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20代ナースに伝えたい職業人としての心得 / 飯野英親, 深澤優子著. -- 日本看護協会出版
会, 2014.1.

医9F図書北 492.9//I27//8026

できるナースのための超仕事術 : 臨床で役立つソーシャルスキルがいっぱい! / 陣田泰子編著.
-- メディカ出版, 2009.1. -- (Hon deナースビーンズ・シリーズ).

医9F図書北 492.9//J52//0248

ナイチンゲールの「看護覚え書」 : イラスト・図解でよくわかる! / 金井一薫編著. -- 西東社,
2014.9.

医9F図書北 492.9//KA44//1209

症状のキホンがわかる本 / 大舘敬一監修. -- 医学芸術新社, 2011.3. -- (NCブックス). 医9F図書北 492.9//SH95//4006

看護師をやめたくなったときに読む本 : 私はこうして乗り越えた!看護部長25人の乗り切り力 /
Smart nurse Books編集室編. -- メディカ出版, 2012.3. -- (Smart nurse Books+).

医9F図書北 492.9//SM2//0247

新人ナースの心構え / 高橋恵子編集. -- 第2版. -- 日本看護協会出版会, 2017.3. 医9F図書北 492.9//TA33//1218

はじめての根拠がわかる看護実践禁忌ナビ / 富野康日己, 照沼則子編集. -- 南江堂, 2013.5. 医9F図書北 492.9//TO55//1230

こんな看護師は100%嫌われる : チーム医療を円滑にするための医師とのコミュニケーション術 /
安田透著. -- ライティング.2017.2.

医9F図書北 492.9//Y62//2514

ナースのメンタルヘルス : 心が疲れたときに読むクスリ / 雪田慎二著. -- 桐書房, 1998.3. 医9F図書北 492.9//Y97

新人看護師のためのコミュニケーション技術実践プログラムの開発 / 岩脇陽子研究代表者. --
京都府立医科大学医学部看護学科, 2013.3.

医9F図書北 492.9014//I97//6788

看護コミュニケーション : 基礎から学ぶスキルとトレーニング / 篠崎惠美子・藤井徹也著. -- 医
学書院, 2015.1.

医9F図書北 492.9014//SH69//1309

マンガで早わかり新人ナースの話しかた・聴きかた・マナーブック : コミュニケーションに自信が持
てる!自分に自信が持てる! / 相部博子著 ; 藤井昌子イラスト・マンガ. -- メディカ出版, 2013.4.
-- (Smart nurse Books+).

医9F図書北 492.907//A22//0710

愛されナースのきらきらマナー術 / 松生恭子, 岩下宣子監修. -- エクスナレッジ, 2011.12. 医9F図書北 492.907//A25//2925

看護師のためのマナー・言葉かけ・接し方ハンドブック/福井小紀子, 吉内一浩, 黒木由里子監
修. -- ナツメ社, 2014.3.

医9F図書北 492.907//KA54//7905

夜勤Note : 怖いを安心にかえる魔法10カ条 / 佐藤久美子編著 ; 川崎幸病院看護部著. -- メ
ディカ出版, 2014.11. -- (新人ナースのりきり!).

医9F図書北 492.91//SA85//1191

わかりやすい与薬 : 実習・臨床で必ず役立つ薬と注射の本 : 看護学生・新人看護師のための /
石塚睦子, 黒坂知子著. -- 第5版. -- 医学評論社, 2013.2.

医9F図書北 492.911//I72//0737
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看護師デビュー応援します。
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ナースのためのやさしくわかる基礎看護技術 : マンガと写真でわかる / 石田弘子編著. -- ナツメ
社, 2016.10.

医9F図書北 492.911//I72//2060

看護ケアに活かす感染対策入門ガイド : 看護学生・新人のための / 中西啓子, 津島ひろ江編
集. -- 診断と治療社, 2013.9.

医9F図書北 492.911//N38//7584

ズルいくらいに1年目を乗り切る看護技術 / 中山有香里著. -- メディカ出版, 2018.2. 医9F図書北 492.911//N45//2735

新人ナースのお薬トラブル55 : 事例で学ぶ! : クイズで覚える,与薬のキケンな落とし穴 / 大谷道
輝, 荒井有美編集. -- 文光堂, 2013.11.

医9F図書北 492.911//O84//0852

看護技術note : ふりかえる!do & do not / 佐藤久美子編著 ; 川崎幸病院看護部著. -- メディ
カ出版, 2014.11. -- (新人ナースのりきり!).

医9F図書北 492.911//SA85//1217

感染対策 / 島崎豊著. -- 照林社, 2008.4. -- (かんたんマスター). 医9F図書北 492.911//SH45//3754

スキルアップとトラブル解決 / 森田孝子編集 ; 信州大学医学部附属病院看護部著. -- メヂカ
ルフレンド社, 2004.3. -- (新人ナースの看護技術).

医9F図書北 492.911//SH69//5310

事故事例に学ぶ看護師の注意義務 / 土屋八千代著. -- 日総研出版, 2018.2. 医9F図書北 492.983//TS32//2781

実践これからの医療安全学 : 看護学生と新人看護師のために / 矢野真, 谷眞澄編著. -- 改訂
版. -- PILAR PRESS, 2017.6.

医9F図書北 492.983//Y58//1636

看護の現場ですぐに役立つ患者接遇のキホン : 患者さんとのコミュニケーションスキルが身につく!
三瓶舞紀子著. -- 秀和システム, 2019.1. -- (ナースのためのスキルアップノート).

医9F図書北 492.984//SA58//3058

　　☆　詳しい使い方は、別紙参照してください。

☆☆☆ E-Bookを利用して手技を身につけよう！☆☆☆
【写真でわかるシリーズ】 Maruzen ebook Library

① 写真でわかる基礎看護技術アドバンス：基礎的な看護技術を中心に! 

② 写真でわかる臨床看護技術アドバンス：呼吸・循環、創傷ケアに関する看護技術を中心に!

③ 写真でわかる臨床看護技術アドバンス：注射・検査に関する看護技術を中心に!

④ 写真でわかる母性看護技術アドバンス：褥婦・新生児の観察とケア、母乳育児を理解しよう!

⑤ 写真でわかる小児看護技術アドバンス：小児看護に必要な臨床技術を中心に!

⑥ 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!
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