＊＊新着資料案内＊＊

2018年7月1日～31日

7月1日～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。

書

名

編

著

者

出版社

出版年

ラベルの番号

備考

洋書
1 12 rules for life : an antidote to chaos

Jordan B. Peterson

Random House Canada

2018 159/TW

2 History of risk assessment in toxicology

Sol Bobst

Elsevier

2017 491.59/HI

Janet D. Rowley, Michelle M. Le
Beau, Terence H. Rabbitts

Springer

2015 491.65/CH

4 臨床検査専門医が教える異常値の読み方が身につく本

村上純子著

じほう

2018 492.1/RI

5 レジデントのための腹部画像教室

山崎道夫編

日本医事新報社

2017 492.14/RE

6 抗菌薬の考え方, 使い方 Ver. 3

岩田健太郎, 宮入烈著

中外医学社

2017 492.31/KO

日本医事新報社

2018 492.433/RE

3

Chromosomal translocations and genome rearrangements in
cancer

リクエスト

7

レジデントのためのやさしイイ胸部画像教室 : ベストティーチャーに教わる胸部
長尾大志著
X線の読み方考え方 第2版

8 内科レジデントの鉄則 第3版

聖路加国際病院内科チーフレジデント編 ;
森信好責任編集 ; 池田行彦, 孫楽, 羽田 医学書院
佑執筆

2018 493/NA

9 麻酔科薬剤ノート : 周術期の麻酔・救急対応薬の使用のポイント 改訂版

讃岐美智義編

羊土社

2018 494.24/MA

看護師国家試験対策プロジェクト編

照林社

2018 N039/KA/19

文部科学省 [編]

日本学校保健会

2012 374.93/KY

藤田晴一, 弘蔵岳久, 山岡研一著

山と溪谷社

2018 291/BU/43

(分県登山ガイド ; 43)

森山幹夫著

医学書院

2018 N080/KE

(系統看護学講座 ; 専門基礎分野 . 健康支援と社会保
障制度 ; 4)

深谷安子, 北村隆憲編著

関東学院大学出版会

2018 N150/KA

15 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

2018 N210/NA

16 黒田裕子の入門看護診断 改訂第3版

黒田裕子著

照林社

2018 N222/KU

17 ゼロからわかる看護記録の書き方

天野幹子監修

成美堂出版

2018 N228/ZE

日本看護協会出版会

2018 N230/KA

筒井孝子著

日本看護協会出版会

2018 N230/KA

小野和代編

ヴァンメディカル

2018 N235/KA

21 質的看護研究の基礎づけ

中木高夫, 谷津裕子, 永田明著

看護の科学社

2018 N250/SH

22 看護師のためのこれならわかる!伝わるレポート・論文の書き方

福富馨著

ナツメ社

2018 N251/KA

メディカ出版

2018 N390/PE/18

(ペリネイタルケア ; 2018年夏季増刊)

植木博子著

秀和システム

2018 N555/KA

(ナースのためのスキルアップノート)

25 透析ケアBASiC : 透析室に配属されたらこの1冊! : オールカラー

松岡由美子編集

メディカ出版

2018 N555/TO/18

(透析ケア ; 2018年夏季増刊)

26 やさしくわかる透析看護 : これからの人ももう一度の人も

日高寿美, 坊坂桂子編集

照林社

2018 N555/YA

27 認知症の看護ケア

今井幸充, 金井とき江, 松岡義明編集

中央法規出版

2018 N680/NI

28 認知症のある患者さんのアセスメントとケア : 看護師のための

六角僚子, 種市ひろみ, 本間昭監修

ナツメ社

2018 N680/KA

増川ねてる, 藤田茂治編著

精神看護出版

2016 N700/WR

中村創, 三上剛人著

医学書院

2018 N740/SE

メヂカルフレンド社

2018 N820/BY

メヂカルフレンド社

2018 N820/ZA

日本看護協会出版会

2018 N950/KY

メディカ出版

2018 N954/EM/18

日本看護協会出版会

2018 N954/SA

国家試験問題集
10 看護師国試必修問題完全予想550問

持出禁止

養護教諭
11 教職員のための子どもの健康相談及び保健指導の手引

大分県関連
12 大分県の山

看護学
13 看護関係法令 第50版
14

18

看護におけるコミュニケーション・パラダイムの転換 : ケアとしてのコミュニケーショ
ン

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・
箕浦とき子, 高橋恵編
12の能力要素 第2版

19 「看護必要度」評価者のための学習ノート 第4版
20

看護における医療器材の取り扱いガイドブック : 器材の再生処理・使用・保
管管理

23 助産師が今さら聞けない臨床のギモン : はせじゅん先生のおもしろセレクション 長谷川潤一編著
24

29

看護の現場ですぐに役立つ透析ケアのキホン : 患者さんの生活を支えるケア
技術が身に付く!

WRAPを始める! : 精神科看護師とのWRAP入門 : リカバリーストーリーとダ
イアログ WRAP(元気回復行動プラン)編

30 精神科ならではのファーストエイド : 搬送時サマリー実例付
31

病院からはじまる在宅看取りケア : 地域包括ケアシステムのなかで病院・在
宅・施設をつなぐ

32 在宅看護過程 : 関連図で理解する 第2版

福井小紀子編著
正野逸子, 本田彰子編著

急性期病院で実現した身体抑制のない看護 : 金沢大学附属病院で続く挑
小藤幹恵編
戦
ER・ICUの薬剤121 : 看護師・研修医必携 : パッと見てサッと使える!処方
大野博司, 志賀隆編著
34
にナットク! : アプローチ 使い分け 考えかたがもっとわかるパワーアップ版 ver.
33

35 災害看護の本質 : 語り継ぐ黒田裕子の実践と思想
36

柳田邦男, 酒井明子編著

熟練看護師のプロの技見せます!慢性看護の患者教育 : 患者の行動変容に
河口てる子編
つながる「看護の教育的関わりモデル」

37 看護実践にいかすエンド・オブ・ライフケア 第2版

自然科学

長江弘子編

メディカ出版
日本看護協会出版会

2018 N970/JU
2018 N980/KA

(精神科ナースのアセスメント&プランニングbooks)

(Emergency care ; 2018年夏季増刊)

書

名

編

著

者

出版社

出版年

ラベルの番号

38 SPSSでやさしく学ぶ統計解析 第6版

石村貞夫, 石村友二郎著

東京図書

2017 417/SP

39 SPSSによるアンケート調査のための統計処理

石村光資郎著

東京図書

2018 417/SP

40 京大発!フロンティア生命科学

京都大学大学院生命科学研究科編

講談社

2018 460/KY

羊土社

2018 460/RI

41

理系総合のための生命科学 : 分子・細胞・個体から知る"生命"のしくみ 第
東京大学生命科学教科書編集委員会編
4版

42 絵でわかる進化のしくみ : 種の誕生と消滅

山田俊弘著

講談社

2018 467.5/ED

43 英国王立園芸協会とたのしむ植物のふしぎ

ガイ・バーター著 ; 北綾子訳

河出書房新社

2018 470.4/EI

宮下洋一著

小学館

2017 490.15/AN

兼児敏浩編著

メディカ出版

2018 490.15/KA

46 生命倫理のレポート・論文を書く

松原洋子, 伊吹友秀編

東京大学出版会

2018 490.15/SE

47 終の選択 : 終末期医療を考える

田中美穂, 児玉聡著

勁草書房

2017 490.15/TU

東京図書

2018 490.19/SP

医学書院

2018 490.7/RO

備考

(絵でわかるシリーズ)

医学
44 安楽死を遂げるまで : the road to euthanasia
45

患者・家族の意思決定、現場の判断を支える"やさしい"臨床倫理フレーム
ワーク

SPSSで学ぶ医療系多変量データ解析 : 分析内容の理解と手順解説、バラ
対馬栄輝著
ンスのとれた医療統計入門 第2版
論文を正しく読むのはけっこう難しい : 診療に活かせる解釈のキホンとピット
植田真一郎著
49
フォール
48

(医療安全BOOKS ; 7)

50 神秘の巨大ネットワーク ; "腎臓"が寿命を決める

NHKスペシャル「人体」取材班編

東京書籍

2018 491.3/JI/1

(NHKスペシャル ; 人体 : 神秘の巨大ネットワーク ; 1)

51 驚きのパワー!"脂肪と筋肉"が命を守る : "骨"が出す!最高の若返り物質

NHKスペシャル「人体」取材班編

東京書籍

2018 491.3/JI/2

(NHKスペシャル ; 人体 : 神秘の巨大ネットワーク ; 2)

52 生理学 改訂第18版新装版

真島英信著

文光堂

2018 491.3/SE

53 ホルモンのしくみ : 疾患別ケアのポイント

赤水尚史編集

メディカルレビュー社

2017 491.45/HO

54 ここが知りたい遺伝子診療はてな?BOOK

野村文夫, 羽田明, 長田久夫編著

中外医学社

2018 491.69/KO

55 医療禁忌なるほどブック : メディカルスタッフのための

富野康日己, 佐藤美加編集

中外医学社

2018 492/ME

56 医学生・研修医のための画像診断リファレンス

山下康行著

医学書院

2018 492.1/IG

57 診察エッセンシャルズ : 症状をみる危険なサインをよむ 新訂第2版

松村理司監修 : 酒見英太編集

日経メディカル開発

2018 492.1/SH

開講!神戸中央市民ER+ICUスクール : ER医+ICU医の頭の中をのぞいて
みよう
糖尿病療養指導ガイドブック : 糖尿病療養指導士の学習目標と課題
59
2018

神戸市立医療センター中央市民病院救命
メディカ出版
救急センター編著
日本糖尿病療養指導士認定機構日本糖
尿病療養指導士認定ガイドブック編集委員 日本糖尿病療養指導士認定機構
会編集
糖尿病教室運営委員会, 宮崎久義, 豊永
じほう
哲至編集

58

60 わかりやすい糖尿病テキスト 第5版

2018 492.29/KA
2018 493.12/TO
2018 493.12/WA

61 1型糖尿病をご存知ですか? : 「1型はひとつの個性」といえる社会をめざして

宮川高一著

ミネルヴァ書房

2018 493.123/IC

62 栄養・運動で予防するサルコペニア 新版

葛谷雅文, 雨海照祥編集

医歯薬出版

2018 493.18/EI

63 老年という海をゆく : 看取り医の回想とこれから

大井玄 [著]

みすず書房

2018 493.18/RO

64 心不全緩和ケアチームの作り方 : 実践から識る!

大石醒悟, 柴田龍宏, 高田弥寿子編集

南山堂

2018 493.23/SH

65 胃がん 改訂3版

笹子三津留編

医薬ジャーナル社

2018 493.45/IG

へるす出版

2018 493.7/HO

66

HOPEガイドブック : 救急医療から地域へとつなげる自殺未遂者支援のエッセ
日本医療研究開発機構
ンス

67 てんかん支援Q&A : リハビリ・生活支援の実践

谷口豪, 西田拓司, 廣實真弓編著

医歯薬出版

2018 493.74/TE

68 認知症患者さんの病態別食支援 : 安全に最期まで食べるための道標

野原幹司著

メディカ出版

2018 493.75/NI

69 認知症の心理アセスメントはじめの一歩

黒川由紀子, 扇澤史子編集

医学書院

2018 493.75/NI

日本看護協会出版会

2018 493.75/NI

70

認知症の人の「痛み」をケアする : 「痛み」が引き起こすBPSD・せん妄の予防
鈴木みずえ, 高井ゆかり編
: 「認知症の人」を支えるすべての人に

(シリーズ・福祉と医療の現場から ; 6)

(インフォームドコンセントのための図説シリーズ)

71 大人の発達障害ってそういうことだったのか : その後

宮岡等, 内山登紀夫著

医学書院

2018 493.76/OT

72 ナースとコメディカルのための小児科学 第6版

白木和夫, 高田哲編集

日本小児医事出版社

2018 493.9/NA

73 子どもができて考えた、ワクチンと命のこと。

ユーラ・ビス著 ; 矢野真千子訳

柏書房

2018 493.938/KO

74 反ワクチン運動の真実 : 死に至る選択

ポール・オフィット著 ; ナカイサヤカ訳

地人書館

2018 493.938/HA

75 ねころんで読める新しいリハビリ : 内部障害リハビリテーションの驚くべき効果

上月正博著

メディカ出版

2018 494.78/NE

76 いまさら訊けない!透析患者検査値のみかた,考えかた Ver.2

加藤明彦編著

中外医学社

2018 494.93/IM

77 出生前診断受ける受けない誰が決めるの? : 遺伝相談の歴史に学ぶ

山中美智子, 玉井真理子, 坂井律子編著 生活書院

2017 495.6/SH

78 “老化の予防"歯科Q&A

武内博朗, 野村義明, 花田信弘編

医学情報社

2018 497.9/RO

79 日本保健医療行動科学会雑誌 2018 Vol.33 No.1

日本保健医療行動科学会

日本保健医療行動科学会

2018 498/NI/33-1

80 社会医学原論 : 古代ローマ帝国、産業革命から国際保健へ

荒記俊一著

ポリッシュ・ワーク

2017 498/SH

81 健康寿命を延ばすためのひと工夫

清岡智著

学文社

2018 498.3/KE

82 「つながり」と健康格差 : なぜ夫と別れても妻は変わらず健康なのか

村山洋史著

ポプラ社

2018 498.3/TU

(ポプラ新書 ; 150)

83 あなたは知っていますか? : いまさら聞けない臨床栄養の常識

井上善文著

医歯薬出版

2018 498.58/AN

(臨床栄養 ; 別冊)

84 脂質異常症の最新食事療法のなぜに答える 実践編

寺本民生 [ほか] 編

医歯薬出版

2018 498.58/EI/6

(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.6)

85 NBC災害に備える!発災後、安全に受け入れるための医療現場マニュアル

中島幹男編

羊土社

2018 498.89/NB

(患者さんへの"ベストアンサー"シリーズ ; 11)

書

名

86 新薬の狩人たち : 成功率0.1%の探求

編

著

者

出版社

出版年

ラベルの番号

ドナルド・R・キルシュ, オギ・オーカス著 ; 寺町
早川書房
朋子訳

2018 499.02/SH

ウド・クカーツ著 ; 佐藤郁哉訳

2018 002.7/SH

備考

総記
87 質的テキスト分析法 : 基本原理・分析技法・ソフトウェア
88

新曜社

わたしは10歳、本を知らずに育ったの。 : アジアの子どもたちに届けられた27万 シャンティ国際ボランティア会編 ; 鈴木晶子,
合同出版
山本英里, 三宅隆史著
冊の本

2017 016.28/WA

心理学・倫理学
89 心理学 新版

無藤隆 [ほか] 著

有斐閣

2018 140/SH

90 「正しさ」の理由 : 「なぜそうすべきなのか?」を考えるための倫理学入門

中村隆文著

ナカニシヤ出版

2018 150/TA

91 日本の気配

武田砂鉄著

晶文社

2018 304/NI

92 まちを楽しくする仕事 : まちづくりに奔走する自治体職員の挑戦

竹山和弘著

水曜社

2018 318.6/MA

93 日本・スウェーデン交流150年 : 足跡と今、そしてこれから

日瑞150年委員会編

彩流社

2018 319.1/NI

94 ジェイン・オースティンに学ぶゲーム理論 : 恋愛と結婚をめぐる戦略的思考

マイケル・S‐Y・チェ著 ; 川越敏司訳

NTT出版

2017 331.19/JE

95 高齢期のクオリティ・オブ・ライフ : 幸福感・社会的ネットワーク・市民活動

宍戸邦章著

晃洋書房

2018 367.7/KO

96 高齢者の社会活動と介護予防 : 地域福祉のフィールドワーク

岡崎昌枝著

晃洋書房

2018 369.26/KO

97 教育現場の防災読本

「防災読本」出版委員会著

京都大学学術出版会

2018 369.3/BO

社会科学

東日本大震災大規模調査から読み解く災害対応 : 自治体の体制・職員の
稲継裕昭編著 ; 大谷基道 [ほか] 著
第一法規
行動
詳解地域子育て支援拠点ガイドラインの手引 : 子ども家庭福祉の制度・実 渡辺顕一郎, 橋本真紀編著 ; 子育てひろ
中央法規出版
99
ば全国連絡協議会編
践をふまえて 第3版
98

100 なぜ、わが子を棄てるのか : 「赤ちゃんポスト」10年の真実

(文化とまちづくり叢書)

2018 369.31/HI
2018 369.4/SH

NHK取材班著

NHK出版

2018 369.41/NA

101 教育社会とジェンダー 新版

河野銀子, 藤田由美子編著

学文社

2018 371.3/KY

102 拡張的学習の挑戦と可能性 : いまだここにないものを学ぶ

ユーリア・エンゲストローム著

新曜社

2018 371.41/KA

103 こころの発達によりそう教育相談

藤田主一 [ほか] 編著 ; 星野真由美 [ほか
福村出版
著]

2018 371.43/KO

104 情報時代の学校をデザインする : 学習者中心の教育に変える6つのアイデア

C.M.ライゲルース, J.R.カノップ著 ; 稲垣忠
[ほか] 共訳

北大路書房

2018 374/JO

105 学校教育と情報機器

堀田博史, 森田健宏編著

ミネルヴァ書房

2018 374.1/GA

106 健康教育の理論と実践 : わが国と外国の事例をもとに

伊藤武彦, 松村京子, 鬼頭英明編著

日本学校保健会

2018 374.97/KE

107 『データの活用』の授業 : 小中高の体系的指導で育てる統計的問題解決力

お茶の水女子大学附属学校園連携研究算
東洋館出版社
数・数学部会編著

2018 375.41/DE

108 学生力を高めるeポートフォリオ : 成功への再始動

松葉龍一, 小村道昭編著 ; 久保田真一郎
東京電機大学出版局
[ほか] 著

2018 377.15/GA

109 ライト・アクティブラーニングのすすめ

橋本勝編

ナカニシヤ出版

2017 377.15/RA

110 学生サポート大作戦 : 寄りそう学生支援

田部井世志子, 生田カツエ編

九州大学出版会

2014 377.28/SI/1

(シリーズ北九大の挑戦 ; 1)

111 「自ら学ぶ大学」の秘密 : 地域課題にホンキで取り組む4年間

眞鍋和博著

九州大学出版会

2015 377.28/SI/2

(シリーズ北九大の挑戦 ; 2)

112 大学生のこころのケア・ガイドブック : 精神科と学生相談からの17章 新版

福田真也著

金剛出版

2017 377.9/DA

113 生涯学習概論 : 学びあうコミュニティにむけて 改訂版

小林繁, 平川景子, 片岡了著

エイデル研究所

2018 379/SH

江見敏宏著

技術評論社

2018 653.2/SA

(NHK出版新書 ; 551)

教育

(よくわかる!教職エクササイズ ; 6)

樹木学
114

最高に美しい身近な樹木ビジュアルカタログ : 樹形・葉・花・実・季節の変化
が一目でわかる

絵画
アンガス・ハイランド, キャロライン・ロバーツ著 ;
エクスナレッジ
喜多直子訳

2018 720.87/ME

116 コウノドリ 23

鈴ノ木ユウ著

講談社

2018 726.1/KO/23

117 ペコロスの母の忘れもの

岡野雄一著

朝日新聞出版

2018 726.1/PE

118 透明なゆりかご : 産婦人科医院看護師見習い日記 6

沖田×華著

講談社

2017 726.1/TO/6

119 ねこといぬ

岩合光昭著

クレヴィス

2017 748/NE

120 宝石 : 欲望と錯覚の世界史

エイジャー・レイデン著 ; 和田佐規子訳

築地書館

2017 755.3/HO

121 宮崎駿の地平 : ナウシカからもののけ姫へ 新版

野村幸一郎著

新典社

2018 778.77/MI

東京大学出版会

2018 780.193/SH

山口謡司著

ワニブックス

2017 814/GO

藤岡陽子著

実業之日本社

2015 913.6/FU

115 名画のなかの猫

漫画

芸術・スポーツ

122

身体と動きで学ぶスポーツ科学 : 運動生理学とバイオメカニクスがパフォーマン
深代千之, 内海良子著
スを変える

言語
123 語彙力がないまま社会人になってしまった人へ 超「基礎」編

文学
124 闇から届く命

(Iwago's book ; 3)

(新典社選書 ; 87)

書

名

125 未来

編

著

者

出版社

出版年

ラベルの番号

備考

湊かなえ著

双葉社

2018 913.6/MI

126 科学者はなぜ神を信じるのか : コペルニクスからホーキングまで

三田一郎著

講談社

2018 02/B/2061

(ブルーバックス ; B‐2061)

127 「がん」はなぜできるのか : そのメカニズムからゲノム医療まで

国立がん研究センター研究所編

講談社

2018 02/B/2062

(ブルーバックス ; B‐2062)

128 カラー版ビールの科学 : 麦芽とホップが生み出す「旨さ」の秘密

渡淳二編著

講談社

2018 02/B/2063

(ブルーバックス ; B‐2063)

心理学者が教える読ませる技術聞かせる技術 : 心を動かす、わかりやすい表
海保博之著
現のコツ

講談社

2018 02/B/2064

(ブルーバックス ; B‐2064)

新書

129

130 学問の発見 : 数学者が語る「考えること・学ぶこと」

広中平祐著

講談社

2018 02/B/2065

(ブルーバックス ; B‐2065)

131 宇宙の「果て」になにがあるのか : 最新天文学が描く、時間と空間の終わり

戸谷友則著

講談社

2018 02/B/2066

(ブルーバックス ; B‐2066)

132 著作権法

作花文雄著

放送大学教育振興会

2018 03/H/18

(放送大学教材 ; 1639641‐1‐1811)

133 植物のひみつ : 身近なみどりの"すごい"能力

田中修著

中央公論新社

2018 07/C/2491

(中公新書 ; 2491)

134 帝国議会 : 西洋の衝撃から誕生までの格闘

久保田哲著

中央公論新社

2018 07/C/2492

(中公新書 ; 2492)

135 日本語を翻訳するということ : 失われるもの、残るもの

牧野成一著

中央公論新社

2018 07/C/2493

136 温泉の日本史 : 記紀の古湯、武将の隠し湯、温泉番付

石川理夫著

中央公論新社

2018 07/C/2494

(中公新書 ; 2494)

137 幸福とは何か : ソクラテスからアラン、ラッセルまで

長谷川宏著

中央公論新社

2018 07/C/2495

(中公新書 ; 2495)

138 物語アラビアの歴史 : 知られざる3000年の興亡

蔀勇造著

中央公論新社

2018 07/C/2496

(中公新書 ; 2496)

139 公家たちの幕末維新 : ペリー来航から華族誕生へ

刑部芳則著

中央公論新社

2018 07/C/2497

(中公新書 ; 2497)

140 斗南藩 : 「朝敵」会津藩士たちの苦難と再起

星亮一著

中央公論新社

2018 07/C/2498

(中公新書 ; 2498)

141 仏像と日本人 : 宗教と美の近現代

碧海寿広著

中央公論新社

2018 07/C/2499

(中公新書 ; 2499)

142 男女平等はどこまで進んだか : 女性差別撤廃条約から考える

国際女性の地位協会編

岩波書店

2018 08/I/874

(岩波ジュニア新書 ; 874)

143 知の古典は誘惑する

小島毅編著

岩波書店

2018 08/I/875

(岩波ジュニア新書 ; 875)

144 数学を嫌いにならないで 基本のおさらい篇

ダニカ・マッケラー [著] ; 菅野仁子訳

岩波書店

2018 08/I/876

(岩波ジュニア新書 ; 876)

145 数学を嫌いにならないで 文章題にいどむ篇

ダニカ・マッケラー [著] ; 菅野仁子訳

岩波書店

2018 08/I/877

(岩波ジュニア新書 ; 877)

146 時をあやつる遺伝子

松本顕著

岩波書店

2018 11/I/275

(岩波科学ライブラリー ; 275)

147 現代社会はどこに向かうか : 高原の見晴らしを切り開くこと

見田宗介著

岩波書店

2018 13/I/1722

(岩波新書 ; 新赤版 1722)

148 金融政策に未来はあるか

岩村充著

岩波書店

2018 13/I/1723

(岩波新書 ; 新赤版 1723)

149 住まいで「老活」

安楽玲子著

岩波書店

2018 13/I/1724

(岩波新書 ; 新赤版 1724)

150 賢い患者

山口育子著

岩波書店

2018 13/I/1725

(岩波新書 ; 新赤版 1725)

151 東大寺のなりたち

森本公誠著

岩波書店

2018 13/I/1726

(岩波新書 ; 新赤版 1726)

152 未来の中国年表 : 超高齢大国でこれから起こること

近藤大介著

講談社

2018 14/K/2480

(講談社現代新書 ; 2480)

153 強豪校の監督術 : 高校野球・名将の若者育成法

松井浩著

講談社

2018 14/K/2481

(講談社現代新書 ; 2481)

154 はじめての経済思想史 : アダム・スミスから現代まで

中村隆之著

講談社

2018 14/K/2482

(講談社現代新書 ; 2482)

155 海賊の日本史

山内譲著

講談社

2018 14/K/2483

(講談社現代新書 ; 2483)

156 昭和の怪物七つの謎

保阪正康著

講談社

2018 14/K/2484

(講談社現代新書 ; 2484)

157 「右翼」の戦後史

安田浩一著

講談社

2018 14/K/2485

(講談社現代新書 ; 2485)

158 おとなの青春旅行

下川裕治, 室橋裕和編著

講談社

2018 14/K/2486

(講談社現代新書 ; 2486)

159 大坂堂島米市場 : 江戸幕府vs市場経済

高槻泰郎著

講談社

2018 14/K/2487

(講談社現代新書 ; 2487)

160 近代日本の中国観 : 石橋湛山・内藤湖南から谷川道雄まで

岡本隆司著

講談社

2018 15/K/679

(講談社選書メチエ ; 679)

161 実在とは何か : マヨラナの失踪

ジョルジョ・アガンベン著 ; 上村忠男訳

講談社

2018 15/K/680

(講談社選書メチエ ; 680)

162 医療ケアを問いなおす : 患者をトータルにみることの現象学

榊原哲也著

筑摩書房

2018 16/C/1333-2

(ちくま新書 ; 1333‐2 . シリーズケアを考える)

163 思考を鍛えるメモ力

齋藤孝著

筑摩書房

2018 16/C/1340

(ちくま新書 ; 1340)

164 軍人篇

筒井清忠編

筑摩書房

2018 16/C/1341

(ちくま新書 ; 1341 . 昭和史講義)

165 世界史序説 : アジア史から一望する

岡本隆司著

筑摩書房

2018 16/C/1342

(ちくま新書 ; 1342)

166 日本思想史の名著30

苅部直著

筑摩書房

2018 16/C/1343

(ちくま新書 ; 1343)

167 ビジネスマンの英語勉強法

三輪裕範著

筑摩書房

2018 16/C/1344

(ちくま新書 ; 1344)

168 ロシアと中国反米の戦略

廣瀬陽子著

筑摩書房

2018 16/C/1345

(ちくま新書 ; 1345)

169 人権教育及び人権啓発施策 平成29年度

法務省, 文部科学省編

国立印刷局

2018 316.1/JI/18

持出禁止

170 男女共同参画白書 平成30年版

総理府編

大蔵省印刷局

2018 367.21/DA/18

持出禁止

(中公新書 ; 2493)

参考図書

