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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 ⼈のために⽣きることは⾃分のために⽣きること : 最後の講義完全版  吉岡秀⼈著  主婦の友社 2022 159/HI

2 歴代王朝の宮廷医療  張志斌主, 李経緯主編 ; 李経緯ほか
著 ; 及川佳織訳 科学出版社東京 2022 490.9/RE 図説中医学⼊⾨

3 ⻘の炎  貴志祐介 [著]  ⾓川書店 2002 913.6/KI ⾓川⽂庫 ; 12657, き28-1

4 キリン  ⼭⽥悠介 [著]  ⾓川書店 2013 913.6/YA ⾓川⽂庫 ; 17961

5 もしキミが、⼈を傷つけたなら、傷つけられたなら : 10代から学んでほしい体と
⼼の守り⽅  犯罪学教室のかなえ先⽣著  フォレスト出版 2022 326.3/MO

6 家族に「イヤなこと」をされているあなたにお願い : 今すぐこの本を持って保健室
に⾏こう  獅城けい著  ⾼⽂研 2022 367.6/KA

7 ラジオ保健室 : 10代の性 悩み相談BOOK  NHK「ラジオ保健室」制作班著  リトルモア 2022 367.9/RA

8 セイシル : 知ろう、話そう、性のモヤモヤ : 10代のための性教育バイブル  セイシル製作チーム著  KADOKAWA 2022 367.9/SE

9 わたしの⼼と体を守る本 : マンガでわかる!性と体の⼤切なこと  遠⾒才希⼦著 ; アベナオミ漫画 ; 碇優
⼦イラスト  KADOKAWA 2022 367.9/WA

10 学校で気になる⼦どものサイン  五⼗嵐哲也, 杉本希映, 茅野理恵編
著 ; ⽯津憲⼀郎 [ほか] 著 少年写真新聞社 2022 371.4/GA

11 先⽣に知ってほしい家庭のサイン  五⼗嵐哲也, 茅野理恵, 杉本希映編
著 ; ⽯津憲⼀郎 [ほか] 著 少年写真新聞社 2022 371.42/SE

12 学校で使えるアセスメント⼊⾨ : スクールカウンセリング・特別⽀援に活かす臨
床・⽀援のヒント  伊藤亜⽮⼦編  遠⾒書房 2022 371.43/GA ブックレット⼦どもの⼼と学校臨床 ; 5

13 ポリヴェーガル理論で実践する⼦ども⽀援 : 今⽇から保護者・教師・養護教
諭・SCがとりくめること  伊藤⼆三郎著  遠⾒書房 2022 371.43/PO ブックレット⼦どもの⼼と学校臨床 ; 6

14 福岡県・福岡市・北九州市の養護教諭参考書  ; 2024年度版  協同教育研究会編  協同出版 2022 373.7/FU/24 福岡県の教員採⽤試験「参考書」シリーズ ; 12

15 ⼤分県の養護教諭過去問  ; '23年度版  協同教育研究会編  協同出版 2022 373.7/OI/23 教員採⽤試験「過去問」シリーズ ; 11

16 ⼤分県の養護教諭参考書  ; '24年度版  協同教育研究会編  協同出版 2022 373.7/OI/24 ⼤分県の教員採⽤試験参考書シリーズ ; 12

17 専⾨教科養護教諭 ; 2024年度.  東京アカデミー編  ティーエーネットワーク 2022 373.7/YO/24 オープンセサミシリーズ ; . 教員採⽤試験対策ステッ
プアップ問題集

18 養護教諭の完全攻略 : 教員採⽤試験 ; '24年度. 時事通信出版局編  時事通信出版局 2022 373.7/YO/24 専⾨教養Build Upシリーズ 5

19 学校における養護活動の展開  -- 改訂9版  津島ひろ江編集代表 ; 荒⽊⽥美⾹⼦,
池添志乃, 岡本啓⼦編著 ふくろう出版 2022 374.9/GA 養護教諭養成講座 ; 1

20 保健室でのアンガーマネージメント : 保健室に逃げ込む⼦の“⼼の応急処置"  本⽥恵⼦編著  ほんの森出版 2022 374.9/HO

21 保健室ですぐに使える養護教諭のための保健指導資料集  宇⽥川和⼦編著  労働教育センター 2022 374.9/HO

22 実際にあった学校でのヒヤリハット事例から学ぶ : そのとき養護教諭はどうし
た!?  ⼋⽊利津⼦著  健学社 2021 374.9/JI

23 実例満載養護教諭のための保健だより&掲⽰物 : ⼩学校・中学校  森慶惠著  明治図書出版 2022 374.9/JI

24 養護教諭のためのスキルアップガイド  中村富美⼦編著  明治図書出版 2022 374.9/YO

25 学校安全のリデザイン : 災害、事件、事故から⼦どもたちを守るために  宮⽥美恵⼦著  学事出版 2022 374.92/GA

26 学校看護論 : ⼦どもの健康を守り育てる保健活動  ⿑藤理砂⼦著  現代図書 2022 374.93/GA

27 医療的ケア児⽀援を含む基礎看護実技 : 養護教諭養成課程  ⼭本智⼦著  北樹出版 2022 374.93/IR

28 いつでもどこでも保健の指導 : 短時間でできる!  ;vol.2  久保昌⼦編 ; 澤栄美, 柴崎卓已⼦,
⼭部真理著  ⼩学校編 2021 374.97/IT/2

29 学校の「危機管理マニュアル」等の評価・⾒直しガイドライン : +学校安全推
進のための教職員向け研修・訓練実践事例集 : ⼦供たちの命を守るために  ⽂部科学省[編]  ジアース教育新社 2022 374/GA

30 実践包括的性教育 : 思春期の⼦どもたちに「性の学び」を届けたい! : 『国
際セクシュアリティ教育ガイダンス』を活かす : どう語り、どう伝えるか  樋上典⼦ [ほか] 著  エイデル研究所 2022 375.493/JI

31 現代⾼等保健体育  衞藤隆 [ほか] 著  ⼤修館書店 2022 375.494/GE

32 ⾼等学校保健体育 : textbook  北川薫ほか著  第⼀学習社 2022 375.494/KO

33 ⾼等学校保健体育 : activity  北川薫ほか著  第⼀学習社 2022 375.494/KO

34 新⾼等保健体育  渡邉正樹 [ほか] 著  ⼤修館書店 2022 375.494/SH

35 発達がゆるやかな思春期⼥⼦のための⽉経教育マニュアル : 保護者・⽀援
者⽤  津⽥聡⼦監著 ; ⾼⽥哲監修  東⼭書房 2022 378.6/HA

36 ⼥の⼦のからだえほん  マティルド・ボディ作・絵 ; ティフェーヌ・ディ
ユームガール作 ; 河野彩訳  パイインターナショナル 2022 491.352/ON

37 ASD(⾃閉症スペクトラム障害)、ADHD、LD⼥の⼦の発達障害 : 「新しい
⽣活様式」でも起こる⼼と⾝体の不調を理解する  改訂版. --  宮尾益知監修  河出書房新社 2022 493.937/AS

38 10歳からの学校では教えてくれない健康とからだ  野⼝緑監修  池⽥書店 2022 498/JU

39 根拠からわかる!実習で実践できる!基礎看護技術  照林社 2022 N210/WA/1 プチナース

40 根拠からわかる!実習で実践できる!臨床看護技術  照林社 2022 N210/WA/2 プチナース

41 フィジカルアセスメントと画像の図鑑 = A picture book of physical
assessment and imaging

 後藤順⼀監修・編集 ; ⾦井信恭, 吉
⽥拓⽣編集 南江堂 2022 N221/FI

42 看護教員のための問題と解説で学ぶ教育評価⼒トレーニング  ⼤串晃弘著  医学書院 2022 N247/KA

43 マンガ精神疾患をもつ⼈への関わり⽅に迷ったら開く本 : 教えて看護理論家
の先輩たち! 私の役割って何?  ⽔⾕緑漫画 ; 中村創原作  医学書院 2022 N740/MA

44 家族看護を基盤とした地域・在宅看護論 　第6版. --  中村順⼦ [ほか] 編集  ⽇本看護協会出版会 2022 N820/KA

養護教諭

                          ＊＊新着資料案内＊＊
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45 ひとり親家族の看護学  平⾕優⼦著  晃洋書房 2022 N860/HI

46 ⽣命科学の最前線 : 分⼦医学で病気を制す  中西真人編  日経サイエンス 2022 404/BE/256 別冊日経サイエンス ; 256

47 ジャーナル・インパクトファクターの基礎知識 : ライデン声明以降のJIF =
Mastering Journal Impact Factor : JIF after the Leiden  棚橋佳子著  樹村房 2022 407/JA

48 実践!健康⼼理学 : シナリオで学ぶ健康増進と疾病予防  ⽇本健康⼼理学会編集  北⼤路書房 2022 490.14/JI

49 緊急ACP : 悪い知らせの伝え⽅、⼤切なことの決め⽅  伊藤⾹, ⼤内啓著 医学書院 2022 490.14/KI

50 未知なる⼈体への旅 : ⾃然界と体の不思議な関係  ジョナサン・ライスマン著 ; ⽻⽥詩津⼦訳  NHK出版 2022 491.3/MI

51 看護がわかルー⼼電図  ⽩⽯拓⼈著  南⼭堂 2022 492.12/KA 看護roo!BOOKS

52 こういうことだったのか!!肺エコー  恒⽯鉄兵, ⼩尾⼝邦彦著 中外医学社 2022 492.13/KO

53 何ひとつ⾒逃さないための読影のポイント!  扇和之, 堀⽥昌利編著 ; ⼀⾊彩⼦
[ほか] 著 ⽺⼟社 2022 492.43/GA/3 画像診断に絶対強くなるワンポイントレッスン ; 3

54 消化器科医のためのアルコール臓器障害診療マニュアル : 減酒療法のススメ  吉治仁志編  南江堂 2022 493.4/SH

55 Q&Aでわかる初⼼者のための⼩児のてんかん・けいれん  奥村彰久, ⽩⽯秀明編著 中外医学社 2022 493.937/QA

56 とことん極める!腎盂腎炎  ⻑野広之, 徳⽥嘉仁編集 南⼭堂 2022 494.93/TO

57 性暴⼒サバイバーが出産するとき : ⼦どものころに性的虐待を受けた⼥性が
出産するときにおこることの理解と癒し  フィリス・クラウス, ペニー・シムキン著 ともあ 2022 495.7/SE

58 お⼝のなかの悪いやつら : ⻭科からはじめる感染対策  奥⽥克爾著 ; ⼤滝まみ絵  クインテッセンス出版 2022 497.9/OK

59 100歳まで健康に⽣きるための25のメソッド : 科学的エビデンスにもとづく  ルイージ・フォンタナ著 ; 寺⽥新訳  東京⼤学出版会 2022 498.38/HY

60 看護栄養学 -- 第5版  尾岸恵三⼦, 正⽊治恵編著 医⻭薬出版 2022 498.58/KA

61 ⻘森ドクターヘリ劇的救命⽇記  今明秀著  毎⽇新聞社 2014 498/AO

62 これからのヘルスリテラシー : 健康を決める⼒  中⼭和弘著  講談社 2022 498/KO

63 サルトル : 全世界を獲得するために  熊野純彦著  講談社 2022 135.5/SA 講談社選書メチエ ; . le livre . 極限の思想

64 ⼼を測る : 現代の⼼理測定における諸問題  デニー・ボースブーム著 ; 下司忠⼤ [ほ
か] 訳  ⾦⼦書房 2022 140.7/KO

65 もうひとつの声で : ⼼理学の理論とケアの倫理  キャロル・ギリガン著 ; 川本隆史, ⼭辺
恵理⼦, ⽶典⼦訳 ⾵⾏社 2022 143.5/MO

66 ⼦ども虐待への⼼理臨床 : 病的解離・愛着・EMDR・動物介在療法まで
増補改訂版. --  海野千畝⼦編著 誠信書房 2022 146.82/KO

67 ⾦持ち本100冊を読んでわかった50の⻩⾦ルール  ⾦川顕教著  ごま書房新社 2022 159/KA

68 レイプは本当に犯罪ですか?  ミシェル・バウドラー著 ; ⽵内要江訳  柏書房 2022 326/RE

69 ボーダー : 移⺠と難⺠  佐々涼⼦著  集英社インターナショナル 2022 329/BO

70 ⽣殖する⼈間の哲学 : 「⺟性」と⾎縁を問いなおす  中真⽣著  勁草書房 2021 367.3/SE

71 指と⽿で⾒る、⽬と⼿で聞く : 視覚障害・聴覚障害のある⼈の暮らす世界  ⾦治直美著  ぺりかん社 2023 369.27/YU なるにはBooks ; 別巻

72 アクティブラーニングとしてのPBLと探究的な学習  溝上慎⼀, 成⽥秀夫編 東信堂 2016 375.1/AK アクティブラーニング・シリーズ ; 2

73 アクティブラーニング  中井俊樹編著  ⽟川⼤学出版部 2015 377.15/AK シリーズ⼤学の教授法 ; 3

74 伊藤ふきげん製作所 : 思春期をサバイバルする  伊藤比呂美著  中央公論新社 2022 379.9/IT

技術・⼯学・⼯業
75 体はゆく : できるを科学する〈テクノロジー×⾝体〉  伊藤亜紗著  文藝春秋 2022 501.8/KA

産業
76 ヒューマンエラー防⽌のマネジメント : managing service error  赤岡広周著  晃洋書房 2022 673.9/HY

77 ナースのチカラ : 私たちにできること訪問看護物語  ; 8  広⽥奈都美著  秋⽥書店 2022 726.1/NA/8 A.L.C.DX

78 ナースのチカラ : 私たちにできること訪問看護物語  ; 9  広⽥奈都美著  秋⽥書店 2022 726.1/NA/9 A.L.C.DX

79 「福」に憑かれた男  喜多川泰著  サンマーク出版 2015 913.6/KI サンマーク⽂庫 ; き-5-1

80 さいごの⽑布  近藤史恵 [著]  KADOKAWA 2016 913.6/KO ⾓川⽂庫 ; 20009, [こ19-4]

81 ⺟性  湊かなえ著  新潮社 2015 913.6/MI 新潮⽂庫 ; 10219, み-56-1

82 ⼭⼥⽇記  湊かなえ [著]  幻冬舎 2016 913.6/MI/1 幻冬舎⽂庫 ; み-23-2

83 残照の頂 : 続・⼭⼥⽇記  湊かなえ著  幻冬舎 2021 913.6/MI/2

84 ⽉の満ち⽋け  佐藤正午著  岩波書店 ### 913.6/SA

85 夏への扉  新版. --  ロバート・A.ハインライン著 ; 福島正実訳  早川書房 2020 933/HE ハヤカワ⽂庫 ; 8597. ハヤカワ⽂庫SF

86 帝国⽇本と不戦条約 : 外交官が⾒た国際法の限界と希望  柳原正治著  NHK出版 2022 01/N/1276 NHKブックス ; 1276

医学

⾃然科学

⽂学

新書

哲学

社会科学

漫画
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87 量⼦⼒学の多世界解釈 : なぜあなたは無数に存在するのか  和⽥純夫著  講談社 2022 02/B/2219 ブルーバックス ; B-2219

88 ⼈体最強の臓器⽪膚のふしぎ : 最新科学でわかった万能性  椛島健治著  講談社 2022 02/B/2220 ブルーバックス ; B-2220

89 ⼤塩平⼋郎の乱 : 幕府を震撼させた武装蜂起の真相  薮⽥貫著  中央公論新社 2022 07/C/2730 中公新書 ; 2730

90 物語遺伝学の歴史 : メンデルからDNA、ゲノム編集まで  平野博之著  中央公論新社 2022 07/C/2731 中公新書 ; 2731

91 森林に何が起きているのか : 気候変動が招く崩壊の連鎖  吉川賢著  中央公論新社 2022 07/C/2732 中公新書 ; 2732

92 ⽇本の歴史問題 : 「帝国」の清算から靖国、慰安婦問題まで  改題新版. -
-  波多野澄雄著 中央公論新社 2022 07/C/2733 中公新書 ; 2733

93 森鷗外、⾃分を探す  出⼝智之著  岩波書店 2022 08/I/961 岩波ジュニア新書 ; 961

94 アフター・アベノミクス : 異形の経済政策はいかに変質したのか  軽部謙介著  岩波書店 2022 13/I/1951 岩波新書 ; 新⾚版 1951

95 ルポアメリカの核戦⼒ : 「核なき世界」はなぜ実現しないのか  渡辺丘著  岩波書店 2022 13/I/1952 岩波新書 ; 新⾚版 1952

96 現代カタストロフ論 : 経済と⽣命の周期を解き明かす  ⾦⼦勝, 児⽟⿓彦著 岩波書店 2022 13/I/1953 岩波新書 ; 新⾚版 1953

97 マルクス・アウレリウス : 『⾃省録』のローマ帝国  南川⾼志著  岩波書店 2022 13/I/1954 岩波新書 ; 新⾚版 1954

98 未来の年表 : 業界⼤変化 : 瀬⼾際の⽇本で起きること  河合雅司著  講談社 2022 14/K/2688 講談社現代新書 ; 2688

99 ⾔語ゲームの練習問題  橋⽖⼤三郎著  講談社 2022 14/K/2689 講談社現代新書 ; 2689

100 ミシェル・フーコー : 権⼒の⾔いなりにならない⽣き⽅  箱⽥徹著  講談社 2022 14/K/2690 講談社現代新書 ; 2690

101 越境の中国史 : 南からみた衝突と融合の三〇〇年  菊池秀明著  講談社 2022 15/K/776 講談社選書メチエ ; 776

102 思想史講義  ⼭⼝輝⾂, 福家崇洋編 ; 戦前昭和篇 筑摩書房 2022 16/C/1674 ちくま新書 ; 1674

103 ウクライナ戦争  ⼩泉悠著  筑摩書房 2022 16/C/1697 ちくま新書 ; 1697

104 ルポ脱法マルチ  ⼩鍜冶孝志著  筑摩書房 2022 16/C/1698 ちくま新書 ; 1698

105 親は選べないが⼈⽣は選べる  ⾼橋和⺒著  筑摩書房 2022 16/C/1699 ちくま新書 ; 1699

106 つながりの哲学的思考 : ⾃分の頭で考えるためのレッスン  ⽶⼭優著  筑摩書房 2022 16/C/1700 ちくま新書 ; 1700

107 ルポ副反応疑い死 : ワクチン政策と薬害を問いなおす  ⼭岡淳⼀郎著  筑摩書房 2022 16/C/1701 ちくま新書 ; 1701

108 簡易⽣命表  ; 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/KA/21 持出禁⽌

109 ⽣命表 ; 第23回  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/SE/23 持出禁⽌

110 学校保健統計 (学校保健統計調査報告書) ; 令和3年度  双葉レイアウト 2022 374.9/GA/21 持出禁⽌

111 医療六法 ; 令和5年版.  中央法規出版 2022 498.12/IR/23 持出禁⽌

参考図書


