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洋書
Publication manual of the American Psychological Association
American Psychological Association
7th ed
Child, family, and community : family-centered early care and
Janet Gonzalez-Mena
2
education Seventh edition

American Psychological
Association

2020 140.7/PU

Pearson

2017 379/CH

Bernadette N. Kumar and
Esperanza Dia

CRC Press

2019 498/MI

4 看護師4年目、もう辞めたい…編

仲本りさ著

いろは出版

2020 N049/BY/2

5 川嶋みどり看護の羅針盤366の言葉

川嶋みどり著

ライフサポート社

2020 N049/KA

白石弓夏著

メディカ出版

2020 N049/LE

7 「負けるが勝ち」の看護と人生

宮子あずさ著

日本看護協会出版会

2020 N049/MA

8 中医看護の自然生命理論 : 現代看護への活用

呉小玉著 ; 安達勇医学監修 ; 小玉城医
日本看護協会出版会
学監修

2020 N110/CH

1

3 Migrant health : a primary care perspective

看護学

6

9

Letters : 今を生きる「看護」の話を聞こう : 私もエールをもらった10人のス
トーリー

看護師のための医療安全につながる接遇 : 自分と患者を守るコミュニケーショ
福岡かつよ著
ン力

10 解剖生理をひとつひとつわかりやすく。

中央法規出版

2020 N150/KA

学研メディカル秀潤社

2020 N170/KA

(病院というヘンテコな場所が教えてくれたコト。 ; 2)

(シリーズ「看護の知」)

11 臨床看護英語 : Let's listen, speak and learn 第6版

仁木久恵, ナンシー・シャーツ‐ホプコ, 横田ま
医学書院
り子著

2020 N170/RI

12 つなげてみたらスルスルわかる!生化学・生理学・解剖学

橋本さとみ編著

学研メディカル秀潤社

2020 N170/TS

13 基礎看護技術 第3版

角濱春美, 梶谷佳子編著

メヂカルフレンド社

2020 N210/KA

(看護実践のための根拠がわかる)

2020 N220/KA

(ナースのためのスキルアップノート)

14

看護の現場ですぐに役立つ疾患別看護過程 : 患者さんへの適切なアセスメン 横山美樹著 ; 西村礼子著 ; 伊東美奈子
秀和システム
著 ; 太田雄馬著
トが身に付く!

15 疾患別看護過程の展開 第6版

石川ふみよ, 高谷真由美監修

学研メディカル秀潤社

2020 N220/SH

16 看護管理実践計画の立て方・書き方ガイドブック

原玲子編集

メヂカルフレンド社

2020 N230/KA

17 急性期病院のエスノグラフィー : 協働実践としての看護

前田泰樹著 ; 西村ユミ著

新曜社

2020 N230/KY

18 高度実践看護統合的アプローチ 第2版

Mary Fran Tracy, Eileen T.O'Grady編
へるす出版
集

2020 N240/KO

19 臨床判断ティーチングメソッド

三浦友理子, 奥裕美著

医学書院

2020 N245/RI

20 看護学生のための統計学

力石國男著

三省堂書店

2020 N251/KA

21 看護師・保健師をめざす人のやさしい統計処理 : 保健・医療データの活用

豊田修一, 星山佳治, 宮崎有紀子執筆

実教出版

2020 N251/KA

22 定本M‐GTA : 実践の理論化をめざす質的研究方法論

木下康仁著

医学書院

2020 N251/TE

23 ナースが書いた看護に活かせる脳画像ノート

久松正樹著 ; 上山憲司, 前田理名医学監
照林社
修

2020 N541/NA

24 急性期〜慢性期ずっと看るための心不全完全ガイド : 50の?が!に変わる

佐藤直樹編著

メディカ出版

2020 N545/HA/20

(ハートナーシング ; 2020年秋季増刊)

岩崎純恵著

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)

萩野浩編

メディカ出版

2020 N553/SE/20

(整形外科看護 ; 2020秋季増刊)

梶原絢子編集

日本看護協会出版会

2020 N557/TA

(Nursing Todayブックレット ; 07)

浅野均編著 ; 堀内ふき監修

メディカ出版

2020 N680/KA

遠藤淑美, 末安民生編集

中央法規出版

2020 N700/SE

日総研出版

2020 N740/JI

メディカ出版

2020 N740/SE

看護の現場ですぐに役立つ心臓カテーテル看護の基本 : 患者さんへのアセス
メント技術が身に付く!
いちばん使える整形外科ならではの看護技術 : 整形外科ナースならここまで
26
やる! : 超ビジュアル系book!640点の画像・イラストで見てわかる
25

27 多職種でコロナの危機と向き合う : COVID‐19 Pandemic
28

看護師のための認知症患者さんとのコミュニケーション&“困った行動"にしない
対応法 : 問題は患者さん?関わり方?

29 精神看護学 新版

自己理解・対象理解を深めるプロセスレコード : プロセスレコードが書ける、読
長谷川雅美編著
める、評価できる本 第3版
精神科看護師のための体の見かた : バイタルサイン+フィジカルアセスメントで
本田明著
31
異変のキャッチと状態像の把握がすぐ身につく!
30

32 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 改訂2版

清崎由美子編著

メディカ出版

2020 N820/AS

33 ボランティアナースの奇跡

菅原由美編・著

アートデイズ

2020 N820/BO

34 訪問看護アセスメント・ハンドブック

山内豊明, 広瀬純子著

中央法規出版

2020 N820/HO

35 よくわかる在宅看護 : 知識が身につく!実践できる! 改訂第3版

角田直枝編集

学研メディカル秀潤社

2020 N820/YO

日本看護協会出版会

2020 N920/IK

メディカ出版

2020 N951/SH

メディカ出版

2020 N951/SH

39 NICU看護myポケットマニュアル : Nポケ

國島美穂編著 ; 小西美樹編著 ; 平岩美
緒編著 ; 古田惠香編著 ; 北東功医学監 メディカ出版
修

2020 N953/NI

40 地域包括ケア病棟における退院支援 : ナースのためのやさしくわかる

遠藤寛子, 南川雅子編著

ナツメ社

2020 N960/CH

41 ナラティヴ・アプローチ : 在宅ホスピスでの患者と家族の物語

安藤満代著

木星舎

2020 N980/NA

「生きるを支える」リハビリテーション : Total Restoration of Human
上田敏著 ; 三井さよ著
Rights
手術室のモニタリング“あるあるトラブル"解決塾 : さぬちゃん先生のこそ勉ナー
讃岐美智義著
37
ス&研修医のための
手術室の薬剤"あるあるトラブル"解決塾 : さぬちゃん先生のこそ勉ナース&研
讃岐美智義著
38
修医のための
36

自然科学

(Nursing Todayブックレット ; 06)
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42 「役に立たない」科学が役に立つ

エイブラハム・フレクスナー, ロベルト・ダイクラー
東京大学出版会
フ著 ; 野中香方子, 西村美佐子訳

2020 404/YA

43 人間らしさの起源 : 社会性、知性、技術の進化史

篠田謙一編

日経サイエンス社

2020 405/BE/242

44 身の回りを数学で説明する事典

コリン・ベバリッジ著 ; 大光明宜孝訳

ニュートンプレス

2020 410.4/MI

45 Excelによるやさしい統計解析 : 分析手法の使い分けと統計モデリングの基礎 荒川俊也著

オーム社

2020 417/EX

46 SPSSでやさしく学ぶアンケート処理 第5版

石村友二郎, 加藤千恵子, 劉晨著

東京図書

2020 417/SP

47 統計学わかりません!!

五十嵐中, 佐條麻里著

東京図書

2020 417/TO

48 統計学を哲学する

大塚淳著

名古屋大学出版会

2020 417/TO

明日香出版社

2020 440.4/ZU

和田勝著 ; 高田耕司編集協力

羊土社

2020 460/KI

51 Advance care planningのエビデンス : 何がどこまでわかっているのか?

森雅紀, 森田達也著

医学書院

2020 490.14/AD

52 医療系のための心理学

樫村正美, 野村俊明編著

講談社

2020 490.14/IR

53 患者の話は医師にどう聞こえるのか : 診察室のすれちがいを科学する

ダニエル・オーフリ [著] ; 原井宏明, 勝田さ
よ訳

みすず書房

2020 490.14/KA

54 模擬患者とつくる医療面接 : 話せる医療スタッフをめざして

寺沢秀一, 林寛之, 氏家靖浩編

ナカニシヤ出版

2020 490.14/MO

南山堂

2020 490.14/SE

大和書房

2019 490.4/BY

49

図解身近にあふれる「天文・宇宙」が3時間でわかる本 : 思わずだれかに話し
塚田健著
たくなる

50 基礎から学ぶ生物学・細胞生物学 第4版

備考

(別冊日経サイエンス ; 242)

医学

生活の場で行うアドバンス・ケア・プランニング : 介護現場の事例で学ぶ意思
大城京子 [ほか] 編
決定支援
病理医ヤンデルのおおまじめなひとりごと : 常識をくつがえす“病院・医者・医療
市原真著
56
"のリアルな話
55

57 医療従事者のための中医学入門 : 体質を知ると病気がわかる

今中健二著

メディカ出版

2020 490.9/IR

58 パンデミックと漢方 : 日本の伝統創薬

渡辺望著

勉誠出版

2020 490.9/PA

59 世界の人体解剖図集 : 美しく不可思議な人体解剖学の芸術

ジョアンナ・エーベンステイン著 ; 植村亜美訳 パイインターナショナル

2020 491.1/SE

60 トートラ人体解剖生理学 原著11版

Gerard J.Tortora, Bryan Derrickson
[著] ; 佐伯由香 [ほか] 編訳 ; 石橋隆治 丸善出版
[ほか] 訳

2020 491.1/TO

61 14歳からの生物学 : 学校では教えてくれない「ヒト」の科学

サリー・ヒル編 ; 松田良一, 岡本哲治監訳

白水社

2020 491.3/JU

62 おしゃべり病理医のカラダと病気の図鑑 : 人体サプライチェーンの仕組み

小倉加奈子著

CCCメディアハウス

2020 491.3/OS

63 Lifespan : 老いなき世界

デビッド・A・シンクレア, マシュー・D・ラプラント
東洋経済新報社
著 ; 梶山あゆみ訳

2020 491.358/LI

64 世界一ゆかいな脳科学講義 : 頭の中をぐるぐるめぐる11日間

アンジェリーク・ファン・オムベルヘン文 ; ルイー
河出書房新社
ゼ・ペルディユース絵 ; 塩﨑香織訳

2020 491.371/SE

65 感染制御の基本がわかる微生物学・免疫学

増澤俊幸著

羊土社

2020 491.7/KA

日常診療の質が上がる新常識 : 疾患、治療法、薬剤など明日からの診療が
仲里信彦編
変わる21項目

羊土社

2020 492/NI

66

67 考える技術 : 診療でエビデンスを使いこなす 第4版

スコット・スターン, アダム・シーフー, ダイアン・
オールトカーム編 ; 竹本毅訳

日経BP

2020 492.1/KA

68 プライマリ・ケア外来診断目利き術50

板金広, 上田剛士編

南山堂

2020 492.1/PU

できる!使いたくなる!腹部エコー : 解剖学的知識と臓器別の走査・描出のコ
岡庭信司編
羊土社
ツ、異常所見を学ぶ
目で見てわかる応急手当マニュアル : 教育・保健・福祉領域で健康支援に関 郷木義子, 松﨑美保子監修・著 ; 奥田紀
ふくろう出版
70
久子, 佐見由紀子編著
わる専門職のために 全面改稿新版
69

71 かゆいところに手が届く!まるわかり糖尿病塾

2020 492.14/DE

医学書院

2020 493.123/KA

若林秀隆編集

羊土社

2020 493.18/FU

73 大学生活、大丈夫? : 家族が読む、大学生のメンタルヘルス講座

梶谷康介著

九州大学出版会

2020 493.7/DA

74 メンタルヘルス時代の精神医学入門 : こころの病の理解と支援

松本卓也, 野間俊一編著

ミネルヴァ書房

2020 493.7/ME

75 ケースでわかる!精神科治療ガイドラインのトリセツ

EGUIDEプロジェクト編

医学書院

2020 493.72/KE

76 「身体拘束最小化」を実現した松沢病院の方法とプロセスを全公開

東京都立松沢病院編集

医学書院

2020 493.72/SH

77 闇の脳科学 : 「完全な人間」をつくる

ローン・フランク著 ; 赤根洋子訳

文藝春秋

2020 493.72/YA

78 不自由な脳 : 高次脳機能障害当事者に必要な支援

鈴木大介, 山口加代子著

金剛出版

2020 493.73/FU

メディカ出版

2020 493.74/MO

79

フレイル高齢者、これからどう診る? : そもそもの考え方から現場対応まで、最
新フレイル健診にも対応!

もっとねころんで読めるてんかん診療 : 医師が使える、患者にも効く、やさしくふ
中里信和著
かい処方箋 : 患者にはぜったい先に読まれたくない

80 認知症ありのままを認め、そのこころを知る : 虎の門病院認知症科の考え方

井桁之総著

論創社

2020 493.75/NI

81 認知症ハンドブック 第2版

中島健二 [ほか] 編

医学書院

2020 493.75/NI

82 多職種チームで行う強度行動障害のある人への医療的アプローチ

国立病院機構肥前精神医療センター監修 ;
中央法規出版
會田千重編集

2020 493.76/TA

83 パンデミック : 世界に広がる恐るべき50の感染症

Peter Moore [著] ; 久原孝俊訳

丸善出版

2020 493.8/PA

羊土社

2020 493.82/WA

84

ワクチン・レース : ウイルス感染症と戦った、科学者、政治家、そして犠牲者た
メレディス・ワッドマン著 ; 佐藤由樹子訳
ち

85 医療的ケア児・者在宅医療マニュアル

前田浩利, 戸谷剛, 石渡久子著

南山堂

2020 493.9/IR

86 子どものトラウマがよくわかる本

白川美也子監修

講談社

2020 493.937/KO

87 1週間で学ぶ新生児学 第4版

河井昌彦著

金芳堂

2020 493.95/IS

船戸崇史著

ユサブル

2020 494.5/GA

日本がんサポーティブケア学会漢方部会編集 南山堂

2020 494.5/GA

88

がんが消えていく生き方 : 外科医ががん発症から13年たって初めて書ける克
服法

89 がんサポーティブケアのための漢方活用ガイド

(レジデントノート ; Vol. 22, No. 14 ; 増刊)

2020 492.29/ME

三澤美和, 岡崎研太郎編集

72

(レジデントノート ; Vol. 22 No. 8 ; 増刊)

(ジェネラリストBOOKS)

(KUP医学ライブラリ ; 2)

(PEAK books ; PB04)

(健康ライブラリー : イラスト版)

(JASCCがん支持医療ガイドシリーズ)

書

名

90 腎臓病低たんぱく質の肉魚おかず : まとめて仕込んで簡単に
91

編

著

者

出版社

女子栄養大学栄養クリニック監修 ; みないき
女子栄養大学出版部
ぬこ料理

腎臓病のごちそう術 : 減塩なのにおいしい!栄養計算いらずのレシピ111と裏ワ 「きょうの健康」番組制作班, 主婦と生活社ラ
主婦と生活社
イフ・プラス編集部編
ザ48 最新改訂版

出版年

ラベルの番号

2020 494.93/JI

種部恭子編著

新興医学出版社

2020 495/SE

93 乳腺炎ケアガイドライン 2020

日本助産師会, 日本助産学会 [編集]

日本助産師会出版

2020 495.46/NY

Birthいのちの始まりを考える講義 : 発生生物学者ギルバート博士が生殖補
助医療と人間を語る
産科の感染防御ガイド : 新型コロナウイルス感染症に備える指針 : 母子と産
95
科医療を守るために知っておきたい標準予防策、メンタルヘルスから診療体制

スコット・ギルバート, クララ・ピント‐コレイア著 ;
羊土社
王子玲子訳
日本産婦人科医会監修 ; 日本母体救命
システム普及協議会監修 ; 橋井康二編集 メディカ出版
; 関沢明彦編集

96 糖尿病と妊娠の医学 : 糖尿病妊婦治療の歴史と展望 第3版

大森安惠著

文光堂

2020 495.5/TO

97 早産のすべて : 基礎から臨床,DOHaDまで

日本早産学会編 ; 中井章人, 松田義雄,
大槻克文編集代表

メジカルビュー社

2020 495.6/SO

98 地域を紡ぐ包括的医療・ケア : 「支えあう地域」をめざして

松浦尊麿著

大垣書店

2020 498/CH

99 エピソードから地域に根ざした医療とケアの在り方を考える

安井浩樹責任総編集 ; 野呂瀬崇彦編著

京都廣川書店

2019 498/EP

メディカ出版

2020 498.16/IR

メディカ出版

2020 498.16/IR

風本真吾著

日本健康教育振興協会

2020 498.3/YO

アレルギー支援ネットワーク作成

みらい

2020 498.59/SH

104 感染症社会 : アフターコロナの生政治

美馬達哉著

人文書院

2020 498.6/KA

105 最新知見で新型コロナとたたかう

岡田晴恵著

岩波書店

2020 498.6/SA

史上最悪の感染症 : 結核、マラリアからエイズ、エボラ、薬剤耐性菌、
106
COVID‐19まで

マイケル・オスターホルム, マーク・オルシェイカー
著 ; 五十嵐加奈子, 吉嶺英美, 西尾義人 青土社
訳

2020 498.6/SH

107 学術書を読む

鈴木哲也著

京都大学学術出版会

2020 019/GA

108 子どもの本から世界をみる : 子どもとおとなのブックガイド88

石井郁子 [ほか] 著

かもがわ出版

2020 019.5/KO

医療安全研修テーマ・実践例集 : 研修が活性化する計画から実施のコツま
日本医療マネジメント学会, 坂本すが監修
で
医療・看護現場の成果が出るWeb会議術 : ICT時代の会議・研修、Web
永井則子, 小瀬一幸著
101
とリアルの活用法
100

102 養生訓は進歩した : Dr.風本の健康管理学
103

新食物アレルギーの基礎と対応 : 医学、食品・栄養学、食育から学ぶ 第2
版

読書法

(作りおきシリーズ)

2020 494.93/JI

92 性暴力救援マニュアル : 医療にできること

94

備考

2020 495.48/BI

(PEAK books ; PB06)

2020 495.5/SA

(医療安全BOOKS ; 9)

(アレルギー大学テキスト)

(岩波ブックレット ; No. 1034)

心理学・人生訓
109 図鑑心理学 : 歴史を変えた100の話

トム・ジャクソン著 ; 清水寛之, 井上智義監
ニュートンプレス
訳・訳

2020 140.2/ZU

110 絵本がひらく心理臨床の世界 : こころをめぐる冒険へ

前川あさ美, 田中健夫著

新曜社

2020 146.04/EH

111 日常性の心理療法

大山泰宏著

日本評論社

2020 146.8/NI

112 幸せに生きるためのカウンセリングの知恵 : 親子の苦しみ、家族の癒し

藤田博康著

金子書房

2020 146.8/SH

113 バカという生き方 : こころがすーっと軽くなる : 正解のない世界を楽しむチカラ

和田秀樹著

実務教育出版

2020 159/BA

114 世界を変えた100のスピーチ 上

コリン・ソルター著 ; 大間知知子訳

原書房

2020 209/SE/1

115 世界を変えた100のスピーチ 下

コリン・ソルター著 ; 大間知知子訳

原書房

2020 209/SE/2

116 目の見えない私がヘレン・ケラーにつづる怒りと愛をこめた一方的な手紙

ジョージナ・クリーグ著 ; 中山ゆかり訳

フィルムアート社

2020 289.3/KL

ジャック・アタリ著 ; 林昌宏, 坪子理美訳

プレジデント社

2020 304/IN

技術評論社

2020 336.47/SE

亀井克之著

法律文化社

2020 339.5/SE

CERCクライシス・緊急事態リスクコミュニケーション : 危機下において人々の命
蝦名玲子著
と健康を守るための原則と戦略

大修館書店

2020 361.45/CE

歴史

社会科学
117 命の経済 : パンデミック後、新しい世界が始まる
118

世界一わかりやすい教える技術 : 「教えること」を教える先生が書いた、教え方
向後千春著
のバイブル!

119 生活リスクマネジメントのデザイン : リスクコントロールと保険の基本 第2版
120

121 操作される現実 : VR・合成音声・ディープフェイクが生む虚構のプロパガンダ

サミュエル・ウーリー著 ; 小林啓倫訳

白揚社

2020 361.45/SO

122 職場のいじめ・パワハラと法対策 第5版

水谷英夫著

民事法研究会

2020 366.3/SH

123 包括的性教育 : 人権、性の多様性、ジェンダー平等を柱に

浅井春夫著

大月書店

2020 367.9/HO

晃洋書房

2020 369/SO

東京大学出版会

2020 369.26/CH

社会福祉
ソーシャル・キャピタルに着目した包括的支援 : 結合型SCの「町内会自治
川島典子著
会」と橋渡し型SCの「NPO」による介護予防と子育て支援
地域包括ケアのまちづくり : 老いても安心して住み続けられる地域を目指す総
東京大学高齢社会総合研究機構編
125
合的な試み
124

126 車椅子の人も片麻痺の人もいっしょにできる楽しいレク30 新装版

斎藤道雄著

黎明書房

2020 369.26/KU

127 認知症の人もいっしょにできる高齢者レクリエーション

尾渡順子著

講談社

2020 369.26/NI

128 障がいのある子が「親亡き後」に困らないために今できること

鹿野佐代子著 ; 明石久美著

PHP研究所

2020 369.27/SH

ペンコム

2020 369.28/KO

(みんなねっとライブラリー)
(i‐BOSAIブックレット ; no. 1)

129

心病む夫と生きていく方法 : 統合失調症、双極性障害、うつ病…9人の妻が
蔭山正子編著
語りつくした結婚、子育て、仕事、つらさ、そして未来

130 誰一人取り残さない防災に向けて、福祉関係者が身につけるべきこと

立木茂雄著

萌書房

2020 369.3/DA

131 おうち備蓄と防災のアイデア帖 : もしもに備える!

島本美由紀著

パイインターナショナル

2020 369.3/OU

132 子ども虐待防止支援の実証分析 : 近代家族イデオロギーを超えて

栗山直子著

ミネルヴァ書房

2020 369.4/KO

(MINERVA社会福祉叢書 ; 66)

133 子どもの心の声を聴く : 子どもアドボカシー入門

堀正嗣著

岩波書店

2020 369.4/KO

(岩波ブックレット ; No. 1032)

書

名

編

著

者

出版社

出版年

ラベルの番号

備考

原田隆之編 ; 堀口康太, 田附あえか, 原
田隆之著

金剛出版

2020 369.4/KO

135 未来の学校 : ポスト・コロナの公教育のリデザイン

石井英真著

日本標準

2020 370.4/MI

136 学校現場で役立つ教育相談 : 教師をめざす人のために

藤原和政, 谷口弘一編著 ; 藤原健志 [ほ
北大路書房
か] 著

2020 371.43/GA

137 小学校・中学校における安全教育

渡邉正樹, 林尚示共編著

2020 374.92/SH

138 助産師による思春期の健康教育

日本助産師会保健指導部会委員会編集・
日本助産師会出版
監修

2020 374.97/JO

139 しばわんこの和のこころ

川浦良枝絵と文

白泉社

2002 386.1/SH/1

140 四季の喜び

川浦良枝絵と文

白泉社

2002 386.1/SH/2

(しばわんこの和のこころ ; 2)

141 日々の愉しみ

川浦良枝絵と文

白泉社

2004 386.1/SH/3

(しばわんこの和のこころ ; 3)

142 新型コロナに立ち向かう100の技術

日経BP編

日経BP

2020 504/SH

(日経テクノロジー展望)

143 レジリエンス思考 : 変わりゆく環境と生きる

ブライアン・ウォーカー, デイヴィッド・ソルト [著]
みすず書房
; 黒川耕大訳

2020 519.8/RE

144 世界で一番美しい「もの」のしくみ図鑑

セオドア・グレイ著 ; ニック・マン写真 ; 武井
摩利訳

創元社

2020 530.4/SE

145 脂質・脂肪酸関連物質の使いこなし方 : 素材開発・機能創生・応用技術

石井淑夫監修

テクノシステム

2020 576/SH

オリヴィア・ジェイムス著 ; 椎名ゆかり訳

DU BOOKS

2020 726.1/NA

147 amazonのすごい会議 : ジェフ・ベゾスが生んだマネジメントの技法

佐藤将之著

東洋経済新報社

2020 809.6/AM

148 日本語の奥深さを日々痛感しています

朝日新聞校閲センター著

さくら舎

2020 810.4/NI

149 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人

東野圭吾著

光文社

2020 913.6/HI

150 和菓子のアン

坂木司著

光文社

2012 913.6/SA

151 朝が来る

辻村深月著

文藝春秋

2015 913.6/TS

152 たかが殺人じゃないか : 昭和24年の推理小説

辻真先著

東京創元社

2020 913.6/TS

153 海と山のオムレツ

カルミネ・アバーテ著 ; 関口英子訳

新潮社

2020 973/AB

(新潮クレスト・ブックス)

154 連星からみた宇宙 : 超新星からブラックホール、重力波まで

鳴沢真也著

講談社

2020 02/B/2150

(ブルーバックス ; B‐2150)

155 脳を司る「脳」 : 最新研究で見えてきた、驚くべき脳のはたらき

毛内拡著

講談社

2020 02/B/2157

(ブルーバックス ; B‐2157)

156 科学とはなにか : 新しい科学論、いま必要な三つの視点

佐倉統著

講談社

2020 02/B/2158

(ブルーバックス ; B‐2158)

157 リベラルとは何か : 17世紀の自由主義から現代日本まで

田中拓道著

中央公論新社

2020 07/C/2621

(中公新書 ; 2621)

158 明智光秀 : 織田政権の司令塔

福島克彦著

中央公論新社

2020 07/C/2622

(中公新書 ; 2622)

159 古代マヤ文明 : 栄華と衰亡の3000年

鈴木真太郎著

中央公論新社

2020 07/C/2623

(中公新書 ; 2623)

160 「徴用工」問題とは何か : 朝鮮人労務動員の実態と日韓対立

波多野澄雄著

中央公論新社

2020 07/C/2624

(中公新書 ; 2624)

161 新型コロナの科学 : パンデミック、そして共生の未来へ

黒木登志夫著

中央公論新社

2020 07/C/2625

(中公新書 ; 2625)

162 地域学をはじめよう

山下祐介著

岩波書店

2020 08/I/927

(岩波ジュニア新書 ; 927)

163 自分を励ます英語名言101

小池直己, 佐藤誠司著

岩波書店

2020 08/I/928

(岩波ジュニア新書 ; 928)

164 医療倫理超入門

マイケル・ダン, トニー・ホープ[著] ; 児玉聡,
岩波書店
赤林朗訳

2020 11/I/297

(岩波科学ライブラリー ; 297)

165 デモクラシーの整理法

空井護著

岩波書店

2020 13/I/1859

(岩波新書 ; 新赤版 1859)

166 英語独習法

今井むつみ著

岩波書店

2020 13/I/1860

(岩波新書 ; 新赤版 1860)

167 広島平和記念資料館は問いかける

志賀賢治著

岩波書店

2020 13/I/1861

(岩波新書 ; 新赤版 1861)

168 太平天国 : 皇帝なき中国の挫折

菊池秀明著

岩波書店

2020 13/I/1862

(岩波新書 ; 新赤版 1862)

169 U : 相模原に現れた世界の憂鬱な断面

森達也著

講談社

2020 14/K/2598

(講談社現代新書 ; 2598)

170 証言羽生世代

大川慎太郎著

講談社

2020 14/K/2599

(講談社現代新書 ; 2599)

171 超解読!はじめてのヘーゲル『法の哲学』

竹田青嗣, 西研著

講談社

2020 14/K/2600

(講談社現代新書 ; 2600)

172 現代民主主義思想と歴史

権左武志著

講談社

2020 15/K/740

(講談社選書メチエ ; 740)

法務省法務総合研究所編

昭和情報プロセス

2020 326.3/HA/20

持出禁止

日本学校保健会

2020 374.9/GA/20

持出禁止

134 子どもを虐待から守る科学 : アセスメントとケアのエビデンス

教育

培風館

年中行事

技術

漫画
146 ナンシー : いいね!が欲しくてたまらない私たちの日々

言語

文学

(光文社文庫 ; [さ24‐3])

新書

参考図書
173 薬物犯罪(犯罪白書 ; 令和2年版)
174 学校保健の動向 令和2年度版

書
175

名

編

著

者

ポストコロナ時代の医療再構築 : 国難から見えた次世代社会への展望(医療
ヘルスケア総合政策研究所企画・制作
白書 ; 2020年度版)

176 医療六法 令和3年版

出版社

出版年

ラベルの番号

備考

日本医療企画

2020 498/IR/20

持出禁止

中央法規出版

2021 498.12/IR/21

持出禁止

