
書名 配架場所 請求記号

わかりやすさとコミュニケーションの心理学 / 海保博之編. -- 朝倉書店, 2010.2. -- (朝倉実践心理

学講座 / 海保博之監修 ; 5).
医9F図書北 140.8//A85//9299

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

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

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

対人援助とコミュニケーション : 主体的に学び、感性を磨く / 諏訪茂樹著. -- 中央法規出版,

2001.9.
医9F図書北 369.16//SU87//2936

しぐさのマナーとコツ / 井垣利英監修 ; 伊藤美樹絵. -- 学習研究社, 2006.9. -- (暮らしの絵本). 医9F図書北 385.9//I89//1405

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

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

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.
医9F図書北 492.9//Y62//2514

看護師のための論語 : 成長し続ける力が身につく孔子の教え / 佐久協監修. -- 日本医療企画,

2018.3. -- (看護師のしごととくらしを豊かにする ; 5).
医9F図書北 492.901//KA54//3062

7人の看護師さんの体験談からすくいあげられた7つの「看護の知」 / 山中恵利子著. -- 晃洋書房,

2018.10.
医9F図書北 492.901//Y34//3028

会話分析でわかる看護師のコミュニケーション技術 / 川野雅資編著. -- 中央法規出版, 2018.9. 医9F図書北 492.9014//KA96//2902

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. -- (看護師のしごととくらしを豊かにする ; 8).
医9F図書北 492.9014//MI65//3054

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

はじめてでも迷わない!看護のためのケーススタディ / 古橋洋子編. -- 医学書院, 2019.2. 医9F図書北 492.907//F93//3090

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

第一印象が良くなるナースのマナー : イラスト図解でよくわかる! / 濱川博招, 島川久美子共著. --

ぱる出版, 2014.1. -- (New medical management).
医9F図書北 492.907//H23//7906

プリセプターシップ : 育てることと育つこと / 井部俊子編集・執筆 ; 高屋尚子, 佐々木幾美, 伊東美

奈子執筆. -- ライフサポート社, 2012.1.
医9F図書北 492.907//I11//0867

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
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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

看護におけるクリティカルシンキング教育 : 良質の看護実践を生み出す力 / 楠見孝, 津波古澄子著.

-- 医学書院, 2017.9.
医9F図書北 492.907//KU92//2657

プリセプターシップの理解と実践 : 新人ナースの教育法 / 永井則子著. -- 第3版. -- 日本看護協会出

版会, 2009.11.
医9F図書北 492.907//N14//0856

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

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

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

早わかり看護の着眼点 : まんがで学ぶベテランナースの観察・判断力 / 聖マリアンナ医科大学病院

看護部編. -- メディカ出版, 2009.3. -- (Hon deナースビーンズ・シリーズ).
医9F図書北 492.91//SE18//3134

よくわかるナースのための医師指示の根拠 / 後藤順一編集. -- 学研メディカル秀潤社. 医9F図書北 492.911//G72//2878

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

ゼロからわかるバイタルサインの見かた / 落合亮一著. -- 成美堂出版, 2014.5. 医9F図書北 492.911//O15//1204

腰痛のない身体介助術 / 岡田慎一郎著. -- 医学書院, 2013.9. -- (看護ワンテーマBOOK). 医9F図書北 492.911//O38//7497

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

できるリーダーが必ず実践している看護管理ポイントブック : Web動画付き / 太田加世著. -- 学研

メディカル秀潤社.
医9F図書北 492.983//O81//2956

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

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

ナースのためのOJTその理論と実践 / 葛田一雄, 諏訪免典子共著. -- 産労総合研究所出版部経営書

院, 2014.3.
医9F図書北 492.984//KU99//2741

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. -- 第2版. -- 日本看護協会出版会, 2018.6.
医9F図書北 492.984//MI47//2885

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・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

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
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