
看護学部 
請求記号 資料名 著者名 

N080:ケ 小児臨床看護各論 第12版(系統看護学講座:専門分野:2. 小児看護学:2) 奈良間美保著者代表 

N080:ケ：3 基礎看護技術 第15版 2(系統看護学講座:専門分野:1. 基礎看護学:2-3) 有田清子 [ほか著] 

N210:タ 看護技術プラクティス 第2版 竹尾惠子監修 

N210:フ 看護技術ベーシックス 改訂版(BN books) 
藤野彰子, 長谷部佳子, 安達祐子
監修 

N220:シ 疾患別看護過程セミナー 統合改訂版 中村あや [ほか] 編集担当 

N300:ボ:1 母性 1(新看護観察のキーポイントシリーズ) 前原澄子編 

N300:ボ:2 母性 2(新看護観察のキーポイントシリーズ) 前原澄子編 

N400:エ 小児の看護アセスメント(最新看護ガイド) 
ジョイス・エンゲル著/塚原正人監
訳 

N400:シ：1 小児 1(新看護観察のキーポイントシリーズ) 桑野タイ子, 本間昭子編 

N400:シ：2 小児 2(新看護観察のキーポイントシリーズ) 桑野タイ子, 本間昭子編 

Ｎ440:シ 症状からみた小児看護 : 事例から学ぶ看護ここがポイント 東京都立清瀬小児病院看護科編 

Ｎ440:シ 
小児看護実習ガイド(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) 

飯村直子, 江本リナ, 西田志穂編集 

Ｎ440:シ 
写真でわかる小児看護技術 : 小児看護に必要な臨床技術を中心に 改訂第2版(写真でわかるシ
リーズ) 

山元恵子監修 

N440:ナ ナースのための小児感染症 : 予防と対策 国立成育医療研究センター編集 

N440:ハ 発達段階からみた小児看護過程+病態関連図 石黒彩子, 浅野みどり編集 

N440:ヤ やさしくわかる小児看護技術 : 看護実習の「予習」に最適! : オールカラー 草柳浩子, 岩瀬貴美子編著 

N700:セ：1 精神科 1(新看護観察のキーポイントシリーズ) 川野雅資編 

N700:セ：2 精神科 2(新看護観察のキーポイントシリーズ) 川野雅資編 

N740:カ エビデンスに基づく精神科看護ケア関連図 川野雅資編著 

N740:タ 精神看護学 : 学生-患者のストーリーで綴る実習展開 田中美恵子編著 



社会福祉学部 
請求記号 資料名 著者名 

140.7:シ 人間の内面を探る「自己・個人内過程」(心理測定尺度集:1) 山本眞理子編 

140.7:フ 心理学実験・研究レポートの書き方 : 学生のための初歩から卒論まで B. フィンドレイ著/細江達郎, 細越久美子訳 

141.2:ミ 脳と心(現代心理学シリーズ:2) 宮田洋編 

234.075:ウ ヒトラーの長き影 ウヴェ・リヒタ著/石川求, 鈴木崇夫, 渡部貞昭訳 

311.1:サ これからの「正義」の話をしよう : いまを生き延びるための哲学 マイケル・サンデル著/鬼澤忍訳 

361.4:セ:21 ステレオタイプの社会心理学 : 偏見の解消に向けて(セレクション社会心理学:21) 上瀬由美子著 

364.021:キ 希望の社会保障改革 : お年寄りに安心を・若者に仕事を・子どもに未来を 駒村康平, 菊池馨実編 

368.2:イ 現代の貧困 : ワーキングプア/ホームレス/生活保護(ちくま新書:659) 岩田正美著 

369.92:ア 医療ソーシャルワーカーの仕事 : 現場からの提言 荒川義子編著/大谷京子[ほか]著 

369.92:イ 医療ソーシャルワーク実践50例 : 典型的実践事例によるわかり易い医療福祉 大本和子 [ほか] 著 

417:オ SPSSとAmosによる心理・調査データ解析 : 因子分析・共分散構造分析まで 小塩真司著 

596:カ 簡単、手間なし、手早く作れる!はらぺこレシピ(オレンジページCOOKING)   

913.6:ア クジラの彼(角川文庫:16293) 有川浩〔著〕 

913.6:ア キケン 有川浩著 

913.6:ア 塩の街 有川浩著 

913.6:イ 陽気なギャングが地球を回す : 長編サスペンス書下ろし(Non novel:755) 伊坂幸太郎著 

913.6:ツ 凍りのくじら(講談社文庫:[つ-28-5]) 辻村深月 [著] 

913.6:ツ ツナグ 辻村深月著 

913.6:ハ モナミは世界を終わらせる?(カドカワ銀のさじシリーズ) はやみねかおる [著] 

913.6:ヒ 赤い指(講談社文庫:[ひ-17-26]) 東野圭吾 [著] 



短期大学部 
請求記号 資料名 著者名 

007.35:ヒ 
The history of Jobs & Apple : 1976〜20XX : スティーブ・ジョブズとアップル奇蹟の軌跡 : Steve Jobs 
& Apple : the locus of the miracles(100%ムックシリーズ) 

高木利弘 [ほか] 執筆/高木利弘, 
戸田幸子編集 

023.33:シ イギリス近代出版の諸相 : コーヒー・ハウスから書評まで(Sekaishiso seminar) 清水一嘉著 

146.8:カ 
アニマルセラピーコーディネーターってなんだろう : ペットが持つ癒し効果～福祉・医療につなぐ橋
渡し役 

山崎恵子著 

182.1:シ 聖地と他界観(仏教民俗学大系:3) 桜井徳太郎編 

210.4:ク 顕密体制論(黒田俊雄著作集:第2巻) 黒田俊雄著 

336.49:ガ スティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン : 人々を惹きつける18の法則 カーマイン・ガロ著/井口耕二訳 

361.4::シ 化粧行動の社会心理学 : 化粧する人間のこころと行動(シリーズ21世紀の社会心理学:9) 大坊郁夫編集 

361.45:イ 異文化間コミュニケーションへの招待 : 異文化の理解から異文化との交流に向けて 新版 鍋倉健悦編著 

383.1:フ ファッションの歴史 : 西洋服飾史(シリーズ「生活科学」) 
佐々井啓編著/水谷由美子[ほか
著] 

384.35:オ マタギ : 消えゆく山人の記録 : 新装版 太田雄治著 

385.4:サ ウエディングドレスはなぜ白いのか 坂井妙子著 

645.9:ニ 動物は身近なお医者さん : アニマル・セラピー 日本動物病院福祉協会編 

704:ヨ 「かわいい」論(ちくま新書:578) 四方田犬彦著 

801.7:ヤ 翻訳とは何か : 職業としての翻訳 山岡洋一著 

801.9:ミ 異文化にみる非言語コミュニケーション : Vサインは屈辱のサイン? 御手洗昭治著 

913.6:ア 植物図鑑 有川浩著 

913.6:ア 阪急電車 有川浩著 

913.6:ア 三匹のおっさん 有川浩著 

913.6:ナ:1 神様のカルテ 夏川草介著 

913.6:ナ:2 神様のカルテ 2 夏川草介著 



総合政策学部 
請求記号 資料名 著者名 

212.21:ス:2  住田町史 第2巻 住田町史編纂委員会編 

324.6:ア 家族法概論 改訂版 有地亨著 

324.6:イ 家族法改正への課題 石川稔〔ほか〕編 

324.6:オ 家族法 第2版(有斐閣法律学叢書) 大村敦志著 

324.6:ナ  家族法判例研究 中川淳著 

324.6:ニ  家族法(新法学ライブラリ:9) 二宮周平著 

331.7:ボ 消費社会の神話と構造 
ジャン・ボードリヤール著/今村仁司,
塚原史訳 

331:イ 単位が取れるマクロ経済学ノート(単位が取れるシリーズ) 石川秀樹著 

331:イ:1 試験攻略新経済学入門塾 第2版 1 : マクロ編 石川秀樹著 

331:オ スタディガイド入門マクロ経済学第5版 第4版 大竹文雄著 

366.28:テ 日本の障害者雇用 : その歴史・現状・課題 手塚直樹著 

366.29:サ:13 食品 2013年度版(最新データで読む産業と会社研究シリーズ:8, 9)   

519.9:ミ 自然災害と防災の科学 水谷武司著 

685:モ 交通工学 第2版 元田良孝, 岩立忠夫, 上田敏著 

835:セ 世界一わかりやすい英文法の授業 : 関先生が教える 関正生著 

913.6:ナ 死亡フラグが立ちました!(宝島社文庫:Cな-5-1) 七尾与史著 

913.6:ヒ 真夏の方程式 東野圭吾著 

913.6:マ マリアビートル 伊坂幸太郎著 

913.6:ム 1Q84 (ichi-kew-hachi-yon) : a novel book 3 村上春樹著 

913.6:モ ペンギン・ハイウェイ 森見登美彦著 



ソフトウェア情報学部 
請求記号 資料名 著者名 

007.1:ヒ ヒューマンコンピュータインタラクション(IT text) 岡田謙一 [ほか] 共著 

007.609:モ  NOSQLの基礎知識 : ビッグデータを活かすデータベース技術 本橋信也, 河野達也, 鶴見利章著 

007.64:ア はじめての「C#」グラフィックス : 無料の「Visual C# 2010 Express」でGUIをつくる!(I/O books) 赤間世紀著/第二I/O編集部編 

007.64:ア C言語ポインタが理解できない理由(わけ) 改訂新版(プログラミングの教科書) 朝井淳著 

007.64:シ C#ポケットリファレンス(Pocket reference) 土井毅 [ほか] 著 

007.64:タ やさしいC# 高橋麻奈著 

141.93:ム 主要5因子性格検査ハンドブック : 性格測定の基礎から主要5因子の世界へ 村上宣寛,村上千恵子著 

318.8:ヤ 地域コミュニティ論 : 地域住民自治組織とNPO、行政の協働 山崎丈夫著 

318.8:ヤ 地域自治の住民組織論(現代自治選書) 山崎丈夫著 

366.29:サ:13 IT・ソフトウェア 2013年度版(最新データで読む産業と会社研究シリーズ:7) 那野比古監修 

410:リ:8 数値計算(理工系の基礎数学:8) 高橋大輔著 

417:イ やさしく学べる統計学 石村園子著 

417:シ:2  回帰分析(シリーズ入門統計的方法:2) 久米均,飯塚悦功著 

509.6:ヨ POM生産と経営の管理 : Production and operations management 吉本一穂, 伊呂原隆著 

509.67:フ  よ・く・わ・か・る在庫管理のしくみ(実務入門シリーズ) 福田拓生〔ほか〕著 

547.48:ム  ネットワーク概論(ライブラリ新情報工学の基礎:7) 村山優子著 

547.4833:ス  Webサイト制作者のためのJavaScript入門講座 杉本吉章, 岩田享, 安藤建一著 

547.4833:ス  Webサイト制作者のためのPHP入門講座 鈴木憲治, 安藤建一, 小出範明著 

548.2:バ Arduinoをはじめよう(Make: projects) Massimo Banzi著/船田巧訳 

640.3:ヒ1:1 酪農ハンドブック 広瀬可恒編著 


