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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 喘息予防・管理ガイドライン  「喘息予防・管理ガイドライン2021」作

成委員作成 ; 協和企画編集  協和企画 2021 493.36/ZE/21

2 喘息診療実践ガイドライン  ⽇本喘息学会作成 ; 協和企画編集  協和企画 2022 493.36/ZE/22

3 いのちをむすぶ  佐藤初⼥著  集英社 2016 914.6/SA

⼤分県
4 戦時下、占領下の⽇常 : ⼤分オーラルヒストリー  エドガー・A・ポーター, ランイン・ポーター

[著] ; 菅⽥絢⼦訳 みすず書房 2022 219.5/SE

国家試験問題集
5 医師国家試験問題解説書  ; 第116回: 解説書  医師国家試験問題解説書編集委員会編

集  エムスリーエデュケーション 2022 490.79/KO/22

6 医師国家試験問題解説書  ; 第116回: 問題集  医師国家試験問題解説書編集委員会編
集  エムスリーエデュケーション 2022 490.79/KO/22

7 医師国家試験問題解説書  ; 第116回: 写真集  医師国家試験問題解説書編集委員会編
集  エムスリーエデュケーション 2022 490.79/KO/22

8 学校保健マニュアル  衞藤隆, 植田誠治編集 ; 衞藤隆 [ほ
か] 執筆

南山堂 2022 374.9/GA

9 学校で適切に対応したい児童・⽣徒の困りごと55  ⾼宮靜男著  星和書店 2022 493.93/GA/2 学校で知っておきたい精神医学ハンドブック / 続

10 フェミニスト看護宣⾔ : ぼくが魅せられた看護について  中⽊⾼夫著  看護の科学新社 2022 N041/FE

11 看護師の倫理調整⼒ : 専⾨看護師の実践に学ぶ  鶴若⿇理, ⻑瀬雅⼦編 ⽇本看護協会出版会 2022 N120/KA

12 看護の学びなおしバイタルサイン  ⽩坂友美著  照林社 2022 N212/KA

13 うまくいく!看護マネジメントの教科書  久保⽥聰美, 渡邊千登世, 任和⼦著  照林社 2022 N230/UM

14 学習する組織としての看護実践のリフレクション  鈴⽊康美著  総合医学社 2022 N240/GA

15 臨地実習指導サポートブック : ワークシートで指導と評価がラクラクできる!  改
訂2版. --  ⾜⽴はるゑ著 ; 堀井直⼦著  メディカ出版 2022 N246/RI

16 看護研究サポートブック : 研究計画書がラクラク完成! : ワークシートをダウン
ロードしてすぐに使える!  改訂5版. --  ⾜⽴はるゑ著  メディカ出版 2022 N250/KA NURSING RESEARCH SUPPORT BOOK

17 ⼈⼯呼吸ケアトラブル回避⼒アップガイド : 酸素投与、装着、移動…危険が
潜むシーンはどこ?  春⽥良雄, ⻑⾕川隆⼀監修 メディカ出版 2022 N547/MI/22

18 透析ナースが答えに困った患者の疑問・質問・悩み事 : 現役スタッフ100⼈に
聞いた! : 「寄り添う⼼」と「根拠」でスッキリ解決!  佐藤久光編集 ; 江崎アサ⼦編集  メディカ出版 2022 N555/TO/22

19 AYA世代のがん : サポーティブケア・緩和ケア : 事例に学ぶ  森⽥達也, 清⽔千佳⼦, ⼩澤美和編 診断と治療社 2022 N571/AY

20 トリ先⽣のがんの痛みと症状緩和&ケアビジュアルレッスン : マンガ・イラスト・会
話であなたのコマリトリ : 事例ストーリーで患者さん中⼼のケアを組み⽴てる  中村陽⼀編著  メディカ出版 2022 N571/TO YORi-SOU BOOKS

21 はじめてのヘンダーソンモデルにもとづく精神科看護過程  第3版. --  焼⼭和憲著 医⻭薬出版 2022 N740/HA

22 ICU看護実践マニュアル  剱持雄⼆編著  サイオ出版 2022 N953/IC

23 DMAT看護師になりたい : 災害急性期に活動する医療者をめざして  菱沼秀⼀, 神保⼤⼠, ⿊﨑祐也, ⾦⼦
拓著 彩流社 2022 N954/DM

24 意識と感覚の脳科学  新版.  鈴木光太郎編  日経サイエンス 2022 404/BE/255 別冊日経サイエンス ; 255

25 因果推論の科学 : 「なぜ?」の問いにどう答えるか  ジューディア・パール, ダナ・マッケン
ジー著 ; 夏目大訳

文藝春秋 2022 417/IN

26 元素に名前をつけるなら  江頭和宏著 ; 黒抹茶絵  オーム社 2022 431.11/GE

27 コード・ブレーカー : ⽣命科学⾰命と⼈類の未来  ; 上  ウォルター・アイザックソン著 ; 西村美
佐子, 野中香方子訳

文藝春秋 2022 467.2/KO/1

28 コード・ブレーカー : ⽣命科学⾰命と⼈類の未来  ; 下  ウォルター・アイザックソン著 ; 西村美
佐子, 野中香方子訳

文藝春秋 2022 467.2/KO/2

29 オスとは何で、メスとは何か? : 「性スペクトラム」という最前線  諸橋憲一郎著  NHK出版 2022 481.35/OS NHK出版新書 ; 683

30 ツベルクリン騒動 : 明治⽇本の医と情報  ⽉澤美代⼦著  名古屋⼤学出版会 2022 490.21/TS

31 Breath : 呼吸の科学  ジェームズ・ネスター著 ; 近藤隆⽂訳  早川書房 2022 491.33/BR

32 Ageless : 「⽼いない」科学の最前線  アンドリュー・スティール著 ; 依⽥卓⺒,
草次真希⼦, ⽥中的訳 ニューズピックス 2022 491.358/AG

33 運動脳  アンデシュ・ハンセン著 ; 御舩由美⼦訳  サンマーク出版 2022 491.371/UN

34 ゲノム・オデッセイ : 診断のつかない患者を救う、ある医師によるゲノム医療の
記録

 Euan Angus Ashley著 ; 佐藤由樹
⼦訳  ⽺⼟社 2022 491.6/GE

35 医療系学⽣のための病理学  第5版.  中村仁志夫編 ; ⽯津明洋編 ; ⽥中伸哉編 ;
⻤島宏編 ; 四⼗物絵理⼦著 ; 池⽥仁著  講談社 2022 491.6/IR

36 もっとよくわかる!腸内細菌叢 : "もう1つの臓器"を知り、健康・疾患を制御す
る!  改訂版.  福⽥真嗣編  ⽺⼟社 2022 491.7/MO 実験医学 ; 別冊

37 看護・栄養指導のための臨床検査ハンドブック  第6版.  奈良信雄著  医⻭薬出版 2022 492.1/KA

38 脳のなかの天使と刺客 : ⼼の健康を⽀配する免疫細胞  ドナ・ジャクソン・ナカザワ著 ; 夏野徹也
訳  ⽩揚社 2022 493.7/NO

39 児童精神科⼊院治療の実際 : ⼦どもの⼼を守り・癒し・育むために  ⿑藤万⽐古, 岩垂喜貴編著 ⾦剛出版 2022 493.937/JI

40 重症⼼⾝障害 医療的ケア児者 診療・看護実践マニュア
ル / 北住映⼆, ⼝分⽥政夫, 逸⾒聡⼦ 診断と治療社 2022 493.937/JU

養護教諭

                          ＊＊新着資料案内＊＊
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 書  名  編 著 者  出 版 社 出版年 ラベル番号 備考

41 最新NICUマニュアル  改訂第7版. --  ⻑⾕川⿓志編著 ; 京都府⽴医科⼤学
附属病院周産期診療部NICU編  診断と治療社 2022 493.95/SA

42 よくわかる新⽣児の⾎液ガス : 助産師・NICUナースのもやもや解消!  改訂2
版. --  細野茂春編著 メディカ出版 2022 493.95/YO

43 異種移植 : 医療は種の境界を超えられるか  ⼭内⼀也 [著]  みすず書房 2022 494.28/IS

44 病棟・救急でよくみる⽪膚疾患に強くなる : ⽪膚所⾒を⾔葉で表現し、適切
な診断・対処・コンサルトにつなげる

 ⽥中了編  ⽺⼟社 2022 494.8/BY

45 まるごとアトピー : アトピー性⽪膚炎の病態から最新薬剤、患者コミュニケー
ションまで : まるアト  ⼤塚篤司編集  医学書院 2022 494.8/MA

46 新まるわかり褥瘡ケア : 最新ガイドラインDESIGN-R2020に基づく  第2版.  ⽥中マキ⼦著  照林社 2022 494.8/SH

47 更年期の処⽅箋 : 婦⼈科医が不安と疑問にやさしく答える  松峯寿美著  ナツメ社 2022 495.13/KO

48 こわれた絆 : 代理⺟は語る  ジェニファー・ラール, メリンダ・タンカード・
リースト, レナーテ・クライン編 ⽣活書院 2022 495.48/KO

49 私の半分はどこから来たのか : AID⾮配偶者間⼈⼯授精で⽣まれた⼦の苦
悩  ⼤野和基著  朝⽇新聞出版 2022 495.48/WA

50 周産期メンタルヘルスにおけるボンディング障害 : ⽇本語版スタッフォード⾯接
を⽤いた新しいアプローチ  吉⽥敬⼦編著 ; 錦井友美 [ほか] 著  ⾦剛出版 2022 495.5/SH

51 聴こえの障がいと補聴器・⼈⼯内⽿⼊⾨ : 基礎からわかるQ&A  ⿊⽥⽣⼦編著 ; 森尚彫著  学苑社 2022 496.6/KI

52 ナッジ×ヘルスリテラシー : ヘルスプロモーションの新たな潮流  村⼭洋史, 江⼝泰正, 福⽥洋編著 ⼤修館書店 2022 498.07/NA

53 ⼈⽣が変わる!⼼と体を温める料理教室 : 19年間で1万⼈以上が通った「奇
跡が起こる料理教室」のすごい⾷事の秘密  ⼩川原智⼦著  フォレスト出版 2020 498.5/JI

54 図解カラダを温める⾷べ物 : 病気にならない!⽼けない!  ⽯原結實著 ; 藤沢セリカレシピ・料理  ⽇本⽂芸社 2018 498.51/ZU

55 ⼦どもの健康と安全  改訂第2版. --  ⼤⻄⽂⼦編集執筆 ; 飯⽥⼤輔 [ほか]
執筆 中⼭書店 2022 498.7/KO

56 実録・家で死ぬ : 在宅医療の理想と現実  笹井恵⾥⼦著  中央公論新社 2022 498/JI 中公新書ラクレ ; 778

57 何のための「教養」か  桑⼦敏雄著  筑摩書房 2019 002/NA ちくまプリマー新書 ; 329

58 ⼥⼦はなぜネットを介して出会うのか : ⻘年期⼥⼦へのインタビュー調査から  ⽚⼭千枝著  ⻘⼸社 2022 007.3/JO

59 学⽣のための情報リテラシー : Office 2021・Microsoft 365対応  若⼭芳三郎著  東京電機⼤学出版局 2022 007.6/GA

60 情報セキュリティの敗北史 : 脆弱性はどこから来たのか  アンドリュー・スチュワート著 ; ⼩林啓倫
訳  ⽩揚社 2022 007.6/JO

61 眞野先⽣。本が傷んだら修理するだけじゃダメってホント? : ストーリーでわかる
図書館の資料保全の考え⽅  眞野節雄監修 ; DBジャパン編集  DBジャパン 2022 014.6/SH 教えて!先⽣シリーズ

62 図書館のための簡単な本の修理  ⾼岡容⼦原案・監修  少年写真新聞社 2019 014.69/TO

63 やさしい⼤学図書館員のサバイバルイングリッシュ  早稲⽥⼤学アカデミックソリューション編  早稲⽥⼤学出版部 2022 017.7/YA

64 ⼈⽣はそれでも続く  読売新聞社会部「あれから」取材班著  新潮社 2022 080/JI 新潮新書 ; 963

65 インクブロット : 誰も知らなかったロールシャッハとロールシャッハの⾒なかったロー
ルシャッハ・テスト  D・サールズ著 ; ⾼瀬由嗣訳  誠信書房 2022 140.7/IN

66 性暴⼒被害の⼼理⽀援  齋藤梓, 岡本かおり編著 ⾦剛出版 2022 146.8/SE

67 レジリエンスは⾝につけられるか : 個⼈差に応じた⼼のサポートのために  平野真理著  東京⼤学出版会 2015 146/RE

68 ⾃殺の思想史 : 抗って⽣きるために  ジェニファー・マイケル・ヘクト [著] ; ⽉沢
李歌⼦訳  みすず書房 2022 158/JI

69 死者と⽣きる  デルフィーヌ・オルヴィルール著 ; ⾅井美
⼦訳  早川書房 2022 199/SH

70 ジオ・ヒストリア : 世界史上の偶然は、地球規模の必然だった!  茂⽊誠著  笠間書院 2022 204/JI

71 ⼦供たちに伝えたい「本当の⽇本」 : 今⽇からできる12のアクション付き!  神⾕宗幣著  ⻘林堂 2019 312.1/KO

72 AI監獄ウイグル  ジェフリー・ケイン著 ; 濱野⼤道訳  新潮社 2022 316.8/AI

73 格差の起源 : なぜ⼈類は繁栄し、不平等が⽣まれたのか  オデッド・ガロー著 ; 森内薫訳  NHK出版 2022 333.6/KA

74 ハーバード流ボス養成講座 : 優れたリーダーの3要素  リンダ・A. ヒル, ケント・ラインバック著 ; 有
賀裕⼦訳 ⽇本経済新聞出版社 2012 336.3/HA

75 トヨタの会議は30分 : GAFAMやBATHにも負けない最速・⾻太のビジネスコ
ミュニケーション術  ⼭本⼤平著  すばる舎 2021 336.49/TO

76 俺の資料がダサすぎる!  平本久美⼦監修・デザイン ; よしだゆうこ
漫画  ソシム 2022 336.55/OR

77 孤独と居場所の社会学 : なんでもない"わたし"で⽣きるには  阿比留久美著  大和書房 2022 361.6/KO 未来のわたしにタネをまこう ; 05

78 ぼけと利他  伊藤亜紗, 村瀬孝生著 ミシマ社 2022 369.26/BO

79 認知症が拓くコミュニティ : 当事者運動と住⺠活動の視点から  手島洋著  クリエイツかもがわ 2022 369.26/NI

80 施設⻑たいへんです、すぐ来てください! : 認知症「介護現場」の事件簿  柴谷匡哉著  飛鳥新社 2022 369.26/SH

81 病気をもつ⼦どもと家族のための「おうちで暮らす」ガイドブックQ&A : 「だいじょ
うぶ」が増える!医療的ケア児との⽣活のヒント

 みかんぐみ, 岡野恵里香, 杉並区立こ
ども発達センター編著

メディカ出版 2022 369.49/BY

82 ヤングケアラーってどういうこと? : ⼦どもと家族と専⾨職へのガイド
 ジョー・オルドリッジ作 ; ジャック・オルド
リッジ・ディーコン絵 ; 澁谷智子, 長谷川拓
人訳

生活書院 2022 369/YA

83 「いのちの授業」をつくる  鈴木中人著 ; 玉置崇著  さくら社 2022 375/IN

家政学・⽣活科学
84 ⽣姜屋さんとつくったまいにち⽣姜レシピ  こてらみやレシピ  池田書店 2021 596/SH

産業

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

85 いちばん⼤切な⾷べものの話 : どこで誰がどうやって作ってるか知ってる?  小泉武夫著 ; 井出留美著  筑摩書房 2022 610/IC ちくまQブックス

86 ⾷の戦争 : ⽶国の罠に落ちる⽇本  鈴木宣弘著  文藝春秋 2013 611.3/SH 文春新書 ; 927

87 私だけ年を取っているみたいだ。 : ヤングケアラーの再⽣⽇記  ⽔⾕緑著  ⽂藝春秋 2022 726.1/WA

88 3⾊だけでセンスのいい⾊ : ⾒てわかる、迷わず決まる配⾊アイデア  ingectar-e著  インプレス 2022 757.3/SA/2

89 複数の⾔語で⽣きて死ぬ  ⼭本冴⾥編  くろしお出版 2022 802/FU

90 語学の天才まで1億光年  ⾼野秀⾏著  集英社インターナショナル 2022 804/GO

91 ⼤学⽣のための論⽂・レポートの論理的な書き⽅ : ⽇本語でアカデミック・ライ
ティング  改訂版. --  渡邊淳⼦著  研究社 2022 816.5/DA

92 アカデミック・フレーズバンク : そのまま使える!構⽂200・⽂例1900  ジョン・モーリー著 ; ⾼橋さきの訳  講談社 2022 836.5/AK

93 80パターンで英語が⽌まらない! : ネイティブなら12歳までに覚える  塚本亮著  ⾼橋書店 2021 837.8/HA

94 教養としての「ラテン語の授業」 : 古代ローマに学ぶリベラルアーツの源流  ハン・ドンイル著 ; 岡崎暢⼦訳  ダイヤモンド社 2022 892/KY

95 (萌えすぎて)絶対忘れない!妄想古⽂  三宅⾹帆著  河出書房新社 2022 910.23/MI

96 ⽉の⽴つ林で = In the woods with a view of the moon  ⻘⼭美智⼦著  ポプラ社 2022 913.6/AO

97 星がひとつほしいとの祈り  原⽥マハ著  実業之⽇本社 2013 913.6/HA 実業之⽇本社⽂庫 ; は4-1

98 アイネクライネナハトムジーク  伊坂幸太郎 [著]  幻冬舎 2017 913.6/IS 幻冬舎⽂庫 ; い-57-1

99 法医昆⾍学捜査官  川瀬七緒 [著]  講談社 2014 913.6/KA 講談社⽂庫 ; [か-132-2]

100 ちょっと今から仕事やめてくる  北川恵海 [著]  KADOKAWA 2015 913.6/KI メディアワークス⽂庫 ; 0335, [き5-1]

101 ⽔曜⽇の⼿紙 = A letter of someone's Wednesday  森沢明夫著  KADOKAWA 2018 913.6/MO

102 栞と嘘の季節  ⽶澤穂信著  集英社 2022 913.6/YO

103 神さまたちの遊ぶ庭  宮下奈都著  光⽂社 2015 914.6/MI

104 いつか、未来で : ⽩⾎病ユーチューバーが伝えたいこと  にゅーいん著  主婦と⽣活社 2022 916/NY

105 量⼦の世界をみる⽅法「スピン」とは何か  村上洋⼀編・著  講談社 2022 02/B/2217 ブルーバックス ; B-2217

106 宇宙の終わりに何が起こるのか : 最新理論が予⾔する「5つの終末シナリオ」  ケイティ・マック著 ; 吉⽥三知世訳  講談社 2022 02/B/2218 ブルーバックス ; B-2218

107 ⾏動経済学の処⽅箋 : 働き⽅から⽇常⽣活の悩みまで  ⼤⽵⽂雄著  中央公論新社 2022 07/C/2724 中公新書 ; 2724

108 奈良時代 : 律令国家の⻩⾦期と熾烈な権⼒闘争  ⽊本好信著  中央公論新社 2022 07/C/2725 中公新書 ; 2725

109 ⽥中耕太郎 : 闘う司法の確⽴者、世界法の探究者  牧原出著  中央公論新社 2022 07/C/2726 中公新書 ; 2726

110 古代オリエント全史 : エジプト、メソポタミアからペルシアまで4000年の興亡  ⼩林登志⼦著  中央公論新社 2022 07/C/2727 中公新書 ; 2727

111 孫⼦ : 「兵法の真髄」を読む  渡邉義浩著  中央公論新社 2022 07/C/2728 中公新書 ; 2728

112 ⽇本史を暴く : 戦国の怪物から幕末の闇まで  磯⽥道史著  中央公論新社 2022 07/C/2729 中公新書 ; 2729

113 読解⼒をきたえる英語名⽂30  ⾏⽅昭夫著  岩波書店 2022 08/I/960 岩波ジュニア新書 ; 960

114 環境DNA⼊⾨ : ただよう遺伝⼦は何を語るか  源利⽂著  岩波書店 2022 11/I/315 岩波科学ライブラリー ; 315

115 迫りくる核リスク : 「核抑⽌」を解体する  吉⽥⽂彦著  岩波書店 2022 13/I/1946 岩波新書 ; 新⾚版 1946

116 「移⺠国家」としての⽇本 : 共⽣への展望  宮島喬著  岩波書店 2022 13/I/1947 岩波新書 ; 新⾚版 1947

117 ⾼橋源⼀郎の⾶ぶ教室 : はじまりのことば  ⾼橋源⼀郎著  岩波書店 2022 13/I/1948 岩波新書 ; 新⾚版 1948

118 芭蕉のあそび  深沢眞⼆著  岩波書店 2022 13/I/1949 岩波新書 ; 新⾚版 1949

119 知っておきたい地球科学 : ビッグバンから⼤地変動まで  鎌⽥浩毅著  岩波書店 2022 13/I/1950 岩波新書 ; 新⾚版 1950

120 成熟スイッチ  林真理⼦著  講談社 2022 14/K/2683 講談社現代新書 ; 2683

121 年収443万円 : 安すぎる国の絶望的な⽣活  ⼩林美希著  講談社 2022 14/K/2684 講談社現代新書 ; 2684

122 ドイツ誕⽣ : 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世  菊池良⽣著  講談社 2022 14/K/2685 講談社現代新書 ; 2685

123 真珠湾攻撃隊 : 隊員と家族の⼋〇年  ⼤島隆之著  講談社 2022 14/K/2686 講談社現代新書 ; 2686

124 エーリッヒ・フロム : 孤独を恐れず⾃由に⽣きる  岸⾒⼀郎著  講談社 2022 14/K/2687 講談社現代新書 ; 2687

125 技術⾰新による社会の変容と警察の新たなる展開 : 警察⽩書  国家公安委員会, 警察庁編著 ⽇経印刷 2022 317.7/KE/22 持出禁⽌

126 Uncertain times, unsettled lives : shaping our future in a
tranforming world

 by United Nations Development
Programme UNDP 2022 333.8/HU/21-22 持出禁⽌

127 ⽇本統計年鑑  ; 第72回(令和5年)  総務省統計局編  ⽇本統計協会 : 毎⽇新聞出
版 2022 351/NI/23 持出禁⽌

128 ⼈⼝動態統計 ; 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 358.1/JI/20 持出禁⽌

129 21世紀出⽣児縦断調査  ; 平成22年出⽣児第11回(令和3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 358.1/NI/11 持出禁⽌

130 労働者の主体的なキャリア形成への⽀援を通じた労働移動の促進に向けた
課題 ︓労働経済⽩書  厚⽣労働省編  ⽇経印刷 2022 366.021/RO/22 持出禁⽌

⾔語

⽂学

新書

参考図書

芸術



 書  名  編 著 者  出 版 社 出版年 ラベル番号 備考

131 学校保健の動向 ; 令和4年度版,  ⽇本学校保健会  ⽇本学校保健会 2022 374.9/GA/22 持出禁⽌

132 受療⾏動調査  ; 令和2年  厚⽣労働省政策統括官(統計・情報政
策、政策評価担当)編  厚⽣労働統計協会 2022 498.059/JU/20 持出禁⽌

133 社会保障を⽀える⼈材の確保 ︓厚⽣労働⽩書  厚⽣労働省編  ⽇経印刷 2022 498.1/KO/22 持出禁⽌

134 DXがもたらす⽇本の医療の新潮流 : コロナ禍で得た教訓を未来につなげ!
︓医療⽩書  ヘルスケア総合政策研究所企画・制作  ⽇本医療企画 2022 498.3/Mo82 持出禁⽌

135 ⽇本腎不全看護学会誌 ; 第1巻 第1号 - 第24巻 第2号  ⽇本腎不全看護学会編集  医学書院 1999 N555/NI/24-2 持出禁⽌


