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5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。
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編
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者

出版社

出版年

ラベルの番号

備考

リクエスト
1 救急・集中治療医の頭の中 Ver.2.

⼩尾⼝邦彦 著

中外医学社

2016 492.29/KY

(ER・ICU診療を深める 1)

2 リアル⾎液浄化 Ver. 2

⼩尾⼝邦彦 著

中外医学社

2020 492.29/RI

(ER・ICU診療を深める 2)

3 こういうことだったのか!!酸素療法

⼩尾⼝邦彦 著

中外医学社

2017 492.55/KO

4 こういうことだったのか!!ECMO・PCPS

⼩尾⼝邦彦 著

中外医学社

2020 492.8/KO

5 こういうことだったのか!!CHDF

⼩尾⼝邦彦 著

中外医学社

2018 494.93/KO

6 必修ラ・スパ : 看護師国試対策 2022

ラ・スパ編集委員会 編

テコム

2021 N039/HI/22

7 保健師国家試験のためのレビューブック 2022(第22版)

医療情報科学研究所 編集

メディックメディア

2021 N039/HO/22

8 クエスチョン・バンクSelect必修: 看護師国家試験問題集 2022(第17版)

医療情報科学研究所 編集

メディックメディア

2021 N039/QU/22

9 ラ・スパ : 看護師国試対策 2022

塙篤雄 [ほか] 編著

テコム

2021 N039/RA/22

10 ナイチンゲールはフェミニストだったのか

河村貞枝 [ほか] 著

⽇本看護協会出版会

2021 N020/NA/3

(ナイチンゲール⽣誕200年記念出版
ナイチンゲールの越境 3 . ジェンダー)

11 ⺟性看護学各論 第14版

森恵美著者代表

医学書院

2021 N080/KE

(系統看護学講座 専⾨分野 2 ⺟性看護学 2)

12 精神看護の基礎 第6版

武井⿇⼦ 著者代表

医学書院

2021 N080/KE

(系統看護学講座 専⾨分野 2 精神看護学 1)

13 精神看護の展開 第6版

武井⿇⼦ 著者代表

医学書院

2021 N080/KE

(系統看護学講座 専⾨分野 2 精神看護学 2)

14 社会保障・社会福祉 第22版.

福⽥素⽣ 著者代表

医学書院

2021 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 3)

15 看護関係法令 第53版

森⼭幹夫 著

医学書院

2021 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)

16 看護リフレクション : 経験から学ぶ看護師を育てる

東めぐみ 著

医学書院

2021 N100/KA

17 医療・看護に携わる⼈のための⼈権・倫理読本

村岡潔, ⼭本克司 編著

法律⽂化社

2021 N120/IR

18 看護と放射線 : 放射線を正しく理解した看護職であるために 改訂版

⽇本アイソトープ協会 編集

⽇本アイソトープ協会

2021 N213/KA

19 ケアを可視化!中範囲理論・看護モデル : 事例を読み解く型紙

荒尾晴惠 編集

南江堂

2021 N222/KE

20 多職種連携・地域連携をふまえた看護記録パーフェクトガイド

畑⽥みゆき 編集

学研メディカル秀潤社

2021 N228/TA
2021 N230/GA

国家試験問題集

看護学

21

外国⼈看護師 : EPAに基づく受⼊れは何をもたらしたのか

平野裕⼦、⽶野みちよ 編

東京⼤学出版会

看護の現場で活躍できる看護師のためのキャリアナビ
22
: 多様な働き⽅を考えるお仕事⼤全

⼤坪陽⼦、雜賀智也 著

秀和システム

2021 N230/KA

23 看護教育学 第7版

杉森みど⾥、⾈島なをみ 著

医学書院

2021 N240/KA

24 ティーチング・ポートフォリオ・チャート作成講座 : リフレクションを可視化する

栗⽥佳代⼦、吉⽥塁 著

医学書院

2021 N245/RI

25 ⺟性・⼩児看護ぜんぶガイド 第2版

古川亮⼦、市江和⼦ 編著

照林社

2021 N246/BO

26 かげさんの実習おたすけnote

看護師のかげ 著・イラスト

照林社

2021 N246/KA

27 ホントに意味がある?論⽂から読み解く看護のエビデンス20

古⽊秀明 著

⾦芳堂

2021 N250/HO

28 くすこれ助産師のための薬これだけ : 秒でひけてケアにつながる

中⽥雅彦 編著

メディカ出版

2021 N390/KU

29 くすこれ脳神経外科ナースのための薬これだけ : 秒でひけてケアにつながる

津本智幸 編

メディカ出版

2021 N541/KU

⽊原康樹 編集

メディカ出版

2021 N545/HA/21

31 くすこれ循環器ナースのための薬これだけ : 秒でひけてケアにつながる

岩瀬三紀 編著

メディカ出版

2021 N545/KU

32 本当に⼤切なことが1冊でわかる呼吸器

さいたま⾚⼗字病院看護部 編著

照林社

2021 N547/HO

看護の現場ですぐに役⽴つ⼈⼯呼吸ケアのキホン
33
: 患者さんのための適切な操作法をマスター! 第2版

レアネットドライブナースハッピーライフ
編集グループ 著

秀和システム

2021 N547/KA

(ナースのためのスキルアップノート)

34 ひとりだちできる内視鏡看護 : 知識 検査・ケア 治療・ケア 患者対応

椿昌裕 編著

学研メディカル秀潤社

2021 N548/HI

(Clinical Nursing Skills)

35 糖尿病看護ビジュアルナーシング 改訂第2版

柏崎純⼦編集

学研メディカル秀潤社

2021 N551/TO

(⾒てできる臨床ケア図鑑)

36 いま最新を知りたい⼈のための「超」まるごと脊椎

⼤川淳 編

メディカ出版

2021 N553/SE/21

吉川孝⼦、⼩野まゆみ 編集

インターメディカ

2021 N553/SH

30

37

Foreign nurses working in Japan : assessments of the EPA program.

どう関係する?⼼疾患×他臓器<肺・脳・腎臓・消化器>の病態⽣理
カラダまるごと調査隊

写真でわかる整形外科看護アドバンス
: 受傷期のケアから社会復帰への⽀援まで 新訂版

38 病院・施設・地域で使える看護師のための感染対策

(ナースのためのスキルアップノート ; 特別編)

(プチナース)

(ハートナーシング ; 2021年春季増刊)

洪愛⼦ 編集

中央法規出版

2021 N557/BY

永寿総合病院看護部が書いた新型コロナウイルス感染症アウトブレイクの記
39
録

⾼野ひろみ、武⽥聡⼦、松尾晴美 著

医学書院

2021 N557/EI

40 ナーシングスキルズ

ICHG研究会 編

医⻭薬出版

2021 N557/KO

(国際標準の感染予防対策)

⽬の病気と治療ビジュアルBOOK
41
検査・治療・ケアがみえる×患者さんに説明できる

本庄恵 編集

メディカ出版

2021 N564/GA/21

(眼科ケア ; 2021年春季増刊)
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書

名

頭頸部がんマスターガイド
42
患者さんと向き合う治療、患者さんと向き合う看護のためのアプローチ
看護の現場ですぐに役⽴つ訪問看護のキホン
43
ライフステージごとのケアの⽅法がわかる!

編

著

者

出版社

出版年

ラベルの番号

備考

⻘⼭寿昭、花井信広 編著

メディカ出版

2021 N571/TO

上野佳代、⻘⼭泉 著

秀和システム,

2021 N820/KA

(ナースのためのスキルアップノート)

44 内視鏡外科⼿術バイブル : これだけ!あんしん86ポイント

今本治彦 編 前⽥晃史 編著

メディカ出版

2021 N951/OP/21

(Ope nursing ; 2021年春季増刊)

救急の検査値これだけBOOK
45
ディクショナリーで基礎固め、ケーススタディでトレーニング-

鈴⽊裕之 編集

メディカ出版

2021 N954/EM/21

(Emer-log ; 2021年春季増刊)

46 これならわかる!救急・急変看護の基本

佐藤憲明 監修

ナツメ社

2021 N954/KO

(ナースのための基礎BOOK)

47 ヘンな科学 : "イグノーベル賞"研究40講

五⼗嵐杏南 著

総合法令出版

2020 404/HE

48 禍いの科学 : 正義が愚⾏に変わるとき

ポール・A・オフィット 著 関⾕冬華 訳

⽇経ナショナルジオグラフィック社

2020 404/WA

(National geographic)

49 動物の⾏動と進化 : 環境が育んだ驚異

⽇経サイエンス編集部 編

⽇経サイエンス社

2021 405/BE/244

(別冊⽇経サイエンス 244)

分析者のためのデータ解釈学⼊⾨ データの本質をとらえる技術 : Data
50
hermeneutics

江崎貴裕 著

ソシム

2020 417/BU

51 Rによるデータ分析のレシピ

⾈尾暢男 著

オーム社

2020 417/RN

52 それはあくまで偶然です : 運と迷信の統計学

ジェフリー・S・ローゼンタール 著
柴⽥裕之 訳

早川書房

2021 417/SO

53 家は⽣態系 : あなたは20万種の⽣き物と暮らしている

ロブ・ダン 著 今⻄康⼦ 訳

⽩揚社

2021 468/IE

⾦芳堂

2021 490.14/JI

⾃然科学

医学
54

⼈⽣を⾃分らしく⽣き抜くための意思決定 : 意思決定をする⼈・その⽀援をす
森岡広美 [ほか] 監修
るすべての⼈に向けた参考書 : ACP・QOL・QOD・⼈⽣デザインシミュレーショ

55 ⽣命倫理への招待 改訂6版

塩野寛、清⽔惠⼦ 著

南⼭堂

2021 490.15/SE

56 Rコマンダーで簡単!医療系データ解析

対⾺栄輝 著

東京図書

2021 490.19/RK

57 たったこれだけ!医療統計学 第3版

Michael Harris, Gordon Taylor 著
奥⽥千恵⼦ 訳

⾦芳堂

2021 490.19/TA

58 「エビデンス」の落とし⽳ : 「健康にいい」情報にはランクがあった!

松村むつみ 著

⻘春出版社

2021 490.4/EB

59 メンター・チェーン : ノーベル賞科学者の師弟の絆

⼯作舎

2021 490.7/ME

60 透かしてみるとミルミルわかる!! 解剖学

⾦⼦仁久 編著

学研メディカル秀潤社

2021 491.1/SU

61 ⽣理⼈類学 : ⼈の理解と⽇常の課題発⾒のために

安河内朗,、岩永光⼀ 編著

理⼯図書

2020 491.3/SE

62 これで解決!認知症の⾷べるを⽀えるポイント43

熊本摂⾷嚥下リハビリテーション研究会 監修 医学と看護社

63 標準薬理学 第8版

鈴⽊秀典、⾦井好克 編集

医学書院

2021 491.5/HY

64 腸内細菌を正しく理解する ; ⼊⾨・基礎編

永⽥智、野本康⼆ 監修

⽇本⼩児医事出版社

2021 491.7/CH

65 標準微⽣物学 第14版

錫⾕達夫、松本哲哉 編集

医学書院

2021 491.7/HY

66 イラストでわかる微⽣物学超⼊⾨ : 病原微⽣物の感染のしくみ 改訂2版

齋藤光正 著

南⼭堂

2021 491.7/IR

67 帰してはいけない外来患者 2021.

前野哲博、松村真司 編集

医学書院

2021 492/KA

鋪野紀好 編

⽺⼟社

2021 492.1/SH

磯辺智範、佐藤英介 編集

⾦原出版

2021 492.4/HO

医療情報科学研究所 編

メディックメディア

2021 492/BY/2

診断と治療社

2021 493.64/SH

症候診断ドリル
: エキスパートの診断戦略で解き明かす必ず押さえておきたい23症候
放射線治療基礎知識図解ノート
69
: 図, 表, 画像が満載!要点がわかる! 第2版
68

70 循環器 第5版
71

ロバート・カニーゲル 著 熊倉鴻之助 訳

知っておきたい筋強直性ジストロフィー 患者さん,ご家族,⽀援者のための⼿引
⽇本神経学会 監修
き

(⻘春新書intelligence ; PI-613)

2021 491.343/KO
(Standard textbook)

(Standard textbook)

(レジデントノート Vol. 23, No. 1 ; 増刊)

(病気がみえる

vol. 2)

72 標準精神医学 第8版

尾崎紀夫 [ほか] 編集
村井俊哉 [ほか] 執筆

医学書院

2021 493.7/HY

73 まんがやってみたくなるオープンダイアローグ

斎藤環 解説 ⽔⾕緑 まんが

医学書院

2021 493.72/MA

74 神経疾患患者の転倒予防マニュアル

饗場郁⼦、鮫島直之,、武藤芳照 編著

新興医学出版社

2021 493.73/SH

75 誰がために医師はいる : クスリとヒトの現代論

松本俊彦 著

みすず書房

2021 493.74/TA

76 アルツハイマー征服

下⼭進 著

KADOKAWA

2021 493.75/AR

77 スピルオーバー : ウイルスはなぜ動物からヒトへ⾶び移るのか

デビッド・クアメン 著

明⽯書店

2021 493.8/SU

78 ⼩児気管⽀喘息治療・管理ガイドライン 2020

⾜⽴雄⼀、滝沢琢⼰、
⼆村昌樹、藤澤隆夫 監修

協和企画

2020 493.93/SH/20

79 がん薬物療法レジメンまるわかりBOOK

下⼭達、 清美奈、 川井宏美 編著

照林社

2021 494.5/GA

80 標準脳神経外科学 第15版

冨永悌⼆ [ほか] 編集
新井⼀ [ほか] 執筆

医学書院

2021 494.62/HY

81 ふんわり⾒るだけ整形外科 : 超図解で⾯⽩いほど頭に⼊る

岡野邦彦 著

メディカ出版

2021 494.7/FU

82 標準泌尿器科学 第10版

市川智彦、久⽶春喜 編集

医学書院

2021 494.9/HY

(Standard textbook)

83 標準産科婦⼈科学 第5版

綾部琢哉、板倉敦夫 編

医学書院

2021 495/HY

(Standard textbook)

出⽣前診断と選択的中絶のケア
84
: ⽇常診療で妊婦・家族ときちんと向き合うための基本がわかる

室⽉淳 著

メディカ出版

2021 495.6/SH

85 実践マタニティ診断 第5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

2021 495.9/JI

廣瀬知⼆ 著

メディカ出版

2021 497.9/BY

87 基礎から学ぶ⼝腔ケア : ⼝をまもる⽣命(いのち)をまもる 改訂第3版

菊⾕武 監修

学研メディカル秀潤社

2021 497.9/KI

88 学⽣のための健康管理学 改訂3版

⽊村康⼀、永松俊哉 著

南⼭堂

2021 498/GA

86

病院・施設・在宅で役⽴つ! 基礎からわかる⼝腔ケア・摂⾷嚥下リハビリテー
ションQ&A57 : 患者さんに応じたケアのポイントがわかる

⽢糟智⼦ 訳

新着資料5月-2/4

(Standard textbook)

(Standard textbook)

書

名

89 外来で始める在宅療養⽀援 : ニーズ把握と実践のポイント
90

格差時代の医療と社会的処⽅ : 病院の⼊り⼝に⽴てない⼈々を⽀える
SDH (健康の社会的決定要因) の視点

91 ⽇本⼈の健康を社会科学で考える

編

著

者

出版社

出版年

ラベルの番号

永⽥智⼦、⽥⼝敦⼦ 編著

⽇本看護協会出版会

2021 498/GA

武⽥裕⼦ 編集

⽇本看護協会出版会

2021 498/KA

⼩塩隆⼠ 著

⽇経BP⽇本経済新聞出版本部

2021 498/NI

92 診療点数早⾒表 ; 2020年4⽉/2021年4⽉増補版

医学通信社

2021 498.16/SH/21

93 ⾒えない妊娠クライシス : 誰にも⾔えない妊娠に悩む⼥性を社会で⽀える

佐藤拓代 編著 松岡典⼦ [ほか] 著

かもがわ出版

2021 498.2/MI

94 くらしに役⽴つ栄養学 : かしこく摂って健康になる 第2版

新出真理 監修

ナツメ社

2021 498.55/KU

95 分⽔嶺 : ドキュメントコロナ対策専⾨家会議

河合⾹織 著

岩波書店

2021 498.6/BU

医療現場は地獄の戦場だった!
96
⽇本⼈医師がアメリカで体験したコロナ禍の緊急リポート

⼤内啓 著
井上理津⼦ 聞き⼿

ビジネス社

2020 498.6/IR

97 感染症と隔離の社会史 : 避病院の⽇本近代を読む

⾦川英雄 著

⻘⼸社

2020 498.6/KA

98 結核がつくる物語 : 感染と読者の近代

北川扶⽣⼦ 著

岩波書店

2021 498.6/KE

⺟⼦衛⽣研究会

2021 498.7/BO/21

99 ⺟⼦保健の主なる統計 ; 令和3年
100 グランドデザインから考える⼩児保健ガイドブック

秋⼭千枝⼦ [ほか] 編集

101 わが国の⺟⼦保健 ; 令和3年

診断と治療社

2021 498.7/GU

⺟⼦衛⽣研究会

2021 498.7/WA/21

備考

⼼理学・倫理学
102 ヒトはなぜ⾃殺するのか : 死に向かう⼼の科学

ジェシー・ベリング 著 ; 鈴⽊光太郎 訳

化学同⼈

2021 145.7/HI

103 ブリーフセラピー⼊⾨ : 柔軟で効果的なアプローチに向けて

⽇本ブリーフサイコセラピー学会 編

遠⾒書房

2020 146.8/BU

104 10代から⾝につけたいギリギリな⾃分を助ける⽅法

井上祐紀 著

KADOKAWA

2020 146.8/JU

105 「死にたい」「消えたい」と思ったことがあるあなたへ

河出書房新社 編
磯野真穂 [ほか] 著

河出書房新社

2020 159.7/SH

106 ⼈はいつか死ぬのだから : ⼩さな「気づき」は⼈⽣の恵み

鈴⽊秀⼦ 著

PHP研究所

2020 159/HI

熊代亨 著

イースト・プレス

2020 304/KE

(14歳の世渡り術)

社会科学・法律・経済
107 健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不⾃由さについて
108 ⽉経と犯罪 : "⽣理"はどう語られてきたか

⽥中ひかる 著

平凡社

2020 326.3/GE

109 裁判官だから書けるイマドキの裁判

⽇本裁判官ネットワーク 著

岩波書店

2020 327.04/SA

110 妄想する頭 思考する⼿ : 想像を超えるアイデアのつくり⽅

暦本純⼀ 著

祥伝社

2021 336.2/MO

111 あなたを閉じこめる「ずるい⾔葉」 : 10代から知っておきたい

森⼭⾄貴 著

WAVE出版

2020 361.45/AN

112 絶望死のアメリカ : 資本主義がめざすべきもの /. -- , 2021.

アン・ケース, アンガス・ディートン 著
松本裕 訳

みすず書房

2021 361.85/ZE

113 ろう、低⾝⻑症、ダウン症の場合

アンドリュー・ソロモン著
依⽥卓⺒、⼾⽥早紀、⾼橋佳奈⼦ 訳

海と⽉社

2020 367.3/RO

わが⼦に伝えたいお⺟さんのための性教育⼊⾨
114
: おうちで話すいのち・⽣理・射精・セックス

直井亜紀 著 : ゆむい マンガ

実務教育出版

2020 367.9/WA

115 中⾼⽣からの防犯 : 活かそうコミュ⼒!

武⽥信彦 著

ぺりかん社

2020 368.6/CH

116 ⿇薬と⼈間 : 100年の物語 : 薬物への認識を変える衝撃の真実

ヨハン・ハリ著 : 福井昌⼦訳

作品社

2021 368.83/MA

117 ⽬で⾒てわかる認知症ケア

ライフケアデザイン株式会社 監修

成美堂出版

2021 369.26/ME

118 きらめく拍⼿の⾳ : ⼿で話す⼈々とともに⽣きる

イギル・ボラ 著 : ⽮澤浩⼦ 訳

リトルモア

2021 369.27/KI

119 「抜け殻家族」が⽣む児童虐待 : 少⼦社会の病理と対策

⾦⼦勇 著

ミネルヴァ書房

2021 369.4/NU

⽩井俊 著

ミネルヴァ書房

2020 370/OE

(岩波ブックレット ; No.1037)

社会学・社会福祉

(「ちがい」がある⼦とその親の物語 ; 1)

(なるにはBooks ; 別巻)

(叢書現代社会のフロンティア ; 28).

教育
OECD Education2030プロジェクトが描く教育の未来
: エージェンシー、資質・能⼒とカリキュラム
保健室から⾒える親が知らない⼦どもたち
121
: ⼤⼈が気づかない、意外なこころの落とし⽳
120

桑原朱美 著 プライム涌光 責任編集

⻘春出版社

2021 371.42/HO

122 境界線の学校史 : 戦後⽇本の学校化社会の周縁と周辺

⽊村元 編

東京⼤学出版会

2020 372.1/KY

123 ⼤学⽣学びのハンドブック : 勉強法がよくわかる! 5訂版.

世界思想社編集部 編

世界思想社

2021 377.15/DA

124 発達の気になる⼦の体の動き しくみとトレーニング

川上康則 監修

ナツメ社

2021 378/HA

125 うんこの博物学 : 糞尿から⾒る⼈類の⽂化と歴史

ミダス・デッケルス 著 : ⼭本規雄 訳

作品社

2020 380.4/UN

126 嗜好品の社会学 : 統計とインタビューからのアプローチ

⼩林盾 編

東京⼤学出版会

2020 383.8/SH

127 失われゆく仕事の図鑑 / 永井良和, ⾼野光平他著

永井良和、⾼野光平 他 著

グラフィック社

2020 384.3/US

128 「死」の⽂化史 : 図説

マイケル・ケリガン 著
廣幡晴菜、酒井章⽂ 訳

原書房

2020 385.6/SH

森本雅之 著
Unsui Works, YTI 制作

オーム社

2020 549.8/PA

主婦の友社 編

主婦の友社

2021 590/HI

⾵俗習慣

電気⼯学
129 パワエレ図鑑

⽣活・料理
130 ひとり暮らしで知りたいことが全部のってる本
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(発達障害を考える : ⼼をつなぐ).

書

名

編

著

者

出版社

出版年

ラベルの番号

131 帰るのが楽しみになるひとり暮らしBOOK

Hanamori 著

⼤和書房

2021 590/KA

132 世界の台所探検 : 料理から暮らしと社会がみえる

岡根⾕実⾥ 著

⻘幻舎

2020 596.04/SE

133 ちょっとのコツでけっこう幸せになる⾃炊⽣活

⼭⼝祐加 著

134 初めてでもズボラでもおいしくできる⾃炊のきほん : 作ってみたら簡単だった!

主婦の友社 編

主婦の友社

2021 596/HA

135 18歳からの⾃炊塾 : 九州⼤学 ⽣き⽅が変わる3か⽉

⽐良松道⼀ 著

家の光協会

2020 596/JU

家の光協会

2020 596/RY

エクスナレッジ,

料理本編集者マリエのひとり暮らしの台所幸せの習慣 : 毎⽇ムリなく、機嫌よ
園⽥マリエ 著
136
く
137 ⾷の科学 : 美⾷を求める⼈類の旅

ガイ・クロスビー 著 ; 清⽔玲奈 訳

ニュートンプレス

備考

2020 596/CH

2021 596/SH

漫画
138 透明なゆりかご : 産婦⼈科医院看護師⾒習い⽇記 9

沖⽥×華 著 : ⽵内正⼈ 監修

講談社

2021 726.1/TO/9

井上貴翔 [ほか] 共著

学術図書出版社

2021 816.5/DA

140 お探し物は図書室まで

⻘⼭美智⼦ 著

ポプラ社

2020 913.6/AO

141 この本を盗む者は

深緑野分 著

KADOKAWA

2020 913.6/FU

142 ⽩⿃とコウモリ

東野圭吾 著

幻冬舎

2021 913.6/HI

143 ⽝がいた季節

伊吹有喜 著

双葉社

2020 913.6/IB

144 オルタネート

加藤シゲアキ 著

新潮社

2020 913.6/KA

145 52ヘルツのクジラたち

町⽥そのこ 著

中央公論新社

2020 913.6/MA

146 臨床の砦

夏川草介 著

⼩学館

2021 913.6/NA

147 ⼤学教授、発達障害の⼦を育てる

岡嶋裕史 著

光⽂社

2021 916/DA

五⼗嵐⼤ 著

幻冬舎

2021 916/RO

横道誠 著

医学書院

2021 916/YO

150 ぼく⾃⾝のノオト

ヒュー・プレイサー 著 : きたやまおさむ 訳

創元社

2021 934/BO

151 私の名前を知って

シャネル・ミラー 著 : 押野素⼦ 訳

河出書房新社

2021 936/MI

152 認知症と⽣きる 改訂版

井出訓、⼭川みやえ 編著

放送⼤学教育振興会

2021 03/H/21

(放送⼤学教材 ; 1519352-1-2111)

153 幣原喜重郎 : 国際協調の外政家から占領期の⾸相へ

熊本史雄 著

中央公論新社

2021 07/C/2638

(中公新書 ; 2638)

154 宗教と⽇本⼈ : 葬式仏教からスピリチュアル⽂化まで

岡本亮輔 著

中央公論新社

2021 07/C/2639

(中公新書 ; 2639)

155 鉄道と政治 : 政友会、⾃⺠党の利益誘導から地⽅の⾃⽴へ

佐藤信之 著

中央公論新社

2021 07/C/2640

(中公新書 ; 2640)

156 ⼩説読解⼊⾨ : 『ミドルマーチ』教養講義

廣野由美⼦ 著

中央公論新社

2021 07/C/2641

(中公新書 ; 2641)

157 確かめてナットク!物理の法則

ジョー・ヘルマンス 著 ; 村岡克紀 訳

岩波書店

2021 08/I/933

(岩波ジュニア新書 ; 933).

158 深層学習の原理に迫る : 数学の挑戦

今泉允聡 著

岩波書店

2021 11/I/303

(岩波科学ライブラリー ; 303)

159 ⼤学は何処へ : 未来への設計

吉⾒俊哉 著

岩波書店

2021 13/I/1874

(岩波新書 ; 新⾚版 1874)

160 モダン語の世界へ : 流⾏語で探る近現代

⼭室信⼀ 著

岩波書店

2021 13/I/1875

(岩波新書 ; 新⾚版 1875)

161 「オピニオン」の政治思想史 : 国家を問い直す

堤林剣、堤林恵 著

岩波書店

2021 13/I/1876

(岩波新書 ; 新⾚版 1876)

162 好循環のまちづくり!

枝廣淳⼦ 著

岩波書店

2021 13/I/1877

(岩波新書 ; 新⾚版 1877)

163 9条の戦後史

加藤典洋 著

筑摩書房

2021 16/C/1569

(ちくま新書 ; 1569)

164 持統天皇と男系継承の起源 : 古代王朝の謎を解く

武澤秀⼀ 著

筑摩書房

2021 16/C/1570

(ちくま新書 ; 1570)

165 デジタルで変わる⼦どもたち : 学習・⾔語能⼒の現在と未来

バトラー後藤裕⼦ 著

筑摩書房

2021 16/C/1571

(ちくま新書 ; 1571)

166 現代ロシアの軍事戦略

⼩泉悠 著

筑摩書房

2021 16/C/1572

(ちくま新書 ; 1572)

167 ⽇本の農村 : 農村社会学に⾒る東⻄南北

細⾕昂 著

筑摩書房

2021 16/C/1573

(ちくま新書 ; 1573)

168 悪魔の証明 : なかったことを「なかった」と説明できるか.

⾕岡⼀郎 著

筑摩書房

2021 16/C/1574

(ちくま新書 ; 1574)

169 コロナ対策禍の国と⾃治体 : 災害⾏政の迷⾛と閉塞

⾦井利之 著

筑摩書房

2021 16/C/1575

(ちくま新書 ; 1575).

(KC Kiss)

⾔語
139 ⼤学⽣のための論⽂・レポート作成法 : アカデミックライティングの基本を学ぶ

⽂学

ろうの両親から⽣まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を
148
⾏き来して考えた30のこと
みんな⽔の中
149
: 「発達障害」⾃助グループの⽂学研究者はどんな世界に棲んでいるか

(光⽂社新書 : 1117)

(シリーズケアをひらく)

新書
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