
書名/著者名/出版社/出版年 請求記号

いのちをつなぐ : 移りし刻を生きた人とともに / 川嶋みどり著 川島, みどり(1931-) 看護の科学社 2018.1492.9||N049||イ

看護概論 / 雑賀美智子著者代表 伊藤, 政子(看護学) 新看護学 医学書院 2016.1 492.9||N080||シ6

基礎看護技術 / 水戸優子著者代表 ; 塚本尚子 [ほか] 執筆 水戸, 優子 新看護学 医学書院 2016.1 492.9||N080||シ7

看護管理 = Nursing management / 吉田千文 [ほか] 編 吉田, 千文 ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2018.1492.9||N080||ナ-カ

ヘルスアセスメント = Health assessment / 松尾ミヨ子, 城生弘美, 習田明裕編 松尾, ミヨ子(1950-) ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2018.1492.9||N080||ナ-キ

看護研究 = Nursing study / 川村佐和子編 川村, 佐和子 ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2018.1492.9||N080||ナ-キ

疾病と治療 = Diseases and treatments / 林正健二, 山内豊明編 林正, 健二 ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2018.1492.9||N080||ナ-ケ

医療関係法規 / 今西春彦編 今西, 春彦 ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2018.1 492.9||N080||ナ-ケ

在宅療養を支える技術 / 臺有桂, 石田千絵, 山下留理子編 臺, 有桂 ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2018.1492.9||N080||ナ-ザ

病態生理学 = Pathophysiology / 山内豊明編 山内, 豊明(1959-) ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2018.1492.9||N080||ナ-シ

臨床生化学 = Clinical biochemistry / 宮澤恵二編 宮澤, 恵二 ナーシング・グラフィカ メディカ出版 2018.1492.9||N080||ナ-ジ

看護学概論 : 看護追求へのアプローチ / ライダー島崎玲子, 小山敦代, 田中幸子編集・執筆 Ryder-Shimazaki, Reiko(1931-) Nursing textbook series 医歯薬出版 2018.2492.9||N100||カ

看護倫理ガイドライン / 日本看護倫理学会臨床倫理ガイドライン検討委員会編集 日本看護倫理学会 看護の科学社 2018.1492.9||N120||カ

看護技術学の新たな挑戦 : 今、ふたたび“その人らしく生きる"を問う 日本看護技術学会 日本看護技術学会学術集会講演抄録集 [日本看護技術学会第15回学術集会] 2016.8492.9||N210||ニ15

日本看護技術学会誌 / 日本看護技術学会編集 日本看護技術学会 日本看護協会出版会 2002.9- 492.9||N210||ニ15(3)

つなぐひろがる看護のわざ 日本看護技術学会 日本看護技術学会学術集会講演抄録集 [日本看護技術学会第16回学術集会] 2017.9492.9||N210||ニ16

スキンテアはこうやって治す / 水原章浩著 水原, 章浩 かゆいところに手がとどく心得シリーズ 医学と看護社 2015.3492.9||N211||カ1

熱傷はこうやって治す : 安全に行う湿潤療法 / 水原章浩著 水原, 章浩 かゆいところに手がとどく心得シリーズ 医学と看護社 2015.4492.9||N211||カ2

感染褥瘡はこうやって治す / 水原章浩著 水原, 章浩 かゆいところに手がとどく心得シリーズ 医学と看護社 2015.6492.9||N211||カ3

新しい創傷被覆材オスモパッドはこう使う / 水原章浩著 水原, 章浩 かゆいところに手がとどく心得シリーズ 医学と看護社 2015.7492.9||N211||カ4

胃ろうのスキントラブルはこうやって治す / 水原章浩著 水原, 章浩 かゆいところに手がとどく心得シリーズ 医学と看護社 2015.7492.9||N211||カ5

血腫潰瘍と点滴漏れ潰瘍はこう治す / 水原章浩著 水原, 章浩 かゆいところに手がとどく心得シリーズ 医学と看護社 2018.1492.9||N211||カ7

黒田裕子のしっかり身につく看護過程 / 黒田裕子著 黒田, 裕子(1954-) 照林社 2018.1 492.9||N220||ク

NANDA-I看護診断 : 定義と分類 / T. ヘザー・ハードマン編 / 中木高夫訳 Herdman, T. Heather 医学書院 2009-492.9||N222||ナ2018-20

看護学のための多変量解析入門 / 中山和弘著 中山, 和弘 医学書院 2018.1 492.9||N251||カ

ナースのための小児・新生児の外科疾患完全マスターガイド : 術前術後のケアがわかる!病態・治療がわかる!家族に説明できる! : オールカラー / 田口智章編 田口, 智章(1954-) メディカ出版 2018.1492.9||N440||ナ

慢性期・回復期 / 森菊子, 藤原由子, 元木絵美編集 森, 菊子 パーフェクト臨床実習ガイド : ライフステージに沿った看護技術と看護の展開 照林社 2018.2492.9||N540||セ2

写真でわかる整形外科看護アドバンス : 受傷期のケアから社会復帰への支援まで、写真と動画で体験! / 吉川孝子, 小野まゆみ編集 吉川, 孝子 DVD BOOK インターメディカ 2018.1492.9||N553||シ

日本腎不全看護学会誌 / 日本腎不全看護学会編集 日本腎不全看護学会 医学書院 1999- 492.9||N556||ニ18(2)

日本腎不全看護学会誌 / 日本腎不全看護学会編集 日本腎不全看護学会 医学書院 1999- 492.9||N556||ニ19(1)

日本腎不全看護学会誌 / 日本腎不全看護学会編集 日本腎不全看護学会 医学書院 1999- 492.9||N556||ニ19(2)

ストーマリハビリテーション基礎と実際 / ストーマリハビリテーション講習会実行委員会編 ストーマリハビリテーション講習会実行委員会 金原出版 2016.2492.9||N571||ス

高齢者看護学 / 亀井智子, 小玉敏江編集 亀井, 智子 中央法規出版 2018.2 492.9||N600||コ

老年看護学 : 日本老年看護学会誌 / 日本老年看護学会学会誌編集委員会編 日本老年看護学会 日本老年看護学会学会誌編集委員会 1996.11-492.9||N600||ロ22(2)

パーソン・センタード・ケアでひらく認知症看護の扉 / 鈴木みずえ, 酒井郁子編集 鈴木, みずえ 南江堂 2018.1492.9||N680||パ

災害看護 : 看護の専門知識を統合して実践につなげる / 酒井明子, 菊池志津子編集 酒井, 明子(1957-) 看護学テキストnice 南江堂 2018.1492.9||N880||サ

障がい児・者の手術室看護マニュアル / 重見研司編著 重見, 研司 金芳堂 2018.1 492.9||N951||シ

　看護学

　看護学　総記・叢書・全集　(N０００番台)

　看護理論　　 (N1 ００番台 )

　看護技術・教育・研究　 (N ２００番台 )

　小児看護学　（Ｎ４００番台）

　成人看護学　 (N ５００番台 )

　老人看護学　（Ｎ６００番台）

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ８００番台）

　状態別看護　 (N ９００番台 )

資料は請求記号順にならんでいます。分からないことがありましたら職員にお尋ねください。
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書名/著者名/出版社/出版年 請求記号
熟練看護師のプロの技見せます!慢性看護の患者教育 : 患者の行動変容につながる「看護の教育的関わりモデル」 / 河口てる子編 河口, てる子 メディカ出版 2018.1492.9||N970||ジ

緩和ケアの壁にぶつかったら読む本 / 西智弘著 西, 智弘 中外医学社 2016.2 492.9||N980||カ

緩和ケア : 尊厳ある生と死,大切な生活をつなぐ技と心 / 梅田恵, 射場典子編集 梅田, 恵 看護学テキストnice 南江堂 2018.1492.9||N980||カ

さよならのかたち / 浅沼絵美著 浅沼, 絵美 文芸社 2017.12 490.14||サ

倫理的に考える医療の論点 / 浅井篤, 小西恵美子, 大北全俊編 浅井, 篤(1962-) 日本看護協会出版会 2018.1490.15||リ

解剖学 / 清木勘治著 清木, 勘治(1936-) Minor textbook 金芳堂 2018.1 491.08||マ

ラングマン人体発生学 / T.W. サドラー著 ; 安田峯生, 山田重人訳 Sadler, T. W. (Thomas W.) メディカル・サイエンス・インターナショナル 2016.2491.2||ラ

内分泌・代謝 / 医療情報科学研究所編集 医療情報科学研究所 イメカラ : イメージするカラダのしくみ / 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 2017.12491.3||イ

N教授の生理学講義ノート / 二宮治明著 二宮, 治明 日本医事新報社 2016.10 491.3||エ

カラーで学ぶ解剖生理学 / ケビン T.パットン, ゲーリー A.ティボドー著 ; コメディカルサポート研究会訳 Patton, Kevin T. エルゼビア・ジャパン 2017.12491.31||カ

めざすは認知症ゼロ社会!スマート・エイジング : 華麗なる加齢を遂げるには? / 川島隆太著 川島, 隆太(1959-) シリーズ・福祉と医療の現場から ミネルヴァ書房 2018.1491.371||メ

はじめの一歩の病態・疾患学 : 病態生理から治療までわかる / 林洋編 林, 洋(1953-) 羊土社 2018.1 491.6||ハ

イラストでわかる微生物学超入門 : 病原微生物の感染のしくみ / 齋藤光正著 齋藤, 光正 南山堂 2018.1491.7||イ

図説人体寄生虫学 / 吉田幸雄, 有薗直樹著 吉田, 幸雄(1925-) 南山堂 2016.2 491.9||ズ

今日の治療指針 : 私はこう治療している / 日野原重明, 阿部正和編 日野原, 重明(1911-) 医学書院 1959.6-492||コ||2018

今日の治療指針 : 私はこう治療している / 日野原重明, 阿部正和監修 日野原, 重明(1911-) 医学書院 1990.5-492||コ||2018

慢性疼痛の認知行動療法 : "消えない痛み"へのアプローチ / 伊豫雅臣, 齋藤繁, 清水栄司編集 伊豫, 雅臣(1958-) 日本医事新報社 2016.2492||マ

メディカルスタッフのための臨床医学 / 吉澤篤人編著 吉澤, 篤人 医薬ジャーナル社 2016.8 492||メ

腎臓病診療レジデントマニュアル / 小松康宏編集 小松, 康宏 医学書院 2017.10 492||レ

外科レジデントマニュアル / 松藤凡 [ほか] 編集 松藤, 凡 医学書院 2017.7 492||レ

肝疾患レジデントマニュアル / 柴田実, 加藤直也編集 柴田, 実 医学書院 2017.6 492||レ

内分泌代謝疾患レジデントマニュアル / 吉岡成人, 和田典男, 永井聡著 吉岡, 成人 医学書院 2017.4 492||レ

耳鼻咽喉科・頭頸部外科レジデントマニュアル / 楯谷一郎編集 楯谷, 一郎 医学書院 2016.11 492||レ

がん診療レジデントマニュアル / 国立がん研究センター内科レジデント編 国立がん研究センター内科レジデント 医学書院 2016.10492||レ

マイナー外科救急レジデントマニュアル / 田島康介編集 田島, 康介 医学書院 2016.7 492||レ

脳神経外科レジデントマニュアル / 若林俊彦監修 ; 夏目敦至, 泉孝嗣編集 若林, 俊彦 医学書院 2016.5492||レ

CCUレジデントマニュアル / 高尾信廣, 西裕太郎編集 高尾, 信廣 医学書院 2016.3 492||レ

小児科レジデントマニュアル / 安次嶺馨, 我那覇仁編集 安次嶺, 馨(1942-) 医学書院 2015.4 492||レ

呼吸器病レジデントマニュアル / 谷口博之, 藤田次郎編集 谷口, 博之(内科医) 医学書院 2015.4 492||レ

消化器外科レジデントマニュアル / 力山敏樹編 力山, 敏樹 医学書院 2014.7 492||レ

整形外科レジデントマニュアル / 田中栄, 中村耕三編 田中, 栄 医学書院 2014.5 492||レ

血液病レジデントマニュアル / 神田善伸著 神田, 善伸(1967-) 医学書院 2014.2 492||レ

感染症レジデントマニュアル / 藤本卓司著 藤本, 卓司(1958-) 医学書院 2013.11 492||レ

お母さんのアレルギー診療と子どもの発症予防 : 妊娠の準備から離乳食の進め方まで / 今井孝成編 今井, 孝成 南山堂 2018.1493.14||オ

ここからはじめる食物アレルギー : 研修医・看護師・栄養士のみなさんのための導入本 / 二村昌樹著 二村, 昌樹 医学と看護社 2018.1493.14||コ

サルコペニアがいろん / 荒井秀典監修 荒井, 秀典 ライフサイエンス選書 ライフサイエンス出版 2017.7493.185||サ

循環器疾患 / 石橋賢一著 石橋, 賢一(1956-) Navigateシリーズ 医学書院 2014.9 493.2||ジ

循環器疾患最新の治療 / 安田寿一, 杉本恒明編集 安田, 寿一(1927-2015) 南江堂 1986- 493.2||ジ||2018-2019

心不全患者に寄り添う包括的心臓リハビリテーションを極める / 絹川真太郎編集 絹川, 真太郎 Management of Heart Failure / 伊藤浩, 筒井裕之責任編集 文光堂 2016.3493.235||シ

消化器疾患 / 石橋賢一著 石橋, 賢一(1956-) Navigateシリーズ 医学書院 2017.9 493.4||シ

運動ニューロン疾患 / 青木正志編集 青木, 正志 神経内科Clinical questions & pearls 中外医学社 2017.10493.64||ウ

神経内科ハンドブック : 鑑別診断と治療 = Handbook of neurology / 水野美邦編集 水野, 美邦(1941-) 医学書院 2016.9493.72||シ

神経疾患最新の治療 / 小林祥泰, 水澤英洋編 小林, 祥泰 南江堂 2006.3- 493.72||シ||2018-2020

生命の灯ふたたび = Rejuvenating the Lamplight of Life : 脳卒中後の重い障害を越えて創った作品集 / 横張琴子編著 横張, 琴子 新興医学出版社 2016.7493.73||イ||2

神経感染症 / 亀井聡編集 亀井, 聡(1954-) 神経内科Clinical questions & pearls 中外医学社 2017.9 493.73||シ

神経疾患 / 石橋賢一著 石橋, 賢一(1956-) Navigateシリーズ 医学書院 2013.6 493.73||シ

失語症のリハビリテーション : 全体構造法 / 道関京子編著 道関, 京子 医歯薬出版 2016.3 493.73||シ||1

失語症のリハビリテーション : 全体構造法 / 道関京子編著 道関, 京子 医歯薬出版 2016.3 493.73||シ||2

地域包括ケア時代の脳卒中慢性期の地域リハビリテーション : エビデンスを実践につなげる / 吉本好延編集 吉本, 好延 メジカルビュー社 2016.6493.73||チ

脳血管障害 / 伊藤義彰編集 伊藤, 義彰 神経内科Clinical questions & pearls 中外医学社 2016.10 493.73||ノ

頭痛 / 清水利彦編集 清水, 利彦 神経内科Clinical questions & pearls 中外医学社 2016.5 493.74||ズ

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

　医学全般　(請求記号　４９０)

　基礎医学　（請求記号　４９１）

　臨床医学　（請求記号　４９２）

　内科学・精神医学・小児科学　 ( 請求記号　４９３ )
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書名/著者名/出版社/出版年 請求記号
てんかん学用語事典 / 日本てんかん学会編集 日本てんかん学会 診断と治療社 2017.12 493.74||テ

脳と心からみた統合失調症の理解 / 倉知正佳著 倉知, 正佳(1942-) 医学書院 2016.6 493.763||ノ

医師と患者・家族をつなぐうつ病のABC : 早期発見・早期治療のために / 樋口輝彦編 樋口, 輝彦(1945-) 医薬ジャーナル社 2018.1493.764||イ

高齢者感染症 : 超高齢社会の課題と特徴 / 光山正雄編 光山, 正雄 医薬ジャーナル社 2016.5 493.8||コ

わかりやすい予防接種 / 渡辺博著 渡辺, 博(1955-) 診断と治療社 2018.1 493.82||ワ

診断・対応のためのADHD評価スケールADHD-RS : DSM準拠 : チェックリスト,標準値とその臨床的解釈 / ジョージ・J.デュポール [ほか] 著 ; 坂本律訳 DuPaul, George J. 明石書店 2008.5493.937||シ

自閉スペクトラム症の医療・療育・教育 / 金生由紀子, 渡辺慶一郎, 土橋圭子編著 金生, 由紀子 金芳堂 2016.12493.9375||ジ

自閉症百科事典 / ジョン T.ネイスワース, パメラ S.ウルフ編 ; 小川真弓, 徳永優子, 吉田美樹訳 Neisworth, John T. 明石書店 2010.10493.9375||ジ

自閉症スペクトラム : 家族が語るわが子の成長と生きづらさ : 診断と支援にどう向き合うか / 服部陵子著 服部, 陵子 明石書店 2017.6493.9375||ジ

標準外科学 / 北野正剛, 田邉稔, 池田徳彦編集 北野, 正剛 Standard textbook 医学書院 2016.2 494||ヒ

がんが再発・転移した時、あなたは? : 「末期がん」と共に生きる知恵 / 岩崎瑞枝 [ほか] 編著 ; ファイナルステージを考える会編集協力 岩崎, 瑞枝 中央法規出版 2017.12494.5||ガ

がん患者の消化器症状の緩和に関するガイドライン / 日本緩和医療学会緩和医療ガイドライン作成委員会編集 日本緩和医療学会緩和医療ガイドライン作成委員会 金原出版 2011.7-494.5||ガ

脊柱管狭窄症をトレーニングで治す : 未来のための「腰再生」 / 稲葉晃子著 稲葉, 晃子 シリーズ・福祉と医療の現場から ミネルヴァ書房 2017.10494.66||セ

整形外科疾患ビジュアルブック / 下出真法編集 下出, 真法(1947-) 学研メディカル秀潤社 2018.2 494.72||セ

終末期リハビリテーションの臨床アプローチ / 安部能成編 安部, 能成 メジカルビュー社 2016.9 494.78||シ

腎疾患 / 石橋賢一著 石橋, 賢一(1956-) Navigateシリーズ 医学書院 2013.5 494.93||ジ

CKD患者の薬物治療 : 最初の一手と次の一手 / 加藤明彦編集 加藤, 明彦(内科学) 文光堂 2018.1 494.93||シ

クロストークから読み解く周産期メンタルヘルス / 岡野禎治 [ほか] 編集 岡野, 禎治 南山堂 2016.8 495.5||ク

周産期医療にかかわる人のためのやさしくわかる胎盤のみかた・調べかた : わかりやすい検査・診断チャート付 / 松岡健太郎著 松岡, 健太郎(1963-) 診断と治療社 2016.5495.6||シ

母子の基礎科学 / 我部山キヨ子, 武谷雄二編集 ; 武谷雄二 [ほか] 執筆 我部山, キヨ子 助産学講座 / 我部山キヨ子, 武谷雄二編 医学書院 2014.1495.9||ジ||2

母子の健康科学 / 我部山キヨ子, 武谷雄二編集 ; 欅田尚樹 [ほか] 執筆 我部山, キヨ子 助産学講座 / 我部山キヨ子, 武谷雄二編 医学書院 2016.1495.9||ジ||3

母子の心理・社会学 / 我部山キヨ子, 菅原ますみ編集 ; 菅原ますみ [ほか] 執筆 我部山, キヨ子 助産学講座 / 我部山キヨ子, 武谷雄二編 医学書院 2016.2 9784260021869 SK00082441495.9||ジ||4

地域母子保健・国際母子保健 / 我部山キヨ子編集 ; 藤内修二 [ほか] 執筆 我部山, キヨ子 助産学講座 / 我部山キヨ子, 武谷雄二編 医学書院 2016.2495.9||ジ||9

助産管理 / 我部山キヨ子, 毛利多恵子編集 ; 山本智美 [ほか] 執筆 我部山, キヨ子 助産学講座 / 我部山キヨ子, 武谷雄二編 医学書院 2016.2495.9||ジ||10

医療基本法 : 患者の権利を見据えた医療制度へ / 医療基本法会議編 医療基本法会議 エイデル研究所 2017.11498.12||イ

もつれない患者との会話術 : させない!つくらない!モンスターペイシェント / 大江和郎編著 大江, 和郎 日本医事新報社 2018.1498.163||モ

家族計画指導の実際 : 少子社会における家族形成への支援 / 木村好秀, 齋藤益子著 木村, 好秀 医学書院 2017.2498.2||カ

病気が逃げ出す上体温のすすめ / 今津嘉宏著 今津, 嘉宏 ワニブックス「Plus」新書 ワニブックス 2017.12498.3||ビ

一家を破滅させる「孤独病」 : 10万人の心の病を診てきた医師が警告 / 浅川雅晴著 浅川, 雅晴(1958-) ロングセラーズ 　2017.12498.39||イ

一生使える脳 : 専門医が教える40代からの新健康常識 / 長谷川嘉哉著 長谷川, 嘉哉(1966-) PHP新書 PHP研究所 2018.1498.39||イ

「老いない脳」をつくる / 石浦章一著 石浦, 章一(1950-) WAC BUNKO ワック 2017.12 498.39||オ

子どもの保健 / 巷野悟郎編 巷野, 悟郎 診断と治療社 2018.1 498.7||コ

最新子ども保健 / 澤田淳, 細井創編 ; 井上文夫 [ほか] 著 澤田, 淳(1936-) 日本小児医事出版社 2017.12498.7||サ

こころの治療薬ハンドブック / 井上猛 [ほか] 編 井上, 猛 星和書店 2018.1 499.1||コ

今日の治療薬 : 解説と便覧 / 水島裕, 宮本昭正 [共] 編著 水島, 裕(1933-) 南江堂 1977- 499.1||コ||2018

治療薬up‐to‐date : ポケット判 / 松沢佑次, 永井良三, 奥村勝彦編集 矢崎, 義雄 メディカルレビュー社 2002.2-499.1||チ||2018

ナースのためのくすりの事典 / 守安洋子著 守安, 洋子 へるす出版 1991- 499.1||ナ||2018

簡易生命表 / 厚生省大臣官房統計情報部編 厚生省大臣官房統計情報部 厚生統計協会 1969- R358.1||カ||2016

学校基本調査報告書 : 高等教育機関 / 文部省大臣官房調査統計課編 文部省大臣官房調査統計課 大蔵省印刷局 1971-R370.59||ガ||2017

学校基本調査報告書 : 初等中等教育機関 専修学校・各種学校編 / 文部省大臣官房調査統計課編 文部省大臣官房調査統計課 大蔵省印刷局 1984-R370.59||ガ||2017

日本子ども資料年鑑 / 日本総合愛育研究所編 日本総合愛育研究所 中央出版 1988- R371.45||ニ||2018

解説教育六法 / 解説教育六法編修委員会編 解説教育六法編修委員会 三省堂 1970- R373.2||カ||2018

日本統計年鑑 / 総務庁統計局編 総務庁統計局 日本統計協会 : 毎日新聞社 1949.10- R351||ニ||67

医療六法 / 医療法制研究会監修 厚生省医療法制研究会 中央法規出版 2006.3- R498.12||イ||2018

国民健康・栄養の現状 : 厚生労働省国民健康・栄養調査報告より / 健康・栄養情報研究会編 健康・栄養情報研究会 第一出版 2008.4-R498.55||コ||2014

今日の治療薬 : 解説と便覧 / 水島裕, 宮本昭正 [共] 編著 水島, 裕(1933-) 南江堂 1977- R499.1||コ||2018

ナースのためのくすりの事典 / 守安洋子著 守安, 洋子 へるす出版 1991- R499.1||ナ||2018

朝日キーワード / 朝日新聞社編 朝日新聞社 朝日新聞社 1983- R813.7||ア||2019

　視聴覚資料
がん看護に必要な基礎知識 / ビデオ・パック・ニッポン制作・著作 ビデオ・パック・ニッポン がん看護 ビデオ・パック・ニッポン 2016.10DVDNo.136-1

がん治療と看護 / ビデオ・パック・ニッポン制作・著作 ビデオ・パック・ニッポン がん看護 ビデオ・パック・ニッポン 2016.10DVDNo.136-2

　薬学　 ( 請求記号　４９９ )

　調べるための本

　外科学　(請求記号　４９４)

　婦人科学・産科学　 ( 請求記号　４９５ )

　衛生学・公衆衛生・法医学　(請求記号　４９８)
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書名/著者名/出版社/出版年 請求記号
多様ながん看護 / ビデオ・パック・ニッポン制作・著作 ビデオ・パック・ニッポン がん看護 ビデオ・パック・ニッポン 2016.10DVDNo.136-3

がん看護の実践 / ビデオ・パック・ニッポン制作・著作 ビデオ・パック・ニッポン がん看護 ビデオ・パック・ニッポン 2016.10DVDNo.136-4

これからのがん看護 / ビデオ・パック・ニッポン制作・著作 ビデオ・パック・ニッポン がん看護 ビデオ・パック・ニッポン 2016.10DVDNo.136-5

周手術期の看護 / ビデオ・パック・ニッポン製作・著作・発行 ビデオ・パック・ニッポン ビデオ・パック・ニッポン 2016DVDNo.137-1

周手術期の看護 / ビデオ・パック・ニッポン製作・著作・発行 ビデオ・パック・ニッポン ビデオ・パック・ニッポン 2016DVDNo.137-2

周手術期の看護 / ビデオ・パック・ニッポン製作・著作・発行 ビデオ・パック・ニッポン ビデオ・パック・ニッポン 2016DVDNo.137-3

大学生の知の情報スキル / 森園子編著 ; 池田修 [ほか] 著 森, 園子 共立出版 2017.11 007.6||ダ
教育・学習編 / 秋田喜代美, 藤江康彦編 秋田, 喜代美(1957-) はじめての質的研究法 : 事例から学ぶ / 秋田喜代美, 能智正博監修 東京図書 2007.7140.7||ハ
わかる!できる!「社会人基礎力」講座 : 誰からも必要とされる人になるための12のスキル / 高橋忠寛著 高橋, 忠寛 ビジネス教育出版社 2015.2336.47||ワ
社会保障の手引 : 施策の概要と基礎資料 / 厚生省社会局監査指導課編集 厚生省社会局 社会福祉調査会 1974-364||シ||2017

社会保障の手引 : 施策の概要と基礎資料 / 厚生省社会局監査指導課編集 厚生省社会局 社会福祉調査会 1974-364||シ||2018

社会保障入門 / 厚生省大臣官房政策課編集 厚生省大臣官房政策課 中央法規出版 1990- 364||シ||2018

家族心理学研究 / 日本家族心理学会家族心理学研究編集部 日本家族心理学会 日本家族心理学会金子書房 (発売) , 1987.5-367.3||カ||31-2

虐待とDV (ドメスティック・バイオレンス) のなかにいる子どもたちへ : ひとりぼっちじゃないよ / チルドレン・ソサエティ著 ; アジア女性センター, 本夛須美子訳 Children's Society (Great Britain) 明石書店 2016.12367.6||ギ
誰も置き去りにしない社会へ : 貧困・格差の現場から / 平松知子 [ほか] 著 平松, 知子(1961-) 新日本出版社 2018.1368.2||ダ
地域包括ケア看取り方と看取られ方 : 第三次生活困難期における支援策 / 小松俊平, 熊田梨恵編集 小松, 俊平 国書刊行会 2018.1369.26||チ
子ども虐待と貧困 : 「忘れられた子ども」のいない社会をめざして / 松本伊智朗編著 ; 清水克之 [ほか] 著 松本, 伊智朗(1959-) 明石書店 2010.2369.4||コ
周産期からの子ども虐待予防・ケア : 保健・医療・福祉の連携と支援体制 / 中板育美著 中板, 育美 明石書店 2016.11369.4||シ
子どもの保健 / 鎌田佳奈美編著 鎌田, 佳奈美 MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉 ミネルヴァ書房 2018.1369.4||ミ||8

奨学金借りるとき返すときに読む本 / 柴田武男, 鴨田譲編 ; 埼玉奨学金問題ネットワーク著 柴田, 武男(1952-) 弘文堂 2018.1373.4||シ
看護師採用試験面接試験攻略法 : 看護師就活のプロが教える面接の攻略本 / 濱田安岐子監修 濱田, 安岐子 滋慶出版/つちや書店  2018.1377.9||カ
イラストでよくわかる知的障害・発達障害のある子どもへのコミュニケーション支援 : 合理的配慮にもとづいたことばとこころのサポートブック / 湯汲英史編集 湯汲, 英史(1953-) 診断と治療社 2016.10378||イ
はじめの一歩の生化学・分子生物学 / 前野正夫, 磯川桂太郎著 前野, 正夫(1952-) 羊土社 2016.12 464||ハ
ひとりでマスターする生化学 / 亀井碩哉著 亀井, 碩哉 講談社 2015.9 464||ヒ
はじめての研究レポート作成術 / 沼崎一郎著 沼崎, 一郎(1958-) 岩波ジュニア新書 岩波書店 2018.1 816.5||ハ
天声人語 : 英文対照 / 朝日新聞論説委員室編 ; 英文朝日訳 朝日新聞社論説委員室 原書房 1991- 837||テ||190

ふたご / 藤崎彩織著 藤崎, 彩織(1986-) 文藝春秋 2017.10 913.6||フ
銀河鉄道の父 / 門井慶喜著 門井, 慶喜(1971-) 講談社 2017.9 913.6||カ
人は、人を浴びて人になる : 心の病にかかった精神科医の人生をつないでくれた12の出会い / 夏苅郁子著 夏苅, 郁子(1954-) ライフサイエンス出版 2017.8916||ナ

　その他

図書館カレンダー

5月企画展示
コンピュータリテラシー・情報セキュリティを身につけたい

看護の日特集

看護の心、ケアの心、助け合いの心を

一人一人が分かち合い、育むきっかけと

なるよう、旧厚生省により、

フローレンス・ナイチンゲールの

誕生日にちなみ1980年に5月12日を

「看護の日」と制定しました。

インターネットを利用するうえで皆さんはどのくらい

情報セキュリティやモラル、操作方法についてご存知ですか？

これから看護師として活躍するためにもぜひ情報リテラシー

（数多くある情報のなかから必要な情報を的確に選び整理する能力）を

身につけて活用しましょう。
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