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 書  名  編 著 者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

視聴覚資料

1 ⾼齢者の暮らしを⽀える互助・共助 丸善出版 制作・著作 丸善出版映像メディア部 2020 N800/WA/1 (Maruzen audiovisual library
わかりやすい!事例から学ぶ地域包括ケアシステム 第1巻)

2 介護予防のための⾃助・互助 丸善出版 制作・著作 丸善出版映像メディア部 2020 N800/WA/2 (Maruzen audiovisual library
わかりやすい!事例から学ぶ地域包括ケアシステム 第2巻)

3 ノーサンガー・アベイ  Northanger Abbey Jane Austen [原作] アイ・ヴィー・シー 2011 778.8/NO

4 われらが友 チャールズ・ディケンズ 原作
ジュリアン・ファリノ 監督 アイ・ヴィー・シー 2012 778.8/WA

5 「超」勉強⼒ 中野信⼦、⼭⼝真由 著 プレジデント社 2020 379.7/CH

6 みにくいマルコ : えんとつ町に咲いた花 にしのあきひろ 著 幻冬舎 2021 726.5/EH

7 必修問題まんてんGET! : 2022  看護師国家試験対策研究会編 メディカ出版 2021 N039/HI/22

8 時代の流れと看護の発展 ⽥村美⼦ [ほか]  編著 ふくろう出版 2021 N041/JI (「看護者に期待されるもの」シリーズ :3)

9 セオレティカル・ナーシング : 看護理論の開発と進歩 アファフ・イブラヒム・メレイス 著
中⽊⾼夫、北素⼦、⾕津裕⼦ 監訳 看護の科学社 2021 N110/SE

10 先輩ナースが書いた看護の鉄則 久保健太郎 [ほか] 編著 照林社 2021 N210/SE

11 説明できる検体検査・⽣体検査 : アセスメント・ケアにつながる! Nursing Canvas編集室 編集 学研メディカル秀潤社 2021 N212/SE

12 ⼼電図に関するナースのギモン 安達仁、村⽥誠、⽥中玲⼦ 編著 照林社 2021 N212/SH (⽇ごろの?をまとめて解決)

13 輸液 ⽇本⾚⼗字社
和歌⼭医療センター看護部編著 メディカ出版 2021 N212/YU (コツぶっくす : 先輩ナースの書きこみがぜんぶのってる!)

14 NANDA-I看護診断 : 定義と分類
T. ヘザー・ハードマン、上鶴重美、
カミラ・タカオ・ロペス 原書編集 :上鶴重美
訳

医学書院 2021 N222/NA/21-23

15 看護管理者のための医療経営学 : 働き⽅改⾰と医療機関の健康経営 第3
版  尾形裕也 編著 ⽇本看護協会出版会 2021 N230/KA (看護管理実践Guide)

16 看護学臨地実習ハンドブック : 基本的考え⽅とすすめ⽅  第6版 宮地緑 編著 : 中⽥智⼦ [ほか] 著 ⾦芳堂 2021 N246/KA

17 ミューチュアル・アクションリサーチ : M.ニューマン　"拡張する意識としての健康"
の理論にもとづく質的・実践的・協働的看護研究法 三次真理、遠藤惠美⼦著 すぴか書房 2021 N251/MY

18 看護を学ぶための法と社会保障制度 新版
実践版看護学⽣・看護職必携 : ⽣活者の健康を主体的に⽀援するために 前島良弘 著 ふくろう出版 2021 N260/KA

19 ステップアップ新⽣児循環管理 : 図解とQ&Aでここまで分かる  改訂2版 与⽥仁志編 著 メディカ出版 2021 N380/SU

20 妊婦健診と保健指導パワーアップガイド
正常を確認し異常への対応を究める! : 妊娠期別ガイド 松岡隆 編集 メディカ出版 2021 N390/PE/21 (ペリネイタルケア : 2021年夏季増)

21 写真でわかる助産技術アドバンス 新訂版
妊産婦の主体性を⼤切にしたケア、安全で⺟⼦に優しい助産のわざ 平澤美惠⼦、村上睦⼦ 監修 インターメディカ 2021 N390/SH

22 看護の現場ですぐに役⽴つ臨床看護のキホン
患者さんのニーズに応える看護法が⾝に付く! ⼤⼝祐⽮ 著 秀和システム 2021 N540/KA (ナースのためのスキルアップノート)

23 造⾎細胞移植看護基礎テキスト ⽇本造⾎・免疫細胞療法学会 編集 南江堂 2021 N543/ZO

24 これならわかる!消化器外科の看護ケア 福⻑洋介、⻑井優⼦ 監修 ナツメ社 2021 N548/KO (ナースのための基礎BOOK)

25 CKD保存期ケアガイド CKD委員会保存期グループ 編集 医学書院 2021 N555/CK

26 看護ケアのための摂⾷嚥下時の誤嚥・咽頭残留アセスメントに関する
診療ガイドライン 看護ケア開発・標準化委員会 編集 南江堂 2021 N565/KA

27 ひとりだちできるがん化学療法看護 : 知識,副作⽤,薬の管理,治療と患者対
応 ⼩⻄敏郎 編集 学研メディカル秀潤社 2021 N571/HI (Clinical Nursing Skills)

28 「これ」だけは知っておきたい⾼齢者ケアにおける命を守る知識と技術
超基礎編.  改訂第2版 ⾼野真⼀郎 著 メディカルパブリッシャー 2021 N600/KO

29 パーソン・センタード・ケアに基づく急性期病院の⾼齢者看護 : アセスメントフ
ローで学ぶ 鈴⽊みずえ, ⾦盛琢也 編 ⽇本看護協会出版会 2021 N640/PA

30 認知症plus コミュニケーション : 怒らない・否定しない・共感する ⼤庭輝、 佐藤眞⼀ 著 ⽇本看護協会出版会 2021 N680/NI (認知症plusシリーズ : 12)

31 認知症plus 意思表明⽀援 : ⽇常⽣活の⼼地よさを引き出す対話事例 原沢のぞみ、⾼紋⼦、岩﨑孝⼦ 編集 ⽇本看護協会出版会 2021 N680/NI/13 (認知症plusシリーズ : 13)

32 認知症plus 院内対応と研修 : ケアのポイントを短時間で効果的に学ぶプロ
グラム ⼩川朝⽣ 編 ⽇本看護協会出版会 2021 N680/NI/14 (認知症plusシリーズ : 14)

33 オペナースの疑問、3分で解説します! 吉⽥圭佑 著 メディカ出版 2021 N950/OP

34 緩和ケア・コミュニケーションのエビデンス : ああいうとこういうはなぜ違うのか? 森⽥達也 著 医学書院 2021 N980/KA

⾃然科学

35 科学を語るとはどういうことか : 科学者、哲学者にモノ申す 増補版  須藤靖、伊勢⽥哲治 著 河出書房新社 2021 401/KA

36 探究する精神 : 職業としての基礎科学 ⼤栗博司 著 幻冬舎 2021 404/TA (幻冬舎新書 : 612)

37 天⽂遺産 : 宇宙を拓いた⽇本の天⽂学者たち ⽇経サイエンス編集部 編 ⽇経サイエンス社 2021 405/BE/245 (別冊⽇経サイエンス : 245)

38 科学者をまどわす魔法の数字,インパクト・ファクターの正体
誤⽤の悪影響と賢い使い⽅を考える

⿇⽣⼀枝 著 ⽇本評論社 2021 407/KA

39 研究者・研究職・⼤学院⽣のための対話トレーニング : きく、伝える、分かち合う 加納圭 [ほか] 編 ナカニシヤ出版 2021 407/KE

リクエスト

看護学

国家試験問題集

7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

40 ネイティブが教える⽇本⼈研究者のための英⽂レター・メール術 : ⽇常⽂書か
ら査読対応まで

エイドリアン・ウォールワーク著
前平謙⼆, 笠川梢訳 講談社 2021 407/NE

41 「役に⽴たない」研究の未来 初⽥哲男、⼤隅良典、隠岐さや⾹ 著
柴藤亮介 ナビゲータ 柏書房 2021 407/YA

42 読む・打つ・書く : 読書・書評・執筆をめぐる理系研究者の⽇々 三中信宏 著 東京⼤学出版会 2021 407/YO

43 数の発明 : 私たちは数をつくり、数につくられた ケイレブ・エヴェレット [著]
屋代通⼦ 訳 みすず書房 2021 410.2/KA

44 計算する⽣命 森⽥真⽣ 著 新潮社 2021 410.4/KE

45 データ分析のための統計学⼊⾨ David M. Diez, Mine Çetinkaya-
Rundel, Christopher D. Barr 著 ⽇本統計協会 2021 417/DE

46 データサイエンス指向の統計学  第2版 ⼤内俊⼆ 著 学術図書出版社 2021 417/DE

47 ⼊⾨統計学 : 検定から多変量解析・実験計画法・ベイズ統計学まで 第2版 栗原伸⼀ 著 オーム社 2021 417/NY

48 SPSSによる分散分析・混合モデル・多重⽐較の⼿順 ⽯村光資郎 著 東京図書 2021 417/SP

49 統計学のキホン : 数学をつかう意味がわかる ⽯村友⼆郎 著 東京図書 2021 417/TO

50 統計で転ばぬ先の杖 島⽥めぐみ、野⼝裕之 著 ひつじ書房 2021 417/TO

51 学名の秘密 : ⽣き物はどのように名付けられるか スティーヴン・B.ハード 著
上京恵 訳 原書房 2021 460.34/GA

52 達⼈に訊くバイオ画像取得と定量解析Q&A : 顕微鏡の設定からImageJに
よる解析・⾃動化まで

加藤輝, ⼩⼭宏史 編 ⽺⼟社 2021 460.75/TA (実験医学 ; 別冊)

53 ネオウイルス学 河岡義裕 編 集英社 2021 465.8/NE (集英社新書 : 1059G)

54 私の顔はどうしてこうなのか : ⾻から読み解く⽇本⼈のルーツ 溝⼝優司 著 ⼭と溪⾕社 2021 469.43/WA

55 先⽣、頭突き中のヤギが尻尾で笑っています! ⼩林朋道 著 築地書館 2021 481.78/SE (「⿃取環境⼤学」の森の⼈間動物⾏動学)

医学
56 間違った医療 : 医学的無益性とは何か ローレンス・J・シュナイダーマン

ナンシー・S・ジェッカー 著 勁草書房 2021 490.15/MA

57 医療系データのとり⽅・まとめ⽅  第2版 対⾺栄輝, ⽯⽥⽔⾥ 著 東京図書 2021 490.19/IR

58 必ず読めるようになる医学英語論⽂究極の検索術×読解術 康永秀⽣ 著 ⾦原出版 2021 490.7/KA

59 基礎から学ぶ楽しい学会発表・論⽂執筆  第2版 中村好⼀ 著 医学書院 2021 490.7/KI

60 iPS細胞の研究室 : 体のしくみから研究の未来まで 京都⼤学iPS細胞研究所国際広報室 編
志⽥あやか 著 東京図書 2020 491.11/IP

61 イラストレイテッド⽣理学 Robin R.Preston, Thad E.Wilson [著]
; 安⻄尚彦 [ほか訳] 丸善出版 2021 491.3/IR (リッピンコットシリーズ)

62 マンガでわかる解剖⽣理学 坂井建雄 監修 池⽥書店 2021 491.3/MA

63 バレット博⼠の脳科学教室7 1/2章 リサ・フェルドマン・バレット 著
⾼橋洋 訳 紀伊國屋書店 2021 491.37/BA

64 検査値の読み⽅・考え⽅ : 専⾨医からのアドバイス  第3版 ⻄崎統、村⽥満、上原由紀 編集 総合医学社 2021 492.1/KE

65 糖尿病学  2021 ⾨脇孝、⼭内敏正 編集 診断と治療社 2021 493.12/TO/21

66 誤嚥性肺炎の主治医⼒ 吉松由貴 著 南⼭堂 2021 493.38/GO

67 潰瘍性⼤腸炎・クローン病の今すぐ使える安⼼レシピ : 科学的根拠にもとづく、症
状に応じた⾷事と栄養 宮崎拓郎 著、中東真紀 著、杉原康平 著 講談社 2021 493.46/KA

68 なりすまし : 正気と狂気を揺るがす、精神病院潜⼊実験 スザンナ・キャハラン 著
宮崎真紀 訳 亜紀書房 2021 493.7/NA (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ ; 3-16)

69 発達障害を家族で乗り越える本 : 親と⼦どもの関係を良好にする“家族療法
"のすすめ : 親⼦で理解する発達障害の本

宮尾益知 監修 河出書房新社 2021 493.76/HA

70 うつが治る⾷べ⽅、考え⽅、すごし⽅ : 完全復職率9割の医師が教える 廣瀬久益 著 CCCメディアハウス 2015 493.76/UT

71 悪魔の細菌 : 超多剤耐性菌から夫を救った科学者の戦い ステファニー・ストラスディー
トーマス・パターソン 著 中央公論新社 2021 493.8/AK

72 たいせつな家族を感染症から守る本 ⽣⽥和良 著 講談社 2021 493.8/TA

73 ねころんで読めるワクチン : 知ってるつもりがくつがえる
医療者のためのワクチン学⼊⾨書 : やさしく学ぶ予防接種のすべて

笠井正志 著 メディカ出版 2021 493.82/NE

74 敗⾎症controversy 近藤豊編 著 中外医学社 2021 493.83/HA

75 最後の天然痘地帯 : エチオピア : 若き隊員たちの「感染症」との苦闘の記録 ⽮嶋和江 著 東洋出版 2021 493.87/SA

76 よくみる⼩児疾患101 第2版
これだけは知っておきたい! : ベテランに学ぶ初期対応と処⽅の実際

神川晃、秋⼭千枝⼦ 編集 総合医学社 2021 493.92/YO

77 ヴィクトリア朝医療の歴史 : 外科医ジョゼフ・リスターと歴史を変えた治療法 リンジー・フィッツハリス著
⽥中恵理⾹訳 原書房 2021 494/VI

78 おいしい腎臓病の⾷事
よくわかるステージ別⾷べて良いもの、控えるもの : ⾷事のコツで、症状を改

富野康⽇⼰ 編著
杉村紀⼦ 栄養監修 法研 2021 494.93/OI

79 ⽇本の男性不妊 : 当事者夫婦の語りから ⽵家⼀美 著 晃洋書房 2021 494.97/NI

80 ⼦どもの⾷と栄養 : 健康なからだとこころを育む⼩児栄養学 改訂第3版 ⽔野清⼦ [ほか] 編著 診断と治療社 2021 493.98/KO

81 ⽬的別⾞椅⼦シーティングのススメ : 「なぜそうすべきか」がわかる! ⼩原謙⼀, 藤⽥⼤介 編 診断と治療社 2021 494.74/MO

82 ⽣理で知っておくべきこと : ⾃分の体を守る正しいデータを持てなかった⼥性た
ちへ

細川モモ 著 ⽇経BP 2021 495.13/SE

83 妊産褥婦メンタルケアガイドブック : ⾃殺企図,うつ病,育児放棄を防ぐために
救急現場における精神科的問題の初期対応

⽇本臨床救急医学会「⾃殺企図者のケアに
関する検討委員会」 監修 へるす出版 2021 495.5/NI

84 患者さん向け⽿鳴診療Q&A ⽇本聴覚医学会 編 ⾦原出版 2021 496.6/KA

85 医事法と患者・医療従事者の権利 内⽥博⽂ [著] みすず書房 2021 498.12/IJ

86 メディカルスタッフのための基礎からわかる⼈間関係論 ⼭蔦圭輔, 本⽥周⼆ 著 南⼭堂 2021 498.14/ME

87 現場で使えるクリニカルパス実践テキスト 第2版 今⽥光⼀ [ほか] 編 医学書院 2021 498.16/GE



 書  名  編 著 者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

88 休養学基礎 : 疲労を防ぐ!健康指導に活かす : 正しい休養、評価、指導の
すすめ⽅

杉⽥正明, ⽚野秀樹 編著  メディカ出版 2021 498.35/KY

89 新⾷品成分表 : FOODS  2021 新⾷品成分表編集委員会 編 東京法令出版 2021 498.51/SH/21

90 分⼦調理の⽇本⾷ ⽯川伸⼀、⽯川繭⼦、桑原明 著 オライリー・ジャパン 2021 498.53/BU (Make: Japan books)

91 はじめてとりくむ⽔・電解質の管理 :⽔分管理の基礎と経⼝補⽔療法  基礎
編

⾕⼝英喜著 医⻭薬出版 2021 498.58/HA (臨床栄養 : 別冊)

92 疫病と⼈類知 : 新型コロナウイルスが私たちにもたらした深遠かつ永続的な影
響

ニコラス・クリスタキス 著
庭⽥よう⼦ 訳 講談社 2021 498.6/EK

93 疫学・健康統計学 緒⽅裕光編著、清原康介、
⼩⻄⾹苗、 飯坂真司共著 建帛社 2021 498.6/EK

94 新型コロナウイルスの感染対策 : カラーイラストで学ぶ 下間正孝 絵と⽂ ⾦芳堂 2021 498.6/KA

95 疾病捜査官 : 感染症封じ込めエキスパートの事件簿 アリ・S・カーン, ウィリアム・パトリック [著]
熊⾕玲美　訳 みすず書房 2021 498.6/SH

96 産業保健マニュアル  改訂8版 森晃爾 総編集 南⼭堂 2021 498.8/SA

⼼理学・⼈⽣訓

97 勉強の哲学 : 来たるべきバカのために 千葉雅也著 ⽂藝春秋 2017 002/BE

98 極(エッセンシャル)アウトプット : 「伝える⼒」で⼈⽣が決まる 樺沢紫苑 著 ⼩学館 2021 002.7/ES (⼩学館YouthBooks)

99 ⾃由になるための技術リベラルアーツ ⼭⼝周 著 講談社 2021 002/JI

100 仕事ではじめる機械学習  第2版 有賀康顕、中⼭⼼太、⻄林孝 著 オライリー・ジャパン 2021 007.13/SH

101 やってみようテキストマイニング : ⾃由回答アンケートの分析に挑戦!  増訂版 ⽜澤賢⼆ 著 朝倉書店 2021 007.6/YA

102 本はどう読むか 清⽔幾太郎 著 講談社 1972 019.1/HO (講談社現代新書 : 297)

103 教育現場と研究者のための著作権ガイド 上野達弘 編 有斐閣 2021 021.2/KY

地誌・紀⾏

104 公認⼼理師試験の問題と解説  2021 こころの科学増刊編集部 編 ⽇本評論社 2021 140.5/KO/21 (こころの科学増刊 : 2021)

105 メンタライゼーションを学ぼう : 愛着外傷をのりこえるための臨床アプローチ 池⽥暁史著 ⽇本評論社 2021 146.8/ME

106 認知⾏動療法で周囲の気持ちがわかる⾃分になる ⽟井仁 監修 ⽇本能率協会マネジメントセンター 2021 146.8/NI

107 こころを使うということ : 今求められる⼼理職のアイデンティティ 藤⼭直樹、笠井清登 編著 岩崎学術出版社 2021 146/KO

108 上京物語 : 僕の⼈⽣を変えた、⽗の五つの教え 喜多川泰 著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2009 159/JO

109 いのちを輝かせるもの : ⼼をいやすメッセージ 柏⽊哲夫　著  いのちのことば社 2021 198.34/IN

地誌・紀⾏

110 ⻄暦⼀〇〇〇年グローバリゼーションの誕⽣ ヴァレリー・ハンセン著 ; ⾚根洋⼦訳 ⽂藝春秋 2021 209.4/SE

111 中世ヨーロッパ : ファクトとフィクション ウィンストン・ブラック　著 平凡社 2021 230.4/CH

112 古代ローマ⼈の危機管理 堀賀貴　編 九州⼤学出版会 2021 232.4/KO

113 拝啓キュリー先⽣ : マリー・キュリーとラジウム研究所の⼥性たち 川島慶⼦　著 ドメス出版 2021 289.3/HA

社会科学

114 コロナ危機と未来の選択 : パンデミック・格差・気候危機への市⺠社会の提⾔ アジア太平洋資料センター　編
藤原⾠史 [ほか] 著 コモンズ 2021 304/KO

115 ⼈権教育及び⼈権啓発施策 令和2年度 法務省, ⽂部科学省編 勝美印刷 2021 316.1/JI/21 (⼈権教育・啓発⽩書 ; 令和3年版)

116 なぜ、脱成⻑なのか : 分断・格差・気候変動を乗り越える ヨルゴス・カリス [ほか] 著
上原裕美⼦、保科京⼦ 訳 NHK出版 2021 331.19/NA

117 10代からのSDGs : いま、わたしたちにできること 原佐知⼦ 著 ⼤⽉書店 2021 333.8/JU

118 カカ・ムラド〜ナカムラのおじさん ガフワラ 原作
さだまさし [ほか] 訳・⽂ 双葉社 2020 333.82/KA

119 良い戦略、悪い戦略 リチャード・P・ルメルト 著
村井章⼦ 訳  ⽇本経済新聞出版社 2012 336.1/YO

120 マネジャーの最も⼤切な仕事 : 95%の⼈が⾒過ごす「⼩さな進捗」の⼒ テレサ・アマビール、スティーブン・クレイマー著
樋⼝武志 訳 英治出版 2017 336.3/MA

121 仕事を教えることになったら読む本 濱⽥秀彦 著 アルク 2021 336.47/SH

社会科学

122 ありふれた⾔葉が武器になる伝え⽅の法則 : センス不要すぐ使える 本橋亜⼟ 著 かんき出版 2021 361.45/AR

123 実⼒も運のうち : 能⼒主義は正義か? マイケル・サンデル 著
⻤澤忍 訳 早川書房 2021 361.8/JI

124 ⽇本のセーフティーネット格差 : 労働市場の変容と社会保険 酒井正 著 慶應義塾⼤学出版会 2021 364/NI

125 シングルマザーの貧困はなぜ解消されないのか
「働いても貧困」の現実と⽀援の課題

中囿桐代 著 勁草書房 2021 366.38/SH

126 イラストで学ぶジェンダーのはなし : みんなと⾃分を理解するためのガイドブック アイリス・ゴットリーブ イラスト・⽂
野中モモ 訳 フィルムアート社 2021 367.1/IR

127 グローバル・ディスコースと⼥性の⾝体
アフリカの⼥性器切除とローカル社会の多様性

宮脇幸⽣ [ほか] 編著 晃洋書房 2021 367.2/GU

128 ヤングケアラーわたしの語り : ⼦どもや若者が経験した家族のケア・介護 澁⾕智⼦　編 ⽣活書院 2020 369/YA

129 マイノリティデザイン 澤⽥智洋　著 ライツ社 2021 369.04/MA

130 こんな介護がしたい : 認知症の⼈との幸せ時間のつくり⽅ 多摩平の森の病院 編
吉岡充 監修 法研 2021 369.26/KO

131 居宅介護と変容する家族像をさぐる
 「ホームホスピス」への取り組みを⼿がかりとして

関孝敏、松浦尊麿、藤⽥益伸 編著 北海道⼤学出版会 2021 369.26/KY



 書  名  編 著 者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

132 ろう⼥性学⼊⾨ : 誰⼀⼈取り残さないジェンダーインクルーシブな社会を⽬指
して

⼩林洋⼦ 編 ⽣活書院 2021 369.27/RO

133 ⼦どもたちがつくる町 : ⼤阪・⻄成の⼦育て⽀援 村上靖彦 著 世界思想社 2021 369.4/KO

134 ジソウのお仕事 : 50の物語で考える⼦ども虐待と児童相談所  データ改訂版 ⻘⼭さくら、川松亮 著 フェミックス 2021 369.43/JI

教育

135 ハーバード式Zoom授業⼊⾨ : オンライン学習を効果的に⽀援するガイド ダン・レヴィ 著
今村肇 [ほか] 訳 ⻘⼸社 2021 375.19/HA

136 クラウドで育てる次世代型情報活⽤能⼒
Google for Education による新しい学び

堀⽥⿓也、⼭内祐平 編著 ⼩学館 2021 375.19/KU

137 乳幼児期の性教育ハンドブック 浅井春夫 [ほか] 編著 かもがわ出版 2021 376.15/NY

138 私たちが勉強する意味 : 最⾼に楽しかったブラックゼミ 桑原志帆 [ほか] 著 関⻄学院⼤学出版会 2021 377/WA

139 ⼤学教育と学⽣⽀援 中井俊樹 編著 ⽟川⼤学出版部 2021 377.1/DA (⼤学SD講座 ; 2)

140 東京⼤学のアクティブラーニング : 教室・オンラインでの授業実施と⽀援 東京⼤学教養教育⾼度化機構
アクティブラーニング部⾨ 編 東京⼤学出版会 2021 377.15/TO

141 発達障害のある⽣徒・学⽣へのコミュニケーション⽀援の実際
修学から就職後の⽀援まで

⻄村優紀美 編著 ⾦⼦書房 2021 378/HA

142 東⼤⽣のノートから学ぶ天才の思考回路をコピーする⽅法 ⽚⼭湧⽃ 著 ⽇本能率協会マネジメントセンター 2021 379.7/TO

143 ひびわれ壷 菅原裕⼦ 訳 ⼆⾒書房 2011 379.9/HI

144 ⾷の世界を⽣きる : ⾷の⼈類学への招待 河合利光 編著 時潮社 2021 383.8/SH

145 ともに⾷べるということ : 共⾷にみる⽇本⼈の感性 福⽥育弘 著 教育評論社 2021 383.81/TO

146 ⽇本疫病図説 : 絵に込められた病魔退散の祈り 畑中章宏 著 笠間書院 2021 387/NI

教育

147 スニーカーの⽂化史 : いかにスニーカーはポップカルチャーのアイコンとなったか ニコラス・スミス 著
中⼭宥 訳 フィルムアート社 2021 589.25/SU

148 25歳⼥性起業家の号泣戦記 ⼭⼝絵理⼦ 著 講談社 2007 589.27/25 (講談社BIZ : 裸でも⽣きる [1])

園芸

149 カーネーションの⽂化誌 トゥイグス・ウェイ 著
⽵⽥円 訳 原書房 2021 627.58/KA (花と⽊の図書館)

150 桜の⽂化誌 コンスタンス・L・カーカー,
メアリー・ニューマン著  富原まさ江訳 原書房 2021 627.73/SA (花と⽊の図書館)

教育

151 簡単なことではないけれど⼤丈夫な⼈になりたい ホンファジョン 著
藤⽥麗⼦ 訳 ⼤和書房 2020 726.1/KA

152 ミステリと⾔う勿れ  1 ⽥村由美 著 ⼩学館 2018 726.1/MI (flowersフラワーコミックスα)

153 みんなとおなじくできないよ : 障がいのあるおとうととボクのはなし 湯浅正太 作
⽯井聖岳 絵 ⽇本図書センター 2021 726.5/EH

154 ぼく モグラ キツネ ⾺ チャーリー・マッケジー 著
川村元気 訳 ⾶⿃新社 2021 726.6/BO

⾔語

155 ⽇本語とにらめっこ : ⾒えないぼくの学習奮闘記 モハメド・オマル・アブディン 著
河路由佳聞き⼿・構成 ⽩⽔社 2021 810.7/NI

156 論⽂の書き⽅  改版 清⽔幾太郎 著 岩波書店 2015 816.5/RO (岩波新書 : ⻘版 341, F92)

⽂学

157 感染症⽂学論序説 : ⽂豪たちはいかに書いたか ⽯井正⼰ 著 河出書房新社 2021 910.26/IS

158 イエスの⽣涯  54刷改版 遠藤周作 著 新潮社 2005 913.6/EN (新潮⽂庫 ; え-1-16, 2851)

159 世界から猫が消えたなら 川村元気 著 マガジンハウス 2012 913.6/KA

160 書斎の鍵 : ⽗が遺した「⼈⽣の奇跡」 喜多川泰 著 現代書林 2015 913.6/KI

161 いのちの停⾞場 南杏⼦ 著 幻冬舎 2020 913.6/MI

162 料理に対する「ねばならない」を捨てたら、うつの⾃分を受け⼊れられた。 阿古真理 著 幻冬舎 2021 916/AK

163 躁鬱⼤学 : 気分の波で悩んでいるのは、あなただけではありません 坂⼝恭平 著 新潮社 2021 916/SA

164 病むことについて  新装版 ヴァージニア・ウルフ [著]
川本静⼦ 編訳 みすず書房 2021 934.7/YA

新書

165 フクシマ⼟壌汚染の10年 : 放射性セシウムはどこへ⾏ったのか 中⻄友⼦ 著 NHK出版 2021 01/N/1268 (NHKブックス : 1268)

166 「普遍性」をつくる哲学 : 「幸福」と「⾃由」をいかに守るか 岩内章太郎 著 NHK出版 2021 01/N/1269 (NHKブックス : 1269)

167 円周率πの世界 : 数学を進化させた「魅惑の数」のすべて 柳⾕晃 著 講談社 2021 02/B/2147 (ブルーバックス : B-2147)

168 多様体とは何か : 空間と次元から学ぶ現代科学の基礎概念 ⼩笠英志 著 講談社 2021 02/B/2160 (ブルーバックス ; B-2160)

169 論理パズル100 : 世界の名作から現代の良問まで ⼩野⽥博⼀ 著 講談社 2021 02/B/2174 (ブルーバックス : B-2174)

170 爆発する宇宙 : 138億年の宇宙進化 ⼾⾕友則 著 講談社 2021 02/B/2175 (ブルーバックス : B-2175)

171 宇宙⼈と出会う前に読む本 : 全宇宙で共通の教養を⾝につけよう ⾼⽔裕⼀ 著 講談社 2021 02/B/2176 (ブルーバックス ; B-2176)

172 はじめての機械学習 : 中学数学でわかるAIのエッセンス ⽥⼝善弘 著 講談社 2021 02/B/2177 (ブルーバックス ; B-2177)

173 ケアとは何か : 看護・福祉で⼤事なこと 村上靖彦 著 中央公論新社 2021 07/C/2646 (中公新書 : 2646)



 書  名  編 著 者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

174 ⾼地⽂明 : 「もう⼀つの四⼤⽂明」の発⾒ ⼭本紀夫 著 中央公論新社 2021 07/C/2647 (中公新書 : 2647)

175 藤原仲⿇呂 : 古代王権を動かした異能の政治家 仁藤敦史 著 中央公論新社 2021 07/C/2648 (中公新書 : 2648)

176 東京復興ならず : ⽂化⾸都構想の挫折と戦後⽇本 吉⾒俊哉 著 中央公論新社 2021 07/C/2649 (中公新書 : 2649)

177 はじめての哲学 藤⽥正勝 著 岩波書店 2021 08/I/935 (岩波ジュニア新書 : 935)

178 ゲッチョ先⽣と⾏く沖縄⾃然探検 盛⼝満 著 岩波書店 2021 08/I/936 (岩波ジュニア新書 : 936)

179 名随筆で学ぶ英語表現 : 寺⽥寅彦in English トム・ガリー、松下貢 著 岩波書店 2021 11/I/304 (岩波科学ライブラリー : 304)

180 少年法⼊⾨ 廣瀬健⼆ 著 岩波書店 2021 13/I/1881 (岩波新書 : 新⾚版 1881)

181 グリーン・ニューディール : 世界を動かすガバニング・アジェンダ 明⽇⾹壽川 著 岩波書店 2021 13/I/1882 (岩波新書 : 新⾚版 1882)

182 東南アジア史10講 古⽥元夫 著 岩波書店 2021 13/I/1883 (岩波新書 : 新⾚版 1883)

183 『失われた時を求めて』への招待 吉川⼀義 著 岩波書店 2021 13/I/1884 (岩波新書 : 新⾚版 1884)

184 源⽒物語を読む ⾼⽊和⼦ 著 講談社 2021 13/I/1885 (岩波新書 : 新⾚版 1885)

185 真説⽇本左翼史 : 戦後左派の源流1945-1960 池上彰、佐藤優 著 講談社 2021 14/K/2620 (講談社現代新書 : 2620)

186 未来のドリル : コロナが⾒せた⽇本の弱点 河合雅司 著 講談社 2021 14/K/2621 (講談社現代新書 : 2621)

187 本当に君は総理⼤⾂になれないのか ⼩川淳也, 中原⼀歩 著 講談社 2021 14/K/2622 (講談社現代新書 : 2622)

188 数学独習法 冨島佑允 著 講談社 2021 14/K/2623 (講談社現代新書 : 2623)

189 下剋上 ⿊⽥基樹 著 講談社 2021 14/K/2624 (講談社現代新書 : 2624)

190 変貌する未来 : 世界企業14社の次期戦略 クーリエ・ジャポン編 講談社 2021 14/K/2625 (講談社現代新書 ; 2625)

191 活劇映画と家族 筒井康隆 著 講談社 2021 14/K/2626 (講談社現代新書 ; 2626)

192 ⽇本哲学の最前線 ⼭⼝尚 著 講談社 2021 14/K/2627 (講談社現代新書 ; 2627)

193 第三の精神医学 : ⼈間学が癒やす⾝体・魂・霊 濱⽥秀伯 著 講談社 2021 15/K/749 (講談社選書メチエ : 749)

194 使える哲学 : 私たちを駆り⽴てる五つの欲望はどこから来たのか 荒⾕⼤輔 著 講談社 2021 15/K/751 (講談社選書メチエ ; 751)

195 近代アジアの啓蒙思想家 岩崎育夫 著 講談社 2021 15/K/752 (講談社選書メチエ ; 752)

196 埴輪は語る 若狭徹 著 筑摩書房 2021 16/C/1576 (ちくま新書 : 1576)

197 ⾹港危機の700⽇全記録 益満雄⼀郎 著 筑摩書房 2021 16/C/1577 (ちくま新書 : 1577)

198 聖⺟の美術全史 : 信仰を育んだイメージ 宮下規久朗 著 筑摩書房 2021 16/C/1578 (ちくま新書 : 1578)

199 古代史講義  ⽒族篇 佐藤信 編 筑摩書房 2021 16/C/1579 (ちくま新書 : 1579)

200 疫病の精神史 : ユダヤ・キリスト教の穢れと救い ⽵下節⼦ 著 筑摩書房 2021 16/C/1580 (ちくま新書 : 1580)

201 廃仏毀釈 : 寺院・仏像破壊の真実 畑中章宏 著 筑摩書房 2021 16/C/1581 (ちくま新書 : 1581)

202 バイアスとは何か 藤⽥政博 著 筑摩書房 2021 16/C/1582 (ちくま新書 : 1582)

203 英語の思考法 : 話すための⽂法・⽂化レッスン 井上逸兵 著 筑摩書房 2021 16/C/1583 (ちくま新書 : 1583)

204 認知症そのままでいい 上⽥諭 著 筑摩書房 2021 16/C/1584 (ちくま新書 : 1584)

205 国際貿易法⼊⾨ : WTOとFTAの共存へ 関根豪政 著 筑摩書房 2021 16/C/1585 (ちくま新書 : 1585)

206 すべてはタモリ、たけし、さんまから始まった 太⽥省⼀ 著 筑摩書房 2021 16/C/1586 (ちくま新書 : 1586)

207 ミャンマー政変 : クーデターの深層を探る 北川成史 著 筑摩書房 2021 16/C/1587 (ちくま新書 : 1587)

208 環境社会学⼊⾨ : 持続可能な未来をつくる ⻑⾕川公⼀ 著 筑摩書房 2021 16/C/1588 (ちくま新書 : 1588)

209 ⼤正史講義 筒井清忠 編 筑摩書房 2021 16/C/1589 (ちくま新書 : 1589)

210 男⼥共同参画⽩書  令和3年版 内閣府男⼥共同参画局編 勝美印刷 2021 367.21/DA/21 持出禁⽌

211 福祉⾏政報告例  令和元年度 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 369.1/FU/19 持出禁⽌

212 国⺠健康・栄養の現状 : 厚⽣労働省国⺠健康・栄養調査報告より  令和
元年

医薬基盤・健康・栄養研究所 監修 第⼀出版 2021 498.55/KO/19 持出禁⽌

213 2050年カーボンニュートラルに向けた経済社会のリデザイン(再設計)
環境⽩書/循環型社会⽩書/⽣物多様性⽩書  令和3年版

環境省編 ⽇経印刷 2021 519.1/KA/21 持出禁⽌
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