
No 書名 著者名 請求記号

1
読書大全 : 世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・
歴史・科学200冊

堀内 勉 019/H89

2 ひといちばい敏感なあなたが人を愛するとき : HSP気質と恋愛 Aron Elaine 141.94/A79

3
HSPとグレーゾーンな人たち : 「私、HSPかもしれない…」と
思ったら読む本

高田 明和 141.94/TA28

4 雨でも晴れでも「繊細さん」 武田 友紀 141.94/TA59

5 居るのはつらいよ : ケアとセラピーについての覚書 東畑 開人 146.8/TO23

6 20代の生き方で人生は9割決まる! 金川 顕教 159.7/KA43

7 20代を無難に生きるな 永松 茂久 159.7/N15

8 RANGE (レンジ) : 知識の「幅」が最強の武器になる Epstein David 159/E66

9
世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 : 人生のモヤモヤ
から解放される自己理解メソッド

八木 仁平 159/Y15

10 大学4年間の国際政治学が10時間でざっと学べる 小原 雅博 319/KO27

11 大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる 井堀 利宏 331/I25

12 大学4年間の経営学が10時間でざっと学べる 高橋 伸夫 335.1/TA33

13
最新ビジネスマナーと今さら聞けない仕事の超基本 : ビジュア
ル版

宮本 ゆみ子 336.4/MI77

14 トップ1%の人だけが知っている「お金の真実」 俣野 成敏 338.12/MA71

15 トップ1%の人だけが知っている「最高のマネープラン」 俣野 成敏 365/MA71

16 ブラック職場があなたを殺す Pfeffer Jeffrey 366.34/P49

17 ヒトはなぜ先延ばしをしてしまうのか Steel Piers 366.94/ST3

18 「脳コワさん」支援ガイド 鈴木 大介 369.28/SU96

19 登校拒否・不登校 : 親たちのあゆみ

登校拒否・不登校
問題全国連絡会25
年のあゆみ編集委
員会

371.4/TO34

20
医療の外れで : 看護師のわたしが考えたマイノリティと差別の
こと

木村 映里 490.15/KI39

21 解剖生理をひとつひとつわかりやすく。 491.1/KA21

2021学生選書(羽曳野図書センター)

1



22
Stay's Anatomy : 99%が理解できた解剖学オンライン講義　神
経・循環器編

町田 志樹 491.1/MA16

23
Stay's Anatomy : 99%が理解できた解剖学オンライン講義　臓
器編

町田 志樹 491.1/MA16

24 図解眠れなくなるほど面白い解剖学の話 坂井 建雄 491.1/SA29

25 説明できる解剖生理 : 病態・疾患・アセスメントにつながる! 竹田津 文俊 491.1/TA66

26 耳鼻咽喉科
医療情報科学研究
所

492/I67/13

27 皮膚科
医療情報科学研究
所

492/I67/14

28 最高の体調を引き出す超肺活 小林 弘幸 493.38/KO12

29 ネガティブ・ケイパビリティ : 答えの出ない事態に耐える力 帚木 蓬生 493.7/H14

30 看護職員の惨事ストレスとケア : 災害・暴力から心を守る 松井 豊 498.14/MA77

31
看護の現場で活躍できる看護師のためのキャリアナビ : 多様な
働き方を考えるお仕事大全

大坪 陽子 498.14/O87

32 図解眠れなくなるほど面白いストレスの話 ゆうき ゆう 498.39/Y97

33 生きるための法医学 : 私へ届いた死者からの聲 佐藤 喜宣 498.94/SA85

34 失敗の科学 : 失敗から学習する組織、学習できない組織 Syed Matthew 501.8/SY2

35 ナイチンゲール病棟はなぜ日本で流行らなかったのか 長澤 泰 526.49/N22

36 本当の自由を手に入れるお金の大学 両@リベ大学長 591/R96

37
FIRE最強の早期リタイア術 : 最速でお金から自由になれる究極
メソッド

Shen Kristy 591/SH14

38
「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみ
た。

藤吉 豊 816/F68

39 いのちの停車場 南 杏子 913.6/MI37

40 推し、燃ゆ 宇佐見 りん 913.6/U92

41 サバイバル家族 服部 文祥 914.6/H44

42 家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった 岸田 奈美 914.6/KI57

43 大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした クルベウ 929.14/KU79

44
レズビアンヘルスと看護研究 : レズビアン・バイセクシュアル
女性が安心して受けられる医療・健康支援とは

藤井 ひろみ N22/F57

45
看護の現場ですぐに役立つ疾患別看護過程 : 患者さんへの適切
なアセスメントが身に付く!

横山 美樹 N23/Y79

2



46 「医療事故」に関わったスタッフを支える 福田 紀子 N24/F74

47
看護の現場ですぐに役立つ地域包括ケアのキホン : 患者さんの
地域での「安心」をサポートする!

荒神 裕之 N26/KO39

48
看護の現場ですぐに役立つ訪問看護のキホン : ライフステージ
ごとのケアの方法がわかる!

上野 佳代 N26/U45

49 かげさんの実習おたすけnote かげ N28/KA18

50
エキスパートナースの知恵袋 : 先輩ナースの意地悪なシツモン
に答えられる本

エキスパートナー
ス編集部

N30.1/E42

51 Dr.石松の輸液のなぜ?がスッキリわかる本 石松 伸一 N30.1/I77

52 検査ポイントブック : アセスメント・ケアにつながる 窓岩 清治 N30.2/TO46

53 ここだけおさえて!院内で出合う症状・疾患がわかるBOOK 山中 克郎 N30.2/Y34

54
看護の現場ですぐに役立つ麻酔ケアの基本 : 患者さんの痛みと
不安を取り除く方法を学ぶ!

佐々木 克之 N30.6/SA75

55
看護の現場ですぐに役立つ消化器内視鏡看護 : 診療現場での実
践的なケアの方法が身に付く!

青木 亜由美 N31/A53

56
看護の現場ですぐに役立つ心臓カテーテル看護の基本 : 患者さ
んへのアセスメント技術が身に付く!

岩崎 純恵 N31/I96

57
看護の治療的コミュニケーションと心のケア : 実践力を高める
ワークブック

河村 奈美子 N32/KA95

58
「身体拘束最小化」を実現した松沢病院の方法とプロセスを全
公開

東京都立松沢病院 N32/TO46

59 急性期実習に使える!周術期看護ぜんぶガイド 北島 泰子 N33/KI65

60
看護の現場ですぐに役立つ心臓血管外科看護 : 患者さんの経過
に応じて手厚くサポート!

前田 浩 N33/MA26

61 がん薬物療法レジメンまるわかりBOOK 下山 達 N33/SH55

62
看護の現場ですぐに役立つ褥瘡ケアの基本 : 患者さんのための
褥瘡予防ケアが身に付く!

梶西 ミチコ N34/KA22

63
看護の現場ですぐに役立つリハビリ看護の基本 : 患者さんに寄
り添った自立支援のスキルが身に付く!

リハビリテーショ
ンチーム医療研究
会

N34/R39

64
看護の現場ですぐに役立つ新生児看護のキホン : 赤ちゃんのい
のちを守る技術が身に付く!

菅野 さやか N37/KA57

65
看護の現場ですぐに役立つ小児救急看護のキホン : 子どもの健
康といのちを守る技術が身に付く!

横山 奈緒実 N37/Y79

66 周産期の看護技術 : カラー写真で学ぶ 櫛引 美代子 N38/KU86

67
看護師のための認知症患者さんとのコミュニケーション&"困っ
た行動"にしない対応法 : 問題は患者さん?関わり方?

浅野 均 N39.1/A87
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68
看護の現場ですぐに役立つ人工呼吸ケアのキホン : 患者さんの
ための適切な操作法をマスター!

レアネットドライ
ブナースハッピー
ライフ編集グルー
プ

N39.3/R21

69
看護の現場ですぐに役立つ急変時対応のキホン : 患者さんを安
心させる急変時スキルが身に付く!

住永 有梨 N39.3/SU63
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