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共感 : 心と心をつなぐ感情コミュニケーション / 福田正治著. -- へるす出版, 2010.12. 医9F図書北 141.6//F74//3509

事例で学ぶアセスメントとマネジメント : こころを考える臨床実践 / 湊真季子 [ほか] 著. -- 岩崎学
術出版社, 2014.8.

医9F図書北 146.3//MI39//2597

こころの声に耳をすませば : 精神科医とカウンセラーからのメッセージ / 酒井和夫,山賀邦子著. --
リヨン社.

医9F図書北 146.3//SA29

女性の怒りと憂うつ : セルフ・エンパワメントのすすめ / ルイス P. フランケル著 ; 中山美香訳. -- 現
代書館, 1995.10.

医9F図書北 146.8//F44

ダイアローグ・マネジメント : 対話が生み出す強い組織 / ケネス・J.ガーゲン, ロネ・ヒエストゥッド著 ;
伊藤守監訳 ; 二宮美樹訳. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2015.11.

医9F図書北 336.3//G36//0255

働く女性のためのアサーティブ・コミュニケーション / アン・ディクソン著. -- クレイン, 2009.11. 医9F図書北 336.49//D72//1195

心をひらく35のヒント / 阿川佐和子著. -- 文藝春秋, 2012.1. -- (文春新書 ; 841). 医9F図書北 361.45//A19//1194

社会的スキル向上を目指す対人コミュニケーション / 大坊郁夫編著. -- ナカニシヤ出版, 2005.8. 医9F図書北 361.454//D14//7217

看護リフレクション入門 : 経験から学び新たな看護を創造する / 東めぐみ著. -- ライフサポート社,
2009.6. -- (New stage nursing).

医9F図書北 492.9//H55//7508

ナースのマナー : 接遇プロへの道 / 大鐘稔彦著. -- 金原出版, 1996.3. 医9F図書北 492.9//O21//8595

看護実践に活かす中範囲理論 / 野川道子編著. -- 第2版. -- メヂカルフレンド社, 2016.10. 医9F図書北 492.901//N93//2337

看護師のためのアンガーマネジメント : 「怒り」の感情を上手にコントロールする技術
光前麻由美著. -- 日本医療企画, 2018.11.

医9F図書北 492.9014//MI65//3054

対人関係がラクになる!ナースの感情整理術 : 交流分析で納得、今日からできるコミュニケーション
のコツ / 白井幸子著. -- メディカ出版, 2017.10.

医9F図書北 492.9014//SH81//2585

こころがスーッと楽になるナースの人づきあい心理学 / 菅佐和子著. -- メディカ出版, 2007.11. --
(Hon deナースビーンズ・シリーズ).

医9F図書北 492.9014//SU21//3152

ナースのためのアンガーマネジメント : 怒りに支配されない自分をつくる7つの視点 / 田辺有理子
著. -- メヂカルフレンド社, 2018.7.

医9F図書北 492.9014//TA83//1929

新人・後輩ナースを教える技術50 : 教え方力up!だれも教えてくれなかった! / 濱川博招, 島川久美
子著. -- メディカ出版, 2012.2. -- (Smart nurse Books ; 09).

医9F図書北 492.907//H23//0713

看護管理者・教育担当者のためのナースの品格 : 接遇・マナー指導ツール集 : Nursing business 5
周年記念別冊 / 井上富士子, 照沼則子著 ; 川村秀樹監修. -- メディカ出版, 2012.1.

医9F図書北 492.907//I57//4975

新人看護師と指導者で使う新人看護師「看護手順と評価基準」 / 茨城県厚生連JAとりで総合医療
センター看護部編. -- 産労総合研究所出版部経営書院, 2014.1.

医9F図書北 492.907//J27//8414

新人看護師　受入準備
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はじめてのプリセプター : 新人とともに学ぶ12か月 / 川島みどり, 陣田泰子編集. -- 医学書院,
2003.8.

医9F図書北 492.907//KA97//4553

いまどきの若者の考え方・育て方 : 新人・学生指導のお手本37例 / 国眼真理子著. -- コーチング
事例増補版. -- 日総研出版, 2005.10.

医9F図書北 492.907//KO47//7155

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,
2010.7.

医9F図書北 492.907//ME19//2675

パッと見てわかる・チームで支える新プリセプター読本 / 永井則子著. -- 改訂2版. -- メディカ出版,
2013.2.

医9F図書北 492.907//N14//0595

プリセプター・臨床指導者のための臨床看護教育の方法と評価 / 〔Robert Oliver, Colin Endersby
著〕 ; 小山真理子監訳. -- 南江堂, 2000.2.

医9F図書北 492.907//O59//5159

看護の教育・実践にいかすリフレクション : 豊かな看護を拓く鍵 / 田村由美, 池西悦子著. -- 南江
堂, 2014.12.

医9F図書北 492.907//TA82//1102

看護のためのリフレクションスキルトレーニング / 田村由美, 池西悦子著. -- 看護の科学社,
2017.6.

医9F図書北 492.907//TA82//2502

看護師長のリーダーシップ : 看護マネジメントのキーマンの仕事とは何か / 浜川博招, 島川久美子
共著. -- ぱる出版, 2013.9. -- (New medical management).

医9F図書北 492.983//H23//1185

今どきナースの困った言動 : 対応のベストアンサー : 発達障害?さとり世代?メンタル不調? / 谷原弘
之著. -- 日総研出版, 2018.9.

医9F図書北 492.983//TA87//2905

看護のためのポジティブ・マネジメント : 主体性を高めチームを活性化する!手島恵編集. -- 第2版.
-- 医学書院, 2018.12.

医9F図書北 492.983//TE83//3034

NG事例でわかる対人ストレス対処法 : ナースの教材 : 感情労働のギスギス・イライラ解消 / 宗像
恒次監修・執筆 : 矢島京子執筆 : 田中京子執筆. -- 日総研出版, 2013.11.

医9F図書北 492.983//Y16//0780

 1年で育つ!新人&先輩ナースのためのシミュレーション・シナリオ集/阿部幸恵編著 ; 春編 -- 日本
看護協会出版会, 2014.4

医9F図書北 492.984//A12//8525

看護管理者のためのコーチング実践ガイド : 臨床を動かすリーダーシップ / 出江紳一, 坪田康佑編
集. -- 医歯薬出版, 2013.8.

医9F図書北 492.984//I99//0839

看護師が辞めない職場環境づくり : 新人が育ち自分も育つために / 宮脇美保子著. -- 中央法規出
版, 2012.4.

医9F図書北 492.984//MI87//0859

ナースのイラッ!ムカッ!ブチッ!の解消法59例 : ストレスからの「護心術」 / 安藤俊介監修・執筆 ; 会田
蘭 [ほか] 執筆 ; 日本アンガーマネジメント協会 [編集]. -- 日総研出版, 2013.6.

医9F図書北 492.984//N77//1942

新人看護師の成長を支援するOJT/西田朋子著. -- 医学書院, 2016.4 医9F図書北 492.984//N81//0388

新人・後輩指導コーチングスキル超入門 : スマ子・まめ子とマンガで学ぶ / 奥田弘美著. -- メディカ
出版, 2012.8. -- (Smart nurse Books ; 15).

医9F図書北 492.984//O54//1281

看護実践評価基準表 : 新人指導・教育に使える臨床実践能力チェックリスト / 三世会河内総合病
院看護部著. -- 日総研出版, 2007.3.

医9F図書北 492.984//SA66//8280

ひとを育てる秘訣 / 渋谷美香著. -- 医学書院, 2013.7. 医9F図書北 492.984//SH23//7468

看護師に役立つコーチングの知恵 / 高谷修著. -- 金芳堂, 2017.7. 医9F図書北 492.984//TA56//1196

ナースが元気になる人事管理 : WLB (ワーク・ライフ・バランス) 成功メソッド18 / 竹中君夫著. -- 日
本看護協会出版会, 2018.8.

医9F図書北 492.984//TA64//1925

大阪市立大学学術情報総合センター医学分館


