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リクエスト図書
1 ALSケアガイド : ALSと告知された患者・家族に最初に⼿にとってほしい本  ⽇本ALS協会著  ⽇本ALS協会 2020 493.64/AL

2 校歌の誕⽣  須⽥珠⽣著  ⼈⽂書院 2020 767.6/KO

3 消滅世界  村⽥沙耶⾹著  河出書房新社 2015 913.6/MU

4 リバー = river  奥⽥英朗著  集英社 2022 913.6/OK

5 世間ってなんだ  鴻上尚史[著]  講談社 2022 914.6/KO 講談社+α新書 ; 855-3C

洋書
6 Contemporary leadership and intercultural competence :

exploring the cross-cultural dynamics within organizations
 Michael A. Moodian, editor ; : cloth, :
pbk

Sage 2009 361.43/CO

7 社会情動的スキルの国際⽐較 : 教科の学びを超える⼒ : 第1回OECD社
会情動的スキル調査(SSES)報告書

 経済協力開発機構 (OECD) 編著 ; 矢
倉美登里, 松尾恵子訳

明石書店 2022 371.6/SH

国家試験問題集
8 第111回看護国試解説集 : 予備校講師による徹底分析&解説!  さわ研究所編  啓明書房 2022 N039/DA/22 持出禁⽌

9 医師国家試験にチャレンジ! : ビジュアルで学ぶcase study  vol. 1 循環器  橋本正良監修 医学映像教育センター 2016 490.79/IS/1
DVD　医学教育シリーズ / 医学映像教育セ
ンター製作著作

10 医師国家試験にチャレンジ! : ビジュアルで学ぶcase study vol. 2 呼吸器  橋本正良監修 医学映像教育センター 2016 490.79/IS/2
DVD　医学教育シリーズ / 医学映像教育セ
ンター製作著作

11 ナイチンゲールのマネジメント考 : 組織管理者としての責任  井部俊⼦ [ほか] 著  ⽇本看護協会出版会 2022 N020/NA/8 ナイチンゲールの越境 ; 8 . 管理/カンリ

12 ⼈⼯知能はナイチンゲールの夢を⾒るか  服部圭, 宮川祥⼦編 ; ⼭海嘉之 [ほ
か] 著 ⽇本看護協会出版会 2022 N020/NA/9 ナイチンゲールの越境 ; 9 . テクノロジー/テクノロジー

13 ワトソン博⼠のヒューマンケアリング理論が看護を変える
 ジーン・ワトソン監修・編集 ; 中島オリソン緑監訳 =
Watson Theory of Human Caring
Changing/Transforming Nursing

 学研メディカル秀潤社 2022 N110/WA

14 NEW実践!看護診断を導く情報収集・アセスメント  第7版.  古橋洋⼦編著  学研メディカル秀潤社 2022 N222/JI

15 看護教育担当者に必要な教える技術 : すぐに現場で役⽴つ!ダウンロード
ツール  政岡祐輝, 池辺諒, 内藤美欧編著 ⽇総研出版 2022 N230/KA

16 看護管理者のための診療報酬の読み⽅・活かし⽅ : 加算・算定要件を知れば病棟収益
がアップする! : ⽇々の質の⾼い看護で経営に貢献する! 2022年度改定対応

 ⼯藤潤, ⾼須久美⼦編著 ; 2022年
度改定対応 メディカ出版 2022 N230/KA

17 戦争のある場所に看護師がいる  「教養と看護」編集部編集; 難波妙 [ほ
か] 執筆 = Nurses in wartime  ⽇本看護協会出版会 2022 N230/SE Nursing Todayブックレット ; 16

18 写真でわかる看護現場で⾏う医療安全⾏動アドバンス : 臨床で習慣化した
い基本⾏動から危機管理まで  嶋森好⼦, ⼭元恵⼦監修 インターメディカ 2022 N230/SH

19 ただ寄り添うだけで : the hearts and minds of nurses  岡美穂著  朝⽇出版社 2022 N230/TA

20 臨地実習ガイダンス : 看護学⽣の未来を⽀える指導のために  第2版.  池⻄靜江編集 ; ⽯束佳⼦編集 医学書院 2022 N246/RI

21 Policy & politics in nursing and health care
 [edited by] Diana J. Mason, Elizabeth
Dickson, Monica R. McLemore, G. Adriana
Perez

Elsevier 2021 N263/PO

22 ナースのための危険予知トレーニングテキスト : 医療安全教育・研修にすぐに
使えるKYTシートつき  改訂新版  杉⼭良⼦編著  メディカ出版 2022 N268/NA

23 マンガで学ぶ脳神経疾患患者の急変対応33場⾯ : 急変しても、もううろたえ
ない!あわてない!  ⽇本脳神経看護研究学会監修  メディカ出版 2022 N541/BR/22 Brain nursing ; 2022年夏季増刊(通巻503号)

24 決定版!ぜんぶ知りたい肝・胆・膵 : 解剖⽣理も、最新の治療も、患者ケアも
: ポイントがつかめるビジュアル解説!  阪本良弘, ⼭本夏代監修 メディカ出版 2022 N548/SH/22 消化器ナーシング ; 2022年秋季増刊(通巻359

号)

25 ストーマケアはじめてBOOK : ホップ・ステップ・パーフェクト!  倉⽥順⼦, ⽚⼭育⼦, 河村光⼦著 メディカ出版 2022 N555/SU

26 看護・コメディカルの⼝腔ケア実践ハンドブック  岩重洋介編著  サイオ出版 2022 N566/KA

27 訪問看護師のための診療報酬&介護報酬のしくみと基本 : 図解でスイスイわ
かる

 清崎由美⼦, 宮崎和加⼦編著 ; 2022(令和4)年度診
療報酬・2021(令和3)年度介護報酬改定対応版(第4版) メディカ出版 2022 N820/HO 令和4)年度診療報酬・2021(令和3)年度介護報

酬改定対応版(第4版

28 NEWはじめてのICU看護 : "なぜ"からわかる、ずっと使える!  ⽯井はるみ編著  メディカ出版 2022 N953/HA

29 救急初療フィジカルアセスメント : 看護関連図でケアをイメージ3フェーズで学
びなおす!  増⼭純⼆編著  メディカ出版 2022 N954/EM/22

30 カルロ・ロヴェッリの科学とは何か  カルロ・ロヴェッリ著 ; 栗原俊秀訳  河出書房新社 2022 401/KA

31 弱点克服⼤学⽣の確率・統計  藤田岳彦著  東京図書 2010 417/JA

32 化学・⽣物 : たのしく読めてスラスラわかる!  橋本さとみ編著  学研メディカル秀潤社 2022 430/KA

33 環境化学 = Environmental chemistry  坂田昌弘編著 ; 磯部友彦 [ほか] 著  講談社 2015 450.13/KA エキスパート応用化学テキストシリーズ

34 ⾯⽩くて眠れなくなる⽣物学  長谷川英祐著  PHP研究所 2018 460/OM PHP文庫 ; [は68-1]

35 コロナの暗号 : ⼈間はどこまで⽣存可能か?  村上和雄著  幻冬舎 2021 467.2/KO

36 毒をもつ⽣き物たち : ヘビ、フグからキノコまで  船⼭信次監修  PHP研究所 2017 481.9/DO 楽しい調べ学習シリーズ

37 野外観察のための⽇本産爬⾍類図鑑 : ⽇本に⽣息する爬⾍類110種類を
網羅  第3版.  関慎太郎著 緑書房 2022 487.9/YA

38 ⼀般化線型モデル  ⽥中司朗著  朝倉書店 2022 490.19/IG/1 医学のための因果推論 ; 1

39 Rubin因果モデル  ⽥中司朗著  朝倉書店 2022 490.19/IG/2 医学のための因果推論 ; 2

40 基本の101語の語源から学ぶ医学英語 : 病棟で役⽴つ英語表現・英⽂例
第2版  津波古澄⼦, マリオン・ゾボスキー著 ⽇本看護協会出版会 2022 490.34/KI

                          ＊＊新着資料案内＊＊
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41 ⼈体解剖カラーアトラス  Peter H. Abrahams [ほか] 著 ; 佐
藤達夫, 秋⽥恵⼀訳 エルゼビア・ジャパン 2021 491.1/JI

42 我感ずる、ゆえに我あり : 内受容感覚の神経解剖学  A. D. [バド]クレイグ著 ; 花本知⼦訳  ⻘灯社 2022 491.17/WA

43 意識はなぜ⽣まれたか : その起源から⼈⼯意識まで  マイケル・グラツィアーノ著 ; 鈴⽊光太郎
訳  ⽩揚社 2022 491.371/IS

44 脳はこうして学ぶ : 学習の神経科学と教育の未来  スタニスラス・ドゥアンヌ著 ; 松浦俊輔訳  森北出版 2021 491.371/NO

45 のほほん⽣化学  ⽟先⽣著 ; ⼤和⽥潔監修  永岡書店 2022 491.4/NO

46 POCTハンター : ⾎ガス・電解質・Cr・hCG×⾮専⾨医  増井伸⾼著  中外医学社 2022 492.17/PO

47 カンタン!救急蘇⽣ : WEB動画でわかる胸⾻圧迫とAED  改訂第3版  ⼩林正直, ⽯⾒拓監修 ; ⼤阪ライフサ
ポート協会編集  学研メディカル秀潤社 2022 492.29/KA

48 救急診療、時間軸で考えて動く! : 緊急度・症候別に対応の優先順位を押
さえ、適切な診断・治療・コンサルトができる  武部弘太郎編  ⽺⼟社 2022 492.29/KY レジデントノート ; Vol. 24, No. 11 ; 増刊

49 ⼩児科  医療情報科学研究所編集  Medic Media 2022 492/BY/15 病気がみえる / 医療情報科学研究所編 ; v. 15

50 Common diseases up to date  板⾦広, 上⽥剛⼠, ⽮吹拓編 南⼭堂 2022 492/CO

51 ⾎糖値について気になることを⾔われた⼈やその家族に落ち着いて読んでほしい本を⻑年医療者向けの専⾨誌を
つくってきた糖尿病ケア+がつくりました : 「ちょっと⾎糖が⾼いね」から「糖尿病です」まで  糖尿病ケアプラス編集委員会編  メディカ出版 2022 493.123/KE

52 Physical Examinationからみた循環器の病態⽣理  林⽥晃寛著  南江堂 2022 493.2/PH

53 お医者さんが薦める美腸活レシピ  ⼤塚亮著  三空出版 2021 493.46/OI

54 医師・メディカルスタッフのための図表で学べる⾻粗鬆症 : 悩む前にこの⼀冊!  中藤真⼀, 鈴⽊敦詞編集 中外医学社 2022 493.6/IS

55 軽度認知障害と認知症の⼈および家族・介護者のためのリハビリテーションマニュアル  ⼤沢愛⼦編集主幹 ; 2019年度厚⽣
労働科学研究費・⻑寿科学政策研究事  国⽴⻑寿医療研究センター 2022 493.75/KE

56 当事者・家族のためのわかりやすいうつ病治療ガイド  ⽇本うつ病学会当事者のためのガイド⼩
委員会編 ; ぼうえんぎょイラスト

 地域精神保健福祉機構(コン
ボ) 2022 493.76/TO

57 統合失調症の⼀族 : 遺伝か、環境か  ロバート・コルカー著 ; 柴⽥裕之訳  早川書房 2022 493.76/TO

58 パンデミックから何を学ぶか : ⼦育て・仕事・コミュニティをめぐる医療⼈⽂学  カリ・ニクソン [著] ; 桐⾕知未訳  みすず書房 2022 493.8/PA

59 乳幼児⾝体発育値 : 平成22年乳幼児⾝体発育調査報告書  多⽥裕指導, ⺟⼦保健事業団 2012 493.91/NY

60 「⼦どもが苦⼿」な研修医へ⼩児救急の極意を伝授  林寛之著  学研メディカル秀潤社 2022 493.92/KO

61 ⼩児科診療指針エッセンス  ⼤薗恵⼀監修 ; 別所⼀彦編著 ; 北
畠康司編著 ; 窪⽥拓⽣編著 ; 酒井規  中外医学社 2022 493.92/SH

62 発達障がい : 病態から⽀援まで  ⼤阪⼤学⼤学院連合⼩児発達学研究
科監修  朝倉書店 2022 493.937/HA

63 写真でみる乳幼児健診の神経学的チェック法 改訂10版  前川喜平, ⼩枝達也著 南⼭堂 2022 493.937/SH

64 ホスピタリストのための内科診療フローチャート : 専⾨的対応が求められる疾
患の診療の流れとエビデンス 　 第2版.  ⾼岸勝繁著 ; 上⽥剛⼠編集  シーニュ 2019 493/HO

65 終末期の苦痛がなくならない時、何が選択できるのか? : 苦痛緩和のための
鎮静〔セデーション〕  森⽥達也著 ; 続  医学書院 2022 494.5/SH/2

66 産婦⼈科エコーパーフェクトマニュアル  ⻑⾕川潤⼀編著  ⽇本医事新報社 2020 495.2/SA

67 ⼦宮頸癌治療ガイドライン  ⽇本婦⼈科腫瘍学会編 ; 2022年版  ⾦原出版 2022 495.43/SH/22

68 ⽣殖医療遺伝カウンセリングマニュアル  関沢明彦, 佐村修, 中岡義晴編著 中外医学社 2021 495.48/SE

69 みえる⽣命誕⽣ : 受胎・妊娠・出産  Sarah Brewer, Shaoni
Bhattacharya, Justine Davies, 南⼭堂 2022 495.5/MI

70 CTGエボリューション : 胎児⽣理学からコンピュータ判読まで  池⽥智明編著 ; ⼭⼝恭平編集協⼒  中外医学社 2021 495.6/CT

71 卵⼦の⼤切な話 : ⼥性活躍推進の本質 : 産業保健師からのアドバイス :
産みどきを知ってキャリアライフプランを  井沢かおり著  ともあ 2021 495.6/RA

72 妊娠と授乳 : 薬物治療コンサルテーション  伊藤真也, 村島温⼦編集 南⼭堂 2020 495.6/YA

73 産婦⼈科レジデントの教科書  今井賢編著  ⽇本医事新報社 2022 495/SA

74 医療貧国ニッポン : 「より⼿厚く、より安く」が国を滅ぼす  奥真也著  PHP研究所 2022 498.021/IR PHP新書 ; 1314

75 看護・医療を学ぶ⼈のためのよくわかる関係法規 : basic & practice : 看
護学テキスト専⾨基礎分野  改訂第2版. --  松原孝明編著  学研メディカル秀潤社 2022 498.12/KA

76 “中堅どころ"が知っておきたい医療現場のお⾦の話 : イラストでわかる病院経
営・医療制度のしくみ  改訂2版  中⻄康裕著 ; 今村知明著 メディカ出版 2022 498.16/CH CandY Link Books

77 結局、⾃律神経がすべて解決してくれる  ⼩林弘幸著  アスコム 2021 498.3/KE

78 免疫⼒が10割 : 腸内環境と⾃律神経を整えれば病気知らず  ⼩林弘幸著 ; ⽟⾕卓也監修  プレジデント社 2020 498.3/ME

79 ⽇韓における外国⼈労働者の受⼊れ : 制度改⾰と農業分野の対応  深川博史, ⽔野敦⼦編著 九州⼤学出版会 2022 498.3/Mo82 九州⼤学韓国研究センター叢書 ; 4

80 「なんとなく不調」が消える⾃律神経の整え⽅  ⼩林弘幸著  宝島社 2022 498.3/NA

81 なぜ、あの⼈はよく眠れるのか : 元気な⾃分を取り戻す101の快眠メソッド  ⼩林弘幸著 ; 三輪⽥理恵著  主婦と⽣活社 2022 498.36/NA

82 気象病ハンドブック : 低気圧不調が和らぐヒントとセルフケア  久⼿堅司著  誠⽂堂新光社 2022 498.41/KI

83 ⾷品の成分と機能を学ぶ  ⽔品善之, 菊﨑泰枝, ⼩⻄洋太郎編 ⽺⼟社 2021 498.51/SH 栄養科学イラストレイテッド ; . ⾷品学 : ⾷べ物と健
康/ショクヒンガク : タベモノ ト ケンコウ ; 1

84 “体脂肪"を狙って落とす!3⾷糖質ONダイエット  坂野晃太著 学研プラス 2022 498.58/TA

85 妊娠中のおいしい⾷事280品 : ⾚ちゃんが元気に育つ時期別レシピ 最新改
訂版

 川名有紀⼦, ⾼橋嘉名芽医学監修・
栄養指導 ; 牧野直⼦料理 学研プラス 2022 498.59/NI

86 感染管理認定看護師実践サポートブック : お困りごとが解決!コロナ禍に使え
る最新情報あり!  渋⾕智恵, 森兼啓太編著 メディカ出版 2022 498.6/IN/22 Infection control ; 別冊

87 事例とミニレクチャーで学ぶ産後の⺟親のメンタルヘルス⽀援活動 : 企画・⽴
ち上げから実践まで

 鈴宮寛⼦ [ほか] 執筆 ; ⺟⼦衛⽣研
究会編  ⺟⼦保健事業団 2008 498.7/JI

88 妊娠期から育児期までの親⼦のメンタルヘルス : 3つの質問票を活⽤した育
児⽀援マニュアル  ⼭下洋 [ほか] 執筆  ⺟⼦衛⽣研究会 2022 498.7/NI

89 ヘルスプロモーションの原点回帰 : 知れば深まる!健康政策とグローバルヘルス
の⽴脚点としてのヘルスプロモーション戦略  湯浅資之著  ライフ出版社 2021 498/HE

90 最期も笑顔で : 在宅看取りの医師が伝える幸せな⼈⽣のしまい⽅  花⼾貴司著  朝⽇新聞出版 2018 498/SA

91 OTC医薬品の⽐較と使い分け  児島悠史著  ⽺⼟社 2019 499.1/OT
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92 なんのために学ぶのか  池上彰著  SBクリエイティブ 2020 002/NA SB新書 ; 504

93 なぜあなたは国際誌に論⽂を掲載できないのか : 誰も教えてくれなかった本当
に必要なこと  加藤司著  ナカニシヤ出版 2022 002.7/NA

94 直感でわかる!Excelで機械学習 : サンプルは、Excel版とPython版を解説  堅⽥洋資, 福澤彰吾著 インプレス 2019 007.1/CH

95 機械学習&ディープラーニングのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書  ⼭⼝達輝, 松⽥洋之著 技術評論社 2019 007.1/KI 図解即戦⼒ : 豊富な図解と丁寧な解説で、知識0
でもわかりやすい!

96 Pythonではじめる機械学習 : scikit-learnで学ぶ特徴量エンジニアリングと
機械学習の基礎

 アンドレアス・C・ミュラー, サラ・グイド著 ;
中⽥秀基訳 オライリー・ジャパン 2017 007.1/PY

97 ポジティブ⼼理学が1冊でわかる本  イローナ・ボニウェル著 ; 永島沙友⾥ [ほ
か] 訳  国書刊⾏会 2015 140/PO

98 失敗の科学 : 失敗から学習する組織、学習できない組織  マシュー・サイド著 ; 有枝春訳  ディスカヴァー・トゥエンティワン 2016 141.5/SH

99 朝1分間、30の習慣。 : ゆううつでムダな時間が減り、しあわせな時間が増え
るコツ  マツダミヒロ著  すばる舎 2022 159/AS

100 「レジリエンス」の鍛え⽅ : 世界のエリートがIQ・学歴よりも重視!  久世浩司著  実業之⽇本社 2014 159/RE

101 となりのイスラム : 世界の3⼈に1⼈がイスラム教徒になる時代  内藤正典著  ミシマ社 2016 167/TO

102 喜ばれる⼈になりなさい : ⺟が残してくれた、たった1つの⼤切なこと  永松茂久著  すばる舎 2021 289.1/NA

103 アメリカ分断の淵をゆく : 悩める⼤国・めげないアメリカ⼈  國枝すみれ著  毎⽇新聞出版 2022 302.53/AM

104 これからの⽇本に必要な「絡合⼒」  武⽥邦彦著  ビオ・マガジン 2022 304/KO

105 まなざしの⾰命 : 世界の⾒⽅は変えられる  ハナムラチカヒロ著  河出書房新社 2022 304/MA

106 実践アクションリサーチ : ⾃分⾃⾝の組織を変える  デイビッド・コフラン, テレサ・ブラニック著 碩学舎 2021 307/JI

107 それでも選挙に⾏く理由  アダム・プシェヴォスキ著 ; 粕⾕祐⼦, ⼭
⽥安珠訳 ⽩⽔社 2021 314.8/SO

108 ⼈⼝減少・超⾼齢社会と外国⼈の包摂 : 外国⼈労働者・⽇本語教育・⺠
俗⽂化の継承

 成澤徳⼦編集代表 ; 秋葉丈志, 豊⽥
哲也, 根岸洋編 明⽯書店 2022 334.41/JI

109 多⽂化共⽣の社会への条件 : ⽇本とヨーロッパ、移⺠政策を問いなおす  宮島喬著  東京大学出版会 2021 334.41/TA

110 イシューからはじめよ : 知的⽣産の「シンプルな本質」  安宅和人著  英治出版 2010 336.2/IS

111 社会⼈に最も必要な「頼る」スキルの磨き⽅ : あなたの⼒を120%発揮させ
る「伝え⽅+考え⽅」  吉田穂波著  KADOKAWA 2022 336.49/SH

112 共に働くことの意味を問い直す : 職場の現象学⼊⾨  露木恵美子編著 ; 柳田正芳編集  白桃書房 2022 336.49/TO

113 思いやりはどこから来るの? : 利他性の⼼理と⾏動  高木修, 竹村和久編 誠信書房 2014 361.4/OM 心理学叢書

114 「つらいのに頼れない」が消える本 : 受援⼒を⾝につける  吉田穂波著  あさ出版 2018 361.4/TS

115 グローバル社会における異⽂化コミュニケーション : ⾝近な「異」から考える  池田理知子, 塙幸枝編著 ; 青沼智 [ほ
か] 著

三修社 2019 361.45/GU

116 まっすぐ⼈間関係術 : きみと世界をつなぐ  山崎聡一郎著 ; 茅なやイラスト&まん
が

 講談社 2021 361.45/MA 1時間で一生分の「生きる力」 ; 2

117 外国⼈労働者受け⼊れと⽇本社会 : 技能実習制度の展開とジレンマ  上林千恵子著  東京大学出版会 2015 366.8/GA

118 ⽇本の介護現場における外国⼈労働者 : ⽇本語教育、キャリア形成、家
族・社会保障の充実に向けて  塚田典子編著  明石書店 2021 369.17/NI

119 Action research  Ernest T. Stringer, Alfredo Ortiz Aragón ; :
pbk

Sage 2021 369/AC

120 先⽣たちのリフレクション : 主体的・対話的で深い学びに近づく、たった⼀つの
習慣  千々布敏弥著  教育開発研究所 2021 375.1/SE

121 「問う⼒」を育てる理論と実践 : 問い・質問・発問の活⽤の仕⽅を探る  小山義徳, 道田泰司編 ひつじ書房 2021 375.1/TO

技術・⼯学・⼯業
122 建設業における外国⼈技能実習⽣受⼊れの実態 : 労働環境整備の重要

性  半崎一広著  日経BP日本経済新聞出版 2022 510.9/KE

123 デジタルネイティブのためのネット・スマホ攻略術 : ネットが最強のパートナーにな
る

 山崎聡一郎著 ; 茅なやイラスト&まん
が

 講談社 2021 547.48/DE 1時間で一生分の「生きる力」 ; 1

家政学・⽣活科学
124 まいにち腸活スープ : おうちで⼿軽に免疫⼒アップ!  奥薗壽子著  PHPエディターズ・グループ 2020 596/MA

125 0〜3歳のこれで安⼼⼦育てハッピーアドバイス  明橋大二著 ; 太田知子イラスト  1万年堂出版 2017 599/ZE

126 終⽌符のない⼈⽣  反⽥恭平著  幻冬舎 2022 762.1/SH

絵本
127 だるまさんが  かがくいひろしさく  ブロンズ新社 2010 726.5/EH かがくいひろしの⼤型絵本 ; 1

128 だるまさんの  かがくいひろしさく  ブロンズ新社 2010 726.5/EH かがくいひろしの⼤型絵本 ; 2

129 だるまさんと  かがくいひろしさく  ブロンズ新社 2011 726.5/EH かがくいひろしの⼤型絵本 ; 3

130 あなたがうまれたとき  くさかみなこ作 ; 横須賀⾹絵  ⼩学館 2022 726.5/EH

131 あかちゃんがうまれるまで  遠⾒才希⼦作 ; 相野⾕由起絵  童⼼社 2022 726.5/EH 性とからだの絵本

スポーツ・体育
132 スポーツ栄養学ハンドブック  ダン・ベナードット著 ; 寺⽥新訳  東京⼤学出版会 2021 780.19/SU

宗教

総記

哲学

社会科学

芸術

歴史
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133 ⼈⽣で⼀番役に⽴つ「⾔い⽅」 : ⾃律神経を整える  ⼩林弘幸 [著]  幻冬舎 2018 809.4/JI 幻冬舎⽂庫

134 オネエ産婦⼈科 : あなたがあなたらしく⽣きること = One obstetrics and
gynecology  豪⽥トモ著  サンマーク出版 2019 913.6/GO

135 イマジネーション・ケア : もしもディズニー記念病院でケアを学んだら  ⼩出智⼀著  メディカ出版 2022 913.6/KO

136 ⽇本の気候変動5000万年史 : 四季のある気候はいかにして誕⽣したのか  佐野貴司, ⽮部淳, 齋藤めぐみ著 講談社 2022 02/B/2212 ブルーバックス ; B-2212

137 1⽇4分世界標準の科学的トレーニング : 今⽇から始める「タバタトレーニン
グ」  ⽥畑泉著  講談社 2022 02/B/2213 ブルーバックス ; B-2213

138 時計遺伝⼦ : からだの中の「時間」の正体  岡村均著  講談社 2022 02/B/2214 ブルーバックス ; B-2214

139 縛られる⽇本⼈ : ⼈⼝減少をもたらす「規範」を打ち破れるか  メアリー・C・ブリントン著 ; 池村千秋訳  中央公論新社 2022 07/C/2715 中公新書 ; 2715

140 絵画で読む『失われた時を求めて』 : カラー版  吉川⼀義著  中央公論新社 2022 07/C/2716 中公新書 ; 2716

141 アイルランド現代史 : 独⽴と紛争、そしてリベラルな富裕国へ  北野充著  中央公論新社 2022 07/C/2717 中公新書 ; 2717

142 キリスト教美術史 : 東⽅正教会とカトリックの⼆⼤潮流 : カラー版  瀧⼝美⾹著  中央公論新社 2022 07/C/2718 中公新書 ; 2718

143 “正しい"を疑え!  真⼭仁著  岩波書店 2022 08/I/957 岩波ジュニア新書 ; 957

144 津⽥梅⼦ : ⼥⼦教育を拓く  ⾼橋裕⼦著  岩波書店 2022 08/I/958 岩波ジュニア新書 ; 958

145 「死んだふり」で⽣きのびる : ⽣き物たちの奇妙な戦略  宮⽵貴久著  岩波書店 2022 11/I/314 岩波科学ライブラリー ; 314

146 記者がひもとく「少年」事件史 : 少年がナイフを握るたび⼤⼈たちは理由を探
す  川名壮志著  岩波書店 2022 13/I/1941 岩波新書 ; 新⾚版 1941

147 ⽇本中世の⺠衆世界 : ⻄京神⼈の千年  三枝暁⼦著  岩波書店 2022 13/I/1942 岩波新書 ; 新⾚版 1942

148 古代ギリシアの⺠主政  橋場弦著  岩波書店 2022 13/I/1943 岩波新書 ; 新⾚版 1943

149 40歳からは⾃由に⽣きる : ⽣物学的に⼈⽣を考察する  池⽥清彦著  講談社 2022 14/K/2675 講談社現代新書 ; 2675

150 新・哲学⼊⾨  ⽵⽥⻘嗣著  講談社 2022 14/K/2676 講談社現代新書 ; 2676

151 ハンナ・アレント : 全体主義という悪夢  牧野雅彦著  講談社 2022 14/K/2677 講談社現代新書 ; 2677 . 現代新書100 : hundred/ゲンダイ シンショ
100 : hundred . 今を⽣きる思想/イマ オ イキル シソウ

152 ショーペンハウアー : 欲望にまみれた世界を⽣き抜く  梅⽥孝太著  講談社 2022 14/K/2678 講談社現代新書 ; 2678 . 現代新書100 : hundred/ゲンダイ シンショ
100 : hundred . 今を⽣きる思想/イマ オ イキル シソウ

153 介護サービス施設・事業所調査  厚⽣労働省政策統括官(統計・情報政
策、労使関係担当)編 ; 令和2年  厚⽣労働統計協会 2022 369.29/KA/20 持出禁⽌

154 発達障害⽩書 ; 2023年版  日本発達障害連盟編  明石書店 2022 378.6/HA/23 持出禁止

155 労働衛⽣のしおり  ; 令和4年度  中央労働災害防止協会編  中央労働災害防止協会 2022 498.8/RO/22 持出禁止

⾔語

⽂学

新書

参考図書


