＊＊新着資料案内＊＊

2020年11月1日～30日

11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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視聴覚資料
1 総論・予定変更1

医学映像教育センター制作著作

医学映像教育センター

2016 N210/YO/1

(看護教育シリーズ / よくある場面から学ぶ多重課題 ;
vol.1)

2 予定変更2(報告・相談)・複数の行為

医学映像教育センター制作著作

医学映像教育センター

2016 N210/YO/2

(看護教育シリーズ / よくある場面から学ぶ多重課題 ;
vol.2)

3 複数の人との関わり1・2

医学映像教育センター制作著作

医学映像教育センター

2016 N210/YO/3

(看護教育シリーズ / よくある場面から学ぶ多重課題 ;
vol.3)

4 炎症と免疫性疾患の治療薬

医学映像教育センター制作著作

医学映像教育センター

2016 491.5/ME/7

(医学教育シリーズ / 目で見る薬理学入門 ; vol.7)

5 感染症の治療薬

医学映像教育センター制作著作

医学映像教育センター

2016 491.5/ME/8

(医学教育シリーズ / 目で見る薬理学入門 ; vol.8)

6 人を動かす オーディオCD版

D.カーネギー著

創元社

2005 159/HI

7 禅と科学

鈴木大拙 [講演]

新潮社

2007 188.8/ZE

(新潮CD)

8 父と暮せば

井上ひさし著

新潮社

2003 912.6/IN

(新潮CD)

9 人間失格 上

太宰治 [著] ; 仲代達矢朗読

新潮社

2001 913.6/DA/1

(新潮CD)

10 人間失格 下

太宰治 [著] ; 仲代達矢朗読

新潮社

2001 913.6/DA/2

(新潮CD)

11 たそがれ清兵衛

藤沢周平著 ; 柳家花緑朗読

新潮社

2004 913.6/FU

(新潮CD ; 山田洋次が選ぶ「藤沢周平傑作選」)

12 闘牛

井上靖 [著] ; 日下武史朗読

新潮社

2002 913.6/IN

(新潮CD)

13 家紋

松本清張 [著] ; 市原悦子朗読

新潮社

2003 913.6/MA

(新潮CD)

14 おはん

宇野千代[作] ; 藤岡琢也朗読

新潮社

2001 913.6/UN

(新潮CD)

15 罪と罰

ドストエフスキー [著] ; 江川卓 [訳・監修] ;
新潮社
江守徹朗読

2002 983/DO

(新潮CD)

葉室麟 [著]

KADOKAWA

2014 913.6/HA

(角川文庫 ; 18921, [時-は42-4])

大分市福祉保健部福祉保健課編

大分市福祉保健部福祉保健課

2020 498.16/OI/20

持出禁止

18 養護教諭の完全攻略 : 教員採用試験 '22年度

時事通信出版局

時事通信社

2020 373.7/YO/22

(専門教養Build Upシリーズ ; 5)

19 すぐ授業に使える性教育実践資料集 中学校改訂版

日本性教育協会編

小学館

2020 375.49/SU

20 スマホとゲーム障害 : 上手に使って病気を防ごう!

内海裕美監修

少年写真新聞社

2020 493.937/SU

(健康ハッピーシリーズ)

21 一般教養としての「看護学概論」 : Introduction to Nursing

深井喜代子執筆

日本看護協会出版会

2020 N100/IP

(Nursing Todayブックレット ; 05)

22 ストレングスにもとづく看護ケア 第2巻 : テクニック編

Laurie N.Gottlieb [著]

看護の科学社

2020 N110/SU/2

23 看護と身体拘束 : 看護の可視化のために 第2版

竹田壽子著

三恵社

2020 N120/KA

晃洋書房

2020 N160/RE

リクエスト
16 散り椿

大分県関連
17 大分市の福祉と保健 令和2年度

養護教諭

看護学

24

レズビアンヘルスと看護研究 : レズビアン・バイセクシュアル女性が安心して受け
藤井ひろみ著
られる医療・健康支援とは

25 ぐんぐんのびる看護技術 : そのコツとポイント

川﨑久子編著

サイオ出版

2020 N210/GU

26 くすりに関するナースのギモン

林太祐編著

照林社

2020 N212/KU

(日ごろの?をまとめて解決)

27 学習課題とクイズで学ぶ看護マネジメント入門 第2版

原玲子著

日本看護協会出版会

2020 N230/GA

(看護管理実践Guide)

濱田安岐子著

メディカ出版

2020 N230/KA

29 ナースの働き方相談室 : 看護部も経営者も気になるQ&A25

竹中君夫著

日本看護協会出版会

2020 N232/NA

30 発達障害のある看護職・看護学生支援の基本と実践

北川明編集

メジカルビュー社

2020 N245/HA

秀和システム

2020 N440/KA

精神看護出版

2020 N440/KO

メディカ出版

2020 N541/BR/20

(Brain nursing ; 2020年夏季増刊)

秀和システム

2020 N545/KA

(ナースのためのスキルアップノート)

28

31

看護管理者のためのキャリアデザイン支援術 : スタッフを支え・成長を促す面
談スキル向上!

看護の現場ですぐに役立つ小児救急看護のキホン : 子どもの健康といのちを
横山奈緒実編著
守る技術が身に付く!

32 子どものこころを育むケア : 児童・思春期精神科看護の技

船越明子編著

脳卒中看護3年目の教科書 : 疾病・障害・生活の疑問をズバリ解決&フカボ
平野照之監修
リ解説
看護の現場ですぐに役立つ心臓血管外科看護 : 患者さんの経過に応じて手
前田浩編著
34
厚くサポート
33

(ナースのためのスキルアップノート)

35 「やりたいこと」がすぐできる!人工呼吸器つかいこなしクイックリファレンスブック

横山俊樹, 春田良雄編著

メディカ出版

2020 N547/MI/20

(みんなの呼吸器Respica ; 2020年夏季増刊)

36 認知症plus家族支援 : 地域で安心して暮らすために

安武綾編著

日本看護協会出版会

2020 N680/NI/10

(認知症plusシリーズ ; 10)

37 あなたが始める、はじめての在宅看取り。

諏訪免典子著

ぱる出版

2019 N820/AN

(New medical management)

38 訪問看護お悩み相談室 : 報酬・制度・実践のはてなを解決 令和2年版

日本訪問看護財団編集

中央法規出版

2020 N820/HO/20

医学と看護社

2016 N820/ZA

39

在宅でみる創傷・褥瘡・スキントラブルのケア : 訪看・在宅診療医に贈る自宅
水原章浩著
にある道具でできるケア

(かゆいところに手がとどく心得シリーズ ; 6)

書
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名

編

著

者

看護の現場ですぐに役立つ麻酔ケアの基本 : 患者さんの痛みと不安を取り除
佐々木克之著
く方法を学ぶ!

出版社

出版年

ラベルの番号

備考

秀和システム

2020 N952/KA

(ナースのためのスキルアップノート)

講談社

2019 417/RT

(実践Data Scienceシリーズ)

自然科学
41 RとStanではじめるベイズ統計モデリングによるデータ分析入門
42

馬場真哉著

「第二の不可能」を追え! : 理論物理学者、ありえない物質を求めてカムチャツ
ポール・J・スタインハート [著] ; 斉藤隆央訳 みすず書房
カへ

2020 428/DA

43 若い読者に贈る美しい生物学講義 : 感動する生命のはなし

更科功著

ダイヤモンド社

2019 460/WA

44 細胞の理論生物学 : ダイナミクスの視点から

金子邦彦 [ほか] 著

東京大学出版会

2020 463/SA

45 微生物図鑑 : 世界一やさしい!

鈴木智順監修；WOODYイラスト

新星出版社

2020 465/BI

46 科学の人種主義とたたかう : 人種概念の起源から最新のゲノム科学まで

アンジェラ・サイニー著 ; 東郷えりか訳

作品社

2020 469.6/KA

47 はかない命の物語

稲垣栄洋著

草思社

2020 481.7/IK

48 死を受け入れること : 生と死をめぐる対話

小堀鷗一郎, 養老孟司著

祥伝社

2020 490.14/SH

49 いのちと平等をめぐる13章 : 優生思想の克服のために

竹内章郎著

生活思想社

2020 490.15/IN

50 痛くない死に方

長尾和宏著

ブックマン社

2016 490.15/IT

51 生命倫理学と障害学の対話 : 障害者を排除しない生命倫理へ

アリシア・ウーレット著 ; 安藤泰至, 児玉真美
生活書院
訳

2014 490.15/SE

52 逝く人を支える : ケアの専門職として、人生の最終章に寄り添う

玉置妙憂著

中央法規出版

2020 490.16/YU

53 ねころんで読める医療統計 : Dr.浅井の本当にやさしい

浅井隆著

メディカ出版

2020 490.19/NE

メディカル・サイエンス・インターナショナ
ル

2020 490.7/IG

(生き物の死にざま)

医学

54

医学的研究のための多変量解析 : 標準一般化線形モデルから一般化推定 ミッチェル H. カッツ著 ; 木原正博, 木原雅
子訳
方程式まで:最適モデルの選択、構築、検証の実践ガイド 第2版

55 薬からの摂食嚥下臨床実践メソッド : シンプルなロジックですぐできる

野原幹司編著

じほう

2020 491.343/KU

56 実践的輸液ガイド

Medical Practice編集委員会 [編]

文光堂

2020 492/ME/20

学研メディカル秀潤社

2020 492.1/EB

57

エビデンスに基づく検査データ活用マニュアル : 検査の選択と意味・ケアへの生
下正宗編集
かし方 改訂第3版

58 プライマリ・ケア診療診断エラー回避術 : 研修医と指導医の診断推論

宮田靖志, 中川紘明著

日本医事新報社

2020 492.1/PU

59 病気が逃げていく!紫外線のすごい力

南雲吉則著

主婦の友社

2019 492.51/BY

文響社

2020 493.12/KE

60

血糖値がみるみる下がる!7秒スクワット : 1回7秒薬に頼らずヘモグロビンA1c
宇佐見啓治著
が下がる!

61 糖尿病治療ガイド 2020-2021

日本糖尿病学会編・著

文光堂

2020 493.12/TO/20-21

62 糖尿病治療の手びき : 患者さんとその家族のための 改訂第58版

日本糖尿病学会編・著

南江堂

2020 493.12/TO

糖尿病薬・インスリン治療基本と使い分けUpdate : 新しい薬剤・デバイス・エ
弘世貴久編
羊土社
ビデンスも理解し、ベストな血糖管理を! 改訂版
日本糖尿病療養指導士認定機構日本糖
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
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
64
2020
63

2020 493.12/TO

ニュートンプレス

2020 493.12/YA

66 図解眠れなくなるほど面白い体脂肪の話

土田隆監修

日本文芸社

2019 493.12/ZU

67 アレルギー疾患まるわかりBOOK : どんな診察室にも役立つ

橋本浩著

南山堂

2020 493.14/AR

68 アルコホーリクス・アノニマスの歴史 : 酒を手ばなした人びとをむすぶ

アーネスト・カーツ著 ; 葛西賢太, 岡崎直人,
明石書店
菅仁美訳

2020 493.156/AR

69 たのしい緩和ケア・面白すぎる在宅ケア

宮森正著

2014 493.18/TA

70 悲しいけど、青空の日 : 親がこころの病気になった子どもたちへ

シュリン・ホーマイヤー文・絵 ; 田野中恭子訳 サウザンブックス社

2020 493.7/KA

71 一般医のためのベーシックてんかん診療

亀山茂樹著

診断と治療社

2020 493.74/IP

72 認知症予防最高の教科書 : 世界初・認知症薬開発博士が教える

杉本八郎著

講談社

2020 493.75/NI

73 ぼくのなかの黒い犬

マシュー・ジョンストン作・絵 ; 岡本由香子訳 メディア総合研究所

74

「大人の発達障害」トリセツのつくりかた : 一般病棟における入院患者の評価
井上真一郎編著
と対応に役立つ実践的知識!

カイ書林

中外医学社

2020 493.76/OT

「統合失調症に合併する肥満・糖尿病の予
防ガイド」作成委員会編集

新興医学出版社

2020 493.76/TO

76 人類は「パンデミック」をどう生き延びたか

島崎晋著

青春出版社

2020 493.8/JI

77 高齢者の暮らしを守る在宅・感染症診療

高山義浩著

日本医事新報社

2020 493.8/KO

78 世界史を変えたパンデミック

小長谷正明著

幻冬舎

2020 493.8/SE

79 恐ろしい感染症からたくさんの命を救った現代ワクチンの父の物語

Paul A.Offit原著 ; 堀越裕歩訳

南山堂

2020 493.82/OS

80 ウイルスの世紀 : なぜ繰り返し出現するのか

山内一也 [著]

みすず書房

2020 493.87/UI

81 どう考えて,どう対応する?子どもの微症状ガイド : 38の気になる徴候・症状

稲毛康司著

文光堂

2019 493.9/DO

米国小児科学会編 ; 国立成育医療セン
ター総合診療部訳

日本小児医事出版社

2020 493.9/MA

83 小児科

西基, 小林良二, 信太知監修

総合医学社

2020 493.9/SH

84 小児の一発診断100 : 「ぱっと診」でわかる!

稲毛康司編著

文光堂

2016 493.92/SH

85 子どものけいれん&頭痛診療

二木良夫著

医学書院

2020 493.937/KO

86 新生児室・NICUで使う薬剤ノート 改訂5版

北東功, 三輪雅之編著

メディカ出版

2020 493.95/SH

慢性疾患や特別なケアが必要な子どもたちへの支援ガイド : 医療・保育・学
校のためのクイックリファレンス

(Newtonライト : 理系脳をきたえる! ; 2.0)
(NEWTONムック)

(「臨床高齢者医学」シリーズ ; 2)

2009 493.76/BO

75 統合失調症に合併する肥満・糖尿病の予防ガイド

82

(レジデントノート ; Vol. 22 No. 5 ; 増刊)

2020 493.12/TO/20

会編集

65 やせる科学:この1冊で,健康な体が手に入る!

(Medical practice ; vol.37 臨時増刊号)

(青春文庫 ; し-18)

(幻冬舎新書 ; 590, [こ-24-2])

(New Simple Step)

(ジェネラリストBOOKS)
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出版社

出版年

ラベルの番号

87 ビタミンDとケトン食最強のがん治療

古川健司著

光文社

2019 494.5/BI

88 世界一やさしい!尿路結石の本

Evan R.Goldfischer著

中外医学社

2020 494.92/SE

学研プラス

2019 494.93/BI

SBクリエイティブ

2018 494.95/JU

新興医学出版社

2020 495.43/GA

89

ビジュアル解説腎臓病は運動で改善する! : 驚きの実績!東北大学式腎臓リ
上月正博著
ハビリ

90 寿命の9割は「尿」で決まる
91

堀江重郎著

がん研有明病院婦人科最新治療ガイド : 子宮頸がん・子宮体がん・卵巣が
金尾祐之, 竹島信宏著
んと診断されたあなたへ

92 いのちの終いかた : 「在宅看取り」一年の記録

下村幸子著

NHK出版

2019 498/IN

93 在宅医の告白 : 「多死社会」のリアル

米田浩基著

幻冬舎メディアコンサルティング

2018 498/ZA

福田幹久著

現代書林

2014 498/ZA

95 在宅医療のリアル 改訂版

上田聡著

幻冬舎メディアコンサルティング

2019 498/ZA

96 ラストプレゼント : 家で看取るしあわせ

小野宏志著

幻冬舎メディアコンサルティング

2015 498.04/RA

明石書店

2020 498.14/EP

94

97

「在宅医療」なら患者も家族も笑顔になれる : 自宅での介護・看護から「看
取り」まで。この一冊ですべてがわかる

EPAインドネシア人看護師・介護福祉士の日本体験 : 帰国者と滞在継続者
浅井亜紀子, 箕浦康子著
の10年の追跡調査から

98 わたしで最後にして : ナチスの障害者虐殺と優生思想

藤井克徳著

合同出版

2018 498.2/WA

99 ハーバード式病気にならない生活術 : [「疫学」の力でやせる、健康になる]

浦島充佳著

三笠書房

2019 498.3/HA

中野ジェームズ修一著

日経BP社

2018 498.3/IS

マキノ出版

2018 498.3/KA

集英社

2019 498.3/KA

100 医師に「運動しなさい」と言われたら最初に読む本
101 かかと落としで血糖値、血圧が下がる
102 鎌田式「スクワット」と「かかと落とし」 : 70歳、医師の僕がたどり着いた

鎌田實著

103 iRest Yoga Nidra : 深いリラクゼーションと癒しのための瞑想の実践

リチャード・ミラー著 ; フユコ・サワムラ・トヨタ訳 KuLaScip

104 カラダの仕組みと使い方 : ヨガのポーズがみるみる変わる!

備考

(SB新書 ; 445)

(知的生きかた文庫 ; 8599)

(Makino mook)

2020 498.34/IR

枻出版社

2020 498.34/KA

ガイアブックス

2014 498.34/KE

枻出版社

2020 498.34/KO

前田理子著

辰巳出版

2020 498.34/NE

齊藤素子著

Book Trip

2020 498.34/YO/1

齊藤素子著

Book Trip

2020 498.34/YO/2

110 ヨガで健康を! : ヨガって本当に心も体も健やかになれる

枻出版社

2019 498.34/YO

(エイムック ; 4259 . Yoginiアーカイブ)

111 ヨガを深く学びたい! : 難しいヨガ哲学がスルスルわかる

枻出版社

2019 498.34/YO

(エイムック ; 4471 . Yoginiアーカイブ)

メディカ出版

2020 498.6/IN/20

(Infection control ; 2020年夏季増刊)

105

ケリー・マクゴニガルの痛みを癒すヨーガ : ヨーガを通してマインド、ボディ、スピリッ
ケリー・マクゴニガル著 ; 瓜本美穂翻訳
トを統合する

106 ココロの仕組みと使い方 : 生きるのがずっとラクになる
107 ねこ瞑想 : 毎日5分ねこになる
Yoga
ヨーガ
Yoga
109
ヨーガ
108

112

& Your Health : 医師が医療現場で伝えたい、補完医療としての
上
& Your Health : 医師が医療現場で伝えたい、補完医療としての
下

ICTから現場へ!感染対策のよい伝え方・普通の伝え方・悪い伝え方 : あなた
森澤雄司編著
の熱意を現場のやる気につなげよう!

John A. Toner, Therese M. Mierswa,
ワールドプランニング
Judith L. Howe編

2015 498.89/KO

法政大学大学院メディア環境設計研究所編
日経BP
; 久保田麻美 [ほか] 著

2020 007.3/AF

115 折れない心を育てるいのちの授業

小澤竹俊著

KADOKAWA

2019 114.2/OR

116 マンガでわかる!自分の頭で考えるための思考実験

北村良子著

河出書房新社

2020 116/MA

117 「バカ」の研究

ジャン=フランソワ・マルミオン編 ; ジャン=フラ
亜紀書房
ンソワ・マルミオン [ほか] 著 ; 田中裕子訳

2020 140.4/BA

118 自分の薬をつくる

坂口恭平著

晶文社

2020 146.8/JI

星和書店

2020 146.8/KO

彩流社

2020 146.8/SH

113 高齢社会における災害と緊急時への備え

(エイムック ; 4531 . Yoginiアーカイブ)

(エイムック ; 4639 . Yoginiアーカイブ)

情報と社会
114 アフターソーシャルメディア : 多すぎる情報といかに付き合うか

哲学

119

こころがふわっと軽くなるACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー) : ガチガチ
刎田文記著
な心を柔らかくするトレーニング

120 死別の悲しみを乗り越えるために : 体験から学びとること
121

長田光展著

コンパッション : 状況にのみこまれずに、本当に必要な変容を導く、「共にいる」 ジョアン・ハリファックス著 ; 海野桂, トランネッ
英治出版
ト訳
力 = Compassion

2020 159/CO

歴史
122 後藤新平の「仕事」

藤原書店編集部編

藤原書店

2007 289.1/GO

(後藤新平の全仕事)

123 したたか : 総理大臣・菅義偉の野望と人生

松田賢弥 [著]

講談社

2020 289.1/SU

(講談社文庫 ; [ま79-1])

124 見えない敵との闘い : パストゥール最後の弟子エルサンの生涯

アンリ・H.・モラレ, ジャックリーヌ・ブロソレ著 ;
人文書院
瀬戸昭訳

2015 289.3/MO

125 インドネシア

常見藤代文・写真

ポプラ社

2020 290.8/GE/7

126 ナッジ!? : 自由でおせっかいなリバタリアン・パターナリズム

那須耕介, 橋本努編著

勁草書房

2020 331/NA

127 変容する移民コミュニティ : 時間・空間・階層

小林真生編著 ; 曺慶鎬 [ほか著]

明石書店

2020 334.4/IM/9

128 グラフのウソを見破る技術 : マイアミ大学ビジュアル・ジャーナリズム講座

アルベルト・カイロ著 ; 薮井真澄訳

ダイヤモンド社

2020 350.1/GU

129 コロナ時代の哲学

大澤真幸著

左右社

2020 361.1/KO

英治出版

2020 361.4/SU

アスク・ヒューマン・ケア

2004 361.45/TS

(現地取材!世界のくらし ; 7)

社会科学

ステレオタイプの科学 : 「社会の刷り込み」は成果にどう影響し、わたしたちは
クロード・スティール著 ; 藤原朝子訳
何ができるのか
伝えてますか、あなたの気持ち : 人づきあいの難問をとく35のコツ : チャコのア
木村久子著
131
サーティブ講座
130

(移民・ディアスポラ研究 ; 9)

(大澤真幸Thinking 「O」 ; 016)
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132 統計から読み解く47都道府県ランキング 消費・子供・スポーツ編

久保哲朗著

日東書院本社

2020 361.91/TO

133 自殺学入門 : 幸せな生と死とは何か

末木新著

金剛出版

2020 368.3/JI

134 相模原事件・裁判傍聴記 : 「役に立ちたい」と「障害者ヘイト」のあいだ

雨宮処凛著

太田出版

2020 368.6/SA

135 性暴力被害の実際 : 被害はどのように起き,どう回復するのか

齋藤梓, 大竹裕子編著

金剛出版

2020 368.6/SE

中央法規出版

2018 369.16/TA

幻冬舎メディアコンサルティング

2018 369.26/CH

136 対人援助の作法 : 誰かの力になりたいあなたに必要なコミュニケーションスキル 竹田伸也編著
137

「地域包括ケア」とは何か : 住み慣れた地域で暮らし続けるために必要なことと
金子努著
は

138 要支援・要介護の人もいっしょに楽しめるゲーム&体操

斎藤道雄著

黎明書房

2020 369.26/YO

139 いのちを選ばないで : やまゆり園事件が問う優生思想と人権

藤井克徳 [ほか] 編

大月書店

2019 369.27/IN

140 この国の不寛容の果てに : 相模原事件と私たちの時代

雨宮処凛編著 ; 神戸金史 [ほか談]

大月書店

2019 369.27/KO

福村出版

2020 369.49/KO

141

子育ての村ができた!発達支援、家族支援、共に生きるために : 向き合って、
北川聡子, 小野善郎共編
寄り添って、むぎのこ37年の軌跡

備考

(幻冬舎ルネッサンス新書 ; 171, [か-7-1])

教育
142 自分と相手の非認知能力を伸ばすコツ : 家庭、学校、職場で生かせる!

中山芳一著

東京書籍

2020 371.3/JI

143 クラスを「つなげる」ミニゲーム集BEST55+α

中村健一著

黎明書房

2020 374.12/KU

144 幼児期の運動あそびと健康 : 理論と実践

高木信良編著 ; 山﨑英幸 [ほか] 共著

不昧堂出版

2020 376.157/YO

福村出版

2020 377.1/DA

羊土社

2020 377.7/KA

森本貴子著

大和書房

2020 591/IS

昭和大学病院総合周産期母子医療セン
ター編

メディカ出版

2020 598.2/AN

149 ママ&パパにつたえたい子どもの病気ホームケアガイド 第5版

日本外来小児科学会編著

医歯薬出版

2020 598.3/MA

150 親って大変!私たちの子育て手帖 : NHK Eテレ番組『すくすく子育て』公式

NHK『すくすく子育て』制作班編

マイナビ出版

2019 599/OY

グラフィック社編集部編

グラフィック社

2020 674.3/GU

水谷緑著 ; 山登敬之医療監修

小学館

2020 726.1/KO/2

153 漫画家しながらツアーナースしています。 : こどもの病気別"役立ち"セレクション 明著 ; 坂本昌彦監修

集英社

2020 726.1/MA

154 うちに帰りたくないときによむ本

川﨑二三彦監修 ; 北原明日香絵

少年写真新聞社

2019 726.5/EH

155 かぞくがのみすぎたら

リチャード・ラングセンさく : ニコール・ルーベルえ
: いなみまりおかんしゅう : たにぐちまちかんしゅ サウザンブックス社(制作)
う : ひさまつのりこや

2017 726.5/EH

深澤直人著

D&DEPARTMENT PROJECT

2020 757/FU

157 ディズニーCEOが実践する10の原則

ロバート・アイガー著 ; 関美和訳

早川書房

2020 778/DI

158 日本製

三浦春馬 [著]

ワニブックス

2020 778.21/NI

159 その運動、体を壊します。

田中喜代次著

SBクリエイティブ

2018 780.19/SO

160 平尾誠二を語る

橋野薫, 込山駿著

草思社

2020 783.48/HI

佐渡島紗織 [ほか] 著

大修館書店

2020 816.5/RE

162 εに誓って

森博嗣著

講談社

2008 913.6/MO

(講談社文庫 ; [も-28-43])

163 τになるまで待って

森博嗣著

講談社

2008 913.6/MO

(講談社文庫 ; [も-28-36])

164 家族じまい

桜木紫乃著

集英社

2020 913.6/SA

165 小説北里柴三郎 : ドンネルの男

山崎光夫著

東洋経済新報社

2020 913.6/YA

166 家に帰りたい : 最期に向き合う看取りの物語

横山有子著

文芸社

2019 913.6/YO

167 わかりやすさの罪

武田砂鉄著

朝日新聞出版

2020 914.6/TA

ライフサイエンス出版

2017 916/NA

早川書房

2020 974/GI

大学におけるハラスメント対応ガイドブック : 問題解決のための防止・相談体
山内浩美, 葛文綺編
制づくり
科研費獲得の方法とコツ : 実例とポイントでわかる申請書の書き方と応募戦
児島将康著
146
略
145

家庭経済
147 一生困らない自由を手に入れるお金の教室

家庭衛生・育児
148

安心すこやか妊娠・出産ガイド : 妊娠・出産のすべてがこの1冊でわかる 改
訂4版

広告
151 グッズ製作ガイドBOOK : 納期・単価・最小ロットもすべてわかる! ver.2

漫画・絵本
152 こころのナース夜野さん 2

デザイン
156 ふつう

(ビッグコミックス)

映画・映画人

スポーツ
(SB新書 ; 449)

論文作法
161 レポート・論文をさらによくする「引用」ガイド

文学

168

人は、人を浴びて人になる : 心の病にかかった精神科医の人生をつないでくれ
夏苅郁子著
た12の出会い

169 コロナの時代の僕ら

新書

パオロ・ジョルダーノ著 ; 飯田亮介訳
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備考

170 免疫の守護者 : 制御性T細胞とはなにか

坂口志文, 塚﨑朝子著

講談社

2020 02/B/2109

(ブルーバックス ; B-2109)

171 認知バイアス : 心に潜むふしぎな働き

鈴木宏昭著

講談社

2020 02/B/2152

(ブルーバックス ; B-2152)

172 多角形と多面体 : 図形が織りなす不思議世界

日比孝之著

講談社

2020 02/B/2153

(ブルーバックス ; B-2153)

173 細胞とはなんだろう : 「生命が宿る最小単位」のからくり

武村政春著

講談社

2020 02/B/2154

(ブルーバックス ; B-2154)

174 アメリカの政党政治 : 建国から250年の軌跡

岡山裕著

中央公論新社

2020 07/C/2611

(中公新書 ; 2611)

175 デジタル化する新興国 : 先進国を超えるか、監視社会の到来か

伊藤亜聖著

中央公論新社

2020 07/C/2612

(中公新書 ; 2612)

176 古代メソポタミア全史 : シュメル、バビロニアからサーサーン朝ペルシアまで

小林登志子著

中央公論新社

2020 07/C/2613

(中公新書 ; 2613)

177 ラファエロ : ルネサンスの天才芸術家 : カラー版

深田麻里亜著

中央公論新社

2020 07/C/2614

(中公新書 ; 2614)

178 物語東ドイツの歴史 : 分断国家の挑戦と挫折

河合信晴著

中央公論新社

2020 07/C/2615

(中公新書 ; 2615)

179 障害者とともに働く

藤井克徳, 星川安之著

岩波書店

2020 08/I/925

(岩波ジュニア新書 ; 925)

180 アメリカ大統領選

久保文明, 金成隆一著

岩波書店

2020 13/I/1850

(岩波新書 ; 新赤版 1850)

181 藤原定家 : 『明月記』の世界

村井康彦著

岩波書店

2020 13/I/1851

(岩波新書 ; 新赤版 1851)

182 三島由紀夫 : 悲劇への欲動

佐藤秀明著

岩波書店

2020 13/I/1852

(岩波新書 ; 新赤版 1852)

183 実践 自分で調べる技術

宮内泰介, 上田昌文著

岩波書店

2020 13/I/1853

(岩波新書 ; 新赤版 1853)

184 ペルソナ : 脳に潜む闇

中野信子著

講談社

2020 14/K/2589

(講談社現代新書 ; 2589)

185 民主主義とは何か

宇野重規著

講談社

2020 14/K/2590

(講談社現代新書 ; 2590)

186 私たちはどんな世界を生きているか

西谷修著

講談社

2020 14/K/2591

(講談社現代新書 ; 2591)

187 脳から見るミュージアム : アートは人を耕す

中野信子, 熊澤弘著

講談社

2020 14/K/2592

(講談社現代新書 ; 2592)

188 手の倫理

伊藤亜紗著

講談社

2020 15/K/735

(講談社選書メチエ ; 735)

189 快楽としての動物保護 : 『シートン動物記』から『ザ・コーヴ』へ

信岡朝子著

講談社

2020 15/K/736

(講談社選書メチエ ; 736)

190 水都東京 : 地形と歴史で読みとく下町・山の手・郊外

陣内秀信著

筑摩書房

2020 16/C/1520

(ちくま新書 ; 1520)

191 ルポ入管 : 絶望の外国人収容施設

平野雄吾著

筑摩書房

2020 16/C/1521

(ちくま新書 ; 1521)

192 日本人の9割がじつは知らない英単語100

橘永久, ジェフリー・トランブリー著

筑摩書房

2020 16/C/1522

(ちくま新書 ; 1522)

193 ウンコはどこから来て、どこへ行くのか : 人糞地理学ことはじめ

湯澤規子著

筑摩書房

2020 16/C/1523

(ちくま新書 ; 1523)

194 スーパーリッチ : 世界を支配する新勢力

太田康夫著

筑摩書房

2020 16/C/1524

(ちくま新書 ; 1524)

195 ロマネスクとは何か : 石とぶどうの精神史

酒井健著

筑摩書房

2020 16/C/1525

(ちくま新書 ; 1525)

196 統計で考える働き方の未来 : 高齢者が働き続ける国へ

坂本貴志著

筑摩書房

2020 16/C/1526

(ちくま新書 ; 1526)

アジア経済研究所編

アジア経済研究所

2000 302.2/AJ/20

持出禁止
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