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 書  名  編 著 者  出 版 社 出版年 ラベル番号 備考

リクエスト図書
1 ⾝体診察 : 免許皆伝 : ⽬的別フィジカルの取り⽅伝授します  平島修, 志⽔太郎, 和⾜孝之編集 医学書院 2017 492.11/SH ジェネラリストBOOKS

2 脳卒中 : 基礎知識から最新リハビリテーションまで  正⾨由久, ⾼⽊誠編著 医⻭薬出版 2019 493.73/NO

3 創造られたヒロイン、ナイチンゲールの虚像と実像 : ナイチンゲール⽣誕200年
記念出版

 中島俊郎, 松野修, ⼭崎⿇由美, ⼭中千恵,
けいろー, 岩⽥恵⾥⼦,加納佳代⼦, 宮本眞⺒ ⽇本看護協会出版会 2022 N020/NA/7 ナイチンゲールの越境 ; 7

4 必修問題まんてんGET! : 看護師国家試験対策ブック  ; 2023  看護師国家試験対策研究会編  メディカ出版 2022 N039/HI/23

5 看護師国試ここだけ覚える!  ; 2023  看護師国家試験対策プロジェクト編集  照林社 2022 N039/KA/23 プチナース

6 クエスチョン・バンク保健師国家試験問題解説 ; 2022(第14版)  医療情報科学研究所編集  メディックメディア 2022 N039/KU/22 第14版

7 新はじめよう!フットケア  ⻄⽥壽代監修 ; ⽇本トータルフットマネ
ジメント協会編  ⽇本看護協会出版会 2022 N211/HA

8 看護の現場ですぐに役⽴つ12誘導⼼電図のキホン : 臨床現場での⼼電図
判読の実践⼒が⾝に付く!  ⾼橋健太郎, 雜賀智也編著 秀和システム 2022 N212/KA ナースのためのスキルアップノート

9 看護管理実践計画書標準テキスト : 職場を改善する課題解決術  改訂第
2版. --  佐藤美⾹⼦著  ⽇総研出版 2022 N230/KA

10 看護職の働き⽅から考えるジェンダーと医療の社会学 : 感情資本・ジェンダー
資本  佐藤典⼦著  専修⼤学出版局 2022 N230/KA

11 看護のためのリフレクションワークブック  ⽥村由美著 ; 池⻄悦⼦著  看護の科学新社 2022 N240/KA

12 基礎からの看護保健統計学 : データの基本から多変量解析まで  松⽊秀明, 須藤真由美, 松⽊勇樹著 東京図書 2022 N251/KI

13 ⼥性と助産師のパートナーシップ : 実践のためのモデル  カレン・ギリランド, サリー・ペアマン著 ;
ドーリング景⼦訳 ⽇本助産師会出版 2022 N390/JO

14 写真でわかる⼩児看護技術アドバンス : ⼩児看護に必要な臨床技術を中
⼼に 　 新訂第2版. --  佐々⽊祥⼦編著 ; ⼭元恵⼦監修  インターメディカ 2022 N440/SH

15 テクニックいらずの胸部X線ヨミカタノート : ⼈⼯呼吸管理中に⾒るべき変化が
わかる!  中島幹男編著  メディカ出版 2022 N547/MI/22

16 これならわかる!透析看護 : 観察・ケア・トラブル対策・⽀援  松岡由美⼦, 花房規男監修・著  ナツメ社 2022 N555/KO ナースのための基礎BOOK

17 透析室で⾶び交う⽤語らくわかりイラスト事典280 : 新⼈スタッフ必携!  佐藤隆, 熊澤ひとみ編 メディカ出版 2022 N555/TO/22 透析ケア ; 2022年夏季増刊(通巻376号)

18 看護の現場ですぐに役⽴つ⽪膚疾患看護のキホン : ⽪膚疾患のケアのポイン
トが⾝に付く!  梶⻄ミチコ著  秀和システム 2022 N562/KA ナースのためのスキルアップノート

19 ナースのための形成外科治療・ケアマスターガイド : 「先天異常、外傷、再建外科、腫瘍、
潰瘍」の⼿術・治療・看護を網羅的に解説! : 豊富な写真&イラストでわかる!  尾﨑峰編著  メディカ出版 2022 N563/NA

20 認知症plus「⾷」を⽀えるケア : ⾷事介助のコツから栄養ケア・⼝腔ケアまで
わかるQ&A44  枝広あや⼦編  ⽇本看護協会出版会 2022 N680/NI/18 認知症plusシリーズ ; 18

21 認知症plus⾏動・⼼理症状のケア : 「その⼈らしさ」を引き出す⽀援とかかわ
り⽅  内⽥陽⼦編  ⽇本看護協会出版会 2022 N680/NI/19 認知症plusシリーズ ; 19

22 訪問看護のための栄養アセスメント・⾷⽀援ガイド  江頭⽂江編著 ; 梶井⽂⼦編集  中央法規出版 2022 N820/HO

23 訪問看護事業所のBCP<事業継続計画> : リソース中⼼に考える!つくれ
る!使える!  訪問看護BCP研究会編  ⽇本看護協会出版会 2022 N820/HO

24 在宅療養者のスキンケア : 健やかな⽪膚を維持するために  岡部美保編  ⽇本看護協会出版会 2022 N820/ZA

25 在宅ケアのための判断⼒トレーニング : 訪問看護師の思考が⾒える  清⽔奈穂美著  医学書院 2022 N820/ZA

26 オペナースのための⼿術体位最新Q&A52 : 個別性による困難事例を最速
解決!  ⼩澤聡貴, 村上⾹織編著 メディカ出版 2022 N951/OP/22 Ope nursing ; 別冊

27 観察とアセスメントは解剖⽣理が9割 : ICUナースのための解剖⽣理  横⼭俊樹監修  メディカ出版 2022 N953/KA

28 終末期の意思決定 : コロナ禍の⼈⽣会議に向けて  冲永隆⼦著  晃洋書房 2022 490.14/SH

29 七三⼀部隊と⼤学  吉中丈志編  京都⼤学学術出版会 2022 490.15/NA

30 ⽣命倫理のレッスン : ⼈体改造はどこまで許されるのか?  ⼩林亜津⼦著  筑摩書房 2022 490.15/SE ちくまQブックス

31 シシリー・ソンダース、ケアを語る : 私のスピリチュアリティ  シシリー・ソンダース著 ; デイヴィッド・ク
ラーク編 ; ⼩森康永訳  北⼤路書房 2022 490.15/SH

32 医療従事者のための評価スケール・予測モデルの考え⽅・活かし⽅ : 測れな
いものを測るには?  奥⽥千恵⼦著  ⾦芳堂 2022 490.19/IR

33 呼吸器のしくみ  弦間昭彦監修  マイナビ出版 2022 491.33/KO 運動・からだ図解

34 ひと⽬でわかる脳のしくみとはたらき図鑑  ⼩野良平訳  創元社 2022 491.371/HI イラスト授業シリーズ

35 脳は世界をどう⾒ているのか : 知能の謎を解く「1000の脳」理論  ジェフ・ホーキンス著 ; ⼤⽥直⼦訳  早川書房 2022 491.371/NO

36 ⾃律神経 : 初めて学ぶ⽅のためのマニュアル  榊原隆次, 内⽥さえ編著 中外医学社 2022 491.373/JI

37 Bad blood : シリコンバレー最⼤の捏造スキャンダル全真相  ジョン・キャリールー著 ; 関美和, 櫻井祐
⼦訳 集英社 2021 492.17/BA

38 ⽊材セラピー : ⽊のやさしさを科学する  宮崎良⽂, 池井晴美編著 創元社 2022 492.5/MO

39 電解質⻁の巻 : より理解を深める!  種本雅之著  医学図書出版 2022 493.12/DE

40 管理栄養⼠のための呼吸ケアとリハビリテーション  第2版. --  ⽥中弥⽣編  中⼭書店 2019 493.3/KA 呼吸ケア&リハビリテーションシリーズ

41 すべての臨床医が知っておきたい便秘の診かた : 「とりあえず下剤」から卒業す
る!患者に合わせた診断と治療がわかる  中島淳編集  ⽺⼟社 2022 493.46/SU

42 なぜ痛い?どう治す?運動器疾患のメカニズムとリハビリテーション医療 : 豊富な
イラストと写真で⾒てわかる!  相澤純也, 廣幡健⼆, 古⾕英孝著 ナツメ社 2022 493.6/NA

43 関節リウマチの鑑別診断  ⽵内勤編集  先端医学社 2022 493.63/KA

44 誰も正常ではない : スティグマは作られ, 作り変えられる  ロイ・リチャード・グリンカー [著] ; ⾼橋洋
訳 みすず書房 2022 493.7/DA
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45 メンタルクリニックの社会学 : 雑居する精神医療とこころを診てもらう⼈々  櫛原克哉著  ⻘⼟社 2022 493.7/ME

46 新・臨床家のための精神医学ガイドブック : ICD-11・DSM-5準拠 = New essentials of
clinical psychiatry, revised edition : a guide for physicians and psychologists  池⽥健著 ⾦剛出版 2022 493.7/SH

47 摂⾷障害の精神医学 : 「⼼の病気」としての理解と治療  ⻄園マーハ⽂著  ⽇本評論社 2022 493.74/SE

48 患者の語りを聴くという問い : 慢性うつ患者の⾃⼰管理を捉え返す  堀川英起著  ⽣活書院 2022 493.76/KA

49 うつ消しごはん : タンパク質と鉄をたっぷり摂れば⼼と体はみるみる軽くなる!  藤川徳美著  ⽅丈社 2018 493.76/UT

50 「感染」の社会史 : 科学と呪術のヨーロッパ近代  村上宏昭著  中央公論新社 2021 493.8/KA 中公選書 ; 121

51 多職種で取り組む抗菌薬適正使⽤ : AST活動はじめの⼀歩  松本哲哉, 北原隆志, 佐藤智明編集 医⻭薬出版 2022 493.8/TA

52 ⼩児のギモンとエビデンス : ほむほむ先⽣と考える臨床の「なぜ?」「どうして?」  堀向健太著 ; ぼく作画  じほう 2022 493.9/SH

53 松本康弘の極める!⼩児の服薬指導  松本康弘著 ; ⽇経ドラッグインフォメー
ション編  ⽇経BP社 2018 493.92/MA

54 ⼩児の服薬指導Next Step : よくあるケースを薬理で考える  松本康弘著  じほう 2021 493.92/SH

55 ⼩児科ですぐに戦えるホコとタテ : めざせ即戦⼒レジデント! : ⼩児科ではコモ
ンなディジーズの診かた  岡本光宏著  診断と治療社 2022 493.92/SH

56 ⼩児輸液のトリセツ  加藤宏樹著  ⾦原出版 2022 493.92/SH

57 ⼩児⾎液・腫瘍学 　 改訂第2版. --  ⽇本⼩児⾎液・がん学会編集  診断と治療社 2022 493.931/SH

58 ⼩児科医・かかりつけ医に知ってほしい発達障害のこと  関正樹著  南⼭堂 2022 493.937/SH

59 フローチャートで学ぶ!⼩児感染症診療マスト&ベスト  ⼤⽵正悟著  診断と治療社 2022 493.938/FU

60 ⼩児感染症コンサルテーション : ⼋⼈の侍が答えるスキマの疑問  笠井正志 [ほか] 編集  南⼭堂 2022 493.938/SH

61 ⺟乳育児ハンドブック  ⽇本⼩児医療保健協議会(四者協)栄
養委員会編  東京医学社 2022 493.98/BO

62 がんサバイバーのための⽪膚障害セルフケアブック  ⽇本がんサポーティブケア学会
Oncodermatology部会編  ⼩学館クリエイティブ 2022 494.5/GA JASCCがん⽀持医療ガイドシリーズ / ⽇本がんサ

ポーティブケア学会編集

63 がん患者におけるせん妄ガイドライン ; 2022年版  ⽇本サイコオンコロジー学会, ⽇本がんサ
ポーティブケア学会編集 ⾦原出版 2022 494.5/GA/22 がん医療におけるこころのケアガイドラインシリーズ ; 1

64 がん治療の薬理学 : 図でわかるメカニズム  アシュカン エマディ, ジュディス E.カープ編 メディカル・サイエンス・インターナ
ショナル 2022 494.53/GA

65 整形外科教室  清⽔健太郎著  中外医学社 2022 494.7/SE

66 リハビリテーション医学・医療における栄養管理テキスト  久保俊⼀, 吉村芳弘総編集 ; ⾓⽥亘,
百崎良編集 ; 徳永⼤作イラスト作画・編 医学書院 2022 494.78/RI

67 Dr.⻑澤直伝!腎臓病患者マネジメントの定跡 : この局⾯にこの⼀⼿!  ⻑澤将著  ⾦芳堂 2022 494.93/DR

68 基礎からわかる妊婦・授乳婦のくすりと服薬指導 　第２版  ⼭中美智⼦編著 ; 酒⾒智⼦, 刈込博
著 ナツメ社 2022 495.6/KI

69 硬膜外無痛分娩 : 安全に⾏うために  改訂4版. --  照井克⽣ 野⼝翔平著  南⼭堂 2022 495.7/KO

70 明⽇からできる!ウィメンズヘルスケアマスト&ミニマム  柴⽥綾⼦著  診断と治療社 2022 495/AS

71 ジョンズ・ホプキンス : 世界最強の研究⼤学  ⿊瀬悦成著  新潮社 2022 498.07/JO

72 ケースで学ぶ実践!⽔・電解質診療 : 多様な臨床現場でこう考える!こう治療
する!  和⽥健彦編集  ⽂光堂 2022 498.3/Mo82

73 まんがで簡単にわかる!⽇本⼈だけが知らない汚染⾷品 : 医者が教える⾷卓
のこわい真実  内海聡原作 ; くらもとえいる漫画  ユサブル 2019 498.54/MA

74 病態栄養専⾨管理栄養⼠のための病態栄養ガイドブック : 認定 　 改訂第
7版. --  ⽇本病態栄養学会編集 南江堂 2022 498.58/BY

75 妊娠中のおいしい⾷事&栄養 : 時期別・症状別に引ける!  杉本充弘監修 ; 新⾕友⾥江料理  ナツメ社 2022 498.59/NI

76 なぜ新型ウイルスが、次々と世界を襲うのか? : パンデミックの⽣態学  マリー=モニク・ロバン著 ; 杉村昌昭訳  作品社 2022 498.6/NA

77 スパイク : ウイルスvs⼈類インサイドストーリー  ジェレミー・ファラー, アニヤナ・アフージャ
[著] ; 末松誠訳 アドスリー 2022 498.6/SU

78 外来・病棟・地域をつなぐケア移⾏実践ガイド  ⼩坂鎮太郎編集 ; 松村真司編集  医学書院 2022 498/GA

79 健康格差社会 : 何が⼼と健康を蝕むのか  第2版. --  近藤克則著  医学書院 2022 498/KE

80 視点という教養 : 世界の⾒⽅が変わる7つの対話  深井⿓之介, 野村⾼⽂著 イースト・プレス 2022 002/SH

81 わたしの学術書 : 博⼠論⽂書籍化をめぐって  春⾵社編集部編  春⾵社 2022 002/WA

82 ⽣命科学・医療系のための情報リテラシー : 情報検索からレポート作成,研
究発表まで  飯島史朗, ⽯川さと⼦著 丸善出版 2022 007.6/SE

83 アメリカの中学⽣が学んでいる14歳からのプログラミング  ワークマンパブリッシング著 ; 千葉敏⽣訳  ダイヤモンド社 2022 007.64/AM

84 ベリングキャット : デジタルハンター、国家の嘘を暴く  エリオット・ヒギンズ著 ; 安原和⾒訳  筑摩書房 2022 070.4/BE

85 史上最強の哲学⼊⾨  飲茶著  河出書房新社 2015 130/SH 河出⽂庫

86 科学は「ツキ」を証明できるか : 「ホットハンド」をめぐる⼤論争  ベン・コーエン著 ; 丸⼭将也訳  ⽩揚社 2022 140.4/KA

87 声とともに⽣きる豊かな⼈⽣ : 50⼈のリカバリー体験記  マリウス・ローム [ほか] 編 ; 森直作訳  解放出版社 2022 145.5/KO

88 はじめて学ぶグリーフケア   -- 第2版  宮林幸江, 関本昭治著  日本看護協会出版会 2022 146.8/HA

89 ⾦持ちゾウさん、貧乏ゾウさん : 仕事と⼈⽣の変わらない法則  本⽥健著  PHP研究所 2014 159//KA PHP⽂庫 ; ほ18-1

90 ⼤惨事の⼈類史 : カタストロフィ  ニーアル・ファーガソン著 ; 柴⽥裕之訳  東洋経済新報社 2022 204/DA

91 知ってはいけない現代史の正体  馬渕睦夫著  SBクリエイティブ 2019 209.75/SH SB新書 ; 476

92 縄⽂⽂明 : 世界中の教科書から消された歴史の真実  ⼩名⽊善⾏著  ビオ・マガジン 2022 210.2/JO

総記

哲学

歴史
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93 だから私はここにいる : 世界を変えた⼥性たちのスピーチ  アンナ・ラッセル著 ; カミラ・ピニェイロ絵 ;
堀越英美訳  フィルムアート社 2022 280.4/DA

94 帆⾜万⾥資料集  ; 第1巻, 第2巻  ⼤分県⽴先哲史料館編  ⼤分県教育委員会 2019 289.1/HO/1 ⼤分県先哲叢書 / ⼤分県教育庁管理部⽂化課
編

95 帆⾜万⾥資料集  ; 第1巻, 第2巻  ⼤分県⽴先哲史料館編  ⼤分県教育委員会 2019 289.1/HO/2 ⼤分県先哲叢書 / ⼤分県教育庁管理部⽂化課
編

96 帆⾜万⾥資料集 ; 第3巻  ⼤分県⽴先哲史料館編  ⼤分県教育委員会 2021 289.1/HO/3 ⼤分県先哲叢書 / ⼤分県教育庁管理部⽂化課
編

97 前野良沢資料集  ; 第1巻, 第2巻, 第3巻  ⼤分県⽴先哲史料館編集  ⼤分県教育委員会 2008 289.1/MA/1 ⼤分県先哲叢書 / ⼤分県教育庁管理部⽂化課
編

98 前野良沢資料集  ; 第1巻, 第2巻, 第3巻  ⼤分県⽴先哲史料館編集  ⼤分県教育委員会 2008 289.1/MA/2 ⼤分県先哲叢書 / ⼤分県教育庁管理部⽂化課
編

99 前野良沢資料集  ; 第1巻, 第2巻, 第3巻  ⼤分県⽴先哲史料館編集  ⼤分県教育委員会 2008 289.1/MA/3 ⼤分県先哲叢書 / ⼤分県教育庁管理部⽂化課
編

100 世界⼀清潔な空港の清掃⼈  新津春子著  朝日新聞出版 2015 289.1/NI

101 ⽥原淳資料集  ⼤分県⽴先哲史料館編  ⼤分県教育委員会 2018 289.1/TA ⼤分県先哲叢書 / ⼤分県教育庁管理部⽂化課
編

102 よくも⾔ってくれたよな  中川淳一郎著  新潮社 2022 304/YO 新潮新書 ; 955

103 プリズン・サークル  坂上香著  岩波書店 2022 326/PU

104 変容するアジアの家族 : シンガポール、台湾、ネパール、スリランカの現場から  田村慶子, 佐野麻由子編著 明石書店 2022 361.63/HE

105 むずかしい⼥性が変えてきた : あたらしいフェミニズム史  ヘレン・ルイス [著] ; 田中恵理香訳  みすず書房 2022 367.2/MU

106 トランスジェンダーを⽣きる : 語り合いから描く体験の「質感」  町田奈緒士著  ミネルヴァ書房 2022 367.9/TO

107 ロングライフウェルネス : ジェロントロジーの理論と実践  永野聡, 劉慶紅, 三上己紀編著  論創社 2022 367/RO

108 当事者は嘘をつく  小松原織香著  筑摩書房 2022 368.6/TO

109 誰も断らない : こちら神奈川県座間市⽣活援護課  篠原匡著  朝日新聞出版 2022 369.2/DA

110 ⽣きがい研究  ; 第28号  長寿社会開発センター編集  長寿社会開発センター 2022 369.26/IK/28

111 ⽇本・アメリカ・フィンランドからみる障害者虐待の実態と構造 : 今われわれ社
会に求められることとは  増田公香著  明石書店 2022 369.27/NI

112 ⼤切な⼈⽣に寄り添う : 知られざる難病訪問ケアの世界  柴田敦子著  主婦の友社 2022 369.27/TA

113 医療・保健・福祉・⼼理専⾨職のためのアセスメント技術を⾼めるハンドブック
: ケースレポートとケース記録の⽅法からケース検討会議の技術まで  第3版.  近藤直司著  明石書店 2022 369.4/IR

114 デンマークのシティズンシップ教育 : ユースカウンシルにおける若者の政治参加  原田亜紀子著  慶應義塾大学出版会 2022 372.389/DE

115 教室マルトリートメント  川上康則著  東洋館出版社 2022 375.2/KY

116 「少⼥」の社会史 ; : 新装版  今田絵里香著  勁草書房 2022 376.6/SH

117 ⽇本の知、どこへ : どうすれば⼤学と科学研究の凋落を⽌められるか?  共同通信社「日本の知、どこへ」取材
班著

 日本評論社 2022 377.21/NI

118 カリスマ保育⼠てぃ先⽣の⼦育て〇×図鑑 : ⼦どもが伸びるスゴ技⼤全  てぃ先生著  ダイヤモンド社 2021 379.9/KA

119 カリスマ保育⼠てぃ先⽣の⼦育てで困ったら、これやってみ! : ⼦どもに伝わるス
ゴ技⼤全  てぃ先生著  ダイヤモンド社 2020 379.9/KA

120 アメリカの中学⽣が学んでいる14歳からの科学  ワークマンパブリッシング著 ; ⽔⾕淳訳  ダイヤモンド社 2022 400/AM

121 脳科学の最前線 : 脳を観る⼼を探る : 認知症BMI臨死体験衝動と制御  日経サイエンス編集部編  日経サイエンス 2022 405/BE/252 別冊日経サイエンス ; 252

122 はずれ者が進化をつくる : ⽣き物をめぐる個性の秘密  稲垣栄洋著  筑摩書房 2020 467.5/HA ちくまプリマー新書 ; 353

123 進化と⼈間⾏動 第2版  長谷川寿一, 長谷川眞理子, 大槻久著 東京大学出版会 2022 467.5/SH

124 ことばと算数 : その間違いにはワケがある  広瀬友紀著  岩波書店 2022 498.3/Mo82 岩波科学ライブラリー ; 312

技術・⼯学・⼯業
125 世界が驚く⽇本のすごい科学と技術 : ⽇本⼈なら知っておきたい  左巻健男編著 ; 青野裕幸 [ほか] 著  笠間書院 2022 502.1/SE

126 災害とトイレ : 緊急事態に備えた対応  日本トイレ協会編  柏書房 2022 518/SA 進化するトイレ

127 ⽪膚をみる⼈たちのための化粧品知識  日本香粧品学会編  南山堂 2022 576.7/HI

産業
128 きちんと単位を書きましょう : 国際単位系(SI)に基づいて  中田宗隆, 藤井賢一著  東京化学同人 2022 609/KI

129 国⺠のための「⾷と農」の授業 : ファクツとロジックで考える  山下一仁著
 日経BP日本経済新聞出版本
部

2022 611.1/KO

130 美術作品の修復保存⼊⾨ : 古美術から現代アートまで  宮津⼤輔著 ; 宇川静, ⽥中祥⼦編集 ⻘幻舎 2022 709/BI

131 バビロンの⼤富豪 : 「繁栄と富と幸福」はいかにして築かれるのか : コミック版  ジョージ・S・クレイソン原作 ; ⼤島豊訳 ;
佐野まさき, わたなべ京作画 グスコー出版 2019 726.1/BA

132 こころのナース夜野さん  ⽔⾕緑著 ; ⼭登敬之医療監修 ; 5  ⼩学館 2022 726.1/KO/5 ビッグコミックス

133 ⾔葉のフーガ⾃由に、精緻に  吉⽥秀和著  四明書院 2011 760.4/KO

134 ⼀⽣、⼭に登るための体づくり ; : 新装版  ⽯⽥良恵 [著]  ピークス 2022 786.1/IS

135 聖の⻘春  ⼤崎善⽣ [著]  KADOKAWA 2015 796/SA 角川文庫 ; 19165, [お49-9]

136 リベラルアーツと外国語  ⽯井洋⼆郎編 ; ⿃飼玖美⼦, ⼩倉紀
蔵, ロバート キャンベルほか執筆 ⽔声者 2022 807/RI

137 若者⾔葉の研究 : SNS時代の⾔語変化  堀尾佳以著  九州⼤学出版会 2022 814.9/WA

⾔語

社会科学

芸術

⾃然科学
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138 ⽊曜⽇にはココアを  ⻘⼭美智⼦著  宝島社 2019 913.6/AO 宝島社⽂庫 ; [Cあ-23-1]

139 マスカレード・ゲーム  東野圭吾著  集英社 2022 913.6/HI

140 新世界より 上  貴志祐介 [著] 講談社⽂庫 2011 913.6/KI/1 講談社⽂庫 ; [き60-1]-[き60-3]

141 新世界より 中  貴志祐介 [著] 講談社⽂庫 2011 913.6/KI/2 講談社⽂庫 ; [き60-1]-[き60-3]

142 新世界より 下  貴志祐介 [著] 講談社⽂庫 2011 913.6/KI/3 講談社⽂庫 ; [き60-1]-[き60-3]

143 ウェルカム・ホーム!  丸⼭正樹著 = welcome home!  幻冬舎 2022 913.6/MA

144 5分で感動書店にまつわる泣ける話 杉背よい著 ; 楠⾕佑著 ; ⼤⽥ヒロアキ著
ほか  マイナビ出版 2021 913.68/FA ファン⽂庫TearS

145 ⼥性に関する⼗⼆章  伊藤整著  ごま書房新社 2021 914.6/IT

146 ⼭⼿線で⼼肺停⽌! : アラフィフ医療ライターが伝える予兆から社会復帰まで
のすべて  熊本美加著 ; 上野りゅうじん漫画  講談社 2022 916/KU

147 僕の狂ったフェミ彼⼥  ミン・ジヒョン著 ; 加藤慧訳  イースト・プレス 2022 929.13/MI

148 地球温暖化はなぜ起こるのか : 気候モデルで探る過去・現在・未来の地球  真鍋淑郎, アンソニー・J・ブロッコリー著 ;
宮本寿代訳 講談社 2022 02/B/2202 ブルーバックス ; B-2202

149 ⽣命はいかに誕⽣し、多様化したのか  ⼟屋健著  講談社 2022 02/B/2203
ブルーバックス ; B-2203 . カラー図説⽣命の⼤進化40億年
史/カラー ズセツ セイメイ ノ ダイシンカ 40オクネンシ ; 古⽣代
編

150 新体系・⼤学数学⼊⾨の教科書 ; 上  芳沢光雄著  講談社 2022 02/B/2206 ブルーバックス ; B-2206

151 新体系・⼤学数学⼊⾨の教科書 　; 下  芳沢光雄著  講談社 2022 02/B/2207 ブルーバックス ; B-2207

152 ⽣物を分けると世界が分かる : 分類すると⾒えてくる、⽣物進化と地球の変
遷  岡⻄政典著  講談社 2022 02/B/2208 ブルーバックス ; B-2208

153 新疆ウイグル⾃治区 : 中国共産党⽀配の70年  熊倉潤著  中央公論新社 2022 07/C/2700 中公新書 ; 2700

154 ⽇本のコメ問題 : 5つの転換点と迫りくる最⼤の危機  ⼩川真如著  中央公論新社 2022 07/C/2701 中公新書 ; 2701

155 ミュージカルの歴史 : なぜ突然歌いだすのか  宮本直美著  中央公論新社 2022 07/C/2702 中公新書 ; 2702

156 帝国⽇本のプロパガンダ : 「戦争熱」を煽った宣伝と報道  貴志俊彦著  中央公論新社 2022 07/C/2703 中公新書 ; 2703

157 転⾝⼒ : 「新しい⾃分」の⾒つけ⽅、育て⽅  楠⽊新著  中央公論新社 2022 07/C/2704 中公新書 ; 2704

158 平⽒ : 公家の盛衰、武家の興亡  倉本⼀宏著  中央公論新社 2022 07/C/2705 中公新書 ; 2705

159 マスメディアとは何か : 「影響⼒」の正体  稲増⼀憲著  中央公論新社 2022 07/C/2706 中公新書 ; 2706

160 ⼤東亜共栄圏 : 帝国⽇本のアジア⽀配構想  安達宏昭著  中央公論新社 2022 07/C/2707 中公新書 ; 2707

161 最後の審判 : 終末思想で読み解くキリスト教  岡⽥温司著  中央公論新社 2022 07/C/2708 中公新書 ; 2708

162 縄⽂⼈と弥⽣⼈ : 「⽇本⼈の起源」論争  坂野徹著  中央公論新社 2022 07/C/2709 中公新書 ; 2709

163 ⼤絶滅は、また起きるのか?  ⾼橋瑞樹著  岩波書店 2022 08/I/953 岩波ジュニア新書 ; 953

164 歴史像を伝える : 「歴史叙述」と「歴史実践」  成⽥⿓⼀著  岩波書店 2022 13/I/1918 岩波新書 ; 新⾚版 1918 . シリーズ歴史総合を学
ぶ/シリーズ レキシ ソウゴウ オ マナブ ; 2

165 中国のデジタルイノベーション : ⼤学で孵化する起業家たち  ⼩池政就著  岩波書店 2022 13/I/1931 岩波新書 ; 新⾚版 1931

166 読書会という幸福  向井和美著  岩波書店 2022 13/I/1932 岩波新書 ; 新⾚版 1932

167 空海  松⻑有慶著  岩波書店 2022 13/I/1933 岩波新書 ; 新⾚版 1933

168 ゼロからわかる量⼦コンピュータ  ⼩林雅⼀著  講談社 2022 14/K/2663 講談社現代新書 ; 2663

169 NHKスペシャル取材班、「デジタルハンター」になる  NHKミャンマープロジェクト著  講談社 2022 14/K/2664 講談社現代新書 ; 2664

170 枢密院 : 近代⽇本の「奥の院」  望⽉雅⼠著  講談社 2022 14/K/2665 講談社現代新書 ; 2665

171 復活への底⼒ : 運命を受け⼊れ、前向きに⽣きる  出⼝治明著  講談社 2022 14/K/2666 講談社現代新書 ; 2666

172 漂流⽇本左翼史 : 理想なき左派の混迷1972-2022  池上彰, 佐藤優著 講談社 2022 14/K/2667 講談社現代新書 ; 2667

173 昭和の参謀  前⽥啓介著  講談社 2022 14/K/2668 講談社現代新書 ; 2668

174 ⽇本の古代豪族100  ⽔⾕千秋著  講談社 2022 14/K/2669 講談社現代新書 ; 2669

175 ⼼はこうして創られる : 「即興する脳」の⼼理学  ニック・チェイター著 ; ⾼橋達⼆, ⻑⾕川
珈訳 講談社 2022 15/K/767 講談社選書メチエ ; 767

176 ⽬に⾒えない戦争 : デジタル化に脅かされる世界の安全と安定  イヴォンヌ・ホフシュテッター著 ; 渡辺玲訳  講談社 2022 15/K/768 講談社選書メチエ ; 768

177 国連安保理とウクライナ侵攻  ⼩林義久著  筑摩書房 2022 16/C/1664 ちくま新書 ; 1664

178 昭和史講義 　 ; 戦後⽂化篇 (上)  筒井清忠編  筑摩書房 2022 16/C/1665 上

179 昭和史講義 　; 戦後⽂化篇 (下)  筒井清忠編  筑摩書房 2022 16/C/1666 下

180 ⼦どもに学ぶ⾔葉の認知科学  広瀬友紀著  筑摩書房 2022 16/C/1667 ちくま新書 ; 1667

181 国際報道を問いなおす : ウクライナ戦争とメディアの使命  杉⽥弘毅著  筑摩書房 2022 16/C/1668 ちくま新書 ; 1668

182 台湾流通⾰命 : 流通の⽗・徐重仁に学ぶビジネスのヒント  佐宮圭著  筑摩書房 2022 16/C/1669 ちくま新書 ; 1669

183 認知症パンデミック  飯塚友道著  筑摩書房 2022 16/C/1670 ちくま新書 ; 1670

184 ⼈権教育及び⼈権啓発施策  ; 令和3年度  法務省, ⽂部科学省編 勝美印刷 2022 316.1/JI/22 ⼈権教育・啓発⽩書 ; 令和4年版

185 男⼥共同参画⽩書 　 ; 令和4年版  内閣府男⼥共同参画局編  勝美印刷 2022 367.21/DA/22

⽂学

新書

参考図書
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186 特集オンラインで変わる⼦ども世界  ⽇本⼦どもを守る会編  かもがわ出版 2022 369.4/KO/22 ⼦ども⽩書 / ⽇本⼦どもを守る会編 ; 2022

187 看護関係統計資料集 ; 令和3年  ⽇本看護協会出版会編集  ⽇本看護協会出版会 2022 498.3/Mo82

188 グリーン社会の実現に向けて変える私たちの地域とライフスタイル : 私たちの変
⾰から起こす脱炭素ドミノ  環境省編  ⽇経印刷 2022 519.1/KA/22 環境⽩書/循環型社会⽩書/⽣物多様性⽩書 /

環境省編 ; 令和4年版

189 看護⽩書 : 訪問看護のさらなる推進 : 多機能化　⼈材育成・活⽤/サービ
スの質向上 / ; 令和4年版  ⽇本看護協会編  ⽇本看護協会出版会 2022 N051/KA/22


