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 書　　名  編　著　者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

1 ImageJではじめる生物画像解析 三浦耕太, 塚田祐基編著 学研メディカル秀潤社 2016 460.7/IM

2 占領と引揚げの肖像 : BEPPU1945-1956 下川正晴著 弦書房 2020 219.5/SE

3 看護歴史研究入門 鈴木紀子著 看護の科学社 2020 N020/KA/1 (看護の歴史ライブラリー ; 第1巻)

4 看護技術の教育史 : 占領期の看護技術教育 滝内隆子著 看護の科学社 2020 N020/KA/2 (看護の歴史ライブラリー ; 第2巻)

5 近代日本の死と看取りの歴史 : 明治期から昭和初期にかけて 大川美千代著 看護の科学社 2020 N020/KA/3 (看護の歴史ライブラリー ; 第3巻)

6 エキスパートナースの知恵袋 : 先輩ナースの意地悪なシツモンに答えられる本 エキスパートナース編集部, 下山昭知編著 照林社 2020 N210/EK

7 新人看護師と指導者で使う新人看護師「看護手順と評価基準」　改訂版
茨城県厚生連JAとりで総合医療センター看

護部編
産労総合研究所出版部経営書院 2020 N210/SH

8 看護にいかす触れるケア : エビデンスに基づくハンドマッサージとメディカル・タッチ 岡本佐智子編著 ; 前川知子, 見谷貴代著 中央法規出版 2021 N211/KA

9
看護の現場ですぐに役立つ褥瘡ケアの基本 : 患者さんのための褥瘡予防ケア

が身に付く!
梶西ミチコ著 秀和システム 2020 N211/KA (ナースのためのスキルアップノート)

10 ”おまかせうんチッチ”で実現する気持ちよく出す排便ケア 榊原千秋編 日本看護協会出版会 2020 N211/OM (C.C.MOOK)

11 病期・発達段階の視点でみる疾患別看護過程 任和子編著 照林社 2020 N220/BY (プチナースBooks)

12 フィジカルアセスメントポケットBOOK : オールカラー 鈴木美穂, 山花令子編著 照林社 2020 N221/FI

13 臨地実習に生かす病態と治療 山田幸宏著 サイオ出版 2021 N222/RI

14 はじめて学ぶケーススタディ : 書き方のキホンから発表のコツまで　第2版 國澤尚子編著 総合医学社 2020 N250/HA

15 看護学生必携資料集 メヂカルフレンド社編集部編集 メヂカルフレンド社 2020 N260/KA

16 「医療事故」に関わったスタッフを支える 福田紀子著 日本看護協会出版会 2020 N268/IR (シリーズ「看護の知」)

17 周産期のガイドライン深掘りドリル200問 遠藤誠之編 メディカ出版 2021 N390/PE/21 (ペリネイタルケア ; 2021年新春増刊)

18 周産期の看護技術 : カラー写真で学ぶ　第3版 櫛引美代子著 医歯薬出版 2021 N390/SH

19 看護師・医療スタッフのための発達障害傾向のある子どもの診療サポートブック 坪見利香, 水野智美著 診断と治療社 2020 N440/KA

20
これならわかる!呼吸器の看護ケア : 呼吸生理の基礎知識から疾患の治療、

ケアまで
道又元裕監修 ナツメ社 2021 N547/KO (ナースのための基礎BOOK)

21 消化器に配属ですか?! 久保健太郎編著 メディカ出版 2021 N548/SH (すごく大事なことだけギュッとまとめて教えます!)

22
糖尿病患者のセルフマネジメント教育 : エンパワメントと自己効力 : わかる!使

える!やる気を高める!　改訂3版
安酸史子著 メディカ出版 2021 N551/TO

23
透析室のフットケア : きほんの「き」から「困った」の乗り越えかたまでぜ〜んぶわ

かる!
中村秀敏編集 ; 西田壽代編集 メディカ出版 2020 N555/TO

24 高齢者の体の変化と病気がわかる解剖生理学 : 看護・介護に役立つ 竹内修二, 松永保子監修 ナツメ社 2021 N640/KO

25 公衆衛生看護活動Ⅱ　学校保健・産業保健
荒木田美香子責任編集 ; 岡本玲子, 佐伯

和子, 麻原きよみ編集
医歯薬出版 2021 N800/KO/4 (公衆衛生看護学テキスト ; 4)

26 ゼロからわかる術前・術後ケア 尾崎眞監修 成美堂出版 2021 N951/ZE

27 緩和ケア・がん看護 : 臨床評価ツール大全 宮下光令編集 青海社 2020 N980/KA

28 救急・集中ケアにおける終末期看護プラクティスガイド
立野淳子ほか [編集] ; JAEN・JACCN終

末期ケア合同委員会執筆
医学書院 2020 N980/KY

29 専門知を再考する
H.コリンズ, R.エヴァンズ著 ; 和田慈, 清水

右郷訳
名古屋大学出版会 2020 404/SE

30 生と死を分ける数学 : 人生の(ほぼ)すべてに数学が関係するわけ キット・イェーツ著 ; 冨永星訳 草思社 2020 410/SE

31 大学1・2年生のためのすぐわかる統計学 藤田岳彦, 吉田直広著 東京図書 2020 417/DA

32 生命科学的思考 : ビジネスと人生の「見え方」が一変する 高橋祥子著 ニューズピックス 2021 460.4/SE

33 Life science : 長生きせざるをえない時代の生命科学講義 吉森保著 日経BP 2020 463.6/LI

34 菌根の世界 : 菌と植物のきってもきれない関係 齋藤雅典編著 築地書館 2020 474.7/KI

35 ママ、最後の抱擁 : わたしたちに動物の情動がわかるのか フランス・ドゥ・ヴァール [著] ; 柴田裕之訳 紀伊國屋書店 2020 481.78/MA

36 苦しみのない人生はないが、幸せはすぐ隣にある 小澤竹俊著 幻冬舎 2020 490.14/KU

37 看取りのプロに学ぶ幸せな逝き方 佐藤陽, 畑川剛毅著 朝日新聞出版 2020 490.14/MI

38 「その日」の前に アンドルー・ジョージ写真・文 ; 鈴木晶訳 ONDORI-BOOKS 2020 490.14/SO

39 医療の外れで : 看護師のわたしが考えたマイノリティと差別のこと 木村映里著 晶文社 2020 490.15/IR

　　　　　　　                   ＊＊新着資料案内＊＊

医学

リクエスト

看護学

大分県関連

自然科学

2月1日～28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

40 ルポ「命の選別」 : 誰が弱者を切り捨てるのか? 千葉紀和, 上東麻子著 文藝春秋 2020 490.15/RU

41 医療者のための成功するメンタリングガイド
Vineet Chopra, Valerie M. Vaughn,

Sanjay Saint [原著] ; 新里敬 [ほか] 訳
医学書院 2020 490.7/IR

42 みんなの研究倫理入門 : 臨床研究になぜこんな面倒な手続きが必要なのか 田代志門著 医学書院 2020 490.7/MI

43
見える!わかる!摂食嚥下のすべて : 神経・嚥下5期・アセスメント・検査・治

療・食事がつながる
上羽瑠美編著 学研メディカル秀潤社 2021 491.343/MI

44 スマホ脳 アンデシュ・ハンセン著 ; 久山葉子訳 新潮社 2020 491.371/SU (新潮新書 ; 882)

45 薬物動態学 : 実践で学ぶ! 淺沼晋著 秀和システム 2020 491.5/YA
(薬局の現場ですぐに役立つ : 薬剤師のためのスキルアップ

レシピ)

46 病原菌と国家 : ヴィクトリア時代の衛生・科学・政治 小川眞里子著 名古屋大学出版会 2016 491.7/BY

47 医療現場の滅菌　改訂第5版 高階雅紀編 へるす出版 2020 491.72/IR

48 免疫 : からだを護る不思議なしくみ　第6版 矢田純一著 東京化学同人 2020 491.8/ME

49 寄生虫のはなし : この素晴らしき,虫だらけの世界 永宗喜三郎 [ほか] 編 朝倉書店 2020 491.9/KI

50 耳鼻咽喉科 医療情報科学研究所編集 Medic Media 2020 492/BY/13 (病気がみえる ; vol. 13)

51 皮膚科 医療情報科学研究所編集 Medic Media 2020 492/BY/14 (病気がみえる ; vol. 14)

52 疼痛医学 野口光一 [ほか] 編集 医学書院 2020 492/TO

53 本当に使える症候学の話をしよう : とことんわかる病態のクリニカルロジック 高橋良著 じほう 2020 492.1/HO

54
エコーは推理だ! : 腹部エコー画像から診断に至る思考のプロセス : この症例,

あなたならどうする?
畠二郎著 文光堂 2020 492.14/EK

55
誰も教えてくれなかった糖尿病患者の感染症診療 : 感染症合併例はココに

気をつけて!
石井均編集 医学書院 2021 493.123/DA

56 白血病治療マニュアル　改訂第4版 清井仁, 宮本敏浩編集 南江堂 2020 493.17/HA

57 歌う外科医、介護と出逢う : 肝移植から高齢者ケアへ 阿曽沼克弘著 京都大学学術出版会 2020 493.18/UT (学術選書 ; 094)

58 誰が命を救うのか : 原発事故と闘った医師たちの記録 鍋島塑峰著 論創社 2020 493.19/DA (論創ノンフィクション ; 004)

59 動画でわかる呼吸リハビリテーション　第5版 高橋仁美, 宮川哲夫, 塩谷隆信編集 中山書店 2020 493.3/DO

60 眠りがもたらす奇怪な出来事 : 脳と心の深淵に迫る ガイ・レシュジナー著 ; 高橋洋訳 河出書房新社 2020 493.7/NE

61 精神科 高橋茂樹著 総合医学社 2020 493.7/SE (New Simple Step)

62 私たちの医療倫理が試されるとき : 自己決定・自己責任論を超えて 齋藤正彦, 井藤佳恵編著 ワールドプランニング 2021 493.7/WA

63 認知症がわかる本 東晋二著
メディカル・サイエンス・インターナショナ

ル
2020 493.75/NI

64 認知症診療のために知っておきたい法制度・法律問題 川畑信也著 中外医学社 2020 493.75/NI

65
人類は感染症とともに生きていく : 学校では教えてくれないパンデミックとワクチ

ンの現代史
ミーラ・センティリンガム著 ; 石黒千秋訳 羊土社 2021 493.8/JI (PEAK books ; PB07)

66 レジデントのための感染症診療マニュアル : principles & practice　第4版 青木眞執筆 医学書院 2020 493.8/RE

67
大阪市立十三市民病院がつくった新型コロナウイルス感染症もっと対応

BOOK : 重症化を防ぐアセスメントと治療・ケア
白石訓, 森坂佳代子編著 照林社 2020 493.87/OS

68
お母さんがもっと元気になる乳児健診 : 健診を楽しくすすめるエビデンス&テク

ニック　新版
水野克己著 メディカ出版 2021 493.92/OK

69
「がん患者本位のエンゲージメント」を目指して : がん患者が社会で自分らしく

生きるための3つのビジョン

「がん患者本位のエンゲージメント」を考える会

著
日経BP 2021 494.5/GA

70 がんのリハビリテーション診療ベストプラクティス　第2版 日本がんリハビリテーション研究会編 金原出版 2020 494.5/GA

71 はじめてでもやさしい地域緩和ケア : 地域で行う在宅ホスピスケア 渡辺邦彦編著 学研メディカル秀潤社 2020 494.5/HA

72 もしも一年後、この世にいないとしたら。 清水研著 文響社 2019 494.5/MO

73 医師が死を語るとき : 脳外科医マーシュの自省 ヘンリー・マーシュ [著] ; 大塚紳一郎訳 みすず書房 2020 494.62/IS

74 事例で学ぶ生活行為向上マネジメント　第2版 日本作業療法士協会編著 医歯薬出版 2021 494.78/JI

75
慢性腎臓病患者とともにすすめるSDM実践テキスト : 患者参加型医療と共

同意思決定
腎臓病SDM推進協会編集 医学書院 2020 494.93/MA

76 透析患者の足を守る : 透析治療×全身管理×フットケア 日高寿美, 愛甲美穂編著 照林社 2020 494.93/TO

77 不育症 竹下俊行, 藤井知行, 山田秀人編集 メジカルビュー社 2021 495.6/FU

78
妊娠したら読んでおきたい出生前診断の本 : 出生前診断を"正しく知る"ため

に
大竹明, 亀井良政, 町田早苗著 ライフサイエンス出版 2020 495.6/NI (埼玉医科大学超人気健康セミナーシリーズ)

79 胎児疾患と胎児治療 : 病態生理、診断・治療のすべて 中田雅彦編著 メディカ出版 2020 495.6/TA

80 マタニティ診断ガイドブック　第6版
日本助産診断実践学会編集 ; 齋藤益子

[ほか] 執筆
医学書院 2020 495.9/MA

81 「色のふしぎ」と不思議な社会 : 2020年代の「色覚」原論 川端裕人著 筑摩書房 2020 496.45/IR

82
全医療従事者が知っておくべき歯周病と全身のつながり : 不健口が寝たきり・

糖尿病・アルツハイマー病を招く
西田亙著 医歯薬出版 2020 497.2/ZE

83 くちペディア 眞木吉信, 萩名子編著 医歯薬出版 2020 497.9/KU

84 認知症患者安楽死裁判 : 事前意思表示書か「いま」の意思か 盛永審一郎著 ; ベイツ裕子編集協力 丸善出版 2020 498.12/NI

85 地域に展く緩和ケア : 完全独立型ホスピスみどりの杜病院の実践 原口勝監修 木星舎 2020 498.16/CH

86 ヒューマンファクターズのアプローチによる患者安全 シドニー・デッカー著 ; 榎本晶, 十亀洋訳 海文堂出版 2020 498.16/HY

87
医療・介護における個人情報保護Q&A : 改正法の正しい理解と適切な判

断のために　第2版

飯田修平編著 ; 宮澤潤, 長谷川友紀, 森

山洋著
じほう 2020 498.16/IR

88 より安全な医療をめざして : リアルワールドの医療安全対策 チャールズ・ヴィンセント, レネ・アマルベルティ著 へるす出版 2020 498.16/YO



 書　　名  編　著　者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

89 75歳からの健康寿命 : 前期(65〜74歳)楽すりゃ、後期(75歳〜)に滅ぶ 三浦清一郎著 日本地域社会研究所 2020 498.38/NA (コミュニティ・ブックス)

90 からだによく効く食材&食べあわせ手帖　改訂版 三浦理代, 永山久夫監修 池田書店 2020 498.5/KA

91
ストーリーでわかる災害時の食支援Q&A : 基礎から給食施設・被災地の対

応まで

須藤紀子, 笠岡(坪山)宜代, 下浦佳之共

著
建帛社 2020 498.59/SU

92 病院感染対策ガイドライン　2018年版2020年3月増補版
国公立大学附属病院感染対策協議会編

集
じほう 2020 498.6/BY

93 CDCのフィールド疫学マニュアル
ソニア A.ラスムッセン, リチャード A.グッドマン

編 ; 岩田健太郎 [ほか] 訳

メディカル・サイエンス・インターナショナ

ル
2020 498.6/CD

94 疫病と日本史 : 「コロナ禍」のなかから 小路田泰直編著 敬文舎 2020 498.6/EK (奈良女子大学叢書 ; 6)

95 感染管理ベーシックブック 大滝周, 福岡絵美編集 メヂカルフレンド社 2020 498.6/KA

96 緊急提言パンデミック : 寄稿とインタビュー ユヴァル・ノア・ハラリ著 ; 柴田裕之訳 河出書房新社 2020 498.6/KI

97 ウイルスとは何か : コロナを機に新しい社会を切り拓く 村上陽一郎, 中村桂子, 西垣通著 藤原書店 2020 498.6/UI

98 子どもの保健 : 小児保健に携わるすべての人に
日本小児保健協会幼児健康度調査委員

会編著
ジアース教育新社 2020 498.7/KO

99
1万人超を救ったメンタル産業医の職場での「自己肯定感」がグーンと上がる大

全
井上智介著 大和出版 2020 498.8/IC

100 オンライン・ファースト : コロナ禍で進展した情報社会を元に戻さないために 東京大学情報理工学系研究科編 東京大学出版会 2020 007.3/ON

101 「読む」って、どんなこと? 高橋源一郎著 NHK出版 2020 019/YO (NHK出版学びのきほん)(教養・文化シリーズ)

102 命を危険にさらして : 5人の女性戦場ジャーナリストの証言
マリーヌ・ジャックマン [ほか] 著 ; 遠藤ゆかり

訳
創元社 2020 070.16/IN

103 失われた報道の自由 マーク R. レヴィン著 ; 道本美穂訳 日経BP 2020 070.253/US

104 100の思考実験 : あなたはどこまで考えられるか ジュリアン・バジーニ著 ; 向井和美訳 紀伊國屋書店 2012 104/HY

105
1は赤い。そして世界は緑と青でできている。 : 「文字に色が見える」共感覚の

話
望月菜南子著 飛鳥新社 2020 141.26/IC

106 エゴグラム : ひと目でわかる性格の自己診断 ジョン・M・デュセイ著 ; 新里里春訳 創元社 2020 146.8/EG (創元アーカイブス)

107 人生のタネ明かし : 成果を出す人に共通する心の秘密 志村祥瑚著 講談社 2020 146.8/JI

108 空気が読めなくてもそれでいい。 : 非定型発達のトリセツ 細川貂々, 水島広子著 創元社 2020 146.8/KU

109 大切な人を亡くしたあなたに知っておいてほしい5つのこと 井手敏郎著 自由国民社 2020 146.8/TA

110 ふだんづかいの倫理学 平尾昌宏著 晶文社 2019 150/FU (犀の教室)

111 「責任」の生成 : 中動態と当事者研究 國分功一郎, 熊谷晋一郎著 新曜社 2020 151.2/SE

112 空想教室 : 好奇心を"天職"に変える 植松努著 サンクチュアリ出版 2015 159/KU (Sanctuary books)

113 死の講義 : 死んだらどうなるか、自分で決めなさい 橋爪大三郎著 ダイヤモンド社 2020 160.4/SH

114 肥満男子の身体表象 : アウグスティヌスからベーブ・ルースまで
サンダー・L.ギルマン [著] ; 小川公代, 小澤

央訳
法政大学出版局 2020 230/HI (叢書・ウニベルシタス ; 1122)

115 明治を生きた男装の女医 : 高橋瑞物語 田中ひかる著 中央公論新社 2020 289.1/TA

116 エデュケーション : 大学は私の人生を変えた タラ・ウェストーバー著 ; 村井理子訳 早川書房 2020 289.3/WE

117 ケアするのは誰か? : 新しい民主主義のかたちへ ジョアン・C・トロント著 ; 岡野八代訳・著 白澤社 2020 311.7/KE

118 ビジネスの未来 : エコノミーにヒューマニティを取り戻す 山口周著 プレジデント社 2020 330.4/BI

119
心理的安全性のつくりかた : 「心理的柔軟性」が困難を乗り越えるチームに変

える
石井遼介著 日本能率協会マネジメントセンター 2020 336.3/SH

120 はじめてのメディア研究 : 「基礎知識」から「テーマの見つけ方」まで　第2版 浪田陽子, 福間良明編 世界思想社 2021 361.45/HA

121
医療保険制度の再構築 : 失われつつある「社会保険としての機能」を取り戻

す
西沢和彦著 慶應義塾大学出版会 2020 364.4/IR

122 ブルシット・ジョブ : クソどうでもいい仕事の理論
デヴィッド・グレーバー [著] ; 酒井隆史, 芳

賀達彦, 森田和樹訳
岩波書店 2020 366/BU

123 これからの男の子たちへ : 「男らしさ」から自由になるためのレッスン 太田啓子著 大月書店 2020 367/KO

124 イエスの意味はイエス、それから・・・ カロリン・エムケ [著] ; 浅井晶子訳 みすず書房 2020 367.9/IE

125 性のおはなしQ&A : 幼児・学童に伝えたい30のこと 浅井春夫著 エイデル研究所 2020 367.9/SE

126 性暴力被害を聴く : 「慰安婦」から現代の性搾取へ 金富子, 小野沢あかね編 岩波書店 2020 368.4/SE

127 よくわかる福祉社会学 武川正吾 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 2020 369/YO (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)

128 当事者研究 : 等身大の「わたし」の発見と回復 熊谷晋一郎著 岩波書店 2020 369.27/TO

129 命あるがままに : 医療的ケアの必要な子どもと家族の物語 野辺明子, 前田浩利編著 中央法規 2020 369.49/IN

130 学校コミュニティへの緊急支援の手引き　第3版 福岡県臨床心理士会編 ; 窪田由紀編著 金剛出版 2020 371.43/GA

131 希望の一滴 : 中村哲、アフガン最期の言葉 中村哲著 西日本新聞社 2020 614.3/KI

総記

哲学

歴史

社会科学

農業工学

芸術



 書　　名  編　著　者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

132 プロデュースの基本 木﨑賢治著 集英社インターナショナル 2020 767.8/PU (インターナショナル新書 ; 062)

133 生きる、夢をかなえる : 僕は白血病になったJリーガー 早川史哉, 大中祐二共著 ベースボール・マガジン社 2020 783.47/IK

134
大学1年生のためのレポート・論文作成法 : 書く意義に気づく15回のライティ

ング講義
大峰光博, 奥本正編集 ふくろう出版 2020 816.5/DA

135 マンガでわかる大学生のためのレポート・論文術 小笠原喜康著 ; 近藤たかし漫画 講談社 2020 816.5/MA

136 理想のリスニング : 「人間的モヤモヤ」を聞きとる英語の世界 阿部公彦著 東京大学出版会 2020 831.1/RI

137 ことばのしっぽ : 「こどもの詩」50周年精選集 読売新聞生活部監修 中央公論新社 2017 911.56/YO

138 八月の銀の雪 伊与原新著 新潮社 2020 913.6/IY

139 家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった 岸田奈美著 小学館 2020 914.6/KI

140 世間とズレちゃうのはしょうがない 養老孟司, 伊集院光著 PHP研究所 2020 914.6/YO

141 がんになった緩和ケア医が語る「残り2年」の生き方、考え方 関本剛著 宝島社 2020 916/SE

142 実は、内向的な人間です ナム・インスク著 ; カン・バンファ訳 創元社 2020 929.14/NA

143 死にたいけどトッポッキは食べたい ペクセヒ著 ; 山口ミル訳 光文社 2020 929.16/PE

144 白い病 カレル・チャペック作 ; 阿部賢一訳 岩波書店 2020 989.5/CA (岩波文庫 ; 赤(32)-774-3)

145 「顔」の進化 : あなたの顔はどこからきたのか 馬場悠男著 講談社 2021 02/B/2159 (ブルーバックス ; B2159)

146 トポロジカル物質とは何か : 最新・物質科学入門 長谷川修司著 講談社 2021 02/B/2162 (ブルーバックス ; B2162)

147 フランクリン・ローズヴェルト : 大恐慌と大戦に挑んだ指導者 佐藤千登勢著 中央公論新社 2021 07/C/2626 (中公新書 ; 2626)

148 戦後民主主義 : 現代日本を創った思想と文化 山本昭宏著 中央公論新社 2021 07/C/2627 (中公新書 ; 2627)

149 英文法再入門 : 10のハードルの飛び越え方 澤井康佑著 中央公論新社 2021 07/C/2628 (中公新書 ; 2628)

150 ロヒンギャ危機 : 「民族浄化」の真相 中西嘉宏著 中央公論新社 2021 07/C/2629 (中公新書 ; 2629)

151 現代音楽史 : 闘争しつづける芸術のゆくえ 沼野雄司著 中央公論新社 2021 07/C/2630 (中公新書 ; 2630)

152 なぜ私はこの仕事を選んだのか 岩波書店編集部編 岩波書店 2001 08/I/380 (岩波ジュニア新書 ; 380)

153 女の子はどう生きるか : 教えて、上野先生! 上野千鶴子著 岩波書店 2021 08/I/929 (岩波ジュニア新書 ; 929)

154 脳の大統一理論 : 自由エネルギー原理とはなにか 乾敏郎, 阪口豊著 岩波書店 2020 11/I/299 (岩波科学ライブラリー ; 299)

155 あなたはこうしてウソをつく 阿部修士著 岩波書店 2021 11/I/300 (岩波科学ライブラリー ; 300)

156 江戸問答 田中優子, 松岡正剛著 岩波書店 2021 13/I/1863 (岩波新書 ; 新赤版 1863)

157 地域衰退 宮﨑雅人著 岩波書店 2021 13/I/1864 (岩波新書 ; 新赤版 1864)

158 上杉鷹山 : 「富国安民」の政治 小関悠一郎著 岩波書店 2021 13/I/1865 (岩波新書 ; 新赤版 1865)

159 倒産法入門 : 再生への扉 伊藤眞著 岩波書店 2021 13/I/1866 (岩波新書 ; 新赤版 1866)

160 新しい世界 : 世界の賢人16人が語る未来 クーリエ・ジャポン編 講談社 2021 14/K/2601 (講談社現代新書 ; 2601)

161 ファクトで読む米中新冷戦とアフター・コロナ 近藤大介著 講談社 2021 14/K/2602 (講談社現代新書 ; 2602)

162 晩年のカント 中島義道著 講談社 2021 14/K/2603 (講談社現代新書 ; 2603)

163 教育は変えられる 山口裕也著 講談社 2021 14/K/2604 (講談社現代新書 ; 2604)

164 地図づくりの現在形 : 地球を測り、図を描く 宇根寛著 講談社 2021 15/K/741 (講談社選書メチエ ; 741)

165 ポジティブ心理学 : 科学的メンタル・ウェルネス入門 小林正弥著 講談社 2021 15/K/742 (講談社選書メチエ ; 742)

166
手話の学校と難聴のディレクター : ETV特集「静かで、にぎやかな世界」制作

日誌
長嶋愛著 筑摩書房 2021 16/C/1541 (ちくま新書 ; 1541)

167 生物多様性を問いなおす : 世界・自然・未来との共生とSDGs 高橋進著 筑摩書房 2021 16/C/1542 (ちくま新書 ; 1542)

168 駒形丸事件 : インド太平洋世界とイギリス帝国 秋田茂, 細川道久著 筑摩書房 2021 16/C/1543 (ちくま新書 ; 1543)

169 世界がわかる比較思想史入門 中村隆文著 筑摩書房 2021 16/C/1544 (ちくま新書 ; 1544)

170 学びなおす算数 小林道正著 筑摩書房 2021 16/C/1545 (ちくま新書 ; 1545)

171 内モンゴル紛争 : 危機の民族地政学 楊海英著 筑摩書房 2021 16/C/1546 (ちくま新書 ; 1546)

172 ひとはなぜ「認められたい」のか : 承認不安を生きる知恵 山竹伸二著 筑摩書房 2021 16/C/1547 (ちくま新書 ; 1547)

173 簡易生命表　令和元年
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策

担当)編
厚生労働統計協会 2021 358.1/KA/19 持出禁止

174 介護サービス施設・事業所調査　平成30年
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策

担当)編
厚生労働統計協会 2020 369.26/KA/18 持出禁止

175 今日の治療指針 : 私はこう治療している　2021年版(Vol.63)
福井次矢, 高木誠, 小室一成総編集 ; 赤

司浩一 [ほか] 責任編集
医学書院 2021 492/KO/21 持出禁止

176 社会医療診療行為別統計　令和元年
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策

担当)編集
厚生労働統計協会 2020 498.059/SH/19 持出禁止

参考図書

新書

言語

文学



 書　　名  編　著　者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

177 治療薬マニュアル　2021 北原光夫, 上野文昭, 越前宏俊編 医学書院 2021 499.1/CH/21 持出禁止

178 今日の治療薬 : 解説と便覧　2021年版(第43版)
浦部晶夫 [ほか] 編集 ; 舘田一博 [ほか]

執筆
南江堂 2021 499.1/KO/21 持出禁止

179 ナースのためのくすりの事典　2021 守安洋子著 ; 原景子著 ; 二宮洋子著 へるす出版 2021 499.1/NA/21 持出禁止


