持出禁⽌

4 看護師国試必修問題完全予想550問  ; 2023  看護師国家試験対策プロジェクト編集  照林社 2022 N039/KA/23 持出禁⽌

5 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  ;
2023(第2版)  ⻄⽥幸典, 和泉澤千恵編著  メディカ出版 2022 N039/KO/23 持出禁⽌

6 出題基準別助産師国家試験問題 : 過去5回分完全収載! ; 2023年  ⼤橋⼀友医学監修 ; 葉久真理編集  メディカ出版 2022 N039/SH/23 持出禁⽌

7 出題基準別助産師国家試験重要問題集 : 第106回助産師国試対策ブッ
ク ; 2023年  ⼤橋⼀友医学監修 ; 葉久真理編集  メディカ出版 2022 N390/SH/23 持出禁⽌

8 できるナースと⾔われるために5年⽬までに知っておきたい108のこと  菊池亜季⼦編著代表  学研メディカル秀潤社 2022 N210/DE

9 看護にいかす画像の⾒かたガイド : X線・CT・MRI・エコーでアセスメントの精
度が上がる  林尚三編集  中央法規出版 2022 N212/KA

10 看護ケアの質評価と改善  ⽇本看護質評価改善機構編集  医学書院 2022 N227/KA

11 ほんとうの医療現場の話をしよう : 医学部を⽬指す君たちへ  ⾼須賀とき著  晶⽂社 2022 N230/HO

12 看護師採⽤試験⾯接試験攻略法 : 看護師就活のプロが教える⾯接の攻
略本 : ⾯接官に好印象をもたれる⾃⼰PRの作り⽅を徹底分析  改訂版. -  濱⽥安岐⼦監修 つちや書店 2022 N230/KA

13 ICUナースが書いた補助循環の管理がもっとできるようになる本  齋藤⼤輔著 ; ⼭下淳医学監修  照林社 2022 N545/IC

14 甲状腺疾患と乳がんのケア : 伊藤病院×相良病院  伊藤公⼀監修 ; 相良吉昭監修 ; ⽯
澤緑編著 ; 江⼝惠⼦編著  新興医学出版社 2022 N551/KO

15 はじめてでもやさしいナースができる透析運動療法  森⼭善⽂著  学研メディカル秀潤社 2022 N555/HA

16 ホントに不眠!?ナースのためのせん妄対策  ⼭川宣著  南江堂 2022 N740/HO

17 看護の現場ですぐに役⽴つ精神看護のキホン : 患者さんの⼼の健康を保つ
技術が⾝に付く!

 廣島⿇揚, 林世津⼦, 新榮こゆき, 稲
垣晃⼦著 秀和システム 2022 N740/KA ナースのためのスキルアップノート

18 Dr.阿南のABCDとキーワードで⽴ち向かう救急・急変 : ⼀歩先に動くナース
になる!  阿南英明著  メディカ出版 2022 N954/DR メディカのセミナー濃縮ライブシリーズ

19 ここからスタートアドバンス・ケア・プランニング : ACPがみえてくる新しいアプロー
チと実践例 : Support Timing Action Relation Talking  ⾓⽥ますみ編著  へるす出版 2022 490.14/KO

20 延びすぎた寿命 : 健康の歴史と未来  ジャン=ダヴィド・ゼトゥン著 ; 吉⽥春美
訳  河出書房新社 2022 490.2/NO

21 医療と戦時下の暮らし : 不確かな時空を⽣きる  新村拓著  法政⼤学出版局 2022 490.21/IR

22 教科書には載っていない調査研究がうまくいくコツ  板垣貴志著  クロスメディア・パブリッシング 2022 490.7/KY

23 論⽂図表を読む作法 : はじめて出会う実験&解析法も正しく解釈! : ⽣命
科学・医学論⽂をスラスラ読むためのFigure事典  ⽜島俊和, 中⼭敬⼀編集  ⽺⼟社 2022 490.7/RO 実験医学 ; 別冊

24 必修問題 　 2023(第24版). --1  国試対策問題編集委員会編集  メディックメディア 2022 490.79/QU/23-
7Z-1

25 必修問題 　 2023(第24版). --2  国試対策問題編集委員会編集  メディックメディア 2022 490.79/QU/23-
7Z-2

26 必修問題 　 2023(第24版). --3  国試対策問題編集委員会編集  メディックメディア 2022 490.79/QU/23-
7Z-3

27 病態⽣理学 : つなげてみたらドンドンわかる!  橋本さとみ編著  学研メディカル秀潤社 2022 491.6/BY

28 システマティックレビュー メタアナリシス/Minds ガイドラインを書き
始める⽅へ / 堀⽥信之著  克誠堂出版 2022 492.07/SH

29 ⼈⼯呼吸管理はじめの⼀歩 : 適応、モード設定から管理・離脱、トラブル対
応まで、まるっとわかる!すぐできる!  ⽅⼭真朱編  ⽺⼟社 2022 492.28/JI

30 エンドオブライフケア : すべての⼈の命とくらしのために  平原佐⽃司, 荻野美恵⼦編 南⼭堂 2022 492/EN

31 できる!糖尿病診療 : みんなの疑問はこれで解決  辻本哲郎著  南江堂 2022 493.123/DE

32 ⼼不全栄養バイブル  明⽯嘉浩編集 ; ⽊⽥圭亮編集 ; 鈴
⽊規雄編集  中外医学社 2022 493.23/SH

33 COPD(慢性閉塞性肺疾患)診断と治療のためのガイドライン  第6版. --  ⽇本呼吸器学会COPDガイドライン第6
版作成委員会編集 ; 2022  ⽇本呼吸器学会 2022 493.38/CO

34 医者の僕が認知症の⺟と過ごす23年間のこと  森⽥豊著  ⾃由国⺠社 2022 493.75/IS

35 これでわかる認知症診療 : かかりつけ医と研修医のために  浦上克哉著  改訂第3版. -- 南江堂 2022 493.75/KO

36 認知症ケアのための⼼理アセスメントと⼼理⽀援 : ⾼齢者の⼼理臨床ハンド
ブック  ⼩海宏之, 若松直樹, 川⻄智也編著 ⾦剛出版 2022 493.75/NI

37 統合失調症薬物治療ガイドライン  ⽇本神経精神薬理学会, ⽇本臨床精
神神経薬理学会編集 ; 2022 医学書院 2022 493.76/TO

38 ⼦どものくすり便利帳  ⼩嶋純, ⽶⼦真記編集 南⼭堂 2022 493.92/KO

39 ⼩児の頭蓋健診・治療ハンドブック : ⾚ちゃんの頭のかたちの診かた  ⽇本頭蓋健診治療研究会編著  メディカ出版 2022 493.92/SH

40 ⾷物アレルギー診療ガイドライン  ⽇本⼩児アレルギー学会⾷物アレルギー
委員会作成 ; 2021  協和企画 (発売) 2021 493.931/SH

41 BSケア基本の型 : ⾚ちゃんの⺟乳吸啜メカニズムに基づく乳房ケア : 新たな
知⾒・イラストの追加で、さらに分かりやすく!  寺⽥恵⼦, 浅野美智留著 ⽇総研出版 2022 493.98/KI

42 がん患者の意思決定⽀援 : 成功の秘訣  堀謙輔著  中外医学社 2022 494.5/GA

43 リハビリの⼼と⼒ : かかわることで学んだ輝く命のstory  第3版. --  稲川利光著  学研メディカル秀潤社 2022 494.78/RI
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44 現場の疑問に答える周産期医療Q&A  伊東宏晃編  中外医学社 2022 495.5/GE

45 医療情報技師能⼒検定試験過去問題・解説集  ⽇本医療情報学会医療情報技師育成
部会編集  南江堂 2022 498.16/IR/22

46 電⼦カルテデータ解析 : 医療⽀援のためのエビデンス・ベースド・アプローチ  横⽥治夫著  共⽴出版 2022 498.163/DE

47 原爆投下、⽶国⼈医師は何を⾒たか : マンハッタン計画から広島・⻑崎ま
で、隠蔽された真実

 ジェームズ・L・ノーラン Jr.著 ; 藤沢町⼦
訳  原書房 2022 498.3/Mo82

48 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
⼼」をサポートする!  -- 令和4年診療報酬改定対応第3版. --

 荒神裕之, 坂井暢⼦著 ; 雜賀智也編
著 秀和システム, 2022 498.3/Mo82 ナースのためのスキルアップノート

49 ヒトデとクモヒトデ : 謎の☆ (ほし) 形動物  藤⽥敏彦著  岩波書店 2022 498.3/Mo82 岩波科学ライブラリー ; 313

50 オーソモレキュラー医学⼊⾨  エイブラム・ホッファー, アンドリュー・W.ソウ
ル著 ; 中村篤史訳 論創社 2019 498.58/OS

51 with コロナ時代に役⽴つ : ICT活動の進め⽅マニュアル : タスクごとだからわ
かりやすい!  塚⽥真⼸編著  メディカ出版 2022 498.6/IN/23 Infection control ; 2022年夏季増刊(通巻

375号)

52 不⾃然な死因 : イギリス法医学者が⾒てきた死と⼈⽣  リチャード・シェパード著 ; ⻑澤あかね訳  ⼤和書房 2022 498.9/FU

53 医療情報 　 ; 医学・医療編 第7版. --  ⽇本医療情報学会医療情報技師育成
部会編

 ⽇本医療情報学会医療情報
技師育成部会 2022 498/IR

54 医療情報 　 ; 情報処理技術編 第7版. --  ⽇本医療情報学会医療情報技師育成
部会編

⽇本医療情報学会医療情報技
師育成部会 2022 498/IR

55 21世紀の予防医学・公衆衛⽣ : 社会・環境と健康  町⽥和彦, 岩井秀明, 扇原淳編著 杏林書院 2022 498/NI

56 SDGsの時代に探究・研究を進めるガイドブック : 社会からはじまり社会にめぐ
る、科学の考え⽅  狩野光伸著  培⾵館 2022 002.7/SD

57 思考の庭のつくりかた : はじめての⼈⽂学ガイド  福嶋亮⼤著  星海社 2022 002/SH 星海社新書 ; 221

58 デジタル・ファシズム : ⽇本の資産と主権が消える  堤未果著  NHK出版 2021 007.3/DE NHK出版新書 ; 655

59 ⾃分の頭で考える読書 : 変化の時代に、道が拓かれる「本の読み⽅」  荒⽊博⾏著  ⽇本実業出版社 2022 019/JI

60 やらかした時にどうするか  畑村洋太郎著  筑摩書房 2022 141.5/YA ちくまプリマー新書 ; 404

61 庶⺠の⽇本史 : ねずさんが描く「よろこびあふれる楽しい国」の⼈々の物語  小名木善行著  グッドブックス 2021 210.1/SH

62 この国の戦争 : 太平洋戦争をどう読むか  奥泉光, 加藤陽⼦著 河出書房新社 2022 210.75/KO 河出新書 ; 050

63 そもそも⺠主主義ってなんですか? : 知識ゼロからわかる!  宇野重規著  東京新聞 2022 311.7/SO

64 13歳からの地政学 : カイゾクとの地球儀航海  田中孝幸著  東洋経済新報社 2022 312.9/JU

65 ブラックアウト : アメリカ⿊⼈による、"⺠主党の新たな奴隷農場"からの独⽴
宣⾔

 キャンディス・オーウェンズ著 ; 我那覇
真子訳 ; 福島朋子共同翻訳

 方丈社 2022 316.8/BU

66 統計で騙されない10の⽅法 = The data detective:ten easy rules to
make sense of statistics  ティム・ハーフォード著 ; 上原裕美子訳  日経BP日本経済新聞出版 2022 350.1/TO

67 性暴⼒をめぐる語りは何をもたらすのか : 被害者⾮難と加害者の他者化  前之園和喜著  勁草書房 2022 368.6/SE

68 イラストでわかる対⼈援助職のためのコミュニケーションと⾯接技術  須藤昌寛著  中央法規出版 2022 369.1/IR

69 シンクロと⾃由  村瀬孝生著  医学書院 2022 369.2/SH シリーズケアをひらく

70 地域包括ケアシステムの深化と医療が⽀えるまちづくり : ソーシャルインクルー
ジョンとSDGs  田城孝雄, 内田要編  東京大学出版会 2022 369.26/CH

71 学校はなぜ退屈でなぜ⼤切なのか  広田照幸著  筑摩書房 2022 370/GA ちくまプリマー新書 ; 401

72 ⼦育てとケアの原理 = Principles of child-rearing and care  新版. --  望月雅和編著 ; 西村美東士 [ほか] 著 北樹出版 2022 370/KO

73 私たちはどう学んでいるのか : 創発から⾒る認知の変化  鈴木宏昭著  筑摩書房 2022 370/WA ちくまプリマー新書 ; 403

74 科研費獲得の⽅法とコツ : 実例とポイントでわかる申請書の書き⽅と応募戦
略  改訂第8版. --  児島将康著 羊土社 2022 377.7/KA

75 学⽣相談カウンセラーと考えるキャンパスの危機管理 : 効果的な学内研修の
ために

 全国学生相談研究会議編 ; 杉原保史
編集代表

 遠見書房 2022 377.9/GA

76 チームで育む病気の⼦ども : 新しい病弱教育の理論と実践 　 改訂版. --  松浦俊弥編著 ; 牛島洋景 [ほか執筆] 北樹出版 2022 378.4/CH

77 ⾼校⽣からわかる統計解析  涌井良幸著  ベレ出版 2022 417/KO 専門数学への懸け橋

78 やさしく学ぶ統計データリテラシー  江口翔一, 太田家健佑, 朝倉暢彦共著 培風館 2022 417/YA

79 ⼀⽣モノの物理学 : ⽂系でもわかるビジネスに効く教養  鎌⽥浩毅, ⽶⽥誠著 祥伝社 2022 420/IS

80 くだらないものがわたしたちを救ってくれる  キム・ジュン著 ; 米津篤八訳  柏書房 2022 467.2/KU

技術・⼯学・⼯業
81 IT戦争の⽀配者たち : 「半導体不⾜」で⼤崩壊する⽇本の産業  深田萌絵著  清談社Publico 2022 549.8/IT

産業
82 何が記者を殺すのか : ⼤阪発ドキュメンタリーの現場から  斉加尚代著  集英社 2022 699.64/NA 集英社新書 ; 1110B

83 思考を鍛えるライティング教育 : 書く・読む・対話する・探究する⼒を育む  井下千以⼦編著  慶應義塾⼤学出版会 2022 816/SH

84 愛は忍ぶ 三浦綾⼦物語 : 挫折が拓いた⼈⽣  三浦綾⼦著 ; ⽇本キリスト教団出版局
編  ⽇本キリスト教団出版局 2022 910.268/MI

⽂学

総記

哲学

社会科学

⾃然科学

歴史

⾔語



 書  名  編 著 者  出 版 社 出版年 ラベル番号 備考

85 夜に星を放つ  窪美澄著  ⽂藝春秋 2022 913.6/KU

86 おいしいごはんが⾷べられますように  ⾼瀬隼⼦著  講談社 2022 913.6/TA

87 パンチパーマの猫  新装版.  群ようこ著  ⽂藝春秋 2022 914.6/MU ⽂春⽂庫 ; [む-4-22]

88 50歳からの科学的「筋⾁トレーニング」 : 若いときとは違う体をどう鍛えるか  フィンク・ジュリウス著  講談社 2022 02/B/2209 ブルーバックス ; B-2209

89 いま、この惑星で起きていること : 気象予報⼠の眼に映る世界  森さやか著  岩波書店 2022 08/I/954 岩波ジュニア新書 ; 954

90 応援消費 : 社会を動かす⼒  ⽔越康介著  岩波書店 2022 13/I/1934 岩波新書 ; 新⾚版 1934

91 哲⼈たちの⼈⽣談義 : ストア哲学をよむ  國⽅栄⼆著  岩波書店 2022 13/I/1935 岩波新書 ; 新⾚版 1935

92 曾国藩 : 「英雄」と中国史  岡本隆司著  岩波書店 2022 13/I/1936 岩波新書 ; 新⾚版 1936

93 森鷗外 : 学芸の散歩者  中島国彦著  岩波書店 2022 13/I/1937 岩波新書 ; 新⾚版 1937

94 現代メディア哲学 : 複製技術論からヴァーチャルリアリティへ  ⼭⼝裕之著 講談社 2022 15/K/769 講談社選書メチエ ; 769

95 思想史講義 ; ⼤正篇  ⼭⼝輝⾂, 福家崇洋編 筑摩書房 2022 16/C/1673 ちくま新書 ; 1673

96 今すぐ格差を是正せよ!  ベン・フィリップス著 ; ⼭中達也, 深澤光
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