＊＊新着資料案内＊＊

2018年4月16日～5月31日

4月16日～5月31日までに図書館で受入した資料のリストです。どうぞご利用ください。

図書館入口の新着図書コーナーに置いたあと、所定の場所に配架します。
貸出中の場合もありますので、所蔵情報は図書館ホームページでご確認ください。
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備考

リクエスト
1 計算機プログラムの構造と解釈 第2版

Harold Abelson, Gerald Jay
Sussman, Julie Sussman著 ; 和田英
一訳

翔泳社

2014 007.64/KE

平成28年熊本地震大学避難所45日 : 障がい者を受け入れた熊本学園
2
熊本学園大学編著
大学震災避難所運営の記録

熊本日日新聞社

2017 369.31/HE

3 ガイドライン外来診療 : 今日の診療のために 2018(第18版)

泉孝英編集主幹

日経メディカル開発

2018 492/GA/18

4 テイラー10分間鑑別診断マニュアル 第3版

ポール M.ポールマンほか編

メディカル・サイエンス・インターナショナル 2015 492.1/TE

5 ハリソン内科学 第5版 Vol.1

デニス L. カスパー [ほか] 編

メディカル・サイエンス・インターナショナル 2017 493/HA/1

6 ハリソン内科学 第5版 Vol.2

デニス L. カスパー [ほか] 編

メディカル・サイエンス・インターナショナル 2017 493/HA/2

7 かがみの孤城

辻村深月著

ポプラ社

2017 913.6/TS

8 残像に口紅を

筒井康隆著

中央公論社

1995 913.6/TS

9 カラヴァル : 深紅色の少女

ステファニー・ガーバー著 ; 西本かおる訳

キノブックス

2017 933.7/GA

10 保健師国家試験問題集 2019年版

「標準保健師講座」編集室編

医学書院

2018 N039/HO/19

持出禁止

11 保健師国家試験のためのレビューブック 2019(第19版)

医療情報科学研究所編集

メディックメディア

2018 N039/HO/19

持出禁止

メヂカルフレンド社

2018 N039/KA/19

持出禁止

(中公文庫)

国家試験問題集

12 看護師国家試験問題 : 解答・解説 2019年版
系統別看護師国家試験問題集 : 必修問題・過去問題・国試でるでた
13
BOOK 2019年版

『系統看護学講座』編集室編集

医学書院

2018 N039/KE/19

持出禁止

14 ラ・スパ : 看護国試でるでるデータ満載 2019

ラ・スパ編集委員会編

T・M・S

2018 N039/RA/19

持出禁止

15 学校保健実務必携 新訂版 第4次改訂版

学校保健・安全実務研究会編著

第一法規

2017 374.9/GA

16 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 特別の教科 道徳編

文部科学省 [編]

廣済堂あかつき

2018 375.1/SH

17 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 特別活動編

文部科学省 [編]

東洋館出版社

2018 375.1/SH

18 大分県のしいたけ料理の本

神谷禎恵, 小坂章子著

西日本新聞社

2017 596.37/OI

19 大友二階崩れ

赤神諒著

日本経済新聞出版社

2018 913.6/AK

20 おしえて先生!看護のための統計処理

石村友二郎 [ほか] 著

東京図書

2018 N010/OS

21 見て整理し実践する基礎看護技術 : 臨床ですぐに役立つweb動画付き

藤井千枝子編集

三輪書店

2018 N210/MI

22 看護師を辞めたくなったときに読む本

勝山貴美子, 星直子編.

桐書房

2018 N230/KA

古川祐子, 日本赤十字社医療センター感
染管理室監修

インターメディカ

2018 N237/SH

養護教諭

大分県関連

看護学

23

写真でわかる看護のための感染防止アドバンス : 病院感染対策の基本・
実践のポイントを徹底理解!

24 実習で悩む看護学生のつまずきを解決する個別対応策の導き方

(DVD BOOK)

ローザン由香里著

日総研出版

2018 N245/JI

25 看護教育を支える視点と展開 : 主体的学習をはぐくむ教授法

神郡博著

看護の科学者

2018 N245/KA

26 看護を教える人のための経験型実習教育ワークブック

安酸史子, 北川明編集 ; 小野美穂 [ほ
か] 執筆

医学書院

2018 N245/KA

27 概論・ライフサイクル : 生涯を通じた性と生殖の健康を支える 改訂第2版

齋藤いずみ [ほか] 編集

南江堂

2018 N300/BO/1

28 根拠がわかる母性看護過程 : 事例で学ぶウェルネス志向型ケア計画

中村幸代編

南江堂

29 マタニティサイクル : 母と子そして家族へのよりよい看護実践 改訂第2版

大平光子 [ほか] 編集

南江堂

2018 N390/BO/2

30 先輩ナースが書いた消化器外科ノート : ケアの根拠がわかる

久保健太郎著

照林社

2018 N548/SE

土岐祐一郎監修

メディカ出版

2018 N548/SH/18

(消化器外科NURSING ; 2018春季増刊)

メディカ出版

2018 N553/SE/18

(整形外科看護 ; 2018春季増刊)

2018 N562/HI

新人ナースのための消化器外科看護ダンドリBOOK : キホンから術式・治
療別のケアまで全部にチェックシートつき
まるごと骨折これ1冊 : 決定版!もう苦手とは言わせない : 美しい解剖図
32
71点 あらゆる骨折29疾患 必須の骨折ケア・リハビリテーション
31

塩田直史編

218

33 皮膚科エキスパートナーシング 改訂第2版

瀧川雅浩, 白濱茂穂編集

南江堂

34 ナースができる!皮膚病変の見極め術 (トリアージ) 40

梅林芳弘編著

南山堂

2018 N562/NA

35 がん看護学 : 臨床に活かすがん看護の基礎と実践 第2版

大西和子, 飯野京子, 平松玉江編集

ヌーヴェルヒロカワ

2018 N571/GA

36 これからの高齢者看護学 : 考える力・臨床力が身につく

島内節, 内田陽子編著

ミネルヴァ書房

2018 N600/KO

37 心を病む人の生活をささえる看護

坂田三允編集

中央法規出版

2018 N740/KO

38 明日からできる訪問看護管理 : これだけはおさえておきたい

清崎由美子編著

メディカ出版

2018 N820/KO

和田耕治, 津野香奈美編著

メディカ出版

2018 N840/SA/18

39

産業保健の複雑データを集めてまとめて伝えるワザ : 社員も経営層も動か
す!「最強」の活用術

自然科学

(看護学テキストnice ; . 母性看護学1)

N340/KO
(看護学テキストnice ; . 母性看護学2)

(産業保健と看護 ; 2018年春季増刊)
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40 動物のサイエンス : 行動、進化、共存への模索

日経サイエンス編集部編

日経サイエンス

2018 405/BE/226

41 まんがでわかる理科系の作文技術

木下是雄原作 ; 久間月慧太郎作画

中央公論新社

2018 407/MA

42 もっとプログラマ脳を鍛える数学パズル : アルゴリズムが脳にしみ込む70問

増井敏克 [著]

翔泳社

2018 410.79/MO

43 ベイズ推定入門 : モデル選択からベイズ的最適化まで

大関真之著

オーム社

2018 417/BE

44 文系でも仕事に使える統計学はじめの一歩

本丸諒著

備考
(別冊日経サイエンス ; 226)

かんき出版

2018 417/BU

データサイエンス入門 : Excelで学ぶ統計データの見方・使い方・集め方 =
上藤一郎 [ほか] 共著
45
Introduction to data science

オーム社

2018 417/DE

46 SPSSによる統計処理の手順 第8版

石村貞夫, 石村光資郎著

東京図書

2018 417/SP

47 わかりやすい放射線物理学 改訂3版

多田順一郎 [ほか] 共著

オーム社

2018 429.4/WA

48 美しい電子顕微鏡写真と構造図で見るウイルス図鑑101

マリリン・J・ルーシンク著 ; 北川玲訳

創元社

2018 465.8/UT

49 遺伝子 : 親密なる人類史 上

シッダールタ・ムカジー著 ; 田中文訳

早川書房

2018 467.02/ID/1

50 遺伝子 : 親密なる人類史 下

シッダールタ・ムカジー著 ; 田中文訳

早川書房

2018 467.02/ID/2

51 雑草はなぜそこに生えているのか : 弱さからの戦略

稲垣栄洋著

筑摩書房

2018 471/ZA

(ちくまプリマー新書 ; 291)

52 モノに心はあるのか : 動物行動学から考える「世界の仕組み」

森山徹著

新潮社

2017 481.78/MO

(新潮選書)

53 病気のひとのこころ : 医療のなかでの心理学

松井三枝, 井村修編

誠信書房

2018 490.14/BY

(心理学叢書)

54 「在宅ホスピス」という仕組み

山崎章郎著

新潮社

2018 490.14/ZA

(新潮選書)

55 生物と生命倫理の基本ノート : 「いのち」への問いかけ 第3版

西沢いづみ著

金芳堂

2018 490.15/SE

能登洋著

羊土社

2018 490.19/SU

医学

56

スッキリわかる!臨床統計はじめの一歩 : 統計のイロハからエビデンスの読み
解き方・活かし方まで 改訂版

57 闇に魅入られた科学者たち : 人体実験は何を生んだのか

NHK「フランケンシュタインの誘惑」制作班著 NHK出版

看護の現場ですぐに役立つ解剖生理学のキホン : 患者さんの心と体を仕
58
野溝明子著
組みから理解する!
成人～高齢者向け咀嚼機能アップBOOK : 実践に活かせる知識・アイデア
59
小野高裕, 増田裕次監著
がわかる本

2018 490.4/YA

秀和システム

2018 491.1/KA

クインテッセンス出版

2018 491.343/SE

60 皮膚感覚から生まれる幸福 : 心身が目覚めるタッチの力

山口創著

春秋社

2018 491.378/HI

61 実地医家のための画像診断実践ガイド

Medical Practice編集委員会 [編]

文光堂

2018 492/ME/18

62 専門医が教える研修医のための診療基本手技

大村和弘, 川村哲也, 武田聡編

医学書院

2018 492/SE

63 レジデントのためのこれだけ心電図

佐藤弘明著

日本医事新報社

2018 492.12/RE

羊土社

2018 492.26/YO

羊土社

2018 492.43/GA

羊土社

よくわかる輸血学 : 必ず知っておきたい輸血の基礎知識と検査・治療のポイ
大久保光夫, 前田平生著
ント 第3版
画像診断に絶対強くなるツボをおさえる! : 診断力に差がつくとっておきの知
65
扇和之, 東條慎次郎著
識を集めました
電解質異常の診かた・考え方・動き方 : 緊急性の判断からはじめるFirst
66
今井直彦編集
Aid
64

(ナースのためのスキルアップノート)

(Medical practice ; vol.35 臨時増刊号)

2018 493.12/DE

(レジデントノート ; vol.20, no.2 ; 増刊)

67 便秘解消の毎日ごはん : 食べてすっきり、おなかにやさしい

川邉正人病態監修 : 高橋徳江栄養指導・
女子栄養大学出版部
献立

2018 493.46/BE

(食事療法はじめの一歩シリーズ)

68 精神科診療に必要な書式マニュアル : 第4版

「臨床精神医学」編集委員会編集

アークメディア

2018 493.7/RI/17

(臨床精神医学 ; 2017年(第46巻)増刊号)

69 こころの治療薬ハンドブック 第11版

井上猛 [ほか] 編

星和書店

2018 493.72/KO

70 アルツハイマー病の謎 : 認知症と老化の絡まり合い

マーガレット・ロック著 ; 坂川雅子訳

名古屋大学出版会

2018 493.75/AR

71 ストレスチェック時代の職場の「新型うつ」対策 : 理解・予防・支援のために

中野美奈著

ミネルヴァ書房

2018 493.764/SU

中外医学社

2018 493.9/SH

72 小児在宅医療・訪問リハビリテーション入門

橋本浩著

73 なぜ子どもは自殺するのか : その実態とエビデンスに基づく予防戦略

傳田健三著

新興医学出版社

2018 493.937/NA

74 CKD患者の薬物治療 : 最初の一手と次の一手

加藤明彦編集

文光堂

2018 494.93/CK

75 あめいろぐ予防医学 = "Ameilog" book on preventive medicine

反田篤志監修・著 ; 青柳有紀共著

丸善出版

2018 498/AM

76 死を生きた人びと : 訪問診療医と355人の患者

小堀鷗一郎[著]

みすず書房

2018 498/SH

77 シンプル衛生公衆衛生学 2018

鈴木庄亮, 久道茂編集

南江堂

2018 498/SH/18

78 在宅医療臨床入門 改訂2版

和田忠志著

南山堂

2018 498/ZA

医学通信社

2018 498.16/SH/18

講談社

2018 498.38/HY

女子栄養大学出版部

2018 498.51/CH

尾岸恵三子, 正木治恵編著

医歯薬出版

2018 498.58/KA

加藤眞三, 鈴木和子, 大木いづみ著

女子栄養大学出版部

2018 498.58/OK

(食事療法おいしく続けるシリーズ)

84 糖尿病の最新食事療法のなぜに答える 実践編

本田佳子 [ほか] 編

医歯薬出版

2018 498.58/TO/8

(臨床栄養 ; 別冊 . 栄養指導・管理のためのスキルアップ
シリーズ ; vol.8)

85 お母さんと赤ちゃんの食事 : あんしんナットク楽しく食べる

水野克己, 水野紀子編集

へるす出版

2018 498.59/OK

86 ハンセン病療養所を生きる : 隔離壁を砦に

有薗真代著

世界思想社

2017 498.6/HA

87 子どもの保健 第7版追補

巷野悟郎編

診断と治療社

2018 498.7/KO

88 職場における身体活動・運動指導の進め方 : 産業保健スタッフ必携

江口泰正, 中田由夫編著

大修館書店

2018 498.8/SH

79 診療点数早見表 2018年4月版
80 百寿者の健康の秘密がわかった人生100年の習慣

NHKスペシャル取材班著

81 調理のためのベーシックデータ. -- 第5版
82 看護栄養学 第4版
83

おかずレパートリー脂肪肝・非アルコール性脂肪肝炎・アルコール性肝炎 :
70レシピ

(在宅医療の技とこころ)

書

名

編

89 病棟でよく使われるくすり : 知らないと危ない!

著

者

出版社

出版年

ラベルの番号

荒木博陽編集 ; 愛媛大学医学部附属病
照林社
院薬剤部著

2018 499.1/SH

山中伸弥, 羽生善治著

講談社

2018 007.13/NI

英治出版

2018 007.35/PU

晶文社

2018 007.5/KO

翔泳社

2018 007.64/PY

マイナビ出版

2018 007.64/ZE

備考

情報科学
90 人間の未来 AIの未来

プラットフォーム革命 : 経済を支配するビジネスモデルはどう機能し、どう作ら アレックス・モザド, ニコラス・L・ジョンソン著 ;
91
藤原朝子訳
れるのか
コミュニティ・アーカイブをつくろう! : せんだいメディアテーク「3がつ11にちをわす
92
佐藤知久, 甲斐賢治, 北野央著
れないためにセンター」奮闘記
93 Pythonの絵本 : Pythonを楽しく学ぶ9つの扉
94

アンク著

ゼロからやさしくはじめるPython入門 : 基本からスタートして、ゲームづくり、
クジラ飛行机著
機械学習まで学ぼう!

哲学
95 生と死の物語 : 死生学年報 2018

東洋英和女学院大学死生学研究所編

リトン

2018 114.2/SH/18

96 「論理」を分析する

八木沢敬著

岩波書店

2018 116/RO

小川憲治著

川島書店

2018 146.8/IT

98 魂でもいいから、そばにいて : 3・11後の霊体験を聞く

奥野修司著

新潮社

2017 147/TA

99 入門・倫理学

赤林朗, 児玉聡編

勁草書房

2018 150/NY

生駒哲郎著

吉川弘文館

2018 181.4/CH

101 国家の危機管理

森本敏, 浜谷英博著

海竜社

2017 317.1/KO

102 ゲーム理論はアート : 社会のしくみを思いつくための繊細な哲学

松島斉著

日本評論社

2018 331.19/GE

103 精神障害とともに

南日本新聞取材班著

ラグーナ出版

2017 369.28/SE

104 高大接続の本質 : 「学校と社会をつなぐ調査」から見えてきた課題

溝上慎一責任編集 ; 京都大学高等教育
学事出版
研究開発推進センター, 河合塾編

2018 376.4/DO

105 生き残りをかけた大学経営の実践 : 消えゆく大学にならないために

岩田雅明著

ぎょうせい

2018 377.1/IK

106 大学生学びのハンドブック : 勉強法がよくわかる! 4訂版

世界思想社編集部編

世界思想社

2018 377.15/DA

107 和食・年中行事

淡交社編集局編

97 IT時代の人間関係とメンタルヘルス・カウンセリング

増補版

100 畜生・餓鬼・地獄の中世仏教史 : 因果応報と悪道

(岩波現代全書 ; 111)

(歴史文化ライブラリー ; 460)

社会科学

(どんな高校生が大学、社会で成長するのか ; 2)

淡交社

2017 383.81/EI

(英訳付きニッポンの名前図鑑)

(未来へつなぐデジタルシリーズ 12)

技術
108 メディアとICTの知的財産権 第2版

菅野政孝, 大谷卓史, 山本順一著

共立出版

2018 507.2/ME

109 はじめての環境学 新版

北川秀樹, 増田啓子著

法律文化社

2018 519/HA

110 ドローン産業応用のすべて : 開発の基礎から活用の実際まで

野波健蔵編著

オーム社

2018 538.6/DO

111 第1種放射線取扱主任者試験マスター・ノート 第3版

福士政広編

メジカルビュー社

2015 539.6/DA

112 放射線概論 : 第1種放射線取扱主任者試験受験用テキスト 第10版

通商産業研究社

2018 539.6/HO

113 放射線取扱主任者試験問題集 2018年版 : 第1種

通商産業研究社

2017 539.6/HO/18

ひとり暮らしレスキューBOOK : ひとり暮らしの「困った!」をこの1冊ですべて解
成美堂出版編集部編
114
決

成美堂出版

2018 590/HI

料理
115 これが正解!ひとり暮らしごはんスタートブック

検見崎聡美 [著] ; 主婦の友社編

主婦の友社

2018 596/KO

116 おひとりさまのはじめて料理 : おひとりさま10年め、でもお料理1年生

フカザワナオコ著

KADOKAWA

2014 596/OH

117 いちまいの絵 : 生きているうちに見るべき名画

原田マハ著

集英社

2017 720.4/IC

118 印象派への招待

朝日新聞出版著

朝日新聞出版

2018 723.05/IN

119 青春を山に賭けて 新装版

植村直己著

文藝春秋

2008 786.1/UE

120 Deep thinking : ディープ・シンキング : 人工知能の思考を読む

ガルリ・カスパロフ著 ; 染田屋茂訳

日経BP社

2017 796.9/DE

121 文章表現のための辞典活用法

中村明著

東京堂出版

2018 816/BU

122 迷わず書ける記者式文章術 : プロが実践する4つのパターン

松林薫著

慶應義塾大学出版会

2018 816/MA

123 図解英単語イメージ辞典

政村秀實著 ; Paulus Pimomo英文校閲 大修館書店

芸術・スポーツ
(集英社新書 ; 0888F)

(文春文庫 ; [う-1-6])

言語

2018 833.3/ZU

新書
124

日本人のための声がよくなる「舌力」のつくり方 : 声のプロが教える正しい「舌
篠原さなえ著
の強化法」

講談社

2018 02/B/2042

(ブルーバックス ; B-2042)

125 もうひとつの脳 : ニューロンを支配する陰の主役「グリア細胞」

R・ダグラス・フィールズ著 ; 小松佳代子訳

講談社

2018 02/B/2054

(ブルーバックス ; B-2054)

126 理系のための「実戦英語力」習得法 : 最速でネイティブの感覚が身につく

志村史夫著

講談社

2018 02/B/2055

(ブルーバックス ; B-2055)

127 新しい1キログラムの測り方 : 科学が進めば単位が変わる

臼田孝著

講談社

2018 02/B/2056

128 カラー図解分子レベルで見た体のはたらき : いのちを支えるタンパク質を視る 平山令明著

講談社

2018 02/B/2057

(ブルーバックス ; B-2057)

129 パンの科学 : しあわせな香りと食感の秘密

講談社

2018 02/B/2058

(ブルーバックス ; B-2058)

講談社

2018 02/B/2059

(ブルーバックス ; B-2059)

130 離散数学「ものを分ける理論」 : 問題解決のアルゴリズムをつくる

吉野精一著
徳田雄洋著

(ブルーバックス ; B-2056)

書

名

131 音律と音階の科学 : ドレミ…はどのようにして生まれたか 新装版
132 戦国日本と大航海時代 : 秀吉・家康・政宗の外交戦略
133 日本統治下の朝鮮 : 統計と実証研究は何を語るか

編

著

者

出版社

出版年

ラベルの番号

備考

講談社

2018 02/B/2060

(ブルーバックス ; B-2060)

平川新著

中央公論新社

2018 07/C/2481

(中公新書 ; 2481)

木村光彦著

中央公論新社

2018 07/C/2482

(中公新書 ; 2482)
(中公新書 ; 2483)

小方厚著

134 明治の技術官僚 : 近代日本をつくった長州五傑

柏原宏紀著

中央公論新社

2018 07/C/2483

135 社会学 : わたしと世間

加藤秀俊著

中央公論新社

2018 07/C/2484

(中公新書 ; 2484)

136 目からウロコの自然観察 : カラー版

唐沢孝一著

中央公論新社

2018 07/C/2485

(中公新書 ; 2485)

137 定年準備 : 人生後半戦の助走と実践

楠木新著

中央公論新社

2018 07/C/2486

(中公新書 ; 2486)

138 ふしぎな県境 : 歩ける、またげる、愉しめる : カラー版

西村まさゆき著

中央公論新社

2018 07/C/2487

(中公新書 ; 2487)
(中公新書 ; 2488)

139 ヤングケアラー : 介護を担う子ども・若者の現実

澁谷智子著

中央公論新社

2018 07/C/2488

140 リサイクルと世界経済 : 貿易と環境保護は両立できるか

小島道一著

中央公論新社

2018 07/C/2489

(中公新書 ; 2489)

141 ヴィルヘルム2世 : ドイツ帝国と命運を共にした「国民皇帝」

竹中亨著

中央公論新社

2018 07/C/2490

(中公新書 ; 2490)

142 覚えておきたい基本英会話フレーズ130

小池直己著

岩波書店

2018 08/I/870

(岩波ジュニア新書 ; 870)

143 リベラルアーツの学び : 理系的思考のすすめ

芳沢光雄著

岩波書店

2018 08/I/871

(岩波ジュニア新書 ; 871)

144 学ぶ脳 : ぼんやりにこそ意味がある

虫明元著

岩波書店

2018 11/I/272

(岩波科学ライブラリー ; 272)

145 無限

イアン・スチュアート [著] ; 川辺治之訳

岩波書店

2018 11/I/273

(岩波科学ライブラリー ; 273)

146 ルポ保育格差

小林美希著

岩波書店

2018 13/I/1712

(岩波新書 ; 新赤版 1712)

147 データサイエンス入門

竹村彰通著

岩波書店

2018 13/I/1713

(岩波新書 ; 新赤版 1713)

148 声優 : 声の職人

森川智之著

岩波書店

2018 13/I/1714

(岩波新書 ; 新赤版 1714)

149 後醍醐天皇

兵藤裕己著

岩波書店

2018 13/I/1715

(岩波新書 ; 新赤版 1715)

150 五日市憲法

新井勝紘著

岩波書店

2018 13/I/1716

(岩波新書 ; 新赤版 1716)

151 日本の国難 : 2020年からの賃金・雇用・企業

中原圭介著

講談社

2018 14/K/2463

(講談社現代新書 ; 2463)

152 銀行員はどう生きるか

浪川攻著

講談社

2018 14/K/2474

(講談社現代新書 ; 2474)

153 人口減少日本であなたに起きること(未来の年表2)

河合雅司著

講談社

2018 14/K/2475

(講談社現代新書 ; 2475)

154 日露近代史 : 戦争と平和の百年

麻田雅文著

講談社

2018 14/K/2476

(講談社現代新書 ; 2476)

155 県立! 再チャレンジ高校 : 生徒が人生をやり直せる学校

黒川祥子著

講談社

2018 14/K/2477

(講談社現代新書 ; 2477)

156 「片頭痛」からの卒業

坂井文彦著

講談社

2018 14/K/2478

(講談社現代新書 ; 2478)

157 近代日本の構造 : 同盟と格差

坂野潤治

講談社

2018 14/K/2479

(講談社現代新書 ; 2479)

158 AI原論 : 神の支配と人間の自由

西垣通著

講談社

2018 15/K/672

(講談社選書メチエ ; 672)

159 言葉の魂の哲学

古田徹也著

講談社

2018 15/K/673

(講談社選書メチエ ; 673)

160 大正=歴史の踊り場とは何か : 現代の起点を探る

鷲田清一編著 ; [佐々木幹郎, 山室信一,
講談社
渡辺裕著]

2018 15/K/674

(講談社選書メチエ ; 674)

161 歌麿『画本虫撰』『百千鳥狂歌合』『潮干のつと』

菊池庸介編著

講談社

2018 15/K/675

(講談社選書メチエ ; 675)

162 小論文書き方と考え方

大堀精一著

講談社

2018 15/K/676

(講談社選書メチエ ; 676)

163 人物篇

筒井清忠編

筑摩書房

2018 16/C/1319

(ちくま新書 ; 1319)

164 定年後の知的生産術

谷岡一郎著

筑摩書房

2018 16/C/1320

(ちくま新書 ; 1320)

165 「気づく」とはどういうことか : こころと神経の科学

山鳥重著

筑摩書房

2018 16/C/1321

(ちくま新書 ; 1321)
(ちくま新書 ; 1322)

166 英米哲学入門 : 「である」と「べき」の交差する世界

一ノ瀬正樹著

筑摩書房

2018 16/C/1322

167 朝ドラには働く女子の本音が詰まってる

矢部万紀子著

筑摩書房

2018 16/C/1323

(ちくま新書 ; 1323)

168 サイコパスの真実

原田隆之著

筑摩書房

2018 16/C/1324

(ちくま新書 ; 1324)

169 神道・儒教・仏教 : 江戸思想史のなかの三教

森和也著

筑摩書房

2018 16/C/1325

(ちくま新書 ; 1325)

170 仏教論争 : 「縁起」から本質を問う

宮崎哲弥著

筑摩書房

2018 16/C/1326

(ちくま新書 ; 1326)

171 欧州ポピュリズム : EU分断は避けられるか

庄司克宏著

筑摩書房

2018 16/C/1327

(ちくま新書 ; 1327)

172 遺伝人類学入門 : チンギス・ハンのDNAは何を語るか

太田博樹著

筑摩書房

2018 16/C/1328

(ちくま新書 ; 1328)

173 京都がなぜいちばんなのか

島田裕巳著

筑摩書房

2018 16/C/1329

(ちくま新書 ; 1329)

174 神道入門 : 民俗伝承学から日本文化を読む

新谷尚紀著

筑摩書房

2018 16/C/1330

(ちくま新書 ; 1330)

175 アメリカ政治講義

西山隆行著

筑摩書房

2018 16/C/1331

(ちくま新書 ; 1331)

176 ヨーロッパで勝つ!ビジネス成功術 : 日本人の知らない新常識

塚谷泰生著

筑摩書房

2018 16/C/1332

(ちくま新書 ; 1332)

177 看護関係統計資料集 平成29年

日本看護協会出版会編集

日本看護協会出版会

2018 N054/KA/17

持出禁止

178 看護介入分類(NIC) 原著第7版

Howard K. Butcher [ほか] 原著 ; 黒田裕
エルゼビア・ジャパン
子, 聖隷浜松病院看護部監訳

2018 N220/KA

持出禁止

179 看護診断 Vol.23 No.1

日本看護診断学会編集

2018 N222/KA/23-1

持出禁止

参考図書

医学書院

書

名

編

著

者

180 日本地域看護学会誌 Vol.21,No.1

出版社

出版年

ラベルの番号

備考

日本地域看護学会編集

2018 N800/NI/21-1

持出禁止

181 日本在宅ケア学会誌 Vol 21 No 2

日本在宅ケア学会編集

医学書院エムワイダブリュー

2018 N820/NI/21-2

持出禁止

182 21世紀出生児縦断調査 : (平成22年出生児) 第6回(平成27年)

厚生労働省大臣官房統計情報部編

厚生労働統計協会

2018 358.1/NI/6

持出禁止

厚生労働統計協会

2018 358.1/NI/15-40

持出禁止

厚生労働統計協会

2018 358.1/NI/17

持出禁止

日本の世帯数の将来推計 2015(平成27)年～2040(平成52)年 :
183
全国推計
184 日本の将来推計人口 平成29年推計の解説および条件付推計

厚生労働省人口問題研究所編
厚生労働省人口問題研究所編

中高年者縦断調査 : 中高年者の生活に関する継続調査 第12回(平
185
成28年)

厚生労働省大臣官房統計情報部編

厚生労働統計協会

2018 365.5/CH/16

持出禁止

186 国民生活基礎調査 平成28年 第1巻

厚生労働省大臣官房統計情報部編

厚生労働統計協会

2018 365.5/KO/16-1

持出禁止

187 国民生活基礎調査 平成28年 第2巻

厚生労働省大臣官房統計情報部編

厚生労働統計協会

2018 365.5/KO/16-2

持出禁止

188 国民生活基礎調査 平成28年 第3巻

厚生労働省大臣官房統計情報部編

厚生労働統計協会

2018 365.5/KO/16-3

持出禁止

189 国民生活基礎調査 平成28年 第4巻

厚生労働省大臣官房統計情報部編

厚生労働統計協会

2018 365.5/KO/16-4

持出禁止

190 21世紀成年者縦断調査(平成24年成年者) 第5回(平成28年)

厚生労働省大臣官房統計情報部編

厚生労働統計協会

2018 365.5/NI/5

持出禁止

191 福祉行政報告例 平成28年度

厚生労働省大臣官房統計情報部編

厚生労働統計協会

2018 369.1/FU/16

持出禁止

192 学校保健統計(学校保健統計調査報告書) 平成29年度

文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計
文部科学省
企画室 [編]

2018 374.9/GA/17

持出禁止

193 生活習慣病のしおり 2018

社会保険出版社

2018 493.18/SE/18

持出禁止

194 厚生統計要覧 平成29年度

厚生労働省大臣官房統計情報部編

厚生労働統計協会

2018 498.059/KO/17

持出禁止

195 母子保健の主なる統計 平成29年

母子衛生研究会編

母子保健事業団

2017 498.7/BO/17

持出禁止

196 わが国の母子保健 平成30年

母子衛生研究会編

母子保健事業団

2018 498.7/WA/18

持出禁止

