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登録番号 所在区分２

禁帯区分 請求記号

医療倫理 / トニー・ホープ [著] ; 児玉聡, 赤林朗訳・解説

岩波書店

00114987 ２階医学１

貸出可

490.15/H 86

医療倫理学の方法 : 原則・ナラティヴ・手順 / 宮坂道夫著

医学書院

00115659 ２階医学１

貸出可

490.15/Mi 82

コピペしないレポートから始まる研究倫理 : その一線、越えたらアウト
です! / 上岡洋晴著

ライフサイエンス出版

00115590 ２階医学１

貸出可

490.7/Ka 38

なぜあなたは論文が書けないのか? : 理由がわかれば見えてくる, 論
文を書ききるための処方箋 / 佐藤雅昭著

メディカルレビュー社

00115586 ２階医学１

貸出可

490.7/Sa 85

なぜあなたの研究は進まないのか? : 理由がわかれば見えてくる, 研
究を生き抜くための処方箋 / 佐藤雅昭著

メディカルレビュー社

00115675 ２階医学１

貸出可

490.7/Sa 85

解剖学総論/運動器系 / Michael Schünke, Erik Schulte, Udo
Schumacher著

医学書院

00115658 ２階医学１

貸出可

491.1/Sc 8

看護のための人間発達学 / 舟島なをみ, 望月美知代著

医学書院

00115649 ２階医学１

貸出可

491.3/F 89

目でみるからだのメカニズム / 堺章著

医学書院

00115637 ２階医学１

貸出可

491.3/Sa 29

Transcranial brain stimulation / edited by Carlo Miniussi, Walter
Paulus, Paolo M. Rossini

CRC Press/Taylor &
Francis Group

00115710 ２階医学１

貸出可

491.371/Tr 1

Transcranial magnetic stimulation / edited by Alexander Rotenberg,
Jared Cooney Horvath, Alvaro Pascual-Leone

Humana
Press/Springer

00115711 ２階医学１

貸出可

491.371/Tr 1

脳がつくる3D世界 : 立体視のなぞとしくみ / 藤田一郎著

化学同人

00115657 ２階医学１

貸出可

491.374/F 67

臨床検査値×処方薬チェックポイント : 看護師・薬剤師がこれだけは
知っておきたい / 原景子著

メディカ出版

00115494 ２階医学１

貸出可

492.1/H 31

保健医療福祉のための臨床推論 : チーム医療・チームケアのための
実学 / 北島政樹総編集 ; 丸山仁司, 糸山泰人, 谷口敬道編集

朝倉書店

00115669 ２階医学１

貸出可

492.1/H 82

医学生からの診断推論 : 今日もホームランかっとばそうぜ / 山中克郎 羊土社
著

00115502 ２階医学１

貸出可

492.1/Y 34

イラストレイテッド心電図を読む : 鑑別に迷わないために / 土居忠文
著

00115670 ２階医学１

貸出可

492.12/D 83
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臨床脳波学 / 大熊輝雄 [ほか] 著

医学書院

00115662 ２階医学１

貸出可

492.16/O 55

フェルソン読める!胸部X線写真 : 楽しく覚える基礎と実践 /
Lawrence R. Goodman著 ; 大西裕満, 粟井和夫訳

エルゼビア・ジャパン

00115667 ２階医学１

貸出可

492.433/G 65

アナトミー・トレイン : 徒手運動療法のための筋筋膜経線 / Thomas
W. Myers著 ; 板場英行, 石井慎一郎訳

医学書院

00115648 ２階医学１

貸出可

492.5/My

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

メジカルビュー社

00115483 ２階医学１

貸出可

492.5/Sh 99

Look at what you can do! : real stories of occupational therapy in
Japan / Yasuaki Hayama ; translated by Hiromi Yoshikawa and

Miwa-Shoten

00115477 ２階医学１

貸出可

492.6/H 47

作業で結ぶマネジメント : 作業療法士のための自分づくり・仲間づく
り・組織づくり / 澤田辰徳編集

医学書院

00115676 ２階医学１

貸出可

492.6/Sa 16

MEの基礎知識と安全管理 / 日本生体医工学会ME技術教育委員会 南江堂
監修

00115408 ２階医学１

貸出可

492.8/Me 52

ビジュアルノート / 医療情報科学研究所編 ; 茨木保イラスト

メディックメディア

00115638 ２階医学１

貸出可

492/V 82

高齢者の安全な薬物療法ガイドライン 2015 / 日本老年医学会・日本 日本老年医学会
医療研究開発機構研究費・高齢者の薬物治療の安全性に関する研

00115479 ２階医学２

貸出可

493.18/Ko 79/'15

イスや車イスに座ってできる転倒防止と寝たきり予防の音楽体操 / 田 黎明書房
中和代, 加藤昌美, 品川真理子著

00115367 ２階医学２

貸出可

493.18/Ta 84

骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2015年版 / 骨粗鬆症の予防と治 日本骨粗鬆症学会
療ガイドライン作成委員会編集

00115503 ２階医学２

貸出可

493.6/Ko 94/'15

日本の精神医学この五〇年 / 松本雅彦 [著]

みすず書房

00115460 ２階医学２

貸出可

493.7/Ma 81

今日の精神疾患治療指針 / 樋口輝彦 [ほか] 編集

医学書院

00115650 ２階医学２

貸出可

493.72/Ko 75

オープンダイアローグ / ヤーコ・セイックラ, トム・エーリク・アーンキル
著 ; 高木俊介, 岡田愛訳

日本評論社

00115440 ２階医学２

貸出可

493.72/Se 17

高次脳機能障害の考えかたと画像診断 / 武田克彦, 村井俊哉編著

中外医学社

00115666 ２階医学２

貸出可

493.73/Ta 59

徹底ガイド!高次脳機能障害 : ひと目でわかる基礎知識と患者対応 /
新貝尚子, 森田将健編集

総合医学社

00115393 ２階医学２

貸出可

493.73/Te 87
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認知症の人たちの小さくて大きなひと言 : 私の声が見えますか? / 永
田久美子監修

harunosora

00115446 ２階医学２

貸出可

493.75/N 76

プール活動レベル : 認知症をもつ人の活動評価から個別支援まで :
チームでよりよいケアを実践するために / Jackie Pool 原著 ; 小川真

医歯薬出版

00115682 ２階医学２

貸出可

493.75/P 79

バリデーションへの誘い : 認知症と共に生きるお年寄りから学ぶこと
/ 都村尚子著

全国コミュニティライフ 00115390 ２階医学２
サポートセンター

貸出可

493.75/Ts 74

認知症ケアのためのバリデーション・ワークブック / 都村尚子著

全国コミュニティライフ 00115391 ２階医学２
サポートセンター

貸出可

493.75/Ts 74

書誌事項

認知症の人のための認知活性化療法マニュアル : エビデンスのある 中央法規出版
楽しい活動プログラム / Aimee Spector [ほか] 原版著 ; 山中克夫, 河

00115395 ２階医学２

貸出可

493.75/Y 34

うつ病臨床のエッセンス / 笠原嘉 [著]

みすず書房

00115461 ２階医学２

貸出可

493.76/Ka 71

小児の訪問診療も始めるための29のポイント / 前田浩利, 田邊幸子
編著

南山堂

00115409 ２階医学２

貸出可

493.9/Ma 26

新生児・小児医療にかかわる人のための看取りの医療 / 船戸正久,
鍋谷まこと編集

診断と治療社

00115384 ２階医学２

貸出可

493.9/Sh 69

270動画でわかる赤ちゃんの発達地図 : 胎児・新生児期から歩行する メディカ出版
までの発達のつながりが理解できる / 木原秀樹著

00115663 ２階医学２

貸出可

493.91/Ki 17

イラストを見せながら説明する子どもの病気とその診かた / 金子堅一
郎編

南山堂

00115410 ２階医学２

貸出可

493.92/I 63

よくわかる子どもの喘鳴診療ガイド : 喘鳴を科学する / 徳山研一編

診断と治療社

00115386 ２階医学２

貸出可

493.933/Y 79

図解でわかる!小児ぜんそく : 成人ぜんそくにさせない / 大矢幸弘監
修

法研

00115455 ２階医学２

貸出可

493.933/Z 6

小児心臓血管外科手術シミュレーション / 小澤司編著

メジカルビュー社

00115480 ２階医学２

貸出可

493.94/O 97

小児整形外科テキスト / 日本小児整形外科学会教育研修委員会編
集

メジカルビュー社

00115653 ２階医学２

貸出可

493.94/Sh 96

新生児のプライマリ・ケア / 日本小児科学会新生児委員会編

診断と治療社

00115385 ２階医学２

貸出可

493.95/Sh 69

プライマリ・ケア看護学 基礎編 : 日本プライマリ・ケア連合学会 / 日
本プライマリ・ケア連合学会編

南山堂

00115411 ２階医学２

貸出可

N/P 97
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誰でもわかる看護理論 / 城ケ端初子著

サイオ出版

00115375 ２階医学２

貸出可

N01/J 61

バーンズ&グローブ看護研究入門 : 評価・統合・エビデンスの生成 /
Susan K. Grove, Nancy Burns, Jennifer R. Gray原著

エルゼビア・ジャパン

00115370 ２階医学２

貸出可

N07/B 93

楽しくできるわかりやすい看護研究論文の書き方 / 内田陽子著

照林社

00115379 ２階医学２

貸出可

N07/U 14

考える看護学生を育む授業づくり : 意欲と主体性を引き出す指導方
法 / 新井英靖 [ほか] 編著

メヂカルフレンド社

00115486 ２階医学２

貸出可

N073/A 62

看護教育学 : 看護を学ぶ自分と向き合う / グレッグ美鈴, 池西悦子
編

南江堂

00115003 ２階医学２

貸出可

N073/Ka 54

看護実践・教育のための測定用具ファイル : 開発過程から活用の実
際まで / 舟島なをみ監修

医学書院

00114984 ２階医学２

貸出可

N073/Ka 54

老年看護学 / 片山信子 [ほか] 著

メヂカルフレンド社

00115002 ２階医学２

貸出可

N073/Ka 54/3

看護教育を拓く授業リフレクション : 教える人の学びと成長 / 目黒悟
著

メヂカルフレンド社

00114999 ２階医学２

貸出可

N073/Me 19

看護教育を創る授業デザイン : 教えることの基本となるもの / 目黒悟
著

メヂカルフレンド社

00115000 ２階医学２

貸出可

N073/Me 19

看護の学びを支える授業デザインワークブック : 実りある院内研修・臨 メヂカルフレンド社
地実習・講義・演習に向けて / 目黒悟, 永井睦子著

00115001 ２階医学２

貸出可

N073/Me 19

保健医療福祉のしくみ : 看護と法律 / 田中良明著者代表

医学書院

00115634 ２階医学２

貸出可

N08/Sh 64/5

教育学 / 荒川智編集

メヂカルフレンド社

00114998 ２階医学２

貸出可

N08/Sh 69

基礎看護学 / 戸ヶ里泰典, 井上智子編著

放送大学教育振興会 00115457 ２階医学２

貸出可

N1/Sa 85

病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図 / 井上智
子, 窪田哲朗編

医学書院

00115633 ２階医学２

貸出可

N14/B 99

根拠がわかる症状別看護過程 : こころとからだの69症状 : 事例展開と 南江堂
関連図 / 関口恵子, 北川さなえ編集

00115406 ２階医学２

貸出可

N14/Ko 75

根拠がわかる疾患別看護過程 : 病態生理と実践がみえる関連図と事 南江堂
例展開 / 新見明子編集

00115405 ２階医学２

貸出可

N14/Ko 75
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疾患別看護過程の展開 / 山口瑞穂子, 関口恵子監修

学研メディカル秀潤社 00115371 ２階医学２

貸出可

N14/N 68

もっとも新しい重症患者の早期離床の考えかた : 鎮静管理とリハビリ
テーション / 卯野木健編集

学研メディカル秀潤社 00115374 ２階医学２

貸出可

N229/Mo 95

3.11東日本大震災看護管理者の判断と行動 : 患者・スタッフをどう
守ったか 変化する災害対策への実践的指針! / 山﨑達枝監修

日総研出版

00114981 ２階医学２

貸出可

N229/Sa 61

エビデンスに基づく糖尿病・代謝・内分泌看護ケア関連図 / 任和子,
細田公則編集

中央法規出版

00115394 ２階医学２

貸出可

N312/E 14

家族看護学 / 星直子編集

中央法規出版

00115396 ２階医学２

貸出可

N35/Ka 99

これからの精神看護学 : 病態生理をふまえた看護実践のための関連 PILAR PRESS
図 / 森千鶴監編著 ; 田中留伊編著

00115655 ２階医学２

貸出可

N37/Mo 45

認知行動理論に基づく精神看護過程 : よくわかる認知行動療法の基 中央法規出版
本と進め方 / 岡田佳詠編著

00115401 ２階医学２

貸出可

N37/O 38

日本看護協会出版会 00115420 ２階医学２

貸出可

N39/Ka 54

「看護の力」でここまでできる!“小児在宅ケア”を始めよう

ケアの基本がわかる重症心身障害児の看護 : 出生前の家族支援から へるす出版
緩和ケアまで / 倉田慶子, 樋口和郎, 麻生幸三郎編集

00115453 ２階医学２

貸出可

N39/Ke 11

小児をめぐる看護現象入門 : 事例から探る状況のとらえ方とケアの意 ライフサポート社
味 / 小村三千代著

00115504 ２階医学２

貸出可

N39/Ko 68

病態・治療をふまえたがん患者の排便ケア / 松原康美編集

医学書院

00115661 ２階医学２

貸出可

N45/G 19

ウエルネスからみた母性看護過程+病態関連図 / 佐世正勝, 石村由
利子編

医学書院

00115668 ２階医学２

貸出可

N55/U 46

看護職としての社会人基礎力の育て方 : 専門性の発揮を支える3つ
の能力・12の能力要素 / 箕浦とき子, 高橋恵編

日本看護協会出版会 00115416 ２階医学２

貸出可

N83/Ka 54

看護管理概説 / 井部俊子編集

日本看護協会出版会 00115421 ２階医学２

貸出可

N83/Ka 54/1

看護組織論 / 井部俊子, 勝原裕美子編集

日本看護協会出版会 00115422 ２階医学２

貸出可

N83/Ka 54/2

看護マネジメント論 / 木村チヅ子, 村上美好編集

日本看護協会出版会 00115423 ２階医学２

貸出可

N83/Ka 54/3
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看護における人的資源活用論 / 手島恵編集

日本看護協会出版会 00115424 ２階医学２

貸出可

N83/Ka 54/4

看護情報管理論 / 上泉和子, 太田勝正編集

日本看護協会出版会 00115425 ２階医学２

貸出可

N83/Ka 54/5

看護経営・経済論 / 金井Pak雅子編集

日本看護協会出版会 00115426 ２階医学２

貸出可

N83/Ka 54/6

看護制度・政策論 / 中西睦子編集

日本看護協会出版会 00115427 ２階医学２

貸出可

N83/Ka 54/7

看護管理学研究 / 中西睦子, 上泉和子, 増野園惠編集

日本看護協会出版会 00115428 ２階医学２

貸出可

N83/Ka 54/8

看護管理基本資料集 / 中西睦子, 勝原裕美子, 増野園惠編集

日本看護協会出版会 00115429 ２階医学２

貸出可

N83/Ka 54/s

看護に活かす基準・指針・ガイドライン集 2016 / 日本看護協会編

日本看護協会出版会 00115664 ２階医学２

貸出可

N83/N 71/'16

新人看護職員研修ノート / 坂本すが監修

日本看護協会出版会 00115418 ２階医学２

貸出可

N83/Sh 63

訪問看護が支えるがんの在宅ターミナルケア / 全国訪問看護事業協 日本看護協会出版会 00115417 ２階医学２
会編集

貸出可

N93/H 83

訪問看護ステーション開設・運営・評価マニュアル / 日本訪問看護財 日本看護協会出版会 00115419 ２階医学２
団監修

貸出可

N93/H 83

もうすぐ亡くなります : 訪問看護の現場で考える : なごやかな終末を
めざして / 宮﨑照子著

彩流社

00115376 ２階医学２

貸出可

N93/Mi 88

標準整形外科学 / 井樋栄二, 吉川秀樹, 津村弘編集

医学書院

00115651 ２階医学３

貸出可

494.7/H 99

褥瘡ガイドブック / 日本褥瘡学会編集

照林社

00115380 ２階医学３

貸出可

494.8/J 67

皮膚科学 / 上野賢一原著 ; 大塚藤男著

金芳堂

00115652 ２階医学３

貸出可

494.8/U 45

CKD・透析関連領域ガイドライン 2016年版 : 日常診療にどう生かすか 日本メディカルセン
/ 鈴木正司, 伊丹儀友編集
ター

00115441 ２階医学３

貸出可

494.93/C 73/'16

家族をつくる : 提供精子を使った人工授精で子どもを持った人たち
/ ケン・ダニエルズ著 ; 仙波由加里訳

00115442 ２階医学３

貸出可

495.48/D 37

2017年6月30日

人間と歴史社
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出版者名

登録番号 所在区分２

禁帯区分 請求記号

メディカ出版

00115492 ２階医学３

貸出可

495.5/Ma 86

妊婦健診と保健指導パーフェクトブック : 正常の確認と異常への対応 メディカ出版
を究める! : 妊娠期別ガイド / ペリネイタルケア編集委員会編著

00115493 ２階医学３

貸出可

495.5/P 42

助産師と研修医のための産科超音波検査 / 梁栄治著

00115383 ２階医学３

貸出可

495.5/R 96

周産期精神保健への誘い : 親子のはじまりを支える多職種連携 / 窪 メディカ出版
田昭男, 橋本洋子, 平野慎也編

00115491 ２階医学３

貸出可

495.5/Sh 99

胎児心拍数モニタリング講座 : 大事なサインを見逃さない! : オールカ メディカ出版
ラー / 藤森敬也著

00115636 ２階医学３

貸出可

495.6/F 62

向精神薬と妊娠・授乳 / 伊藤真也, 村島温子, 鈴木利人編

00115703 ２階医学３

貸出可

495.6/Ko 83

図説CTGテキスト : 助産実践能力習熟段階「クリニカルラダー」レベル メジカルビュー社
III認証必須研修CTG対応テキスト / 中井章人著

00115485 ２階医学３

貸出可

495.6/N 34

正常がわかる胎児超音波検査 / 馬場一憲, 市塚清健編集

文光堂

00115452 ２階医学３

貸出可

495.6/Se 17

お産でいちばん大切なこととは何か : プラスチック時代の出産と愛情
ホルモンの未来 / ミシェル・オダン著 ; 大田康江訳

メディカ出版

00115488 ２階医学３

貸出可

495.7/O 17

はじめてのマタニティ・ヨガ : 妊娠初期から産後まで使える! / 岡部朋
子著

西東社

00115388 ２階医学３

貸出可

495.7/O 37

助産録 : 記録と助産師の責務 / 日本助産師会助産録改訂特別委員 日本助産師会出版
会編集・監修

00115431 ２階医学３

貸出可

495.9/J 76

母と子と家族のためのいのちの授業 : 助産師からの贈りもの : 「生ま
れてきてくれて、ありがとう」を伝える子育て / 寺田恵子著

ライフサポート社

00115505 ２階医学３

貸出可

495.9/Te 43

質的研究 step by step : すぐれた論文作成をめざして / 波平恵美子
著

医学書院

00115635 ２階医学３

貸出可

498.07/N 47

アジアの医療提供体制 : 日本はアジアの医療とどう向き合えばいいの 日本医学出版
か / 真野俊樹著

00115415 ２階医学３

貸出可

498.13/Ma 46

アジアの出産と家族計画 : 「産む・産まない・産めない」身体をめぐる
政治 / 小浜正子, 松岡悦子編

勉誠出版

00115454 ２階医学３

貸出可

498.2/A 27

レジリエンスとは何か / 枝廣淳子著

東洋経済新報社

00115680 ２階医学３

貸出可

498.39/E 21

書誌事項
胎児・母体・新生児の急変時対応Q&A99 : 聞きたいことはこれ!一問
一答で疑問を解決 / 松岡隆編著

2017年6月30日

診断と治療社

南山堂
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出版者名

登録番号 所在区分２

禁帯区分 請求記号

日本能率協会マネジ
メントセンター

00115681 ２階医学３

貸出可

498.39/Ku 99

メンタルヘルスを学ぶ : 精神医学・内科学・心理学の視点から / 村井 ミネルヴァ書房
俊哉, 森本恵子, 石井信子編著

00115469 ２階医学３

貸出可

498.39/Mu 41

レジリエンス入門 : 折れない心のつくり方 / 内田和俊著

筑摩書房

00115679 ２階医学３

貸出可

498.39/U 14

妊娠期・乳児期 / 惠谷ゆり, 西本裕紀子編著

金芳堂

00115372 ２階医学３

貸出可

498.59/E 76

わかりやすい子どもの保健 / 西村昻三, 松浦信夫編著 ; 野原八千代 同文書院
[ほか] 著

00115403 ２階医学３

貸出可

498.7/N 84

子どもの保健 / 渡辺博編著

中山書店

00115665 ２階医学３

貸出可

498.7/W 46

ヘルスプロモーションのすすめ : 地球サイズの愛は、自分らしく生きる 垣内出版
ために! / 島内憲夫, 助友裕子著

00115004 ２階医学３

貸出可

498/W 69/s

看護に必要なやりなおし数学・物理 / 時政孝行著

照林社

00115701 ２階自然

貸出可

410/To 32

SPSSによる分散分析と多重比較の手順 / 石村貞夫, 石村光資郎著

東京図書

00115702 ２階自然

貸出可

417/I 78

社会人基礎力養成のための情報活用技術 : Word2010, Excel2010
ムイスリ出版
& PowerPoint2010 / 森際孝司編 ; 森際孝司, 高野拓樹, 中谷聡共著

00115478 ２階人文０～２

貸出可

007.63/Mo 48

よく生きよく笑いよき死と出会う / アルフォンス・デーケン著

新潮社

00114996 ２階人文０～２

貸出可

114.2/D 53

APA論文作成マニュアル / アメリカ心理学会「APA」著 ; 前田樹海,
江藤裕之, 田中建彦訳

医学書院

00114982 ２階人文０～２

貸出可

140.7/A 44

心理学の名著30 / サトウタツヤ著

筑摩書房

00115671 ２階人文０～２

貸出可

140/Sa 85

認知心理学ハンドブック / 日本認知心理学会編

有斐閣

00115498 ２階人文０～２

貸出可

141.5/N 76

認知コントロール : 認知心理学の基礎研究から教育・臨床の応用をめ 培風館
ざして / 嶋田博行, 芦髙勇気共著

00115443 ２階人文０～２

貸出可

141.5/Sh 36

よくわかる認知発達とその支援 / 子安増生編

00115654 ２階人文０～２

貸出可

141.5/Y 79

書誌事項
マンガでやさしくわかるレジリエンス / 久世浩司著 ; 松尾陽子マンガ
原作 ; 朝戸ころも作画

2017年6月30日

ミネルヴァ書房
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出版者名

登録番号 所在区分２

禁帯区分 請求記号

新・発達心理学ハンドブック / 田島信元, 岩立志津夫, 長崎勤編集

福村出版

00115623 ２階人文０～２

貸出可

143/H 43

よくわかる発達心理学 / 無藤隆, 岡本祐子, 大坪治彦編

ミネルヴァ書房

00115581 ２階人文０～２

貸出可

143/Y 79

ライフストーリー・レビュー入門 : 過去に光を当てる、ナラティヴ・アプ
ローチの新しい方法 / 高松里著

創元社

00115392 ２階人文０～２

貸出可

146.8/Ta 42

人材開発研究大全 / 中原淳編

東京大学出版会

00115704 ２階人文３

貸出可

336.4/J 53

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

ビジネス教育出版社

00115448 ２階人文３

貸出可

336.4/Ta 33

求められる人材になるための社会人基礎力講座 / 山﨑紅著

日経BP社

00115413 ２階人文３

貸出可

336.4/Y 48

人材開発部門は研修提供から成果創造にシフトする / デイナ・ゲイ
ン・ロビンソン, ジェームス・C・ロビンソン著 ; 鹿野尚登訳

ヒューマンバリュー

00114971 ２階人文３

貸出可

336.47/R 54/1

人事・人材開発担当の実践テキスト / デイナ・ゲイン・ロビンソン,
ジェームス・C・ロビンソン著 ; 鹿野尚登訳

ヒューマンバリュー

00114972 ２階人文３

貸出可

336.47/R 54/2

誇り・味方・居場所 : 私の社会保障論 / 大熊由紀子著

ライフサポート社

00115506 ２階人文３

貸出可

364/O 55

キャリア開発の産業・組織心理学ワークブック / 石橋里美著

ナカニシヤ出版

00115404 ２階人文３

貸出可

366.94/I 71

アクティブラーニングで学ぶジェンダー : 現代を生きるための12の実
践 / 青野篤子編著

ミネルヴァ書房

00115672 ２階人文３

貸出可

367.2/A 55

ジェンダー法学入門 / 三成美保 [ほか] 著

法律文化社

00115458 ２階人文３

貸出可

367.2/Mi 66

「オトコの育児」の社会学 : 家族をめぐる喜びととまどい / 工藤保則,
西川知亨, 山田容編著

ミネルヴァ書房

00115476 ２階人文３

貸出可

367.3/Ku 17

夫と妻の生涯発達心理学 : 関係性の危機と成熟 / 宇都宮博, 神谷
哲司編著

福村出版

00115447 ２階人文３

貸出可

367.3/U 96

リジリアンスを育てよう : 危機にある若者たちとの対話を進める6つの戦 金剛出版
略 / マイケル・ウンガー著 ; 松嶋秀明, 奥野光, 小森康永訳

00115677 ２階人文３

貸出可

368.7/U 75

台湾の社会福祉 : 歴史・制度・実践 / 宮本義信著

00115471 ２階人文３

貸出可

369.022/Mi 77

書誌事項

2017年6月30日

ミネルヴァ書房

9/16 ページ

出版者名

登録番号 所在区分２

禁帯区分 請求記号

ワールドプランニング
(発売)

00115508 ２階人文３

貸出可

369.26/N 76

地域包括ケアシステムのすすめ : これからの保健・医療・福祉 / 豊島 ミネルヴァ書房
泰子, 立石宏昭編著

00115473 ２階人文３

貸出可

369.26/To 92

認知症の人の家族支援 : 介護者支援に携わる人へ / 矢吹知之編著 ワールドプランニング

00115507 ２階人文３

貸出可

369.26/Y 12

ケアからエンパワーメントへ : 人を支援することは意思決定を支援する ミネルヴァ書房
こと / 北野誠一著

00115470 ２階人文３

貸出可

369.27/Ki 69

歴史のなかの障害者 / 山下麻衣編著

法政大学出版局

00115456 ２階人文３

貸出可

369.27/Y 44

家族会と出会って元気になる / 家族へのメッセージ編集委員会編 ;
飯塚壽美 [ほか] 著

やどかり出版

00115495 ２階人文３

貸出可

369.28/Y 13/5

子ども家庭福祉 / 木村容子, 有村大士編著

ミネルヴァ書房

00115472 ２階人文３

貸出可

369.4/Ki 39

はじめての応用行動分析 / P.A. アルバート, A.C. トルートマン著 ;
佐久間徹, 谷晋二, 大野裕史訳

二瓶社

00115414 ２階人文３

貸出可

371.4/A 41

教育心理学のための統計学 : テストでココロをはかる / 熊谷龍一, 荘 誠信書房
島宏二郎著

00115387 ２階人文３

貸出可

371.4/Ku 33

教育評価法概説 / 橋本重治原著 ; 応用教育研究所改訂版編集

00114974 ２階人文３

貸出可

371.7/H 38

活用する力を育むパフォーマンス評価 : パフォーマンス課題とルーブ 明治図書出版
リックを生かした単元モデル / 香川大学教育学部附属高松小学校著

00115580 ２階人文３

貸出可

371.7/Ka 17

教育評価 / 梶田叡一著

有斐閣

00114993 ２階人文３

貸出可

371.7/Ka 23

教育評価 / 田中耕治著

岩波書店

00114994 ２階人文３

貸出可

371.7/Ta 84

よくわかる教育評価 / 田中耕治編

ミネルヴァ書房

00115582 ２階人文３

貸出可

371.7/Y 79

学校と社会 / デューイ著 ; 宮原誠一訳

岩波書店

00114992 ２階人文３

貸出可

371/D 67

「新しい能力」は教育を変えるか : 学力・リテラシー・コンピテンシー /
松下佳代編著

ミネルヴァ書房

00115462 ２階人文３

貸出可

371/Ma 88

書誌事項
認知症介護基礎研修標準テキスト / 認知症介護研究・研修センター
監修

2017年6月30日

図書文化社
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出版者名

登録番号 所在区分２

禁帯区分 請求記号

「学び」を問いつづけて : 授業改革の原点 / 佐伯胖著

小学館

00114991 ２階人文３

貸出可

375.1/Sa 14

絶対評価とルーブリックの理論と実際 / 高浦勝義著

黎明書房

00114997 ２階人文３

貸出可

375.17/Ta 55

驚くべき乳幼児の心の世界 : 「二人称的アプローチ」から見えてくるこ ミネルヴァ書房
と / ヴァスデヴィ・レディ著 ; 佐伯胖訳

00115466 ２階人文３

貸出可

376.11/R 22

幼児期における運動発達と運動遊びの指導 : 遊びのなかで子どもは
育つ / 杉原隆, 河邉貴子編著

00115465 ２階人文３

貸出可

376.157/Su 34

社会人基礎力 : 学生から社会人・ビジネスパーソンになるための必修 日本生産性本部生産 00115430 ２階人文３
BOOK / 加賀博著
性労働情報センター

貸出可

377.9/Ka 16

大学生のための「社会常識」講座 : 社会人基礎力を身に付ける方法
/ 松野弘編著

ミネルヴァ書房

00115463 ２階人文３

貸出可

377.9/Ma 84

社会人基礎力をみがく : アドバンストセミナーマニュアル / 山形大学
基盤教育院研究部編著

山形大学出版会

00115496 ２階人文３

貸出可

377.9/Y 22

知っておきたい発達障害のアセスメント / 尾崎康子, 三宅篤子編著

ミネルヴァ書房

00115467 ２階人文３

貸出可

378.6/N 99/1

知っておきたい発達障害の療育 / 尾崎康子, 三宅篤子編著

ミネルヴァ書房

00115468 ２階人文３

貸出可

378.6/N 99/2

発達障害がある子のためのおうちでできる就学準備 : 小学校が楽しく 合同出版
なる療育プログラム / 道城裕貴, 寺口雅美著

00115373 ２階人文３

貸出可

378/D 83

発達障害の子の立ち直り力「レジリエンス」を育てる本 / 藤野博, 日戸 講談社
由刈監修

00115678 ２階人文３

貸出可

378/H 43

発達が気になる子のやる気を引きだす指導法 : 応用行動分析「ABA」 中央法規出版
にもとづく適応行動の身につけ方 : 段階別でわかる! / 小笠原恵編著

00115397 ２階人文３

貸出可

378/O 22

これ一冊で完ぺき!マナーのすべてがわかる便利手帳 : カラー版 / 岩 ナツメ社
下宣子監修

00115656 ２階人文３

貸出可

385.9/Ko 79

知的障害・発達障害のある子どもの住まいの工夫ガイドブック : 危な
い!困った!を安全・安心に / 西村顕, 本田秀夫著

中央法規出版

00115402 ２階人文５～７

貸出可

527/N 84

武器ビジネス 上 : マネーと戦争の「最前線」 / アンドルー・ファインス
タイン著 ; 村上和久訳

原書房

00115444 ２階人文５～７

貸出可

559/F 17/1

武器ビジネス下 : マネーと戦争の「最前線」 / アンドルー・ファインスタ 原書房
イン著 ; 村上和久訳

00115445 ２階人文５～７

貸出可

559/F 17/2
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田んぼのコレクション / 内山りゅう写真・文

フレーベル館

00115451 ２階人文５～７

貸出可

616.2/U 25

図説街場の鉄道遺産 首都圏近郊編 / 阪和明文 ; 松本典久構成 ;
岡倉禎志写真

セブン&アイ出版

00115389 ２階人文５～７

貸出可

686.2/Z 8

ダ・ヴィンチの右脳と左脳を科学する / レナード・シュレイン著 ; 日向
やよい翻訳

ブックマン社

00115449 ２階人文５～７

貸出可

702.37/Sh 94

レポート・論文を書くための日本語文法 : ここがポイント! : 中上級〜上 くろしお出版
級学習者対象 / 小森万里, 三井久美子著

00115591 ２階人文８～９

貸出可

810.7/Ko 67

レポート・論文をさらによくする「書き直し」ガイド : 大学生・大学院生の 大修館書店
ための自己点検法29 / 佐渡島紗織, 坂本麻裕子, 大野真澄編著

00115589 ２階人文８～９

貸出可

816.5/Sa 13

スラスラ書ける小論文の教科書 / 牛山恭範著

エール出版社

00115588 ２階人文８～９

貸出可

816.5/U 94

大学生のための文章表現練習帳 / 坂東実子著

国書刊行会

00115592 ２階人文８～９

貸出可

816/B 18

文章が変わる接続語の使い方 : 文の論理は接続語で決まる / 沖森
卓也著

ベレ出版

00115587 ２階人文８～９

貸出可

816/O 51

作文の論理 : 「わかる文章」の仕組み / 宇佐美寛編著

東信堂

00114990 ２階人文８～９

貸出可

816/U 92

患者学のすすめ : “人間らしく生きる権利”を回復する新しいリハビリ
テーション / 上田敏, 鶴見和子著

藤原書店

00115450 ２階人文８～９

貸出可

914.6/Ts 85

出産 : 助産師の祈り / 目黒和加子著

養徳社

00115499 ２階人文８～９

貸出可

916/Me 19

わが子は発達障害 : 心に響く33編の子育て物語 / 内山登紀夫, 明
石洋子, 高山恵子編

ミネルヴァ書房

00115464 ２階人文８～９

貸出可

916/W 14

生体のしくみ 第3集 [DVD] / 医学映像教育センター制作著作

医学映像教育セン
ター

20007241 ＡＶコーナー

禁帯出

491/Se/3

生体のしくみ 第4集 [DVD] / 医学映像教育センター制作著作

医学映像教育セン
ター

20007242 ＡＶコーナー

禁帯出

491/Se/4

生体のしくみ 第5集 [DVD] / 医学映像教育センター制作著作

医学映像教育セン
ター

20007243 ＡＶコーナー

禁帯出

491/Se/5

生体のしくみ 第6集 [DVD] / 医学映像教育センター制作著作

医学映像教育セン
ター

20007244 ＡＶコーナー

禁帯出

491/Se/6
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脳卒中「急性期」のリハビリテーション [DVD] / 医学映像教育セン
ター制作著作

医学映像教育セン
ター

20007234 ＡＶコーナー

禁帯出

492/Ri/1

摂食・嚥下障害 [DVD] / 医学映像教育センター制作著作

医学映像教育セン
ター

20007235 ＡＶコーナー

禁帯出

492/Ri/2

排尿障害 [DVD] / 医学映像教育センター制作著作

医学映像教育セン
ター

20007236 ＡＶコーナー

禁帯出

492/Ri/3

切断と義肢 [DVD] / 医学映像教育センター制作著作

医学映像教育セン
ター

20007237 ＡＶコーナー

禁帯出

492/Ri/4

脊髄損傷 [DVD] / 医学映像教育センター制作著作

医学映像教育セン
ター

20007238 ＡＶコーナー

禁帯出

492/Ri/6

神経・筋疾患 [DVD] / 医学映像教育センター制作著作

医学映像教育セン
ター

20007239 ＡＶコーナー

禁帯出

492/Ri/7

重篤な新生児の医療をめぐる協働意思決定 [DVD] / 井上みゆき原
案監修

医学映像教育セン
ター

20007262 ＡＶコーナー

禁帯出

493/Ju

私の中のあなた [DVD] / ニック・カサヴェテス脚本・監督

ギャガ(発売)

20007265 ＡＶコーナー

禁帯出

778/Wa

不安を抱えているのはあなただけではない 第1巻 [DVD] : はじめての 東京シネ・ビデオ
点滴治療

20007254 ＡＶコーナー

禁帯出

N/Fu/1

不安を抱えているのはあなただけではない 第2巻 [DVD] : 通院3ヶ月 東京シネ・ビデオ
目

20007255 ＡＶコーナー

禁帯出

N/Fu/2

導尿・膀胱留置カテーテル [DVD] / 医学映像教育センター制作著作 医学映像教育セン
ター

20007229 ＡＶコーナー

禁帯出

N/Ji/3

注射 [DVD] / 医学映像教育センター制作著作

医学映像教育セン
ター

20007230 ＡＶコーナー

禁帯出

N/Ji/4

採血・輸液を受ける子どもへの援助 [DVD] / 医学映像教育センター
制作著作

医学映像教育セン
ター

20007260 ＡＶコーナー

禁帯出

N/Ko/2

骨髄穿刺・腰椎穿刺を受ける子どもへの援助 [DVD] / 医学映像教育 医学映像教育セン
センター制作著作
ター

20007261 ＡＶコーナー

禁帯出

N/Ko/3

基礎知識 [DVD] / 医学映像教育センター制作著作

医学映像教育セン
ター

20007263 ＡＶコーナー

禁帯出

N/Sh/1

プレパレーション [DVD] / 山口求原案監修

医学映像教育セン
ター

20007233 ＡＶコーナー

禁帯出

N/Sh/2
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乳児・小児の救急看護 [DVD] / 山口求原案監修

医学映像教育セン
ター

20007259 ＡＶコーナー

禁帯出

N/Sh/3

国試の達人 : 運動解剖生理学編 2018年 / 理学療法科学学会編

アイペック

00115707 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.5/Ko 53/'18

国試の達人 : 臨床医学編 2018年 / 理学療法科学学会編

アイペック

00115706 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.5/Ko 53/'18

国試の達人 : 理学療法編 2018年 / 理学療法科学学会編

アイペック

00115708 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.5/Ko 53/'18

国試の達人 : 作業療法編 2018年 / 作業療法科学研究会編

アイペック

00115709 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.5/Ko 53/'18

発達障害白書 / 日本精神薄弱者福祉連盟編 2017年版 発達障害
日本文化科学社
白書 2017年版 :「障害者差別解消法」への多様なアクション : 合理的

00115625 参考図書コー
ナー

禁帯出

378.6/H 43/'17

ナースのためのくすりの事典 / 守安洋子著 2017年版 ナースのため
のくすりの事典 2017年版

へるす出版

00115627 参考図書コー
ナー

禁帯出

491.5/Mo 73/'17

臨床検査データブック 2017-2018 / 黒川清, 春日雅人, 北村聖編集

医学書院

00115626 参考図書コー
ナー

禁帯出

492.1/R 45/'17-'18

医療六法 / 医療法制研究会監修 平成29年版 医療六法 平成29年
版

中央法規出版

00115624 参考図書コー
ナー

禁帯出

498.12/Ke 45/'17

精神保健福祉法詳解 / 精神保健福祉研究会監修

中央法規出版

00115622 参考図書コー
ナー

禁帯出

498.12/Se 19

看護データブック / 神田清子, 二渡玉江編

医学書院

00115660 参考図書コー
ナー

禁帯出

N03/Ka 54

看護白書 / 日本看護協会編 平成28年版 看護白書 平成28年版

日本看護協会出版会 00115647 参考図書コー
ナー

禁帯出

N059/Ka 54/'16

放射線治療技術学 / 熊谷孝三編著

オーム社

00115605 指定図書コー
ナー

貸出可

492.4/Ku 33

放射線治療技術学 / 熊谷孝三編著

オーム社

00115604 指定図書コー
ナー

貸出可

492.4/Ku 33

高エネルギー電子線の線量評価の実際 : 実務的諸問題を中心に /
保科正夫著

PILAR PRESS

00115599 指定図書コー
ナー

貸出可

492.42/H 92

高エネルギー電子線の線量評価の実際 : 実務的諸問題を中心に /
保科正夫著

PILAR PRESS

00115598 指定図書コー
ナー

貸出可

492.42/H 92
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核医学検査技術学 / 大西英雄, 市原隆, 山本智朗共編

オーム社

00115603 指定図書コー
ナー

貸出可

492.43/Ka 28

核医学検査技術学 / 大西英雄, 市原隆, 山本智朗共編

オーム社

00115602 指定図書コー
ナー

貸出可

492.43/Ka 28

外部放射線治療におけるQAシステムガイドライン 2016年版 / 日本放 金原出版
射線腫瘍学会編

00115597 指定図書コー
ナー

貸出可

494.5/G 14/'16

外部放射線治療におけるQAシステムガイドライン 2016年版 / 日本放 金原出版
射線腫瘍学会編

00115596 指定図書コー
ナー

貸出可

494.5/G 14/'16

がんの分子イメージング / 浦野泰照編

化学同人

00115615 指定図書コー
ナー

貸出可

494.5/G 19

がん放射線治療パーフェクトブック / 唐澤久美子, 藤本美生編集

学研メディカル秀潤社 00115601 指定図書コー
ナー

貸出可

494.5/G 19

がん放射線治療パーフェクトブック / 唐澤久美子, 藤本美生編集

学研メディカル秀潤社 00115600 指定図書コー
ナー

貸出可

494.5/G 19

がんの分子イメージング / 浦野泰照編

化学同人

00115614 指定図書コー
ナー

貸出可

494.5/G 19

放射線治療学 / 井上俊彦, 小川和彦, 小泉雅彦編

南山堂

00115607 指定図書コー
ナー

貸出可

494.5/H 91

放射線治療学 / 井上俊彦, 小川和彦, 小泉雅彦編

南山堂

00115606 指定図書コー
ナー

貸出可

494.5/H 91

臨床放射線腫瘍学 : 最新知見に基づいた放射線治療の実践 / 日本 南江堂
放射線腫瘍学会, 日本放射線腫瘍学研究機構編集

00115617 指定図書コー
ナー

貸出可

494.5/R 45

臨床放射線腫瘍学 : 最新知見に基づいた放射線治療の実践 / 日本 南江堂
放射線腫瘍学会, 日本放射線腫瘍学研究機構編集

00115616 指定図書コー
ナー

貸出可

494.5/R 45

小線源治療部会ガイドラインに基づく密封小線源治療診療・物理QA
マニュアル / 日本放射線腫瘍学会小線源治療部会編

金原出版

00115595 指定図書コー
ナー

貸出可

494.5/Sh 96

小線源治療部会ガイドラインに基づく密封小線源治療診療・物理QA
マニュアル / 日本放射線腫瘍学会小線源治療部会編

金原出版

00115594 指定図書コー
ナー

貸出可

494.5/Sh 96

薬がみえる 1 : 神経系の疾患と薬/循環器系の疾患と薬/腎・泌尿器
系の疾患と薬 / 医療情報科学研究所編

メディックメディア

00115609 指定図書コー
ナー

貸出可

499.1/Ku 93/1

薬がみえる 1 : 神経系の疾患と薬/循環器系の疾患と薬/腎・泌尿器
系の疾患と薬 / 医療情報科学研究所編

メディックメディア

00115608 指定図書コー
ナー

貸出可

499.1/Ku 93/1
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薬がみえる 2 : 代謝系の疾患と薬/内分泌系の疾患と薬/産婦人科系 メディックメディア
の疾患と薬/血液系の疾患と薬/免疫・炎症・アレルギー疾患と薬/眼・

00115611 指定図書コー
ナー

貸出可

499.1/Ku 93/2

薬がみえる 2 : 代謝系の疾患と薬/内分泌系の疾患と薬/産婦人科系 メディックメディア
の疾患と薬/血液系の疾患と薬/免疫・炎症・アレルギー疾患と薬/眼・

00115610 指定図書コー
ナー

貸出可

499.1/Ku 93/2

薬がみえる 3 : 消化器系の疾患と薬/呼吸器系の疾患と薬/感染症と
薬/悪性腫瘍と薬 / 医療情報科学研究所編集

メディックメディア

00115613 指定図書コー
ナー

貸出可

499.1/Ku 93/3

薬がみえる 3 : 消化器系の疾患と薬/呼吸器系の疾患と薬/感染症と
薬/悪性腫瘍と薬 / 医療情報科学研究所編集

メディックメディア

00115612 指定図書コー
ナー

貸出可

499.1/Ku 93/3
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