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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 ⼼電図ハンター : ⼼電図×⾮循環器医 1  増井伸⾼著 中外医学社 2016 492.12/SH/1

2 ⼼電図ハンター : ⼼電図×⾮循環器医 2  増井伸⾼著 中外医学社 2016 492.12/SH/2

洋書
3 Migrant workers in contemporary Japan : an institutional

perspective on transnational employment
 by Kiyoto Tanno ; translated by Teresa
Castelvetere ; : hardcover, : softcover

Trans Pacific Press 2013 366.8/MI Japanese society series

4 Heat wave : a social autopsy of disaster in Chicago  Eric Klinenberg  University of Chicago Press 2015 369.3/HE

国家試験問題集
5 看護師国試過去問解説集 ; 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

6 満点獲得!看護師国試完全予想模試 ; 2023年版  藤原郁,三吉友美⼦,⼭⽥静⼦編著 成美堂出版 2022 N039/MA/23 持出禁⽌

7 パッドマン5億⼈の⼥性を救った男 : Pad man  R. バールキ監督・脚本
 ソニー・ピクチャーズエンタテイ
ンメント

2019 778/PA 視聴覚資料

8 健康づくりの仕組みを知る  ⼩野雅司 [ほか] 著  東京化学同⼈ 2022 N080/KI/5 基本を学ぶ看護シリーズ / 草間朋⼦, 脊⼭洋右監
修 ; 5

9 ⾼齢者の健康と障害　第6版  堀内ふき, 諏訪さゆり, ⼭本恵⼦編 メディカ出版 2021 N080/NA ナーシング・グラフィカ ; . ⽼年看護学/ロウネン カンゴ
ガク ; 1

10 ⾼齢者看護の実践 　第5版  堀内ふき, 諏訪さゆり, ⼭本恵⼦編 メディカ出版 2021 N080/NA ナーシング・グラフィカ ; . ⽼年看護学/ロウネン カンゴ
ガク ; 2

11 成⼈看護学概論 　第5版  安酸史⼦, 鈴⽊純恵, 吉⽥澄恵編 メディカ出版 2022 N080/NA ナーシング・グラフィカ ; . 成⼈看護学/セイジン カンゴ
ガク ; 1

12 健康危機状況 -- 第2版 セルフケアの再獲得 / 吉⽥澄恵, 鈴⽊純
恵, 安酸史⼦編 メディカ出版 2022 N080/NA ナーシング・グラフィカ ; . 成⼈看護学/セイジン カンゴ

ガク ; 2

13 周術期看護 -- 第4版  中島恵美⼦, ⼭﨑智⼦, ⽵内佐智恵
編 メディカ出版 2022 N080/NA ナーシング・グラフィカ ; . 成⼈看護学/セイジン カンゴ

ガク ; 4

14 リハビリテーション看護  -- 第4版  奥宮暁⼦, ⾦城利雄, ⽯川ふみよ編 メディカ出版 2022 N080/NA ナーシング・グラフィカ ; . 成⼈看護学/セイジン カンゴ
ガク ; 5

15 緩和ケア  第3版. --  宮下光令編 メディカ出版 2022 N080/NA ナーシング・グラフィカ ; . 成⼈看護学/セイジン カンゴ
ガク ; 6

16 ⽼年看護学概論 第5版. -- ⽼年保健 / ⻲井智⼦編集 メヂカルフレンド社 2020 N080/SH 新体系看護学全書 ; . ⽼年看護学/ロウネン カンゴ
ガク ; 1

17 健康障害をもつ⾼齢者の看護  第5版. --  ⻲井智⼦編集 メヂカルフレンド社 2020 N080/SH 新体系看護学全書 ; . ⽼年看護学/ロウネン カンゴ
ガク ; 2

18 急性期看護 : クリティカルケア  第2版. --  益⽥美津美編集  メヂカルフレンド社 2021 N080/SH 新体系看護学全書 ; . 経過別成⼈看護学/ケイカ
ベツ セイジン カンゴガク ; 1

19 周術期看護  第2版. --  嶌⽥理佳編集 メヂカルフレンド社 2021 N080/SH 新体系看護学全書 ; . 経過別成⼈看護学/ケイカ
ベツ セイジン カンゴガク ; 2

20 慢性期看護  第2版. --  ⿊江ゆり⼦編集  メヂカルフレンド社 2021 N080/SH 新体系看護学全書 ; . 経過別成⼈看護学/ケイカ
ベツ セイジン カンゴガク ; 3

21 終末期看護 : エンド・オブ・ライフ・ケア  第2版. --  ⽥村恵⼦編集  メヂカルフレンド社 2021 N080/SH 新体系看護学全書 ; . 経過別成⼈看護学/ケイカ
ベツ セイジン カンゴガク ; 4

22 ザ・ベーシック・サイコロジー  ⼤⽯武信著  サイオ出版 2022 N140/ZA

23 怒った⼈に振り回されない⾃分をつくる  ⽥辺有理⼦著  メヂカルフレンド社 2022 N150/NA/2 ナースのためのアンガーマネジメント / ⽥辺有理⼦著
; 2

24 これから看護を学ぶ学⽣のための理科・計算・国語・社会の復習ワークブック&
ドリル  ⻄沢いづみ著 ; 有本淳⼀著  医学書院 2022 N170/KO

25 デキる看護師の検査値note : NsCan  酒井博崇編集  南⼭堂 2022 N212/DE

26 事例で学ぶ看護過程成⼈看護学 : みてわかるできる : 映像  ⼤⻄和⼦監修  Gakken 2022 N230/JI

27 看護師のためのキャリアデザインBOOK : 働き⽅を考えるためのデザインワーク
ブック  改訂版. --  濱⽥安岐⼦監修  つちや書店 2022 N230/KA 図解でわかりやすいワークブック

28 看護はよろこび : 緩和ケアの現場から  ⽔野敏⼦著  三恵社 2022 N230/KA

29 看護に活かす基準・指針・ガイドライン集  ⽇本看護協会編  ⽇本看護協会出版会 2022 N230/KA/22

30 診療報酬・介護報酬のしくみと考え⽅ : 令和4年度改定対応 : 改定の意
図を知り看護管理に活かす  第6版. --

 福井トシ⼦編集 ; 齋藤訓⼦編集 ; ⼩野⽥舞
編集 ⽇本看護協会出版会 2022 N230/SH

31 信頼される主任になる : スタッフナースにも看護師⻑にも  深澤優⼦編著  照林社 2022 N230/SH

32 ⺟性看護技術  北川眞理⼦ [ほか] 編著  第3版. -- メヂカルフレンド社 2022 N340/BO 看護実践のための根拠がわかる

33 ロイとゴードンで⺟性⼩児看護過程 : 臨床推論につながるアセスメント⼒のUP -- 新版  内藤直⼦, 下村明⼦編著 ふくろう出版 2022 N340/RO

34 まるごと!不整脈ケア : ⼼電図・薬剤・治療のポイントがわかる  ⾼橋尚彦編集  メディカ出版 2022 N545/HA/22 ハートナーシング ; 2022年秋季増刊(通巻479号)

35 整形外科の疾患・⼿術・ケア : できるナースが術前術後におさえているポイント
はここ!  津村弘編集  メディカ出版 2022 N553/SE/22 整形外科看護︓2022年秋季増刊（通巻354

号）

36 ⽼年看護技術 -- 第4版  泉キヨ⼦, ⼩⼭幸代編著 メヂカルフレンド社 2022 N640/RO 看護実践のための根拠がわかる

37 精神科看護ポケットガイド  川野雅資編集  中央法規出版 2022 N740/SE

38 精神疾患からの回復を導く⽅法・思考のいしずえ : 薬・家族⽀援,そしてトラウ
マインフォームドケア  ⽥邉友也著 精神看護出版 2022 N740/SE

39 看護師のためのパッと⾒(徴候)でわかる急変時の臨床判断  松⼭尚弘著  中央法規出版 2022 N954/KA

40 SFを科学する : 研究者が語る空想世界  日経サイエンス編集部編  日経サイエンス 2022 404/BE/254 別冊日経サイエンス ; 254

41 基礎から学ぶ統計学  中原治著  羊土社 2022 417/KI
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42 2要因の分散分析をすべてカバー  三訂  竹原卓真著  北大路書房 2022 417/SP/1 SPSSのススメ ; 1

43 解きながら学ぶ統計学超⼊⾨  大川内隆朗著  技術評論社 2022 417/TO

44 看護・医療技術者のためのたのしい物理  中野正博著  オーム社 2022 420/KA

45 いのちの科学の最前線 : ⽣きていることの不思議に挑む  チーム・パスカル著  朝日新聞出版 2022 460.4/IN 朝日新書 ; 868

46 ポール・ヴァーゼンの植物標本  ポール・ヴァーゼン著 ; 堀江敏幸 [⽂]  リトルモア 2022 472/PO

47 ACPと切っても切れないお⾦の話  福村雄⼀著 ; ⼤城京⼦著 ; ⼩島秀
樹著 ; ⻄川満則著 ; ⽇経メディカル編  ⽇経BP 2022 490.14/AC

48 Step by stepで学ぶ論⽂を「読む」ための医療統計 : ⽂献の探し⽅から最
新のベイズ統計・AI解析まで  神⽥英⼀郎著  メジカルビュー社 2022 490.19/ST

49 ⽿⿐咽喉科  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

50 疾病の予防と治療  張志斌, 李経緯主編 ; 張志斌著 ; 古
川智⼦訳 科学出版社東京 2022 490.9/SH 図説中医学⼊⾨

51 3ステップ解剖⽣理学  開道貴信著  南江堂 2022 491.1/SU

52 看護形態機能学ワークブック : 体験して考えるからだのいとなみ  菱沼典⼦著  ⽇本看護協会出版会 2022 491.3/KA

53 これだけでわかる!摂⾷嚥下障害と誤嚥性肺炎 : 栄養治療に役⽴つ : メカニ
ズム・治療とケア・チーム医療・加算・嚥下調整⾷をまるごと解説  鷲澤尚宏, 関⾕秀樹編集 メディカ出版 2022 491.343/KO Nutrition Care ; 2022年秋季増刊(通巻191

号)

54 妊娠の新しい教科書  堤治著  ⽂藝春秋 2022 491.354/NI ⽂春新書 ; 1358

55 ダマシオ教授の教養としての「意識」 : 機械が到達できない最後の⼈間性  アントニオ・ダマシオ著 ; 千葉敏⽣訳  ダイヤモンド社 2022 491.371/DA

56 Whole brain (ホール・ブレイン) : ⼼が軽くなる「脳」の動かし⽅  ジル・ボルト・テイラー著 ; ⽵内薫訳  NHK出版 2022 491.371/WH

57 ⽣化学実験  鈴⽊敏和, 杉浦千佳⼦, ⾼野栞著 ⽺⼟社 2022 491.4/SE 栄養科学イラストレイテッド

58 ホルモン全史 : 魅惑の⽣体物質をめぐる光と影  R.H.エプスタイン著 ; 坪井貴司訳  化学同⼈ 2022 491.45/HO

59 臨床に活かす薬物動態の強化書  辻泰弘, 笠井英史編集 南⼭堂 2022 491.5/RI

60 臨床プレ プロバイオティクス学⼊⾨ / 古賀泰裕, 須
藤信⾏著 南⼭堂 2022 491.7/RI

61 美しき免疫の⼒ : ⼈体の動的ネットワークを解き明かす  ダニエル・M・デイヴィス著 ; 久保尚⼦訳  NHK出版 2018 491.8/UT

62 ⼈体の全貌を知れ : 私たちの⽣き⽅を左右する新しい⼈体科学  ダニエル・M・デイヴィス著 ; 久保尚⼦訳  亜紀書房 2022 491/JI

63 画像でみる⼈体解剖アトラス  原著第4版(OEL付属版). --
 Jamie Weir原著 ; Peter H.Abrahams原著 ;
Jonathan D.Spratt原著 ; Lonie R.Salkowski
原著 ; 福⽥国彦監訳

エルゼビア・ジャパン 2022 492.1/GA OEL付属版

64 エコーは⼼眼 : 消化器領域の超⾳波検査20症例から学ぶTips  藪中幸⼀著 ; 梶⼭雄司監修  南⼭堂 2022 492.14/EK

65 検査値と画像データから読み解く薬効・副作⽤評価マニュアル  吉村知哲, 岩本卓也編集 ; 松尾宏⼀
[ほか] 編集協⼒ 医学書院 2022 492.3/KE

66 最新⼥⼦栄養⼤学栄養クリニックの糖尿病バランスレシピ  ⼥⼦栄養⼤学栄養クリニック監修 ; 今
泉久美料理  ⻄東社 2022 493.123/SA

67 超⾼齢者の緩和ケア  桑⽥美代⼦, 吉岡佐知⼦, ⻄⼭みどり
編集 南⼭堂 2022 493.18/CH EOLC for allすべての⼈にエンドオブライフケアの光を

68 ⾼齢者診療の極意  ⽊村琢磨著  医学書院 2022 493.18/KO ジェネラリストBOOKS

69 循環器系と健康⻑寿・フレイル対策  葛⾕雅⽂監修 ; 楽⽊宏実監修 ; ⼤
⽯充編集  先端医学社 2022 493.2/JU フレイル対策シリーズ ; 5

70 弁膜症 : ⼼・腎・脳の視点でとらえる循環器疾患  ⼭本⼀博編集 ; 南野哲男 [ほか] 編
集委員  学研メディカル秀潤社 2022 493.23/BE 循環器診療コンプリート / 南野哲男シリーズ総編集

71 病棟でのせん妄・不眠・うつ病・もの忘れに対処する : レジデント必読 : 精神
科の薬もわかる!  ⼩川朝⽣編集  メジカルビュー社 2022 493.72/BY

72 こころの治療薬ハンドブック  第14版. --  井上猛 [ほか] 編 ; 2023  星和書店 2022 493.72/KO

73 脳卒中の下肢装具 : 病態に対応した装具の選択法  第4版. --  渡邉英夫著 ; 平⼭史朗著 ; 藤崎拡
憲著 医学書院 2022 493.73/NO

74 せん妄診療実践マニュアル  改訂新版. --  井上真⼀郎著  ⽺⼟社 2022 493.73/SE

75 疾患別嚥下障害  ⾕⼝洋 [ほか] 編  医⻭薬出版 2022 493.73/SH

76 モーズレイモデルによる家族のための摂⾷障害こころのケア  中⾥道⼦, 友⽵正⼈, ⽔原祐起監訳 南⼭堂 2022 493.74/MO

77 なぜ、認知症の⼈は家に帰りたがるのか : 脳科学でわかる、ご本⼈の思いと
接し⽅  恩蔵絢⼦, 永島徹著 中央法規出版 2022 493.75/NA

78 発達障害のある⼥の⼦・⼥性の⽀援 : 「⾃分らしく⽣きる」ための「からだ・こころ・関係性」
のサポート  川上ちひろ, ⽊⾕秀勝編著 ⾦⼦書房 2019 493.76/HA/1

79 ⾃分らしさとカモフラージュの狭間を⽣きる  川上ちひろ, ⽊⾕秀勝編著 ⾦⼦書房 2022 493.76/HA/2 発達障害のある⼥の⼦・⼥性の⽀援 ; 続

80 標準⼩児科学 -- 第9版  ⾼橋孝雄, 細井創, 齋藤昭彦編集 ;
⾼橋孝雄 [ほか] 執筆 医学書院 2022 493.9/HY Standard textbook

81 ⼩児科相談50 : 「気持ちに寄り添うってどういうこと?」がわかる!  ⼩児科オンライン監修  ⽇本医事新報社 2022 493.9/SH

82 はじめての⾚ちゃん診療 : 令和⽣まれの乳児のミカタ  橋本政樹著  へるす出版 2022 493.92/HA

83 ⼩児気管⽀喘息診療マニュアル  吉原重美編著  中外医学社 2022 493.933/SH

84 ⼦どものPTSDのアセスメント : UCLA⼼的外傷後ストレス障害インデックスの
⼿引き  ⻲岡智美著  誠信書房 2022 493.937/KO

85 こどもの医療に携わる感染対策の専⾨家がまとめた⼩児感染対策マニュアル
第2版.

 ⽇本⼩児総合医療施設協議会⼩児感
染管理ネットワーク編集 じほう 2022 493.938/KO

86 新⽣児診療マニュアル : KCMC manual of neonatal care -- 第7版  神奈川県⽴こども医療センター編 ; 下
⾵朋章, 柴崎淳, 齋藤明⼦編 東京医学社 2022 493.95/SH

87 新⽣児学テキスト = Textbook of Neonatology  ⽇本新⽣児成育医学会編  メディカ出版 2018 493.95/SH

88 よくわかる⾼齢者術後回復⽀援ガイド : 術後回復を⽀援するベストプラクティ
ス  ⾕⼝英喜編集  診断と治療社 2022 494.22/YO

89 「気づき」のがん患者学 : サバイバーに学ぶ治療と⼈⽣の選び⽅  古川雅⼦著  NHK出版 2022 494.5/KI NHK出版新書 ; 684

90 ⼀発明解!腫瘍内科医が教える⾒えるがん化学療法ケモセラ  菊池由宣著  南⼭堂 2022 494.53/IP

91 腎臓病の⾷品早わかり : 塩分、たんぱく質、カリウム、リンがひと⽬でわかる 第
3版. --  牧野直⼦監修・データ作成  ⼥⼦栄養⼤学出版部 2022 494.93/JI FOOD&COOKING DATA

医学
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92 ⽉経の⼈類学 : ⼥⼦⽣徒の「⽣理」と開発⽀援  杉⽥映理, 新本万⾥⼦編 世界思想社 2022 495.13/GE

93 ドナーで⽣まれた⼦どもたち : 「精⼦・卵⼦・受精卵」売買の汚れた真実  サラ・ディングル著 ; 渡邊真⾥訳  ⽇経ナショナルジオグラフィック 2022 495.48/DO

94 妊活パーフェクトガイド : 妊娠しやすい習慣から不妊治療のキホンまでよくわか
る  坂⼝健⼀郎著  クロスメディア・パブリッシング 2022 495.48/NI

95 妊娠中および産後の不安と抑うつのための認知⾏動療法 : 症状の緩和で
ウェルビーイングを⾼める  Sheryl M. Green [ほか] 著  サイオ出版 2022 495.5/NI

96 ていねいな保健統計学 -- 第2版.  ⽩⼾亮吉, 鈴⽊研太著 ⽺⼟社 2022 498.019/TE

97 地域医療を⽀える医療職の専⾨性と連携 : 特集  厚⽣労働統計協会編集  厚⽣労働統計協会 2022 498.021/ZU/22-
23

図説国⺠衛⽣の動向 / 厚⽣労働統計協会編 ;
2022/2023

98 カンボジア医療の歴史, 現在, そして未来 : 世界で役に⽴ちたいあなたへ  岩⽥健太郎, 林祥史著 メディカル・サイエンス・インターナ
ショナル 2022 498.022/KA

99 医療者のための新⼈共育ノート : 強みを引き出しやる気を⾼める  奥⼭美奈著  ⽇本看護協会出版会 2022 498.163/IR

100 セルフマネジメント -- 第4版  安酸史⼦, 鈴⽊純恵, 吉⽥澄恵編 メディカ出版 2022 498.3/Mo82 ナーシング・グラフィカ ; . 成⼈看護学/セイジン カンゴ
ガク ; 3

101 図解でわかる14歳からのストレスと⼼のケア  社会応援ネットワーク著 ; 冨永良喜監
修  太⽥出版 2022 498.39/ZU

102 医在厨房 : 医薬は台所にあり  ⾠⺒洋著  東洋学術出版社 2022 498.58/IZ

103 慈恵⼤学病院の⾷べる「免疫⼒」 : もち⻨と味噌汁で腸活レシピ  東京慈恵会医科⼤学附属病院栄養部
監修  世界⽂化ブックス 2022 498.58/JI

104 ⽇本の感染症 : 明らかにされたことのこされた課題  菅⼜昌実編  南⼭堂 2022 498.6/NI

105 職場でできるアンガーマネジメント : パワハラ、メンタル不調、離職を防ぐ!  佐藤恵⼦著  誠信書房 2022 498.8/SH

106 公衆衛⽣の緊急事態にまちの医療者が知っておきたいリスクコミュニケーション  蝦名玲⼦著  医学書院 2022 498/KO

107 紙と鉛筆で⾝につけるデータサイエンティストの仮説思考  孝忠⼤輔編著 ; 川地章夫 [ほか] 著  翔泳社 2022 007.6/KA

108 ⽼年の読書  前⽥速夫著  新潮社 2022 019.9/RO 新潮選書

109 ⼤学⽣ミライの信頼性と妥当性の探究  ⼩塩真司著  ちとせプレス 2022 140.7/DA ストーリーでわかる⼼理統計 ; [3]

110 jamoviでトライ!統計⼊⾨ : フリーソフトウェアで始める科学データの分析  眞嶋良全, 永井暁⾏編 ナカニシヤ出版 2022 140.7/JA

111 代替⾏動の臨床実践ガイド : 「ついやってしまう」「やめられない」の「やり⽅」を
変えるカウンセリング  横光健吾, ⼊江智也, ⽥中恒彦編 北⼤路書房 2022 146.8/DA

112 思春期のブリーフセラピー : こころとからだの⼼理臨床  ⿊沢幸⼦, ⾚津玲⼦, ⽊場律志編 ⽇本評論社 2022 146.8/SH

113 ⼦どものトラウマ・セラピー : ⾃信・喜び・回復⼒を育むためのガイドブック -- 新
訳版

 ピーター・ラヴィーン, マギー・クライン著 ;
浅井咲⼦訳 国書刊⾏会 2022 146.82/KO

114 ⼥⼦の品格 : 武⼠の娘だった祖⺟から教わった  ⽯川真理⼦著  致知出版社 2020 159.6/JO

115 限りある時間の使い⽅  オリバー・バークマン著 ; ⾼橋璃⼦訳  かんき出版 2022 159/KA

116 世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? : 経営における「アート」と「サイ
エンス」  ⼭⼝周著  光⽂社 2017 159/SE 光⽂社新書 ; 891

117 全部わかる世界の神々と神話 : 多彩な個性で魅⼒にあふれる神々のエピ
ソードをビジュアル解説!  神話雑学研究会編著  成美堂出版 2022 164/ZE

118 ⼼をととのえるスヌーピー : 悩みが消えていく禅の⾔葉  チャールズ・M.シュルツ[原]著 ; ⾕川俊
太郎訳 ; 枡野俊明監修  光⽂社 2021 188.8/KO

119 歴史をこじらせた⼥たち  篠綾⼦著  ⽂藝春秋 2022 281.04/RE

120 ハンセン病最初の⼥性医師服部ケサ : 鈴蘭医院へ  武⽥房⼦著  幻戯書房 2022 289.1/HA

121 誰かのために⽣きてこそ : ⼈⽣が好転する「利他の精神」  白方誠彌著
 幻冬舎メディアコンサルティン
グ

2022 289.1/SH

122 リスク、不確実性、⼈類の不覚 = Risk, uncertainty and neglect  植村修⼀著 ⽇経BP⽇本経済新聞出版 2022 301/RI

123 考えよ、問いかけよ : 「出る杭⼈材」が⽇本を変える  ⿊川清著  毎⽇新聞出版 2022 304/KA

124 ナイス・レイシズム : なぜリベラルなあなたが差別するのか?  ロビン・ディアンジェロ著 ; ⽢糟智⼦訳  明⽯書店 2022 316.8/NA

125 まだ、法学を知らない君へ : 未来をひらく13講  東京⼤学法学部「現代と法」委員会編  有斐閣 2022 321/MA

126 ⼊管問題とは何か : 終わらない「密室の⼈権侵害」  鈴⽊江理⼦, 児⽟晃⼀編著 明⽯書店 2022 329/NY

127 社会保障制度 : 国際⽐較でみる年⾦・医療・介護  岩村正彦, 嵩さやか, 中野妙⼦編 東京⼤学出版会 2022 364/SH シリーズ超⾼齢社会のデザイン

128 はじめてのコーチングとファシリテーション : ⼈と組織を活かす⼼理学  本山雅英著  北大路書房 2022 366.94/HA

129 「⼥の痛み」はなぜ無視されるのか?  アヌシェイ・フセイン著 ; 堀越英美訳  晶文社 2022 367.1/ON

130 ママにはならないことにしました : 韓国で⽣きる⼦なし⼥性たちの悩みと幸せ  チェ・ジウン著 ; オ・ヨンア訳  晶文社 2022 367.22/MA

131 親⼦で考えるから楽しい!世界で学ばれている性教育 : 安全、同意、多様
性、年齢別で伝えやすい!ユネスコから学ぶ包括的性教育

 上村彰子構成・文 ; 大久保ヒロミまん
が&イラスト

 講談社 2022 367.9/OY 1時間で一生分の「生きる力」 ; 3

132 その名を暴け : #MeTooに⽕をつけたジャーナリストたちの闘い  ジョディ・カンター, ミーガン・トゥーイー
著 ; 古屋美登里訳

新潮社 2020 368.6/SO

133 あなたはどこで死にたいですか? : 認知症でも⾃分らしく⽣きられる社会へ  小島美里著  岩波書店 2022 369.26/AN

134 東アジアの⾼齢者ケア : 韓国・台湾のチャレンジ  西下彰俊著  新評論 2022 369.26/HI

135 ケアの現場・地域で活⽤できる回想法実践事例集 : つながりの場をつくる47
の取り組み

 野村豊子編集代表 ; 伊波和恵 [ほか]
編集

 中央法規出版 2022 369.26/KE

136 ⽣きられた障害 : 障害のある⼈が、妊娠、出⽣前検査、親や⼦どもについ
て、語ったこと  二階堂祐子著  洛北出版 2022 369.27/IK

137 地域で取り組む外国⼈の⼦育て⽀援 : ⾃治体・関係機関連携の課題と実
践

 南野奈津子編集代表  ぎょうせい 2022 369.4/CH

138 学童保育版児童虐待対応マニュアル : 早期発⾒・早期対応につなげる  鈴井江三子編著  保育社 2016 369.4/GA

宗教

総記

哲学

社会科学

歴史



 書  名  編 著 者  出 版 社 出版年 ラベル番号 備考

139 ネウボラから学ぶ児童虐待防⽌メソッド  横山美江編集 ; 横山美江 [ほか] 執筆  医学書院 2022 369.4/NE

140 ⽇本の児童相談所 : ⼦ども家庭⽀援の現在・過去・未来  川松亮 [ほか] 編著  明石書店 2022 369.43/NI

141 中学歴史 : 令和3年度⽂部科学省検定不合格教科書  国史教科書編纂委員会編 ; 竹田恒泰
[ほか] 執筆

 令和書籍 2022 375.32/CH

142 ⼼の理解と家族⽀援 : 医療的ケアが必要な⼦どもたち  三浦幸子著  講談社エディトリアル 2020 378/KO/1

143  続 ⼼の理解と家族⽀援 : 医療的ケアが必要な⼦どもたち  三浦幸子著  講談社エディトリアル 2022 378/KO/2

144 ⽼いも死も⾃然がいいね : 80歳現役看護師の挑戦  江森けさ子著  農山漁村文化協会 2022 396.26/OI

家政学・⽣活科学
145 教養としての「焼⾁」⼤全  松浦達也著  扶桑社 2022 596.3/KY

146 ゆる発酵 : 今すぐ始められる、毎⽇続けられる。 : みそ、⽢酒、納⾖、ヨーグ
ルト。  榎本美沙[著]  オレンジページ 2022 596/YU

147 家族は他⼈、じゃあどうする? : ⼦育ては親の育ち直し  竹端寛著  現代書館 2022 599/KA

148 366⽇の⻄洋美術 : 1⽇1ページで名画の⾒⽅が変わる  瀧澤秀保監修 ; ⼈物画編  三才ブックス 2022 723.3/SA

149 366⽇の⻄洋美術 : 1⽇1ページで世界の名画がわかる  瀧澤秀保監修  三才ブックス 2019 723.3/SA

150 ⽂にあたる  牟⽥都⼦著  亜紀書房 2022 749/BU

151 漢字の成り⽴ち図解  落合淳思著  ⼈⽂書院 2022 821.2/KA

152 この⽗ありて : 娘たちの歳⽉  梯久美⼦著  ⽂藝春秋 2022 910.26/KA

153 再会のセラピー  知念実希⼈著  KADOKAWA 2022 913.6/CH 祈りのカルテ / 知念実希⼈著 ; [2]

154 レッドゾーン  夏川草介著  ⼩学館 2022 913.6/NA

155 ⼈⽣ってなんだ  鴻上尚史 [著]  講談社 2022 914.6/KO 講談社+α新書 ; 855-2C

156 居場所がないのがつらいです  ⾼橋源⼀郎著  毎⽇新聞出版 2022 914.6/TA みんなのなやみぼくのこたえ / ⾼橋源⼀郎著

157 作家の⽼い⽅  草思社編集部編  草思社 2022 914.68/SO

158 おっぱい2つとってみた : がんと⽣きる、働く、伝える  阿久津友紀著  北海道新聞社 2022 916/AK

159 まぁ、空気でも吸って : ⼈と社会:⼈⼯呼吸器の⾵がつなぐもの  海⽼原宏美著 ; 海⽼原けえ⼦著  増補新装版. -- 現代書館 2022 916/EB

160 親⽗の納棺  柳瀬博⼀著 ; ⽇暮えむ絵  幻冬舎 2022 916/YA

161 もうやってらんない  カイリー・リード著 ; 岩瀬徳⼦訳  早川書房 2022 933.7/RE

162 語られざる占領下⽇本 : 公職追放から「保守本流」へ  ⼩宮京著  NHK出版 2022 01/N/1275 NHKブックス ; 1275

163 宇宙を解くパズル : 「真理」は直観に反している  カムラン・バッファ著 ; ⽔⾕淳訳  講談社 2022 02/B/2215 ブルーバックス ; B-2215

164 カラー図解脳の教科書 : はじめての「脳科学」⼊⾨  三上章允著  講談社 2022 02/B/2216 ブルーバックス ; B-2216

165 近代⽇本外交史 : 幕末の開国から太平洋戦争まで  佐々⽊雄⼀著  中央公論新社 2022 07/C/2719 中公新書 ; 2719

166 司⾺遼太郎の時代 : 歴史と⼤衆教養主義  福間良明著  中央公論新社 2022 07/C/2720 中公新書 ; 2720

167 京都の⾷⽂化 : 歴史と⾵⼟がはぐくんだ「美味しい街」  佐藤洋⼀郎著  中央公論新社 2022 07/C/2721 中公新書 ; 2721

168 陰謀論 : ⺠主主義を揺るがすメカニズム  秦正樹著  中央公論新社 2022 07/C/2722 中公新書 ; 2722

169 徳川家康の決断 : 桶狭間から関ヶ原、⼤坂の陣まで10の選択  本多隆成著  中央公論新社 2022 07/C/2723 中公新書 ; 2723

170 学び合い、発信する技術 : アカデミックスキルの基礎  林直亨著  岩波書店 2022 08/I/959 岩波ジュニア新書 ; 959

171 スピノザ : 読む⼈の肖像  國分功⼀郎著  岩波書店 2022 13/I/1944 岩波新書 ; 新⾚版 1944

172 ジョン・デューイ : ⺠主主義と教育の哲学  上野正道著  岩波書店 2022 13/I/1945 岩波新書 ; 新⾚版 1945

173 世界インフレの謎  渡辺努著  講談社 2022 14/K/2679 講談社現代新書 ; 2679

174 ふしぎな中国  近藤⼤介著  講談社 2022 14/K/2680 講談社現代新書 ; 2680

175 教養の語源英単語  清⽔建⼆著  講談社 2022 14/K/2681 講談社現代新書 ; 2681

176 宇沢弘⽂ : 新たなる資本主義の道を求めて  佐々⽊実著  講談社 2022 14/K/2682 講談社現代新書 ; 2682

177 「実存哲学」の系譜 : キェルケゴールをつなぐ者たち  鈴⽊祐丞著  講談社 2022 15/K/772 講談社選書メチエ ; 772

178 中国パンダ外交史  家永真幸著  講談社 2022 15/K/773 講談社選書メチエ ; 773

179 ときは、ながれない : 「時間」の分析哲学  ⼋⽊沢敬著  講談社 2022 15/K/774 講談社選書メチエ ; 774

180 ⼈⼝の経済学 : 平等の構想と統治をめぐる思想史  野原慎司著  講談社 2022 15/K/775 講談社選書メチエ ; 775

181 思想史講義  ⼭⼝輝⾂, 福家崇洋編 筑摩書房 2022 16/C/1671 ちくま新書 ; 1671

182 聞く技術聞いてもらう技術  東畑開⼈著  筑摩書房 2022 16/C/1686 ちくま新書 ; 1686

183 シンプルで伝わる英語表現 : ⽇本語との発想の違いから学ぶ  倉林秀男, ジェフリー・トランブリー著 筑摩書房 2022 16/C/1687 ちくま新書 ; 1687

184 社会主義前夜 : サン=シモン、オーウェン、フーリエ  中嶋洋平著  筑摩書房 2022 16/C/1688 ちくま新書 ; 1688

⾔語

⽂学

新書

芸術



 書  名  編 著 者  出 版 社 出版年 ラベル番号 備考

185 理数探究の考え⽅  ⽯浦章⼀著  筑摩書房 2022 16/C/1689 ちくま新書 ; 1689

186 教養としての能楽史  中村雅之著  筑摩書房 2022 16/C/1690 ちくま新書 ; 1690

187 ルポ特殊詐欺  ⽥崎基著  筑摩書房 2022 16/C/1691 ちくま新書 ; 1691

188 ケルトの世界 : 神話と歴史のあいだ  ⽦⽥隆康著  筑摩書房 2022 16/C/1692 ちくま新書 ; 1692

189 地形で⾒る江⼾・東京発展史  鈴⽊浩三著  筑摩書房 2022 16/C/1693 ちくま新書 ; 1693

190 ソ連核開発全史  市川浩著  筑摩書房 2022 16/C/1694 ちくま新書 ; 1694

191 ルポ動物園  佐々⽊央著  筑摩書房 2022 16/C/1695 ちくま新書 ; 1695

192 戦争と平和の国際政治  ⼩原雅博著  筑摩書房 2022 16/C/1696 ちくま新書 ; 1696

193 結核の統計  ; 2022年版  結核予防会編集  結核予防会 2022 493.89/KE/22 持出禁⽌

194 医療施設調査(静態調査動態調査)病院報告  ; 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 498.16/IR/20 持出禁止

195 現代⽤語の基礎知識  ; 2023  自由国民社編  自由国民社 2022 813.7/GE/23 持出禁止

参考図書


