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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 ⼈間ってなんだ  鴻上尚史[著]  講談社 2022 914.6/KO 講談社+α新書 ; 855-1C

国家試験問題集
2 まるカン : ここは絶対〇 (まる) をとる!看護師国家試験頻出ポイント : 看護

師国家試験対策ブック  まるカン編集委員会編著 ; 2023  メディカ出版 2022 N039/MA/23 持出禁⽌

3 災害時の地域における医療・看護  医学映像教育センター制作著作  医学映像教育センター 2016 498.3/Mo82 看護教育シリーズ. 目で見る災害看護 vol.2

4 Sonita  a film by Rokhsareh Ghaem Maghami  United People 2018 778.7/SO 教育機関向けDVD

5 精神疾患をもつ療養者の看護  医学映像教育センター制作著作  医学映像教育センター 2015 N820/ME/6
看護教育シリーズ  目で見る訪問看護  Vol.
6

6 これぞ究極の褥瘡・創傷ケア : ⽬からうろこの、あっと驚く⼯夫と秘訣  ⽔原章浩著  医学と看護社 2022 N211/KO かゆいところに⼿がとどく⼼得シリーズ ; 9

7 看護師のための臨床輸⾎ : 学会認定・臨床輸⾎看護師テキスト  第3版. -
-

 学会認定・臨床輸⾎看護師制度カリ
キュラム委員会編集  中外医学社 2022 N212/KA

8 看護診断の看護過程ガイド : ゴードンの機能的健康パターンに基づくアセスメ
ント  上野栄⼀, ⻄⽥直⼦編集 中央法規出版 2022 N220/KA

9 Outcome assessment in advanced practice nursing  Ruth M. Kleinpell, editor ; pbk. Springer Publishing
Company 2021 N227/OU

10 この国の医療のかたち医療政策の動向と課題 : 2025年のヘルスケアシステム  尾形裕也著  ⽇本看護協会出版会 2022 N230/KO 看護管理実践Guide

11 仕事も⼈間関係もうまくいく⽅法を語ってみた。 : 新⼈・若⼿ナースに捧ぐ  Nバク著  ⽇本看護協会出版会 2022 N230/SH

12 新⽣児の⽣理・徴候と代表的疾患まるごとガイド : ケアの介⼊・搬送・報告の
タイミングが変わる!  内⼭温編著  メディカ出版 2022 N380/WI/22

13 NEWはじめての婦⼈科看護 : “なぜ"からわかる、ずっと使える!  永野忠義編著  メディカ出版 2022 N561/HA

14 ぎゅっと⽿⿐咽喉科看護  東野正明編 ; ⼤阪医科薬科⼤学病院
⽿⿐咽喉科・頭頸部外科病棟著  メディカ出版 2022 N565/GY

15 精神看護学実習ハンドブック  ⽇本精神科看護協会監修 ; 草地仁史 ; 中村博
⽂ ; 畠⼭卓也 ; 三⾕梨絵⼦ ; 若井亮治編集  中央法規出版 2022 N700/SE

16 器械出しと外回りがまるっとわかる!⼼臓⾎管外科⼿術実践マニュアル  進藤俊哉編集  メディカ出版 2022 N951/OP/22 Ope nursing ; 2022年秋季増刊(通巻501号)

17 周術期看護 : 安全・安楽な看護の実践  改訂第2版. --  坂本⽂⼦指導  インターメディカ 2022 N951/SH

18 ICUナースの知恵袋  藤野智⼦編集 = Intensive Care
Nurse's Answers  照林社 2022 N953/IC

19 ICUナースが書いた⼈⼯呼吸器離脱のアセスメントがもっとできるようになる本  ⽊村理加著 ; 宮崎裕也医学監修  照林社 2022 N953/IC

20 世界の現場から実践SDGs : 格差・環境・⾷糧問題の現実解  日経サイエンス編集部編  日経サイエンス 2022 405/BE/253 別冊日経サイエンス ; 253

21 医療系を志す⼈のための基礎数学 : 微積分から統計学へ  森淳秀著  共立出版 2020 410/IR

22 標準ベイズ統計学  ピーター・D・ホフ著 ; ⼊江薫, 菅澤翔之
助, 橋本真太郎訳 朝倉書店 2022 417/HY

23 ⽣存時間解析 : SASによる⽣物統計 -- 第2版  大橋靖雄, 浜田知久馬, 魚住龍史著 東京大学出版会 2022 461.9/SE

24 ⼈は死ねない : 超⻑寿時代に向けた20の視点  奥真也著  晶⽂社 2022 490.14/HI

25 死にゆくあなたへ : 緩和ケア医が教える⽣き⽅・死に⽅・看取り⽅  アナ・アランチス著 ; 鈴⽊由紀⼦訳 =
Death Is a Day Worth Living  ⾶⿃新社 2022 490.14/SH

26 押さえておきたい臨床統計の勘所 : ⼊⾨から実践的アプローチまで  折笠秀樹著  ライフサイエンス出版 2022 490.19/OS

27 時間がなくても、お⾦がなくても、英語が苦⼿でも、論⽂を書く技法 : 臨床医
による臨床医のための3step論⽂作成術 　 改訂2版. --  ⽊下晃吉著  中外医学社 2022 490.7/JI

28 ユニークな実験動物を⽤いた医学研究  花園豊編  医⻭薬出版 2022 490.76/YU 別冊・医学のあゆみ

29 医師国家試験問題解説  国試対策問題編集委員会編集 ; 第
116回[セット]  MEDIC MEDIA 2022 490.79/IS/116

30 脳と神経のしくみ・はたらきゆるっと事典 : 学び始めに最適!!  坂井建雄監修 , 徳永明⼦イラスト , 阿
久津裕彦メディカルイラスト 永岡書店 2022 491.17/NO

31 ⾯⽩くて眠れなくなるウンチ学  左巻健男著  PHPエディターズ・グループ 2022 491.346/OM

32 糖尿病治療ガイド  ⽇本糖尿病学会編・著 ; 2022-2023  ⽂光堂 2022 493.12/TO/22-23

33 結局、腸が9割 : 名医が教える「腸」最強の健康法  川本徹著  アスコム 2022 493.46/KE

34 暮らしを診るこころの訪問診療  ⻘⽊藍著  ⽇本評論社 2022 493.72/KU

35 精神科の薬-抗精神病薬・抗うつ薬・睡眠薬・抗認知症薬…-はや調べノート : これだけは
押さえておきたい : 薬の特徴が⼀⽬がわかってすべての科のケアに⽣かせる  改訂2版.

 杉⽥尚⼦編集 ; 諏訪太朗編集 ; 村
井俊哉監修 メディカ出版 2022 493.72/SE

36 精神科の薬について知っておいてほしいこと : 作⽤の仕⽅と離脱症状  J・モンクリフ著 ; ⽯原孝⼆ [ほか] 訳  ⽇本評論社 2022 493.72/SE

37 勝⼿にせん妄検定 : 50厳選問題  井上真⼀郎著 ; 岡⼭⼤学病院精神科
リエゾンチーム監修 ; 横林恵理⼦イラスト  中外医学社 2022 493.73/KA

38 国⽴⻑寿医療研究センター開発コグニサイズ⼊⾨ : 楽しく取り組む認知症予
防  島⽥裕之, 李相侖編  医⻭薬出版, 2022 493.75/KO

39 僕は死なない⼦育てをする : 発達障害と家族の物語  遠藤光太著  創元社 2022 493.76/BO

40 ⼈体vsウイルス : 驚異の免疫ネットワーク  NHKスペシャル「⼈体」取材班 ; 坂元志
歩著  医学書院 2022 493.87/JI NHKスペシャル

41 ⼩児在宅⼈⼯呼吸療法マニュアル : ⼦どもと家族を⽀える医療者のための
第2版

 ⽇本呼吸療法医学会⼩児在宅⼈⼯呼
吸検討委員会編著 メディカ出版 2022 493.92/SH
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 書  名  編 著 者  出 版 社 出版年 ラベル番号 備考

42 感覚過敏の僕が感じる世界  加藤路瑛著  ⽇本実業出版社 2022 493.937/KA

43 脳性⿇痺と周産期合併症 イベントとの関連 : 最新の知⾒ / 松⽥義
雄, 佐藤昌司, 藤森敬也編集 メジカルビュー社 2021 493.937/NO

44 新⽣児科医・⼩児科医ふらいと先⽣の⼦育て「これってほんと?」答えます  今⻄洋介監修 ; おおのたろうイラスト  ⻄東社 2022 493.98/SH

45 褥瘡予防のためのポジショニングとケア : QOLを⾼める!  ⽔原章浩監修  ナツメ社 2022 494.8/JO

46 ⽣きづらさを診る産婦⼈科学 : 医師と助産師で考えてきたこと  中井祐⼀郎 , ⽐名朋⼦著  中外医学社 2022 495.5/IK

47 年報医事法学  ⽇本医事法学会編 = Journal of
Medical Law ; 37(2022)  ⽇本評論社 2022 498.12/NE/37

48 病院清掃というお仕事 : いま求められている環境サービス  ⽇本病院清掃協会著  朝⽇出版社 2022 498.16/BY

49 ⽇本インテリジェンス史 : 旧⽇本軍から公安、内調、NSCまで  ⼩⾕賢著  中央公論新社 2022 498.3/Mo82 中公新書 ; 2710

50 その調理、9割の栄養捨ててます!  東京慈恵会医科⼤学附属病院栄養部
監修  世界⽂化社 2017 498.55/SO

51 CKDの最新⾷事療法のなぜに答える ; 基礎編Ver.2  中尾俊之 [ほか] 編  医⻭薬出版 2021 498.58/EI 臨床栄養 ; 別冊 . 栄養指導・管理のためのスキル
アップシリーズ

52 CKDの最新⾷事療法のなぜに答える ; 実践編Ver.2  ⾦澤良枝 [ほか] 編  医⻭薬出版 2022 498.58/EI 臨床栄養 ; 別冊 . 栄養指導・管理のためのスキル
アップシリーズ

53 CKDの最新⾷事療法のなぜに答える ; 透析編  中尾俊之 [ほか] 編  医⻭薬出版 2022 498.58/EI 臨床栄養 ; 別冊 . 栄養指導・管理のためのスキル
アップシリーズ

54 Covid-19の倫理学 : パンデミック以後の公衆衛⽣  児⽟聡  ナカニシヤ出版 2022 498.6/CO 京都⼤学「⽴ち⽌まって、考える」連続講義シリーズ
; 01

55 ココが知りたい清拭クロスを使った清掃・消毒 : 医療・介護福祉現場における
環境消毒のコツ  笹原鉄平著  ヴァンメディカル 2022 498.6/KO

56 ⼦どもの保健 : 健康と安全 : 保育者・養護教諭を⽬指す⼈のための 　 第2
版.  ⼩國美也⼦編著 ; ⼤澤眞⽊⼦監修  へるす出版 2018 498.7/KO

57 ⼦育て世代包括⽀援事業産前・産後ケア : ここから始まるコミュニティづくり  福島富⼠⼦監修  財界研究所 2021 498.7/KO

58 ⼦産みを⽀えた政策と助産者のケアする⼒ : 「⺟⼦健康センター事業」全58
年の盛衰から  中⼭まき⼦著  ⽇本評論社 2022 498.7/KO

59 ⾻は知っている : 声なき死者の物語  スー・ブラック著 ; 宮﨑真紀訳  亜紀書房 2022 498.9/HO

60 医療情報 　　 第7版.  ⽇本医療情報学会医療情報技師育成
部会編集 ; 医療情報システム編

 ⽇本医療情報学会医療情報
技師育成部会 2022 498/IR

61 ⽇本保健医療⾏動科学会雑誌 ; 2013 Vol.28 No.1 - 2022 Vol.37
No.1 ⽇本保健医療⾏動科学会  ⽇本保健医療⾏動科学会 2013 498/NI/37-1

62 Moonshot : ファイザー不可能を可能にする9か⽉間の闘いの内幕  アルバート・ブーラ著 ; 柴⽥さとみ訳  光⽂社 2022 499/MO

63 攻撃される知識の歴史 : なぜ図書館とアーカイブは破壊され続けるのか  リチャード・オヴェンデン著 ; 五⼗嵐加奈
⼦訳  柏書房 2022 010.2/KO

64 論語 : 関⻄弁超訳  孔⼦と弟⼦たち語り ; ⼋⽥真太超訳・
解説  アールズ出版 2012 123.83/RO

65 百歳回想法  ⿊川由紀⼦⽂ ; ⼩野庄⼀写真 ; ⽉
刊ソトコト編集部編集  ⽊楽舎 2003 146.8/HY ソトコトclassics

66 ⼭の神秘と⽇本⼈ : なぜ⼭に惹かれるのか  秋⼭眞⼈著  さくら舎 2022 147/YA

67 考えるあなたのための倫理⼊⾨  メアリー・ウォーノック著 ; ⾼屋景⼀訳  春秋社 2022 150/KA

68 ありがとうの神様  ⼩林正観著  ダイヤモンド社 2015 159/AR

69 斎藤⼀⼈⼈は考え⽅が9割! : 絶対いいことが起こる!!  斎藤⼀⼈, 柴村恵美⼦著 PHP研究所 2021 159/SA

70 不登校の⼥⼦⾼⽣が⽇本トップクラスの同時通訳者になれた理由  田中慶子著  祥伝社 2022 289.1/TA 祥伝社⻩⾦⽂庫 ; Gた27-1

71 ロバート・オッペンハイマー : 愚者としての科学者  藤永茂著  筑摩書房 2021 289.3/OP ちくま学芸⽂庫 ; [フ47-1]

72 ⼈間関係を半分降りる : 気楽なつながりの作り⽅  鶴見済著  筑摩書房 2022 361.4/NI

73 ストーリーが世界を滅ぼす : 物語があなたの脳を操作する  ジョナサン・ゴットシャル著 ; 月谷真紀
訳

 東洋経済新報社 2022 361.4/SU

74 デマの影響⼒ : なぜデマは真実よりも速く、広く、⼒強く伝わるのか?  シナン・アラル著 ; 夏目大訳  ダイヤモンド社 2022 361.45/DE

75 ヘルパーと⾼齢者のちょっと素敵な時間  向山久美著  ドメス出版 2022 369.26/HE

76 認知症⾼齢者とセクハラ
 荒木乳根子著 ; 村上久美子著 ; 堀内園子著 ; 戸
谷幸佳著 ; 岡田まり著 ; 横井真弓著 ; 塙真美子著
; 田中聡子著 ; 北條正崇著

 日本看護協会出版会 2022 369.26/NI Nursing Todayブックレット ; 15

77 みんなでできる医療的ケア児サポートBOOK  冨田直編著代表  照林社 2022 369.49/MI

78 ルポ誰が国語⼒を殺すのか  石井光太著  文藝春秋 2022 372.1/RU

79 保育者ができる気になる⾏動を⽰す幼児への⽀援 : 応⽤⾏動分析学に基
づく実践ガイドブック  永冨大舗, 原口英之編著 学苑社 2021 376.11/HO

80 狙って獲りにいく!科研費 : 採択される申請書のまとめ⽅  中嶋亮太  すばる舎 2022 377.7/NE

81 発達障害の早期療育とペアレント・トレーニング : 親も保育⼠も、いつでもはじ
められる・すぐに使える  上野良樹, 作業療法チーム著 ぶどう社 2021 378/HA

技術・⼯学・⼯業
82 快適なトイレ : 便利・清潔・安⼼して滞在できる空間  日本トイレ協会編  柏書房 2022 518/KA

83 世界⼀受けたい出産準備の講義  佐藤彩那著  クロスメディア・パブリッシング 2022 598.2/SE

産業
84 タネが危ない  野口勲著  日本経済新聞出版社 2011 615.2/TA

85 健康で⽂化的な最低限度の⽣活  柏⽊ハルコ著 ; 11  ⼩学館 2022 726.1/KE/11 ビッグコミックス

総記

哲学

社会科学

芸術

歴史



 書  名  編 著 者  出 版 社 出版年 ラベル番号 備考

86 スポーツ健康科学  佐藤洋編集  みらい 2022 780.19/SU みらいスポーツライブラリー

87 登⼭のダメージ&体のトラブル解決法 : ⼭岳ドクターがアドバイス  ⽊元康晴編  ⼭と溪⾕社 2022 786.1/TO

88 新しい英語⼒の教室 : 同時通訳者が教える本当に使える英語術  ⽥中慶⼦著  インプレス 2022 830.7/AT できるビジネス

89 「英語が読める」の9割は誤読 : 翻訳家が教える英⽂法と語彙の罠  越前敏弥著  ジャパンタイムズ出版 2021 837.5/EI

90 ミシンと⾦⿂  永井みみ著  集英社 2022 913.6/MI

91 花束は毒  織守きょうや著  ⽂藝春秋 2021 913.6/OR

92 「修養」の⽇本近代 : ⾃分磨きの150年をたどる  ⼤澤絢⼦著  NHK出版 2022 01/N/1274 NHKブックス ; 1274

93 天変地異の地球学 : 巨⼤地震、異常気象から⼤量絶滅まで  藤岡換太郎著  講談社 2022 02/B/2210 ブルーバックス ; B-2210

94 病原体の世界 : 最⼩にして⼈類最⼤の宿敵 : 歴史をも動かすミクロの攻防  旦部幸博, 北川善紀著 講談社, 2022 02/B/2211 ブルーバックス ; B-2211

95 京都の⼭と川 : 「⼭紫⽔明」が伝える千年の都  鈴⽊康久, ⾁⼾裕⾏著 中央公論新社 2022 07/C/2711 中公新書 ; 2711

96 韓国併合 : ⼤韓帝国の成⽴から崩壊まで  森万佑⼦著  中央公論新社 2022 07/C/2712 中公新書 ; 2712

97 「美味しい」とは何か : ⾷からひもとく美学⼊⾨  源河亨著  中央公論新社 2022 07/C/2713 中公新書 ; 2713

98 国鉄 : 「⽇本最⼤の企業」の栄光と崩壊  ⽯井幸孝著  中央公論新社 2022 07/C/2714 中公新書 ; 2714

99 躍動する⼥神たち  沖⽥瑞穂著  岩波書店 2022 08/I/955 岩波ジュニア新書 ; 955

100 鎌倉武⼠の⽣活 : 16テーマで知る  ⻄⽥友広著  岩波書店 2022 08/I/956 岩波ジュニア新書 ; 956

101 アメリカとは何か : ⾃画像と世界観をめぐる相剋  渡辺靖著  岩波書店 2022 13/I/1938 岩波新書 ; 新⾚版 1938

102 ミャンマー現代史  中⻄嘉宏著  岩波書店 2022 13/I/1939 岩波新書 ; 新⾚版 1939

103 江⼾漢詩の情景 : ⾵雅と⽇常  揖斐⾼著  岩波書店 2022 13/I/1940 岩波新書 ; 新⾚版 1940

104 歴史学者という病  本郷和⼈著  講談社 2022 14/K/2670 講談社現代新書 ; 2670

105 ほんとうの定年後 : 「⼩さな仕事」が⽇本社会を救う  坂本貴志著  講談社 2022 14/K/2671 講談社現代新書 ; 2671

106 英語は決まり⽂句が8割 : 今⽇から役⽴つ「定型表現」学習法  中⽥達也著  講談社 2022 14/K/2672 講談社現代新書 ; 2672

107 農協の闇 (くらやみ)  窪⽥新之助著  講談社 2022 14/K/2673 講談社現代新書 ; 2673

108 アトランティス=ムーの系譜学 : 〈失われた⼤陸〉が映す近代⽇本  庄⼦⼤亮著  講談社 2022 15/K/770 講談社選書メチエ ; 770

109 英語教育論争史  江利川春雄著  講談社 2022 15/K/771 講談社選書メチエ ; 771

110 ⽇朝交渉30年史  和⽥春樹著  筑摩書房 2022 16/C/1680 ちくま新書 ; 1680

111 超訳芭蕉百句  嵐⼭光三郎著  筑摩書房 2022 16/C/1681 ちくま新書 ; 1681

112 図書館の⽇本⽂化史  ⾼⼭正也著  筑摩書房 2022 16/C/1682 ちくま新書 ; 1682

113 嘉吉の乱 : 室町幕府を変えた将軍暗殺  渡邊⼤⾨著  筑摩書房 2022 16/C/1683 ちくま新書 ; 1683

114 アスリート盗撮  共同通信運動部編  筑摩書房 2022 16/C/1684 ちくま新書 ; 1684

115 絶望に寄りそう聖書の⾔葉  ⼩友聡著  筑摩書房 2022 16/C/1685 ちくま新書 ; 1685

116 「本⼈の意思確認不能」「キーパーソン不明」が困難ケースでなくなる⽇ : ⾼
齢おひとりさま社会の⽣前契約  地域の包括的な医療に関する研究会編  へるす出版 2022 18/H/026 へるす出版新書 ; 026

117 コロナ禍を超え、ジェンダー平等社会の実現を  ⽇本婦⼈団体連合会編  ほるぷ出版 2022 367.21/JO/22 持出禁⽌

118 地域保健・健康増進事業報告  厚生労働省政策統括官(統計・情報政
策、労使関係担当)編 ; 令和2年度

 厚生労働統計協会 2022 498.1/CH/20 持出禁止

119 保育⽩書  全国保育団体連絡会, 保育研究所編 ;
2022年版

ちいさいなかま社 2022 369.42/HO/22 持出禁止
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