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2018年6月1日～30日

6月1日～30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

視聴覚資料
看護学生や対人援助職のためのメンタルアセスメントと関わり方 第4巻双
極Ⅰ型障害(双極性感情障害)

新宿スタジオ制作・著作

新宿スタジオ

2016 N740/KA/4

(V-toneビデオライブラリー ; . DVDを用いた精神科シュミ
レーション学習)

看護学生や対人援助職のためのメンタルアセスメントと関わり方 第5巻アル
2
新宿スタジオ制作・著作
コール使用障害(アルコール依存症)

新宿スタジオ

2016 N740/KA/5

(V-toneビデオライブラリー ; . DVDを用いた精神科シュミ
レーション学習)

看護学生や対人援助職のためのメンタルアセスメントと関わり方 第7巻パ
3
ニック症・パニック障害(パニック障害)

新宿スタジオ制作・著作

新宿スタジオ

2016 N740/KA/7

(V-toneビデオライブラリー ; . DVDを用いた精神科シュミ
レーション学習)

4 1440分の使い方 : 成功者たちの時間管理15の秘訣

ケビン・クルーズ著 ; 木村千里訳

パンローリング

2017 336.2/SE

(フェニックスシリーズ ; 58)

5 ICU/CCUの薬の考え方, 使い方 ver.2

大野博司著

中外医学社

2016 492/IC

6 本日の内科外来

村川裕二編

南江堂

2018 493/HO

7 医師国家試験問題解説 第112回[セット]

国試対策問題編集委員会編集

MEDIC MEDIA

2018 490.79/IS/112

8 医師国家試験問題解説書 第112回: [set]

石川創二 [ほか] 編

TECOM

2018 490.79/KO/18

9 必修ラ・スパ : 看護国試でるでるデータ 2019

井上大輔編著

TECOM

2018 N039/HI/19

10 かんごろ : 看護師国家試験のためのゴロあわせ集 第6版

医療情報科学研究所編

メディックメディア

2018 N039/KA

11 QUESTION BANK看護師国家試験問題解説 2019(第19版)

医療情報科学研究所編集

Medic Media

2018 N039/QU/19

持出禁止

Question bank select 必修 : 看護師国家試験問題集 2019(第14
医療情報科学研究所編集
版)

Medic Media

2018 N039/QU/19

持出禁止

1

リクエスト

国家試験問題集

12

持出禁止

養護教諭
13 入門被差別部落の歴史

寺木伸明, 黒川みどり著

解放出版社

2016 361.86/NY

14 これでわかった!部落の歴史

上杉聰著

解放出版社

2004 361.86/KO

(私のダイガク講座 ; [正])

15 これでなっとく!部落の歴史

上杉聰著

解放出版社

2010 361.86/KO

(私のダイガク講座 ; 続)

16 LGBTQを知っていますか? : "みんなと違う"は"ヘン"じゃない

日高庸晴監著 ; 星野慎二ほか著

少年写真新聞社

2015 367.9/LG

17 先生・保護者のためのスマホ読本 : 小学校保健室から発信!

今津孝次郎監修・著 ; 子どもたちの健やか
な育ちを考える養護教諭の会編著

学事出版

2017 371.37/SH

18 学校福祉とは何か

鈴木庸裕編著

ミネルヴァ書房

2018 371.43/GA

(新・Minerva福祉ライブラリー ; 27)

19 福岡県・福岡市・北九州市の養護教諭過去問 2019年度版

協同教育研究会編

協同出版

2018 373.7/FU/19

(教員採用試験「過去問」シリーズ ; 11)

20 福岡県・福岡市・北九州市の養護教諭参考書 2019年度版

協同教育研究会編

協同出版

2018 373.7/FU/19

21 教職教養の過去問 '19年度

時事通信出版局編

時事通信出版局

2018 373.7/KY

22 大分県の教職・一般教養過去問 2019年度版

協同教育研究会編

協同出版

2018 373.7/OI/19

23 大分県の養護教諭過去問 2019年度版

協同教育研究会編

協同出版

2018 373.7/OI/19

24 大分県の養護教諭参考書 2019年度版

協同教育研究会編

協同出版

2018 373.7/OI/19

25 養護教諭試験 2019年度版

次世代教育研究会編著

一ツ橋書店

2018 373.7/YO/19

事例別病気、けが、緊急事態と危機管理 : 保健室・職員室からの学校安 五十嵐哲也, 茅野理恵編著 ; 秋山緑 [ほ
26
少年写真新聞社
か] 著
全 volume1
事例別病気、けが、緊急事態と危機管理 : 保健室・職員室からの学校安 五十嵐哲也, 茅野理恵編著 ; 秋山緑 [ほ
27
少年写真新聞社
か] 著
全 volume2

(教員採用どこでも!)

2017 374/HO/1
2017 374/HO/2

28 アクティブ・ラーニング対応!養護教諭の実践に活きるワークシート・資料

養護教諭ワークシート開発研究会編著

ぎょうせい

2016 374.9/AK

29 ぼちぼち行こうか : 保健室の窓から

藤田照子[ほか]著

本の泉社

2017 374.9/BO

30 男性養護教諭がいる学校 : ひらかれた保健室をめざして

川又俊則, 市川恭平著

かもがわ出版

2016 374.9/DA

31 学校における養護活動の展開 : 養護教諭養成講座 改訂5版

津島ひろ江編集代表 ; 荒木田美香子, 池
ふくろう出版
添志乃, 岡本啓子編著

2018 374.9/GA

32 学校の事例から学ぶフィジカルアセスメントワークブック

遠藤伸子, 成川美和編著 ;
岡田加奈子[ほか]著

北樹出版

2018 374.9/GA

33 学校保健概論 第2版

渡邉正樹編著

光生館

2017 374.9/GA

34 学校保健マニュアル 改訂9版

衞藤隆, 岡田加奈子編集 ; 衞藤隆 [ほ
か] 執筆

南山堂

2017 374.9/GA

35 保健室と社会をつなぐ : 本当の育ちと学びの場

香山リカ著 ; 『保健室』編集部編

本の泉社

2017 374.9/HO

保健指導おたすけパワーポイントブック : 書きかえも自由自在 中学校・高
小谷美和子著
校編 2

少年写真新聞社

2013 374.9/HO/2

37 保健指導おたすけパワーポイントブック : 書きかえも自由自在 小学校編3 高田恵美子著

少年写真新聞社

2012 374.9/HO/3

38 人格を育てるための健康相談 : 事例を通して 中学校編

野口法子著

翔雲社

2017 374.9/JI

39 基礎から学ぶ学校保健 新版第2版

瀧澤利行編著 ; 青栁直子 [ほか] 共著

建帛社

2018 374.9/KI

40 子どもの生活と心身の健康 : 学校生活を快適に

門田美惠子, 吉田浩子, 青木清著

産業図書

2017 374.9/KO

41 3.11後の子どもと健康 : 保健室と地域に何ができるか

大谷尚子, 白石草, 吉田由布子著

岩波書店

2017 374.9/SA

36

(教員採用試験Hyper実戦シリーズ ; 2)

(岩波ブックレット ; No. 969)
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42 新版・養護教諭執務のてびき 第10版

石川県養護教育研究会編

東山書房

2018 374.9/SH

43 新養護概説 第10版

釆女智津江編集代表

少年写真新聞社

2018 374.9/SH

44 すぐ使える!学校保健OJTシート : 養護教諭からこれだけは伝えたいこと

東京都学校保健研究会編著

東山書房

2017 374.9/SU

45 すぐに使えてよくわかる養護教諭のフィジカルアセスメント2

北垣毅著

少年写真新聞社

2015 374.9/SU/2

46 養護概説 新訂

三木とみ子編集代表

ぎょうせい

2018 374.9/YO

47 養護教諭のための学校保健 第15版

出井美智子 [ほか] 共著

少年写真新聞社

2018 374.9/YO

48 養護教諭のための教育実習マニュアル 第5版

尾花美恵子, 栗田舞美, 西川路由紀子共
少年写真新聞社
著

2016 374.9/YO

幼稚園・小学校・中学校・高等学校・義務教育学校・中等教育学校・特
49
別支援学校の養護教諭をめざすあなたに

齋藤充子著

悠光堂

2018 374.9/YO

50 見て学ぶ応急処置の基礎基本 改訂第4版

大谷尚子 [ほか] 編著

日本小児医事出版社

2017 374.9/YO/1

51 みんなの学校安全 : いのちを大事にする社会へ

喜多明人, 浅見洋子編著

エイデル研究所

2016 374.92/MI

52 学校看護学

松浦賢長, 笠井直美, 渡辺多恵子編著

講談社

2017 374.93/GA

学校保健安全法に沿った感染症 : 乳幼児から高校生まで 最新改訂14
53
岡部信彦著
版

少年写真新聞社

2017 374.96/GA

54 養護教諭の現場から--すぐにわかる!できる!こどものストレスケア・メソッド

板垣都志美著

ラピュータ

2017 374.97/YO

大西文子編集/執筆 ; 輿水めぐみ [ほか]
執筆

中山書店

2017 376.14/KO

世界文化社

2018 376.15/HE

55 子どもの保健演習 改訂第2版
平成30年度施行新要領・指針サポートブック : 認定こども園教育・保育要
56 領保育所保育指針幼稚園教育要領対応 : 全体的な計画の作成から実 保育総合研究会監修
践まで

備考

(養護教諭のためのフィジカルアセスメント ; [1])

(保健の実践科学シリーズ)

(プリプリbooks ; CD-ROMブック)

養護教諭視聴覚資料

57 ゆっくり大人になろうよ : 思春期の性教育

[鈴井江三子編集企画 ; 岡山県警察少年
メディカ出版
サポートセンター協力]

2009 367.9/YU

58 患者主体のアプローチ

新宿スタジオ

1999 493.87/HI/1

(HIV看護に見る医療の課題とアプローチ ; 第1巻)

59 知識から職場の安全へ

新宿スタジオ

1999 493.87/HI/2

(HIV看護に見る医療の課題とアプローチ ; 第2巻)

鶴川麻理, 長瀬雅子編

日本看護協会出版会

2018 N120/KA

梶西ミチコ著

秀和システム

2018 N211/KA

62 ナースのためのスキントラブル解決Q&A

エキスパートナース編集部編集

照林社

2018 N211/NA

これならわかる!人工呼吸器の使い方 : 初期対応から設定、管理、抜管ま
63
で
セルフケア支援ガイド : 多職種協働で理念を実践に活かすための : その人
64
らしく生きることを支える

自治医科大学附属さいたま医療センター
RST著

ナツメ社

2018 N212/KO

65 おだん子×エリザベスの急変フィジカル

志水太郎著

医学書院

2018 N221/OD

66 知っておきたい変更点NANDA-I看護診断 : 定義と分類 2018-2020

上鶴重美, T.ヘザー・ハードマン著

医学書院

2018 N222/NA/18-20

67 新しいチーム医療 : 看護とインタープロフェッショナル・ワーク入門 改訂版

田村由美編著

看護学
60 看護師の倫理調整力 : 専門看護師の実践に学ぶ
61

看護の現場ですぐに役立つストーマケアのキホン : 患者さんの心と体のケア
技術が身に付く!

本庄恵子総監修・執筆 ; 古川祐子監修・
ライフサポート社
執筆 ; セルフケア研究会執筆

看護の科学社

2018 N230/AT

日総研出版

2013 N232/NG

69 看護教育に活かすルーブリック評価実践ガイド

森田敏子, 上田伊佐子編集

メヂカルフレンド社

2018 N244/KA

70 実習指導を通して伝える看護 : 看護師を育てる人たちへ

吉田みつ子著

医学書院

2018 N246/JI

72 看護師のための文章ノート

アイオワ大学病院看護研究・EBP・質改善
部門編 ; 松岡千代, 深堀浩樹, 酒井郁子 ミネルヴァ書房
監訳
日本看護協会出版会
井部俊子著

看護の現場ですぐに役立つ医療安全のキホン : インシデントから患者さんを
73
大坪陽子, 荒神裕之, 雑賀智也著
守る方法を学ぶ!
看護の現場ですぐに役立つ婦人科ケアのキホン : 患者さんを不安にさせな
74
岡田宏子著
い技術が身に付く!
看護の現場ですぐに役立つ小児看護のキホン : 子どもの気持ちを楽にする
75
渡邉朋他著
看護法が身に付く!

(ナースのための基礎BOOK)

2018 N214/SE

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 宗像恒次監修・執筆 : 矢島京子, 田中
68
京子執筆
ス・イライラ解消

看護実践の質を改善するためのEBPガイドブック : アウトカムを向上させ現
71
場を変えていくために

(ナースのためのスキルアップノート)

2018 N250/KA
2018 N250/KA

秀和システム

2018 N268/KA

(ナースのためのスキルアップノート)

秀和システム

2018 N340/KA

(ナースのためのスキルアップノート)

秀和システム

2018 N400/KA

(ナースのためのスキルアップノート)
(『呼吸器ケア』2018夏季増刊)

76 人工呼吸ケアの機器・物品100 : 現場で頼れる早引き事典

尾野敏明監修

メディカ出版

2018 N547/KO/18

77 訪問看護師という生き方

森元陽子著

幻冬舎メディアコンサルティング

2018 N810/HO

78 鳥のサイエンス : 知られざる生態の謎を解く

日経サイエンス編集部編

日経サイエンス

2018 405/BE/227

(別冊日経サイエンス ; 227)

79 流れの科学 : 自然現象からのアプローチ 改訂版

木村竜治著

東海大学出版会

1985 423.8/NA

(東海科学選書)

80 量子力学で生命の謎を解く

ジム・アル=カリーリ, ジョンジョー・マクファデン
著 ; 水谷淳訳

SBクリエイティブ

2015 464.9/RY

81 色と形で見わけ散歩を楽しむ花図鑑

大地佳子著 ; 小池安比古監修 ; 亀田龍
ナツメ社
吉写真

2018 477.038/IR

82 米国緩和ケア医に学ぶ医療コミュニケーションの極意

アンソニー・バック, ロバート・アーノルド, ジェー
中外医学社
ムス・タルスキー著 ; 植村健司訳

2018 490.14/BE

83 「死」の臨床学 : 超高齢社会における「生と死」

村上陽一郎著

2018 490.15/SH

自然科学

医学

新曜社

メディカルスタッフのためのひと目で選ぶ統計手法 : 「目的」と「データの種類」 山田実編集 ; 浅井剛, 土井剛彦編集協
84
力
で簡単検索!適した手法が、76の事例から見つかる、結果がまとめられる

羊土社

2018 490.19/ME

85 今日すべきことを精一杯!

日野原重明著

ポプラ社

2017 490.49/KY

(ポプラ新書 ; 125)

86 波形の異常から考える : “どこに注目したらいいの?"迷子のための道案内

栗田隆志編著

メディカ出版

2018 492.12/JU

(12誘導心電図よみ方マスター ; 基礎編)

87 厳選50問に繰り返しチャレンジ! : “どこを見る?どう考える?"解説つき

栗田隆志編著

メディカ出版

2018 492.12/JU

(12誘導心電図よみ方マスター ; トレーニング編)

書

名

編

著

者

出版社

出版年

ラベルの番号

88 レジデントのための心臓聴診法

伊賀幹二著

シービーアール

2018 492.12/RE

89 糖尿病学 2018

小坂樹徳, 赤沼安夫編

診断と治療社

2018 493.12/TO/18

糖尿病・腎臓病・透析患者のやる気を引き出すコーチング : 患者指導が劇
90
坂井敦子著
的に変わる!

メディカ出版

2018 493.12/TO

91 糖尿病治療ガイド

日本糖尿病学会編

文光堂

2018 493.12/TO/18-19

92 フレイルのみかた

荒井秀典編

中外医学社

2018 493.18/FU

93 東大が調べてわかった衰えない人の生活習慣

飯島勝矢著

KADOKAWA

2018 493.18/TO

羊土社

2018 493.2/JU

金芳堂

2018 493.3/DR

循環器診療のギモン、百戦錬磨のエキスパートが答えます! : 救急、病棟で
永井利幸編
のエビデンスに基づいた診断・治療・管理
Dr.長尾プロデュース呼吸器腹落ちカンファレンス : 呼吸の果てまでカンファ
95
長尾大志著
Q!
関節リウマチ患者と家族のための生活を楽しむ知恵と技 : くらしかた、動きか
96
植木幸孝監修
た、介助のしかたがわかる!
94

備考

(レジデントノート ; vol.20, no.5 ; 増刊)

羊土社

2018 493.6/KA

97 神経診察の極意

広瀬源二郎著

南山堂

2018 493.72/SH

98 18トリソミーの子どもたち : 出会えた奇跡をありがとう

Team18編

水曜社

2018 493.94/JU

99 東大病院新生児診療マニュアル

東京大学医学部小児科編集

診断と治療社

2017 493.95/TO

志真泰夫ほか編集

青海社

2018 494.5/HO/18

トワイクロス先生の緩和ケア : QOLを高める症状マネジメントとエンドオブライ Robert Twycross, Andrew Wilcock
101
[編]
フ・ケア

医学書院

2018 494.5/TO

102 腎臓リハビリテーションガイドライン

日本腎臓リハビリテーション学会編集

南江堂

2018 494.93/JI

103 在宅医療の排尿管理と排泄ケア

島崎亮司, 浜田きよ子編

南山堂

2018 494.95/ZA

(在宅医療の技とこころ)

104 女性内分泌クリニカルクエスチョン90

百枝幹雄編集

診断と治療社

2017 495.13/JO

(Clinical question)

105 週数別妊婦健診マニュアル

藤井知行編集

医学書院

2018 495.5/SH

106 どもる体

伊藤亜紗著

医学書院

2018 496.9/DO

107 公衆衛生マニュアル 2018

柳川洋, 中村好一編集 ; 柳川洋 [ほか]
執筆

南山堂

2018 498/KO/18

108 血圧・運動・食事記録するだけ!健康長寿ノート

新開省二総合監修 ; 青栁幸利, 宇良千
秋監修 ; 朝日新聞出版編著

朝日新聞出版

2018 498.38/KE

109 活発脳をつくる60歳からのおりがみ

古賀良彦監修 ; 主婦の友社編

100 がん対策基本法-これまでの10年これからの10年

主婦の友社

2018 498.39/KA

川島隆太教授の脳を鍛える大人の国語ドリル : 昭和の新聞記事音読・漢
110
川島隆太著
字書き取り60日

くもん出版

2017 498.39/KA

111 川島隆太教授の脳トレ漢字大全 : 日めくり366日

川島隆太監修

学研プラス

2016 498.39/KA

112 川島隆太教授の脳トレパズル大全 : 日めくり366日

川島隆太監修

学研プラス

2017 498.39/KA

113 脳が活性化する大人の世界地図脳ドリル : 60日1100問

川島隆太監修

学研プラス

2017 498.39/NO

114 脳が活性化する大人の都道府県脳ドリル : 82日1500問

川島隆太監修

学研プラス

2018 498.39/NO

115 脳が活性化する大人の日本地図脳ドリル : 60日1000問

川島隆太監修

学研プラス

2016 498.39/NO

ブティック社

2018 498.39/NO

世界文化社

2015 498.39/NO

116 脳活性折り紙全集 : 考えながら指先を動かす頭の体操
117 脳トレ・介護予防に役立つやさしいぬり絵

篠原菊紀監修

118 脳トレ・介護予防に役立つまちがいさがし 昭和の暮らし編

世界文化社

2016 498.39/NO

119 思いだしトレーニング君の名は?知ってるはずの人名クイズ

朝日脳活ブックス編集部編著

朝日新聞出版

2018 498.39/OM

120 思わず解きたくなる脳のための毎日テスト

デイサービスたまや著

自由国民社

2015 498.39/OM

121 世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事

津川友介著

東洋経済新報社

2018 498.5/SE

122 疫学・保健統計 : 看護師・保健師・管理栄養士を目指す

車谷典男, 松本泉美編著 ;
伊木雅之 [ほか] 共著

建帛社

2018 498.6/EK

123 在宅医療・介護における感染管理ハンドブック

高橋峰子, 鈴木高弘編集

宇宙堂八木書店

2018 498.6/ZA

124 法医学事件簿 : 死体はすべて知っている

上野正彦著

中央公論新社

2018 498.9/HO

125 患者さんから学ぶ臨床アロマケアの秘訣

今西二郎, 相原由花, 岸田聡子著

南山堂

2018 499.87/KA

126 読書という荒野

見城徹著

幻冬舎

2018 019.04/DO

127 「本をつくる」という仕事

稲泉連著

筑摩書房

2017 022/HO

斎藤環, 松本俊彦, 井原裕監修

日本評論社

2018 140.5/KO/18

129 行かずに死ねるか! : 世界9万5000km自転車ひとり旅

石田ゆうすけ著

幻冬舎

2007 290.9/IS

130 十五の夏 : 1975 上

佐藤優著

幻冬舎

2018 293.8/SA/1

131 十五の夏 : 1975 下

佐藤優著

幻冬舎

2018 293.8/SA/2

132 沸騰インド : 超大国をめざす巨象と日本

貫洞欣寛著

白水社

2018 302.25/FU

133 ポピュリズム : デモクラシーの友と敵

カス・ミュデ, クリストバル・ロビラ・カルトワッセル
白水社
著 ; 永井大輔, 高山裕二訳

ホスピス・緩和ケア白書2018

(シリーズケアをひらく)

(レクリエブックス)

(中公新書ラクレ ; 612)

総記
(NewsPicks book)

心理学
128 ケアとしての就労支援

紀行

社会科学

2018 311.7/PO

(こころの科学増刊 ; 2018 . メンタル系サバイバルシリー
ズ)

書

名

編

著

者

出版社

出版年

ラベルの番号

134 計量経済学ハンドブック

蓑谷千凰彦, 縄田和満, 和合肇編集

朝倉書店

2007 331.19/KE

135 世界を変えた14の密約

ジャック・ペレッティ著 ; 関美和訳

文藝春秋

2018 332.06/SE

136 社会科学のためのデータ分析入門 上巻

今井耕介 [著] ; 粕谷祐子, 原田勝孝,
久保浩樹訳

岩波書店

2018 361.9/SH/1

137 社会科学のためのデータ分析入門 下巻

今井耕介 [著] ; 粕谷祐子, 原田勝孝,
久保浩樹訳

岩波書店

2018 361.9/SH/2

138 全47都道府県幸福度ランキング 2018年版

日本総合研究所編

東洋経済新報社

2018 361.91/ZE/18

布とひもの手芸レクリエーション : 手先を使って簡単、楽しい : 編み・織り・
139
布貼り小物など60点

工房GEN著

誠文堂新光社

2016 369.26/NU

140 虹色のチョーク : 働く幸せを実現した町工場の奇跡

小松成美著

幻冬舎

2017 369.28/NI

141 Q&A児童虐待防止ハンドブック 全訂

児童虐待問題研究会編著

ぎょうせい

2018 369.4/QA

142 人気ブロガー・横着じいさんのかんたん水耕栽培決定版!

伊藤龍三著

主婦と生活社

2017 626.9/NI

143 はじめてでも失敗しない花づくりの基本100

古賀有子監修 ; 主婦の友社編

主婦の友社

2018 627/HA

主婦の友社

2017 627/YO

備考

(高齢者のクラフトサロン ; 3)

園芸

455種のガーデニングプランツの育て方がひとめでわかる本 : 基本的な作業
144
主婦の友社編
も詳しく解説!

塗り絵・折り紙
145 やさしい大人の塗り絵 : クーピーBOX

河出書房新社編集部編

河出書房新社

2015 726.5/YA

146 おりがみで作る箱 : パーツを組むとできあがる器

布施知子著

誠文堂新光社

2018 754.9/OR

リース折り紙12か月 = Seasonal origami wreaths : パーツを組み合
147
わせて作る楽しい輪飾り

永田紀子著

日貿出版社

2017 754.9/RI

148 写真解説でよくわかる!ハンドメイドのポップアップカード

鈴木孝美[著]

ブティック社

2017 754.9/SH

149 手作りカードアイデアブック : ポップアップ、スタンプ、切り絵 改訂新版

河出書房新社編集

河出書房新社

2016 754.9/TE

150 人体の構造と機能

坂井建雄, 岡田隆夫著

放送大学教育振興会

2018 03/H/18

(放送大学教材 ; 1710109-1-1811)

151 看護管理と医療安全 改訂版

大島弓子, 飯島佐知子編著

放送大学教育振興会

2018 03/H/18

(放送大学教材 ; 1519123-1-1811)

152 世界の海へ、シャチを追え!

水口博也著

岩波書店

2018 08/I/872

(岩波ジュニア新書 ; 872)
(岩波ジュニア新書 ; 873)

(レディブティックシリーズ ; 4402)

新書

153 台湾の若者を知りたい

水野俊平著

岩波書店

2018 08/I/873

154 分かちあう心の進化

松沢哲郎著

岩波書店

2018 11/I/274

(岩波科学ライブラリー ; 274)

155 EVと自動運転 : クルマをどう変えるか

鶴原吉郎著

岩波書店

2018 13/I/1717

(岩波新書 ; 新赤版 1717)

156 武士の日本史

高橋昌明著

岩波書店

2018 13/I/1718

(岩波新書 ; 新赤版 1718)

157 フィレンツェ : 比類なき文化都市の歴史

池上俊一著

岩波書店

2018 13/I/1719

(岩波新書 ; 新赤版 1719)

158 ジョン・ロック : 神と人間との間

加藤節著

岩波書店

2018 13/I/1720

(岩波新書 ; 新赤版 1720)

159 ベラスケス : 宮廷のなかの革命者

大高保二郎著

岩波書店

2018 13/I/1721

(岩波新書 ; 新赤版 1721)

160 主権の二千年史

正村俊之著

講談社

2018 15/K/677

(講談社選書メチエ ; 677)

161 七十人訳ギリシア語聖書入門

秦剛平著

講談社

2018 15/K/678

(講談社選書メチエ ; 678)

162 持続可能な医療 : 超高齢化時代の科学・公共性・死生観

広井良典著

筑摩書房

2018 16/C/1333-1

(ちくま新書 ; 1333-1 . シリーズケアを考える)

163 現代思想講義 : 人間の終焉と近未来社会のゆくえ

船木亨著

筑摩書房

2018 16/C/1334

(ちくま新書 ; 1334)

164 ヨーロッパ繁栄の19世紀史 : 消費社会・植民地・グローバリゼーション

玉木俊明著

筑摩書房

2018 16/C/1335

(ちくま新書 ; 1335)

165 対人距離がわからない : どうしてあの人はうまくいくのか?

岡田尊司著

筑摩書房

2018 16/C/1336

(ちくま新書 ; 1336)

166 暴走する能力主義 : 教育と現代社会の病理

中村高康著

筑摩書房

2018 16/C/1337

(ちくま新書 ; 1337)

167 都心集中の真実 : 東京23区町丁別人口から見える問題

三浦展著

筑摩書房

2018 16/C/1338

(ちくま新書 ; 1338)

オカルト化する日本 (にっぽん) の教育 : 江戸しぐさと親学にひそむナショナリ
168
原田実著
ズム

筑摩書房

2018 16/C/1339

(ちくま新書 ; 1339)

参考図書
169 人口移動調査 第8回

国立社会保障・人口問題研究所編

厚生労働統計協会

2018 358.1/JI/8

持出禁止

地域循環共生圏の創出による持続可能な地域づくり(環境白書 ; 平成
170
30年版)

環境省編

日経印刷

2018 519.1/KA/18

持出禁止

