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リクエスト図書

1 必ずうまくいく!PICC : 末梢挿入型中心静脈カテーテルの挿入テクニックから管
理まで

 ⾦井理⼀郎編集 ; 医療安全全国共同
⾏動協⼒  羊土社 2017 492.22/KA

2 こういうことだったのか!!ハイフローセラピー  小尾口邦彦著  中外医学社 2022 492.55/KO

3 あめいろぐ⾼齢者医療  樋口雅也, 植村健司著 丸善出版 2020 493.18/AM

4 リエゾン : こどものこころ診療所  竹村優作原作 ; ヨンチャン漫画 ; 1  講談社 2020 726.1/RI/1 モーニングKC

5 リエゾン : こどものこころ診療所  竹村優作原作 ; ヨンチャン漫画 ; 2  講談社 2020 726.1/RI/2 モーニングKC

6 リエゾン : こどものこころ診療所  竹村優作原作 ; ヨンチャン漫画 ; 3  講談社 2020 726.1/RI/3 モーニングKC

7 リエゾン : こどものこころ診療所  竹村優作原作 ; ヨンチャン漫画 ; 4  講談社 2021 726.1/RI/4 モーニングKC

8 リエゾン : こどものこころ診療所  竹村優作原作 ; ヨンチャン漫画 ; 5  講談社 2021 726.1/RI/5 モーニングKC

9 リエゾン : こどものこころ診療所  竹村優作原作 ; ヨンチャン漫画 ; 6  講談社 2021 726.1/RI/6 モーニングKC

10 リエゾン : こどものこころ診療所  竹村優作原作 ; ヨンチャン漫画 ; 7  講談社 2021 726.1/RI/7 モーニングKC

11 リエゾン : こどものこころ診療所  竹村優作原作 ; ヨンチャン漫画 ; 8  講談社 2022 726.1/RI/8 モーニングKC

12 リエゾン : こどものこころ診療所  竹村優作原作 ; ヨンチャン漫画 ; 9  講談社 2022 726.1/RI/9 モーニングKC

13 リエゾン : こどものこころ診療所  竹村優作原作 ; ヨンチャン漫画 ; 10  講談社 2022 726.1/RI/10 モーニングKC

14 リエゾン : こどものこころ診療所  竹村優作原作 ; ヨンチャン漫画 ; 11  講談社 2023 726.1/RI/11 モーニングKC

15 小説の小説  似鳥鶏著  KADOKAWA 2022 913.6/NI

洋書

16 Textbook of allergen tolerance  Vladimir V. Klimov  CRC Press 2022 493.14/TE

17 Textbook of allergy for the clinician
 edited by Pudupakkam K. Vedanthan, Harold S.
Nelson, Shripad N. Agashe, P.A. Mahesh, Rohit
Katial

 CRC Press 2022 493.14/TE

18 Refugee Alexander J. Farrell Francesco Loschiavo 2022 369.38/RE 教育機関用DVD

19 看護覚え書 : 看護であること看護でないこと  第8版. --  フロレンス・ナイチンゲール [著] ; 湯槇ます
[ほか] 訳  現代社 2023 N110/KA

20 Stories for Nurses英語コラムで読む看護師の物語  K.Lynn Wieck原著 ; 田中芳文編著 ; 廣
渡太郎著 ; ⼭崎⿇由美著 ; ⽚岡由美⼦著  看護の科学新社 2022 N170/ST

21 はたらく看護師のための自分の育て方 : キャリア選択に活かす気づきのワーク17  川崎つま⼦著 ; ⾼田朝⼦著  医学書院 2023 N230/HA

22 看護師⻑・主任が育つ : 個⼈の成⻑がみえる12の実践事例  佐藤エキ⼦編著 ; 佐藤紀⼦編著 日本看護協会出版会 2023 N230/KA 看護管理実践Guide

23 キャリア後期に向けた看護職⼈⽣の組み⽴て方 : 40代・50代から考える  濱田安岐⼦編  日本看護協会出版会 2023 N230/KY 看護管理実践Guide

24 わかる!できる!看護主任  古橋洋⼦著  Gakken 2023 N230/WA

25 ICTを使った看護教育・実習ハウツーBOOK  相撲佐希⼦編著 ; ⽯井成郎 [ほか] 著  ⾦芳堂 2022 N240/IC

26 ミッションタウンへようこそ : 福岡⼥学院看護⼤学が開発した「第四の看護教
材」

 ⽚野光男編集 ; ⽚野光男, ⼭田小織,
藤野ユリ⼦, 八尋陽⼦執筆 クオリティケア 2020 N240/MI

27 ミッションタウンへようこそ : 福岡⼥学院看護⼤学が開発した「第四の看護教
材」

 ⽚野光男編集 ; ⽚野光男, ⼭田小織,
藤野ユリ⼦, 八尋陽⼦執筆 クオリティケア 2020 N240/MI

28 ⿊田裕⼦の看護研究step by step  第6版. --  ⿊田裕⼦著  医学書院 2023 N250/KU

29 看護職の基本的責務 : 定義・概念 基本法/倫理 / ⼿島恵監修 ; 2023年
版  日本看護協会出版会 2023 N260/KA/23

30 ⺟⼦の健康科学  第6版. --  我部⼭キヨ⼦編 ; 欅田尚樹 [ほか] 執
筆  医学書院 2023 N390/JO/3 助産学講座 ; 3

31 地域⺟⼦保健・国際⺟⼦保健  第6版. --  我部⼭キヨ⼦編 ; 安達久美⼦ [ほか]
執筆  医学書院 2023 N390/JO/9 助産学講座 ; 9

32 Dr.菊田のキラリと⾒逃さない!脳外術後の正常経過と異常発⾒ : 難しい術後
のケアポイントがきっちりおさえられる!  菊田健⼀郎著  メディカ出版 2023 N541/DR メディカのセミナー濃縮ライブシリーズ

33 眼鏡処方おたすけ帖 : めがね忍者が教える!眼鏡合わせの基本&応用  関⼾昌諭編著 ; ⽯崎英介編著  メディカ出版 2022 N564/GA/22

34 進⾏がんを患うひとが語る「死」  川端愛著  日本看護協会出版会 2023 N571/SH シリーズ「看護の知」

35 精神看護技術  -- 第3版  ⼭本勝則, 守村洋編著 メヂカルフレンド社 2023 N740/KA 看護実践のための根拠がわかる

36 強みと弱みからみた地域・在宅看護過程+総合的機能関連図  第2版. --  河野あゆみ編集 ; 草場鉄周編集協⼒ 医学書院 2023 N820/TS

37 もしものときにすぐ動ける応急処置52シーン : 事故・災害時,駅・路上・旅⾏
先・イベント会場などどんな場面でも  三上剛⼈, 田口裕紀⼦編 日本看護協会出版会 2023 N954/MO

38 世界を変えた書物 = The books that changed the world  山本貴光著 ; 橋本麻里編  小学館 2022 402/SE

39 デジタル時代の知財経営戦略  日経サイエンス編集部編  日経サイエンス 2023 404/BE/257 別冊日経サイエンス ; 257

40 SPSS超入門 : インストールからはじめるデータ分析 -- 第3版  畠慎一郎, 田中多恵子著 東京図書 2022 417/SP

41 よくわかる最新物理化学の基本と仕組み : ⼤学で学ぶ物理化学の最新知識  齋藤勝裕著  秀和システム 2022 431/YO How-nual図解入門

42 カタニア先⽣は、キモい⽣きものに夢中! : その不思議な⾏動・進化の謎をとく  ケネス・カタニア著 ; 的場知之訳  化学同人 2022 480.4/KA

　　　　　　　                   ＊＊新着資料案内＊＊

看護学

医学

視聴覚資料

自然科学

3月1日～31日までに図書館で受入した資料のリストです。どうぞご利用ください。

図書館入口の新着図書コーナーに置いたあと、所定の場所に配架します。

貸出中の場合もありますので、所蔵情報は図書館ホームページでご確認ください。
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 書  名  編 著 者  出 版 社 出版年 ラベル番号 備考

43 医療現場の共感⼒  ⽯井均編著  ⾦芳堂 2023 490.14/IR

44 医師が知っておきたい倫理学・医療倫理 : その医療⾏為は倫理に適っています
か?  川畑信也著  中外医学社 2023 490.15/IS

45 マウス・ラット実験ノート : はじめての取り扱い、倫理・法的規制から、飼育法・
投与・⿇酔・解剖、分⼦⽣物学的⼿法とゲノム編集まで  北田⼀博, 庫本⾼志, 真下知⼠編集 羊土社 2023 490.76/MA 実験医学 ; 別冊 . 無敵のバイオテクニカルシリーズ

46 からだがみえる : ⼈体の構造と機能  医療情報科学研究所編集  メディックメディア 2023 491.1/KA

47 嚙むことの⼤切さを再認識しよう  日本咀嚼学会編  口腔保健協会 2022 491.343/SO/3 咀嚼の本 ; 3

48 ⼥はよい匂いのする男を選ぶ!なぜ : 動物⾏動学で語る"男と⼥"  竹内久美⼦著  ワック 2022 491.35/ON WAC BUNKO ; B-366

49 ⽼化研究をはじめる前に読む本 : 450本の必読論文のエッセンス  ⾼杉征樹著  羊土社 2023 491.358/RO

50 医動物学 -- 改訂8版  吉田幸雄, 有薗直樹, ⼭田稔著 南⼭堂 2023 491.9/ID

51 標準臨床検査医学  ⼭田俊幸, ⼤⻄宏明編 ; ⼭田俊幸 [ほ
か執筆] 医学書院 2023 492.1/HY Standard textbook

52 読み方だけは確実に身につく心電図  米⼭喜平著  羊土社 2022 492.12/YO

53 救急・当直で突然出会う眼科・⽿⿐咽喉科・口腔外科・泌尿器科の疾患の診
かたを専門医が教えます  佐々木陽典編  羊土社 2023 492.29/KY レジデントノート ; Vol. 24, No. 17 ; 増刊

54 性的マイノリティのための診療空間のつくりかた  井⼾田⼀朗編著 ; 歌川たいじ漫画  ⾦芳堂 2023 492/SE

55 肥満症診療ガイドライン  日本肥満学会編 ; 2022  ライフサイエンス出版 2022 493.12/HI/22

56 肥満・肥満症の⽣活習慣改善指導ハンドブック : 特定健診・特定保健指導
必携  日本肥満学会編 ; 2022  ライフサイエンス出版 2022 493.12/HI/22

57 教科書には書いていない!アレルギーのひ・み・つ : 読むだけで身になるアレルギー
のおはなし  鈴木慎太郎, 能條眞著 ; 雜賀智也編 秀和システム 2023 493.14/KY

58 プライマリケアで診る慢性心不全  品川弥⼈著  中外医学社 2022 493.23/PU

59 教科書には書いていない!呼吸と呼吸器のひ・み・つ : 読むだけで身になる呼吸
器ケアのおはなし

 ⼤口祐⽮著 : 看護の現場ですぐに役⽴
つ : スキルが身につく!  秀和システム 2023 493.3/KY

60 精神科臨床ライブ  「精神科治療学」編集委員会編集  星和書店 2022 493.72/SE/22 精神科治療学 / vol.37 増刊号

61 認知症ケアの基礎  改訂5版. --  日本認知症ケア学会編  日本認知症ケア学会 2022 493.75/NI 認知症ケア標準テキスト ; [1]

62 認知症ポジティブおばあちゃん : 在宅介護のしあわせナビ  だんだん・えむ 著 ; 遠藤英俊 監修  フォレスト出版 2023 493.75/NI

63 認知症ケアの実際  改訂5版. --  日本認知症ケア学会編 ; 1 総論  日本認知症ケア学会 2022 493.75/NI/1 認知症ケア標準テキスト ; [2]

64 認知症ケアの実際  改訂6版. --  日本認知症ケア学会編 ; 2 各論  日本認知症ケア学会 2022 493.75/NI/2 認知症ケア標準テキスト ; [3]

65 インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症診療ガイド / 菅
谷憲夫編 ; 2022-23  日本医事新報社 2022 493.87/IN/22-23

66 小児期の逆境的体験と保護的体験 : ⼦どもの脳・⾏動・発達に及ぼす影響とレジリ
エンス

 ジェニファー・ヘイズ=グルード, アマンダ・シェ
フィールド・モリス著 ; 松本聡⼦ [ほか] 訳 明⽯書店 2022 493.937/SH

67 わが⼦のケアの達⼈になる「医療的ケア児」のママたちの奮闘  草野淳⼦著  日本看護協会出版会 2023 493.937/WA シリーズ「看護の知」

68 わが⼦のケアの達⼈になる「医療的ケア児」のママたちの奮闘  草野淳⼦著  日本看護協会出版会 2023 493.937/WA シリーズ「看護の知」

69 がん患者の呼吸困難・痛み・精神症状を診るロジック : 知っていればこんなに使
える非薬物療法アプローチ! : 薬物療法が本当に有効な病態を⾒抜く!  蓮尾英明, 松岡弘道, 松田能宣編著 メジカルビュー社 2023 494.5/GA

70 地域で働く介護・看護職員のためのケア読本 : フットケアの⼤切さがわかる!
 藤井かし⼦著 ; 菰田拓之監修 ; 野田
文⼦イラスト  三恵社 2023 494.67/CH

71 標準整形外科学  -- 第15版  田中栄, ⾼木理彰, 松田秀⼀編集 ; 井
樋栄二 [ほか] 執筆 医学書院 2023 494.7/HY Standard textbook

72 在宅整形・在宅リハビリ : 苦⼿意識解消!  飯島治著  ⾦芳堂 2023 494.7/ZA

73 外来で鑑別診断に困ったら季節をヒントに皮膚を診る  ⽮上晶⼦編集  メジカルビュー社 2023 494.8/GA

74 みえる!わかる!⼥性内分泌  岩瀬明, 平池修, 太田邦明編  メジカルビュー社 2022 495.13/MI

75 191の疑問に答える周産期の栄養  『周産期医学』編集委員会編集 ; 楠田
聡 [ほか] 責任編集  東京医学社 2022 495.5/SH/22 周産期医学 / 第52巻増刊号

76 ICDのABC : 国際疾病分類(ICD-10(2013年版)準拠)の有効活用を目指して :
疾病、傷害及び死因の統計分類のよりよい理解のために  ; 令和5年度版

 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5年度版  厚⽣労働統計協会 2023 498.059/IC/23

77 患者が知らない開業医の本音  松永正訓著  新潮社 2023 498.16/KA 新潮新書 ; 982

78 「豊かな⽼い」を⽀えるやさしさのケアメソッド : ⻘梅慶友病院の現場から  ⿊川由紀⼦編著  誠文堂新光社 2022 498.16/YU

79 公衆衛⽣看護技術  第5版. --  中村裕美⼦著者代表 医学書院 2023 498.3/Mo82 標準保健師講座 ; 2

80 孤独と孤⽴ : 自分らしさと⼈とのつながり  松本俊彦編集 ; 國分功⼀郎 [ほか] 執
筆  日本看護協会出版会 2023 498.39/KO Nursing Todayブックレット ; 19

81 天気痛 : つらい痛み・不安の原因と治療方法  佐藤純著  光文社 2017 498.41/TE 光文社新書 ; 884

82 疫学の事典  三浦克之, 玉腰暁⼦, 尾島俊之編集 朝倉書店 2023 498.6/EK

83 感染対策のためのサーベイランスまるごとサポートブック : すぐに使えるデータや
フォーマットがダウンロードできる!  改訂版. --  藤田烈編著 メディカ出版 2023 498.6/IN/23 Infection control ; 別冊

84 調べる技術 : 国会図書館秘伝のレファレンス・チップス  小林昌樹著  皓星社 2022 002.7/SH

85 図書館ウォーカー : 旅のついでに図書館へ  オラシオ著  日外アソシエーツ 2023 016.2/TO

86 書籍修繕という仕事 : 刻まれた記憶、思い出、物語の守り⼿として⽣きる  ジェヨン著 ; 牧野美加訳  原書房 2022 022/SH

87 知覚と感覚の心理学  原口雅浩編  サイエンス社 2022 141.2/CH ライブラリ心理学を学ぶ ; 2

88 Notes in Ukraine  Hironori KODAMA写真・文  イースト・プレス 2022 293/NO

89 英語で読む・聞く・理解するウクライナ戦争  廣瀬陽⼦監修  アルク 2022 319/EI

地理・地誌・紀⾏

総記

哲学

社会科学



 書  名  編 著 者  出 版 社 出版年 ラベル番号 備考

90 太陽の⼦ : 日本がアフリカに置き去りにした秘密  三浦英之著  集英社 2022 334.4/TA

91 ファシリテーション・グラフィック : 議論を「⾒える化」する技法 ︔ 新版  堀公俊, 加藤彰著 日経BP日本経済新聞出版 2022 336.4/FA Facilitation graphics ; 01

92 「コミュ障」でもしっかり伝わる話し方 : 7つのポイントで、今すぐできる  桐⽣稔 著  PHPエディターズ・グループ 2022 336.49/KO

93 ⼤⼈のモノの⾔い方⼀流、二流、三流 : このひと⾔で「できる⼈」になる  櫻井弘 著  講談社 2022 336.49/OT

94 21世紀の「⽼い」の思想 : ⼈⽣100年時代の世代責任  森下直貴著  知泉書館 2022 367.7/NI

95 ⺟という呪縛娘という牢獄  齊藤彩著  講談社 2022 368.6/HA

96 認知症ケアにおける社会資源  日本認知症ケア学会編  改訂6版. -- 日本認知症ケア学
会 2022 369.26/NI 認知症ケア標準テキスト ; [4]

97 やってよかった介護医療院  鈴木龍太編集  日本医学出版 2022 369.26/YA

98 みんなが⼿話で話した島  ノーラ・エレン・グロース著 ; 佐野正信訳  早川書房 2022 369.27/MI ハヤカワ文庫 ; 8872

99 事例でわかる⼦ども虐待対応の多職種・多機関連携 : 互いの強みを活かす協
働ガイド

 中板育美 [ほか] 著  明⽯書店 2022 369.4/JI

100 学校するからだ  ⽮野利裕著  晶文社 2022 370.4/GA

101 感情コントロールに苦しむ⼦ども : 理解と対応  楠凡之, 丹野清彦 共著 ⾼文研 2022 371.45/KA

102 新・地域と⼤学 : 地方国⽴⼤学は「個性ある地域」を創れるか?  萩原誠著  南方新社 2022 377.21/CH

家政学・生活科学

103 ばあちゃんの料理教室 : 伝え続けたい「美味しっ!」のバトン  伊達潮美著  光文社 2023 596/BA

104 ⼦育てに効くマインドフルネス : 親が変わり、⼦どもも変わる  山口創著  光文社 2017 599/KO 光文社新書 ; 880

産業
105 ⼈もペットも気をつけたい園芸有毒植物図鑑 　増補改訂版. --  土橋豊著 淡交社 2022 623/HI

106 災厄の絵画史  中野京⼦著  日経BP日本経済新聞出版 2022 723/SA 日経プレミアシリーズ ; 485

107 色数は少ないほうがかっこいい!  Power Design Inc.著  ソシム 2022 757.3/IR Enjoy design

絵本

108 あなたがおなかのなかにいたとき  せきやゆうこ文 ; 嶽まいこ絵  アリス館 2022 726.5/EH

109 直木賞をとれなかった名作たち  小谷野敦著  筑摩書房 2023 910.26/KO

110 ラブカは静かに弓を持つ  安壇美緒著  集英社 2022 913.6/AD

111 ブラックガネーシャの教え  水野敬也著  文響社 2021 913.6/MI/3 夢をかなえるゾウ / 3

112 ガネーシャと死神  水野敬也著  文響社 2020 913.6/MI/4 夢をかなえるゾウ /  4

113 君のクイズ  小川哲著  朝日新聞出版 2022 913.6/OG

114 ⼦供はあなたの所有物じゃない  呉暁楽著 ; 木内貴⼦訳  光文社 2022 923.7/GO

115 優雅な⽣活が最⾼の復讐である  カルヴィン・トムキンズ著 ; ⻘⼭南訳  田畑書店 2022 930.27/TO

116 恐⻯の時代--誕⽣、繁栄、そして⼤量絶滅 　カラー図説⽣命の⼤進化40億
年史　中⽣代編  土屋健著  講談社 2023 02/B/2204 ブルーバックス ; B-2204

117 宇宙検閲官仮説 : 「裸の特異点」は隠されるか  真貝寿明著  講談社 2023 02/B/2223 ブルーバックス ; B-2223

118 「心の病」の脳科学 : なぜ⽣じるのか、どうすれば治るのか  林(⾼木)朗⼦, 加藤忠史編 講談社 2023 02/B/2224 ブルーバックス ; B-2224

119 かくも気⾼き、日本⼈の英語 　 英語達⼈列伝  斎藤兆史著  中央公論新社 2023 07/C/2738 中公新書 ; 2738

120 天誅組の変 : 幕末志⼠の挙兵から⽣野の変まで  ⾈久保藍著  中央公論新社 2023 07/C/2739 中公新書 ; 2739

121 日本語の発音はどう変わってきたか : 「てふてふ」から「ちょうちょう」へ、音声史の
旅  釘貫亨著  中央公論新社 2023 07/C/2740 中公新書 ; 2740

122 物語オーストラリアの歴史 : イギリス植⺠地から多⺠族国家への200年  竹田いさみ, 永野隆⾏著  中央公論新社 2023 07/C/2741 中公新書 ; 2741

123 データ思考入門  荻原和樹著  講談社 2023 14/K/2694 講談社現代新書 ; 2694

124 マルクス : ⽣を呑み込む資本主義  白井聡著  講談社 2023 14/K/2695 講談社現代新書 ; 2695

125 新型コロナウイルス感染症と刑事政策 ; 犯罪者・非⾏少年の⽣活意識と価値
観  犯罪白書 / 法務省法務総合研究所編 ; 令和4年版  法務省法務総合研究所編集  日経印刷 2023 326.3/HA/22 持出禁止

126 犯罪被害者白書 ; 令和4年版 警察庁編  国家公安委員会 2022 326.3/HA/22 持出禁止

127 Statistical handbook of Japan
 edited and published by Statistics Bureau,
Ministry of Internal Affairs and
Communications

 Statistics Japan 2022 351/ST/22 持出禁止

128 離婚に関する統計 ; 令和4年度  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 2023 358.1/RI/22 持出禁止

129 Demographic yearbook Annuaire démographique United Nations 2022 358/DE/21 持出禁止

130 国⺠⽣活基礎調査 ; 2021(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 2023 365.5/KO/21 持出禁止

131 患者調査  ; 令和2年 [市販本版]. --  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 2023 490.59/KA/20 持出禁止

132 医療施設調査(動態調査)病院報告  ; 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 2023 498.16/IR/21 持出禁止

133 卒業研究論文集  ; 平成13年度(1) - 令和4年度  大分県立看護科学大学  大分県立看護科学大学 2001 N050/OI/22 持出禁止

134 ⽼年看護学 : Journal of Japan Academy of Gerontological
Nursing ; Vol.27 No.2 日本⽼年看護学会  日本⽼年看護学会 2023 N600/RO/27-2 持出禁止

135 日本在宅ケア学会誌　; Vol 26 No １　 September, 2022  日本在宅ケア学会編集 日本在宅ケア学会 2022 N820/NI/26-1 持出禁止
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