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 書　　名  編　著　者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

1 やっぱり、それでいい。 : 人の話を聞くストレスが自分の癒しに変わる方法 細川貂々, 水島広子著 創元社 2018 146.8/YA

2 いちばんやさしい医療統計 : 徹底図解 吉田寛輝 アトムス 2019 490.19/IC

3 トップナイフ 林宏司著 河出書房新社 2019 913.6/HA (河出文庫 ; [は26-1])

4 CBT・医師国家試験のためのレビューブック公衆衛生　2020　第5版 国試対策問題編集委員会編集 メディックメディア 2019 490.79/CB/20

5 CBT・医師国家試験のためのレビューブック産婦人科　2020-2021　第5版 国試対策問題編集委員会編集 メディックメディア 2019 490.79/CB/20-21

6 CBT・医師国家試験のためのレビューブック小児科　2019-2020　第3版 国試対策問題編集委員会編集 メディックメディア 2018 490.79/CB/19-20

7
CBT・医師国家試験のためのレビューブック内科・外科　2020-2021　第13

版
国試対策問題編集委員会編集 メディックメディア 2019 490.79/CB/20-21

8 CBT・医師国家試験のためのレビューブックマイナー　2019-2020　第8版 国試対策問題編集委員会 メディックメディア 2018 490.79/CB/19-20

9 医師国家試験のためのレビューブック : 必修・禁忌　第4版 国試対策問題編集委員会 メディックメディア 2019 490.79/IS

10 甲状腺クロニクル : 甲状腺診療とともに歩いた野口病院三代記 野口仁志著 ; ハヌマン企画編集 らせん 2019 498.16/KO

11 Gift : 物語るケア 井部俊子編集 日本看護協会出版会 2019 N049/GI

12 看護場面の再構成　改訂版 宮本眞巳著 日本看護協会出版会 2019 N150/KA

13
もう実習で困らない!患者とのコミュニケーション : 押さえておきたい基本と患者

の個別性にあった応対術
松崎有子執筆 サイオ出版 2019 N150/MO

14 ナース&ピース : 病棟をうまく転がる処世術
中堅ナースのつぶやき著 ; 駆け抜けるおにぎ

りイラスト
メディカ出版 2019 N150/NA

15
はじめてのフィジカルアセスメント : 看護を学ぶすべてのひとが身につけたいフィジ

カルイグザミネーションの知識と技術　第2版
横山美樹著 メヂカルフレンド社 2019 N221/HA

16 NEW実践!ナースのための看護記録　第4版 古橋洋子著 学研メディカル秀潤社 2019 N228/JI

17 看護学生のための臨地実習ナビ　改訂版 本江朝美編著 照林社 2019 N246/KA

18 看護師に役立つレポート・論文の書き方　第5版 高谷修著 金芳堂 2019 N251/KA

19 現代の母性看護　各論 入山茂美, 春名めぐみ, 大林陽子編 名古屋大学出版会 2019 N300/GE

20
わかる!読める!ケアにつながる!モニター&12誘導心電図 : 循環器ナースだから

こそ知っておきたい
山下武志編集 メディカ出版 2019 N545/HA/19 (ハートナーシング ; 2019年秋季増刊)

21 まるごと図解糖尿病看護&血糖コントロール : オールカラー 土方ふじ子編著 照林社 2019 N551/MA

22
THE整形外科ナーステキスト上肢・脊椎 : あらゆる疾患・治療・ケアを完全網

羅! : もうあれこれ買わないためにまとめた
金山雅弘監修 メディカ出版 2019 N553/SE/19 (整形外科看護 ; 2019年秋季増刊)

23
眼科スタッフのための眼鏡合わせマニュアル : 最新のCL合わせ、屈折矯正手

術もわかる!
佐野研二編 メディカ出版 2019 N564/GA/19 (眼科ケア ; 2019年秋季増刊)

24 認知症plus退院支援 : 一般病棟ナースのためのQ&A 深堀浩樹 [ほか] 編 日本看護協会出版会 2019 N680/NI/5 (認知症plusシリーズ ; 05)

25 保健師業務要覧　新版 第4版　2020年版 井伊久美子 [ほか] 編 日本看護協会出版会 2019 N810/HO

26 在宅ケアナースポケットマニュアル ウィル訪問看護ステーション編集 医学書院 2019 N820/ZA

27 産業看護学　第2版　2020年版 河野啓子著 日本看護協会出版会 2019 N840/SA

28 家族看護学 : 理論と実践　第5版 鈴木和子, 渡辺裕子, 佐藤律子著 日本看護協会出版会 2019 N860/KA

29 看護の学びなおし急変対応 白坂友美著 照林社 2019 N954/KA

30 心と行動の科学 日経サイエンス編集部編 日経サイエンス 2019 405/BE/236 (別冊日経サイエンス ; 236)

31 算数だけで統計学! : 中学校で習う数学の知識を前提としない徹底解説 石井俊全著 ベレ出版 2019 417/SA

32 すぐわかるSPSSによるアンケートの調査・集計・解析　第6版 内田治著 東京図書 2019 417/SP

33 医療従事者のためのリアルワールドデータの統計解析 : はじめの一歩 奥田千恵子著 金芳堂 2019 490.19/IR

34 医療・看護系のための情報リテラシー 松木秀明, 須藤真由美, 松木勇樹著 東京図書 2019 490.7/IR

35 患者の語りと医療者教育 : “映像と言葉"が伝える当事者の経験 健康と病いの語りディペックス・ジャパン編 日本看護協会出版会 2019 490.7/KA

36 筋肉のしくみ図鑑 かたおか朋子イラスト 枻出版社 2019 491.169/KI

37 食べることのリハビリテーション : 摂食嚥下障害の多感覚的治療 本田慎一郎, 稲川良著 協同医書出版社 2019 491.343/TA

38 関節学ハンドブック 飯島治之, 盆子原秀三, 山本清著 医歯薬出版 2019 491.366/KA

大分県関連

　　　　　　　                   ＊＊新着資料案内＊＊
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国家試験問題集

1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

39 ヒトの免疫学 : 基本から疾患理解につなげる　原著第3版
Matthew Helbert著 ; 松島綱治, 山田

幸宏訳
エルゼビア・ジャパン 2019 491.8/HI

40 寄生虫学テキスト　第4版 上村清 [ほか] 著 文光堂 2019 491.9/KI

41
集中治療の基本、まずはここから! : 臓器別の評価のしかたと重症患者管理

のポイントがわかる
瀬尾龍太郎編 羊土社 2019 492/SH (レジデントノート ; Vol.21 No.14 ; 増刊)

42 「誤診」はなくせるのか? : 実践知としての診断エラー学の世界 Pat Croskerry [ほか著] 医学書院 2019 492.1/GO

43 イラストで学ぶ胸部エックス線写真 : すぐに役立つ50のチェックポイント 鈴木滋著 文光堂 2019 492.433/IR

44 自己免疫疾患の謎
アニータ・コース, ヨルゲン・イェルスター著 ; 中

村冬美, 羽根由訳
青土社 2019 493.1/JI

45 ハート先生の心電図セミナー　上級編 市田聡著 ; 心臓病看護教育研究会編 心臓病看護教育研究会 2019 493.12/HA

46
順天堂大学医学部附属順天堂医院が教える毎日おいしい糖尿病レシピ

415 : 最新版
河盛隆造, 高橋徳江監修 学研プラス 2019 493.123/JU

47 弱った心臓を守る安心ごはん : 狭心症、心筋梗塞から心不全まで 佐藤直樹, 森本千秋, 輿水学著 女子栄養大学出版部 2019 493.23/YO (食事療法はじめの一歩シリーズ)

48 最適治療を極める!クローン病 仲瀬裕志著 医学と看護社 2019 493.46/SA

49 がん患者の運動器疾患の診かた : 新たなアプローチ「がんロコモ」 森岡秀夫, 河野博隆編著 中外医学社 2019 493.6/GA

50 問診力で見逃さない神経症状 黒川勝巳, 園生雅弘著 医学書院 2019 493.72/MO (ジェネラリストBOOKS)

51 対話で学ぶ精神症状の診かた 宮内倫也, 樫尾明彦著 南山堂 2019 493.72/TA

52 神経疾患のリハビリテーション 和田直樹編集 南山堂 2019 493.73/SH

53 Evidence Basedで考える認知症リハビリテーション 田平隆行, 田中寛之編集 医学書院 2019 493.75/EV

54 おとなのワクチン 中山久仁子編集 南山堂 2019 493.82/OT

55 ジカ熱 : ブラジル北東部の女性と医師の物語 デボラ・ジニス著 ; 奥田若菜, 田口陽子訳 水声社 2019 493.87/JI

56
新生児の正常・異常みきわめブック : 豊富な写真で正常所見と疾患がわかる

正期産児編
田中太平著 ; 正期産児編 メディカ出版 2019 493.95/SH

57 新生児マス・スクリーニングの歴史 笹谷絵里著 洛北出版 2019 493.95/SH

58 エビデンスに基づくアトピー性皮膚炎治療 : あたらしい潮流 椛島健治, 宮地良樹編集 中山書店 2019 494.8/EB

59 周産期相談310 : お母さんへの回答マニュアル　第3版 周産期医学編集委員会編 東京医学社 2019 495.5/SH/19 (周産期医学 ; 第49巻増刊号)

60 妊娠高血圧症候群新定義・分類運用上のポイント 日本妊娠高血圧学会編 メジカルビュー社 2019 495.6/NI

61
やさしく知る産前・産後ケア : 産婦人科医が教える、ママと赤ちゃんこころとから

だ
松峯寿美著 高橋書店 2019 495.8/YA

62 在宅医療Q&A : 服薬支援と多職種協働・連携のポイント　令和元年版 じほう編集 じほう 2019 498/ZA/19

63 レジリエント・ヘルスケア入門 : 擾乱と制約下で柔軟に対応する力 中島和江編著 医学書院 2019 498.16/RE

64 スポーツでのばす健康寿命 : 科学で解き明かす運動と栄養の効果 深代千之, 安部孝編 東京大学出版会 2019 498.3/SU

65 福祉・保健・医療のための栄養ケア入門 : 多職種連携の栄養学
渡邉早苗, 寺本房子, 石山麗子編著 ; 小

坂和江 [ほか] 共著
建帛社 2019 498.55/FU

66 授業で現場で役に立つ!子どもの健康と安全演習ノート 小林美由紀編著 診断と治療社 2019 498.7/JU

67
検査値×処方箋の読み方 : よくあるケースに自信をもって疑義照会する! : こ

こからはじめる　第2版
増田智先, 渡邊裕之, 金谷朗子編集 じほう 2019 499.2/KE

68 彼岸の図書館 : ぼくたちの「移住」のかたち 青木真兵, 青木海青子著 夕書房 2019 016.29/HI

69 若い読者のための哲学史 ナイジェル・ウォーバートン著 ; 月沢李歌子訳 すばる舎 2018 130.2/WA (Yale University Press little histories)

70 心理学・入門 : 心理学はこんなに面白い　改訂版 サトウタツヤ, 渡邊芳之著 有斐閣 2019 140/SH (有斐閣アルマ ; Interest)

71 わたしたちのホンネで語ろう教員の働き方改革 岡崎勝, 赤田圭亮編 日本評論社 2019 140.5/KO/19 (こころの科学増刊 ; 2019)

72 質的研究法マッピング : 特徴をつかみ、活用するために サトウタツヤ, 春日秀朗, 神崎真実編 新曜社 2019 140.7/SH (ワードマップ)

73 悪について誰もが知るべき10の事実 ジュリア・ショウ著 ; 服部由美訳 講談社 2019 141.6/AK

74 錯視のしくみ : イラストレイテッド 北岡明佳著 朝倉書店 2019 145.5/SA

75 グリーフケアの時代 : 「喪失の悲しみ」に寄り添う 島薗進, 鎌田東二, 佐久間庸和著 弘文堂 2019 146.8/GU

76 ずっとずっと、ともだちだよ… : 病院勤務犬・ミカの物語 若月としこ著 岩崎書店 2019 146.8/ZU (ノンフィクション・生きるチカラ ; 25)

77 「仕事ができる」とはどういうことか? 楠木建, 山口周著 宝島社 2019 159.4/SH

78 僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう 山中伸弥 [ほか] 著 文藝春秋 2017 159.7/BO/1 (文春新書 ; 1118)

79 僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう　続 池田理代子[ほか] 著 文藝春秋 2018 159.7/BO/2 (文春新書 ; 1158)

80 「おいしい人生」を生きるための授業 出口治明著 PHP研究所 2019 159.7/OI

81 若い読者のための宗教史
リチャード・ホロウェイ著 ; 上杉隼人, 片桐恵

里訳
すばる舎 2019 162/WA (Yale University Press little histories)

82 心配事の9割は起こらない 枡野俊明著 三笠書房 2013 188.8/SH

心理学

人生訓

宗教

貸本屋

哲学



 書　　名  編　著　者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

83 21世紀の啓蒙 : 理性、科学、ヒューマニズム、進歩　上
スティーブン・ピンカー著 ; 橘明美, 坂田雪子

訳
草思社 2019 209.5/NI/1

84 21世紀の啓蒙 : 理性、科学、ヒューマニズム、進歩　下
スティーブン・ピンカー著 ; 橘明美, 坂田雪子

訳
草思社 2019 209.5/NI/2

85 災害と生きる日本人 中西進, 磯田道史著 潮出版社 2019 210.1/SA (潮新書 ; 022)

86 若い読者のためのアメリカ史
ジェームズ・ウエスト・デイビッドソン著 ; 上杉

隼人, 下田明子訳
すばる舎 2018 253/WA (Yale University Press little histories)

87 コレラ、クロロホルム、医の科学 : 近代疫学の創始者ジョン・スノウ
ピーター・ヴィンテン=ヨハンセンほか著 ; 井上

栄訳

メディカル・サイエンス・インターナショナ

ル
2019 289.3/VI

88 人口で語る世界史 ポール・モーランド著 ; 渡会圭子訳 文藝春秋 2019 334.2/JI

89 図解でハッキリわかる労働時間、休日・休暇の実務　最新2版 佐藤広一著 日本実業出版社 2019 336.44/ZU

90 ハーバードの日本人論
佐藤智恵著 ; アレクサンダー・ザルテン [ほか

述]
中央公論新社 2019 361.42/HA (中公新書ラクレ ; 658)

91 会話分析・ディスコース分析・ドキュメント分析
ティム・ラプリー著 ; 大橋靖史, 中坪太久郎,

綾城初穂訳
新曜社 2018 361.9/SA/7 (Sage質的研究キット ; 7)

92 働く人のための感情資本論 : パワハラ・メンタルヘルス・ライフハックの社会学 山田陽子著 青土社 2019 366.94/HA

93
地域包括ケアにおける高齢者に対するシームレスケア : ICFの視点を活かした

ケアプロセス,退院支援,退院調整に焦点を当てて
小木曽加奈子著 学文社 2019 369.26/CH

94 認知症になってもひとりで暮らせる : みんなでつくる「地域包括ケア社会」 協同福祉会編 クリエイツかもがわ 2019 369.26/NI

95
ワークで学ぶ認知症の介護に携わる家族・介護者のためのストレス・ケア : 認

知行動療法のテクニック
田島美幸, 藤澤大介, 石川博康著 金剛出版 2019 369.26/WA

96 記憶する体 伊藤亜紗著 春秋社 2019 369.27/KI

97 防災食 : いつもの食事にも取り入れたい 祐成二葉監修 ぴあ 2019 369.3/BO (ぴあMOOK)

98 地域防災とまちづくり : みんなをその気にさせる災害図上訓練　第5版 瀧本浩一著 イマジン出版 2019 369.3/CH (COPABOOKS : 自治体議会政策学会叢書)

99 "今"からできる!日常防災 永田宏和, ボーイスカウト日本連盟監修 池田書店 2019 369.3/IM

100 自衛隊防災Book : 自衛隊Official life hack channel　2 マガジンハウス編集 マガジンハウス 2019 369.3/JI/2

101 地震・台風に備える防災Book　【増補改訂】最新版 マガジンハウス 2019 369.3/JI (Magazine House mook)

102
女性のための防災BOOK : "もしも"のときに、あなたを守ってくれる知恵とモノ

最新版
マガジンハウス 2017 369.3/JO (Magazine House mook)

103 かんたん時短、「即食」レシピ : 災害時に役立つ 今泉マユ子著 清流出版 2016 369.3/KA (もしもごはん ; [1])

104
クックパッド防災レシピbook : 在宅避難で役立つ食まわりの知恵から日ごろの

備えまで
クックパッド株式会社監修 扶桑社 2019 369.3/KU (扶桑社ムック)

105 災害から命を守る「逃げ地図」づくり 逃げ地図づくりプロジェクトチーム編著 ぎょうせい 2019 369.3/SA

106
災害時ハンディ便利帳 : 最新版 : もっともわかりやすい! : 電気が止まった!

携帯がつながらない
世界文化社 2016 369.3/SA

107
災害頻発時代の防災マニュアル : さまざまな状況に対応! : いざ!という時に

役立つ厳選情報35
災害からいのちと日常を守る情報委員会編 辰巳出版 2018 369.3/SA (タツミムック)

108 地震発生から現在までの記録 岩手大学復興活動記録誌編集委員会編 古今書院 2019 369.31/HI/1 (東日本大震災で大学はどう動いたか ; 1)

109 復興支援と研究・教育の取り組み 岩手大学復興活動記録誌編集委員会編 古今書院 2019 369.31/HI/2 (東日本大震災で大学はどう動いたか ; 2)

110 大学生のためのクリティカルシンキング : 学びの基礎から教える実践へ
レスリー-ジェーン・イールズ-レイノルズ [ほか]

著 ; 楠見孝, 田中優子訳
北大路書房 2019 370.7/DA

111 子どもの貧困と地域の連携・協働 : 「学校とのつながり」から考える支援 吉住隆弘, 川口洋誉, 鈴木晶子編著 明石書店 2019 371.3/KO

112
ケーススタディでよくわかる学生とのコミュニケーション : 今日からできる!研究指

導実践マニュアル
西澤幹雄著 化学同人 2019 377.15/KE

113 研究資金獲得法の最前線 : 科研費採択とイノベーション資金活用のフロント 塩満典子著 学文社 2019 377.7/KE

114 いちばん親切なひもとロープの結び方 主婦の友社編 主婦の友社 2019 383/IC

115 美味しい進化 : 食べ物と人類はどう進化してきたか ジョナサン・シルバータウン著 ; 熊井ひろ美訳 インターシフト 2019 383.8/OI

116 はじめてのやせ筋トレ とがわ愛著 KADOKAWA 2019 595.6/HA

117 「自分で食べる!」が食べる力を育てる : 赤ちゃん主導の離乳(BLW)入門
ジル・ラプレイ, トレーシー・マーケット著 ; 築

地誠子訳
原書房 2019 599.3/JI

118 コウノドリ　29 鈴ノ木ユウ著 講談社 2019 726.1/KO/29

119 透明なゆりかご : 産婦人科医院看護師見習い日記　8 沖田×華著 講談社 2019 726.1/TO/8

120 となりのヘルベチカ : マンガでわかる欧文フォントの世界 芦谷國一著 フィルムアート社 2019 727.8/TO

121 イラスト図解筋力トレーニング : 医・科学的根拠に基づくアプローチ 松本秀男, 今井覚志編集 文光堂 2019 780.7/IR
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 書　　名  編　著　者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

122 ことばのデータサイエンス 小林雄一郎著 朝倉書店 2019 801.019/KO

123 文豪どうかしてる逸話集 進士素丸著 KADOKAWA 2019 910.26/SH

124 悪寒 伊岡瞬著 集英社 2017 913.6/IO

125 夏物語 川上未映子著 文藝春秋 2019 913.6/KA

126 熱源 川越宗一著 文藝春秋 2019 913.6/KA

127 ノースライト 横山秀夫著 新潮社 2019 913.6/YO

128 鴻上尚史のほがらか人生相談 : 息苦しい「世間」を楽に生きる処方箋 鴻上尚史著 朝日新聞出版 2019 914.6/KO

129 窓ぎわのトットちゃん 黒柳徹子著 講談社 1981 914.6/KU

130 介護のうしろから「がん」が来た! 篠田節子著 集英社 2019 916/SH

131 ガール・コード : プログラミングで世界を変えた女子高生二人のほんとうのお話
ソフィー・ハウザー, アンドレア・ゴンザレス著 ;

堀越英美訳
Pヴァイン 2019 936/HO (Ele-king books)

132 免疫力を強くする : 最新科学が語るワクチンと免疫のしくみ 宮坂昌之著 講談社 2019 02/B/2119 (ブルーバックス ; B-2119)

133 子どもにウケる科学手品 : ベスト版 : どこでも簡単にできる77の感動体験 後藤道夫著 講談社 2019 02/B/2120 (ブルーバックス ; B-2120)

134 離散数学入門 : 整数の誕生から「無限」まで 芳沢光雄著 講談社 2019 02/B/2121 (ブルーバックス ; B-2121)

135
企業研究者のための人生設計ガイド : 進学・留学・就職から自己啓発・転

職・リストラ対策まで
鎌谷朝之著 講談社 2020 02/B/2122 (ブルーバックス ; B-2122)

136
時間はどこから来て、なぜ流れるのか? : 最新物理学が解く時空・宇宙・意識

の「謎」
吉田伸夫著 講談社 2020 02/B/2124 (ブルーバックス ; B-2124)

137 無気力の心理学 : やりがいの条件　改版 波多野誼余夫, 稲垣佳世子著 中央公論新社 2020 07/C/599 (中公新書 ; 599)

138 佐藤栄作 : 戦後日本の政治指導者 村井良太著 中央公論新社 2019 07/C/2570 (中公新書 ; 2570)

139 アジア経済とは何か : 躍進のダイナミズムと日本の活路 後藤健太著 中央公論新社 2019 07/C/2571 (中公新書 ; 2571)

140 日本の品種はすごい : うまい植物をめぐる物語 竹下大学著 中央公論新社 2019 07/C/2572 (中公新書 ; 2572)

141 公家源氏 : 王権を支えた名族 倉本一宏著 中央公論新社 2019 07/C/2573 (中公新書 ; 2573)

142 戦争とは何か : 国際政治学の挑戦 多湖淳著 中央公論新社 2020 07/C/2574 (中公新書 ; 2574)

143 移民の経済学 : 雇用、経済成長から治安まで、日本は変わるか 友原章典著 中央公論新社 2020 07/C/2575 (中公新書 ; 2575)

144 内戦と和平 : 現代戦争をどう終わらせるか 東大作著 中央公論新社 2020 07/C/2576 (中公新書 ; 2576)

145 定年後のお金 : 貯めるだけの人、上手に使って楽しめる人 楠木新著 中央公論新社 2020 07/C/2577 (中公新書 ; 2577)

146 ものがたり日本音楽史 徳丸吉彦著 岩波書店 2019 08/I/909 (岩波ジュニア新書 ; 909)

147 ボランティアをやりたい! : 高校生ボランティア・アワードに集まれ さだまさし, 風に立つライオン基金編 岩波書店 2019 08/I/910 (岩波ジュニア新書 ; 910)

148 俳句(2) 長谷川櫂編 岩波書店 2019 13/I/1812 (岩波新書 ; 新赤版 1812 . 大岡信『折々のうた』選)

149 リベラル・デモクラシーの現在 : 「ネオリベラル」と「イリベラル」のはざまで 樋口陽一著 岩波書店 2019 13/I/1817 (岩波新書 ; 新赤版 1817)

150 レバノンから来た能楽師の妻 梅若マドレーヌ [著] ; 竹内要江訳 岩波書店 2019 13/I/1818 (岩波新書 ; 新赤版 1818)

151 水墨画入門 島尾新著 岩波書店 2019 13/I/1819 (岩波新書 ; 新赤版 1819)

152 『広辞苑』をよむ 今野真二著 岩波書店 2019 13/I/1820 (岩波新書 ; 新赤版 1820)

153 特攻隊員の現実 (リアル) 一ノ瀬俊也著 講談社 2020 14/K/2557 (講談社現代新書 ; 2557)

154 次のテクノロジーで世界はどう変わるのか 山本康正著 講談社 2020 14/K/2558 (講談社現代新書 ; 2558)

155 総理通訳の外国語勉強法 中川浩一著 講談社 2020 14/K/2559 (講談社現代新書 ; 2559)

156 物語パリの歴史 高遠弘美著 講談社 2020 14/K/2560 (講談社現代新書 ; 2560)

157 名前の哲学 村岡晋一著 講談社 2020 15/K/719 (講談社選書メチエ ; 719)

158 発達障害の内側から見た世界 : 名指すことと分かること 兼本浩祐著 講談社 2020 15/K/720 (講談社選書メチエ ; 720)

159 知恵から愛知へ 伊藤邦武 [ほか] 責任編集 筑摩書房 2020 16/C/1460 (ちくま新書 ; 1460 . 世界哲学史1 ; 古代1)

160 国語教育混迷する改革 紅野謙介著 筑摩書房 2020 16/C/1468 (ちくま新書 ; 1468)

161 近世史講義 : 女性の力を問いなおす 高埜利彦編 筑摩書房 2020 16/C/1469 (ちくま新書 ; 1469)

162 皇室法入門 園部逸夫著 筑摩書房 2020 16/C/1470 (ちくま新書 ; 1470)

163 室町の覇者足利義満 : 朝廷と幕府はいかに統一されたか 桃崎有一郎著 筑摩書房 2020 16/C/1471 (ちくま新書 ; 1471)

164 山口組の平成史 山之内幸夫著 筑摩書房 2020 16/C/1472 (ちくま新書 ; 1472)

165 危機に立つ東大 : 入試制度改革をめぐる葛藤と迷走 石井洋二郎著 筑摩書房 2020 16/C/1473 (ちくま新書 ; 1473)

166 日本腎不全看護学会誌　第21巻 第2号 日本腎不全看護学会編集 医学書院 2019 N555/NI/21-2 持出禁止
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 書　　名  編　著　者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

167 日本在宅ケア学会誌　Vol 23 No 1 日本在宅ケア学会編集 医学書院エムワイダブリュー 2019 N820/NI/23-1 持出禁止

168 平成の刑事政策(犯罪白書 ; 令和元年版) 法務省法務総合研究所編 昭和情報プロセス 2019 326.3/HA/19 持出禁止

169 Demographic yearbook　69th issue, 2018

Department of International

Economic and Social Affairs,

Statistical Office

United Nations 2018 358/DE/18 持出禁止

170 児童福祉六法　令和2年版 厚生省児童家庭局編 中央法規出版 2020 369.4/JI/20 持出禁止

171 今日の治療指針 : 私はこう治療している　2020年版(Vol.62) 日野原重明, 阿部正和編 医学書院 2020 492/KO/20 持出禁止

172 地域保健・健康増進事業報告　平成29年度 地域保健編 厚生労働省政策統括官編 厚生労働統計協会 2020 498.1/CH/17 持出禁止

173 地域保健・健康増進事業報告　平成29年度 健康増進編 厚生労働省政策統括官編 厚生労働統計協会 2020 498.1/CH/17 持出禁止

174 医療六法　令和2年版 医療法制研究会監修 中央法規出版 2020 498.12/IR/20 持出禁止

175 治療薬マニュアル　2020年版 菊池方利 [ほか] 編 医学書院 2020 499.1/CH/20 持出禁止

176 今日の治療薬 : 解説と便覧　2020年版(第42版) 水島裕, 宮本昭正 [共] 編著 南江堂 2020 499.1/KO/20 持出禁止

177 ナースのためのくすりの事典　2020(第29版) 守安洋子著 へるす出版 2020 499.1/NA/20 持出禁止

178 朝日キーワード　2021 朝日新聞社編 朝日新聞社 2020 813.7/AS/21 持出禁止


