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 書  名  編 著 者  出 版 社 出版年 ラベル番号 備考

1 教員採⽤試験どこでも!養護教諭試験要点チェック  ; 2024年度版  TAC株式会社(次世代教育研究会) 編
著  TAC株式会社出版事業部 2022 373.7/KY/24

2 エッセンシャル看護情報学  ; 2023年版  太⽥勝正, 前⽥樹海編著 医⻭薬出版 2023 N010/ES

3 臨床外科看護総論 第12版.  池上徹, ⾼橋則⼦編 ; 池上徹 [ほか]
執筆  医学書院 2023 N080/KE 系統看護学講座 ; 別巻

4 臨床外科看護各論 第10版.  北川雄光, 江川幸⼆編 ; 朝本俊司
[ほか] 執筆  医学書院 2023 N080/KE 系統看護学講座 ; 別巻

5 基礎看護技術  第19版.  茂野⾹おる著者代表  医学書院 2023 N080/KE 系統看護学講座 ; 専⾨分野 . 基礎看護学

6 看護研究  第2版.  坂下玲⼦著者代表  医学書院 2023 N080/KE 系統看護学講座 ; 別巻

7 臨床検査  第9版.  奈良信雄, 和⽥隆志編  医学書院 2023 N080/KE 系統看護学講座 ; 別巻

8 医療安全  第5版.  川村治⼦著  医学書院 2023 N080/KE 系統看護学講座 ; 専⾨分野 . 看護の統合と実践

9 解剖⽣理学ワークブック  坂井建雄編 ; 岡⽥隆夫編 ; 宇賀貴
紀編  医学書院 2023 N080/KE

10 看護倫理 : 看護の本質を探究・実践する -- 改訂第2版.  川⼝孝泰, 江守陽⼦編集  Gakken 2023 N120/KA 看護学テキスト統合と実践 : Basic & Practice

11 今はこうするケアの根拠 : 多領域をまとめてCHECK  林直⼦編集  照林社 2022 N210/IM

12 看護学⽣のためのレポート・論⽂の書き⽅ : 正しく学ぼう「書く基本」「⽂章の
組み⽴て」  第7版. --  ⾼⾕修著  ⾦芳堂 2022 N251/KA

13 経過・ウェルネスの視点でみる⺟性看護過程  古川亮⼦編著  照林社 2023 N340/KE プチナースBooks

14 これからの助産師必携⾒逃せない妊娠中の疾患30 : 合併症妊娠と妊娠に
伴う異常の“今"がわかる!  近藤英治編集  メディカ出版 2023 N390/PE/23 ペリネイタルケア ; 2023年新春増刊(通巻555号)

15 ⼦どもの訴えを⾒極めるナースのための⼩児フィジカルアセスメント : バイタルサ
イン、⽣理学的徴候、トリアージ、症状別の⾒るべきポイントまで完全カバー  伊原崇晃編集  ⾦芳堂 2022 N400/KO

16 ⼦どもの健康と成⻑・発達  茎津智⼦, 守⼝絵⾥編著 医⻭薬出版 2023 N400/SH/1 Nursing textbook series ; . ⼩児看護学

17 看護のプロセスがみえる感染対策 : COVID-19から学んだ済⽣会横浜市東
部病院の取り組み  渡邊輝⼦監修  へるす出版 2022 N557/KA

18 認知症plus緩和ケア : 症状緩和とスピリチュアルペインへの対応  認知症の緩和ケアに関する研究会編  ⽇本看護協会出版会 2023 N680/NI/20 認知症plusシリーズ ; 20

19 ユマニチュードへの道 : イヴ・ジネストのユマニチュード集中講義  イヴ・ジネスト, 本⽥美和⼦著 誠⽂堂新光社 2022 N680/YU

20 事例で学ぶ看護過程精神看護学 : みてわかるできる : 映像  草地仁史編集責任  Gakken 2023 N700/JI

21 公衆衛⽣看護活動  荒⽊⽥美⾹⼦責任編集 ; 岡本玲⼦,
佐伯和⼦, ⿇原きよみ編 医⻭薬出版 2023 N800/KO/4 公衆衛⽣看護学テキスト

22 急性期看護  道⼜元裕編集  中央法規出版 2023 N950/KY 看護判断のための気づきとアセスメント

23 Dr.讃岐のサラサラ明解!⼿術室モニタリングの極意 : 異変・急変を⾒逃さな
い!  讃岐美智義著  メディカ出版 2023 N951/DR メディカのセミナー濃縮ライブシリーズ

24 科学史から消された⼥性たち . -- 改訂新版
 ロンダ・シービンガー著 ; 小川眞里子, 藤岡伸
子, 家田貴子訳 ; 十川治江, 脇田耕二, 福井沙
羅編集

工作舎 2022 402/KA

25 なぜ理系に⼥性が少ないのか  横山広美著  幻冬舎 2022 407/NA 幻冬舎新書 ; 674, よ-10-1

26 体をつくり、機能を維持する⽣体物質事典 : 各種栄養素から消化酵素ホル
モン遺伝⼦まで  鈴木裕太著 ; 川畑龍史監修  ソシム 2023 464/KA

27 ゲノム編集の世紀 : 「クリスパー⾰命」は⼈類をどこまで変えるのか  ケヴィン・デイヴィス著 ; 田中文訳  早川書房 2022 467.2/GE

28 親切の⼈類史 : ヒトはいかにして利他の⼼を獲得したか  マイケル・E・マカロー [著] ; 的場知之
訳

 みすず書房 2022 469/SH

29 寿命が尽きる2年前  久坂部⽺著  幻冬舎 2022 490.14/JU 幻冬舎新書 ; 669, く-1-4

30 看取りのドゥーラ : 最期の命を⽣きるための寄り添い⼈  ヘンリー・フェルスコ=ワイス著 ; ⼭岡希美
訳  明⽯書店 2022 490.14/MI

31 ⽣命倫理の教科書 : 何が問題なのか -- 第2版  ⿊崎剛, 吉川栄省編著 ミネルヴァ書房 2022 490.15/SE

32 宗教者は病院で何ができるのか : ⾮信者へのケアの諸相  森⽥敬史, 打本弘祐, ⼭本佳世⼦編
著 勁草書房 2022 490.16/SH ⿓⾕叢書 ; 58

33 ガンになりたくなければコンビニ⾷をやめろ!  吉野敏明 著  ⻘林堂 2022 490.4/GA

34 パッと引ける!医療現場で役⽴つ英会話  飯⽥恵⼦著 ; ジュリア・クネゼヴィッチ著
; 徳洲会湘南鎌倉総合病院監修  ナツメ社 2023 490.7/PA

35 解剖学 : ⼈体の構造と機能  新訂版第2版.  渡辺皓編著  サイオ出版 2023 491.1/KA 図解ワンポイントシリーズ

36 ⽣理学テキスト  第9版. --  ⼤地陸男著  ⽂光堂 2022 491.3/SE

37 免疫学の基礎  第5版. --  辻勉編著 ; 築地信 [ほか] 著 東京化学同⼈ 2022 491.8/ME

38 ジェネラリストと学ぶ総合画像診断 : 臨床に⽣かす!画像の読み⽅・考え⽅  吉川聡司執筆 ; 上⽥剛⼠監修  医学書院 2022 492.1/JE

39 MR・超⾳波・眼底基礎知識図解ノート  磯辺智範編 ; 上牧隆, 佐藤英介編集
協⼒ ⾦原出版 2022 492.1/MR

40 臨床推論の落とし⽳ミミッカーを探せ!  ⻑野広之著 ; 志⽔太郎監修  中外医学社 2023 492.1/RI

41 臨床検査データブック  ; 2023-2024  ⿊川清 [ほか] 編集  医学書院 2023 492.1/RI/23-24

42 さくさく読める⼼電図速読レッスン : 4つのキー誘導で即!判読  上嶋健治著  中外医学社 2023 492.12/SA

43 あなたも名医! : 救急外来での検査値の読み⽅ : ルーチンを超えろ!  薬師寺泰匡著  ⽇本医事新報社 2022 492.29/AN jmed mook ; 83
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 書  名  編 著 者  出 版 社 出版年 ラベル番号 備考

44 これが本当の「冷えとり」の⼿引書  改訂版. --  進藤義晴著 ; 進藤幸恵著  PHP研究所 2023 493.14/KO 幸せになる医術

45 リウマチ病診療ビジュアルテキスト  第3版. --  上野征夫著 医学書院 2022 493.14/RI

46 イラストで楽しく学ぶ!⾷中毒の知識  伊藤武, ⻄島基弘著 ; おのみさ絵 講談社 2022 493.157/IR

47 ここが知りたい!⾎液疾患診療ハンドブック  神⽥善伸編  中外医学社 2022 493.17/KO

48 ヤバいを絶対⾒逃さない!ゴロで診分ける消化器症状 : 腹痛・嘔吐・下痢・
便秘…問診&診察で全⾝疾患から鑑別しよう  ⼋⽉朔⽇秀明著  メディカ出版 2023 493.4/YA

49 アルコール性肝障害(アルコール関連肝疾患)診療ガイド  ⽇本肝臓学会編  ⽂光堂 2022 493.47/AR

50 あなたも名医! : ジェネラリストのための頭痛診療マスター : 「頭痛の診療ガイ
ドライン2021」準拠  ⽵島多賀夫編  ⽇本医事新報社 2022 493.74/AN jmed mook ; 82

51 アルツハイマー病になった⺟がみた世界 : ことすべて叶うこととは思わねど  齋藤正彦著  岩波書店 2022 493.75/AR

52 若年性認知症の⼈や家族への⽀援のきほん : 制度や就労⽀援のことがわか
る!  沖⽥裕⼦, 杉原久仁⼦著 中央法規出版 2022 493.75/JA

53 認知症と軽度認知障害の⼈および家族介護者への⽀援・⾮薬物的介⼊ガ
イドライン

 「認知症と軽度認知障害の⼈および家族介護者へ
の⽀援・⾮薬物的介⼊ガイドライン2022」作成委員
会著

 新興医学出版社 2022 493.758/NI/22

54 発達障害のサイエンス : ⽀援者が知っておきたい医学・⽣物学的基礎
知識  鷲⾒聡編  ⽇本評論社 2022 493.76/HA

55 ザ・パターン・シーカー : ⾃閉症がいかに⼈類の発明を促したか  サイモン・バロン=コーエン著 ; 篠⽥⾥佐
訳  化学同⼈ 2022 493.76/ZA

56 疫病の社会史  五味⽂彦著  KADOKAWA 2022 493.8/EK

57 ⼦どもの「痛み」がわかる本 : はじめて学ぶ慢性痛診療  加藤実著  医学書院 2023 493.92/KO

58 ⼩児呼吸器感染症診療ガイドライン : ⽇本⼩児呼吸器学会・⽇本⼩児感
染症学会

 ⽯和⽥稔彦 , 新庄正宜監修 , ⼩児呼吸
器感染症診療ガイドライン作成委員会作成 協和企画 2022 493.933/SH/22

59 すぐわかる⼦どもの便秘 : 診療ルートガイド  冨本和彦著  中外医学社 2022 493.934/SU

60 新⽣児の⽣理ビジュアルノート : そうだったんだ!⾚ちゃんのメカニズム : 胎児と
新⽣児の⽣理が時系列で分かる  杉浦弘, ⿑藤貴⼦, 寺部宏美編集 メディカ出版 2023 493.95/SH with NEO ; 別冊

61 ⼩児科外来や乳幼児健診で使える⾷と栄養相談Q&A : 栄養 アレルギー ⻭科  -- 改
訂第2版

 平岩幹男 監修 ; ⼤⽮幸弘, 堤ちはる,
渡部茂 編集 診断と治療社 2022 493.98/SH

62 オーダーメイド腎臓病⾷事療法の極意 : あなたも患者の個性を尊重した栄
養指導ができる!  岩崎滋樹編著  メディカ出版 2023 494.93/OD

63 ⿊⾐の外科医たち : 恐ろしくも驚異的な⼿術の歴史  アーノルド・ファン・デ・ラール著 ; 福井久
美⼦訳  晶⽂社 2022 494/KO

64 ゲノムの⼦ : 世界と⽇本の⽣殖最前線  ⽯原理著  集英社 2022 495.48/GE 集英社新書 ; 1139I

65 親と⼦のはじまりを⽀える : 妊娠期からの切れ⽬のない⽀援とこころのケア  永⽥雅⼦編著  遠⾒書房 2022 495.5/OY

66 妊娠・授乳中のみかた : 診療と処⽅薬の考え⽅  ⽔⾕佳敬編著  ⾦芳堂 2022 495.6/NI

67 睡眠と呼吸 : ⻭医者さんの知りたいところがまるわかり : つい誰かに伝えたくな
る最新トピックス  今井⼀彰, 古畑升著 クインテッセンス出版 2022 497.9/SU

68 公衆衛⽣法  ; 感染症編  ⼤林啓吾著  弘⽂堂 2022 498.12/KO

69 妊娠・出産でもっと輝く⼥性のからだのケアガイド : 妊産褥婦の不安と疑問の
解消に役⽴つQ&A 　改訂2版

 ベルナデット・ド・ガスケ著 ; シャラン⼭内
由紀, モッタン丹⽻康⼦訳 メディカ出版 2023 498.2/NI ⼥性の美と健康をささえるGasquetアプローチ

70 ルポ⾷が壊れる : 私たちは何を⾷べさせられるのか?  堤未果著  ⽂藝春秋 2022 498.3/Mo82 ⽂春新書 ; 1385

71 「時疫」の社会史 : 18〜19世紀の病と⼈間  浪川健治編著  解放出版社 2022 498.3/Mo82

72 「いただきます」の⼈類史 : ヒトの誕⽣から⽣活習慣病の現代まで  蒼井倫⼦著  みずき書林 2022 498.5/IT

73 管理栄養⼠さんが考えた妊娠・授乳中の気になる症状改善レシピ200 : ⺟
⼦のデリケートな⼼と体のためのレシピ決定版!栄養たっぷり、低カロリーでも⼤  岡本正⼦著  ⽇東書院本社 2022 498.59/KA

74 ウィズコロナ時代の感染対策オールインワンブック : 写真とイラストで伝わる!  新居晶恵編集  メディカ出版 2023 498.6/IN/23 Infection control ; 2023年春季増刊(通巻
382号)

75 感染対策はこわくない! : ICT初⼼者のための必携対応マニュアル  中村造著  南江堂 2023 498.6/KA

76 災害現場でのトリアージと応急処置  第3版. --  ⼭崎達枝編 ⽇本看護協会出版会 2023 498.89/SA

77 治療薬マニュアル  北原光夫, 上野⽂昭, 越前宏俊編 医学書院 2023 499.1/CH/23

78 今⽇の治療薬 : 解説と便覧
 川合眞⼀編集 ; 伊⾖津宏⼆編集 ; 今井靖編集 ; 桑名
正隆編集 ; 北村正樹編集 ; 寺⽥智祐編集 ; 舘⽥⼀博
[ほか]執筆

 南江堂 2023 499.1/KO/23

79 ナースのためのくすりの事典  細⾕治編集 ; 安野伸浩執筆 ; 渡部多真紀執筆
; 光永義治執筆 ; ⼤⽵三保執筆 ; ⽯⽥耕太執筆  へるす出版 2023 499.1/NA/23

80 オートエスノグラフィー : 質的研究を再考し、表現するための実践ガイド
 トニー・E・アダムス, ステイシー・ホルマン・ジョーン
ズ, キャロリン・エリス著 ; 松澤和正, 佐藤美保
訳

新曜社 2022 002.7/OT

81 「専⾨家」とは誰か  村上陽⼀郎編 ; 藤垣裕⼦ [ほか] 著  晶⽂社 2022 002/SE

82 ⼈⽣を狂わす名著50  三宅⾹帆著 ; 今⽇マチ⼦絵  ライツ社 2017 019/JI

83 あなたのまわりの「⾼齢さん」の本 : ⾼齢者の⼼理がわかる112のキーワード  佐藤眞⼀著  主婦と⽣活社 2022 143.7/AN

84 ラカン : 主体の精神分析的理論  ⽴⽊康介著  講談社 2023 146.1/LA 講談社選書メチエ ; . le livre . 極限の思想/キョク
ゲン ノ シソウ

85 狂気な倫理 : 「愚か」で「不可解」で「無価値」とされる⽣の肯定  ⼩⻄真理⼦, 河原梓⽔編著 晃洋書房 2022 150.4/KY

86 法則 : マクロに発想する  舩井幸雄著 ; サンマーク出版編集部編  サンマーク出版 2016 159.4/HO

87 「能⼒」の⽣きづらさをほぐす  勅使川原真⾐著  どく社 2022 159/NO

88 三流シェフ  三國清三 著  幻冬舎 2022 289.1/MI

89 家康の決断 : 天下取りに隠された7つの布⽯  城島明彦著  ウェッジ 2022 289.1/TO

90 ナイチンゲール : 「空気感染」対策の⺟  向野賢治著  藤原書店 2022 289.3/NA

総記

哲学

社会科学

歴史



 書  名  編 著 者  出 版 社 出版年 ラベル番号 備考

91 コロナ利権の真相  ⿃集徹+特別取材班著  宝島社 2023 312.1/KO 宝島社新書 ; 663

92 プリズン・ドクター  おおたわ史絵著  新潮社 2022 326/PU 新潮新書 ; 975

93 ⽇本に住んでる世界のひと  ⾦井真紀⽂・絵  ⼤和書房 2022 334.41/NI

94 「やりたいことをやる!」と決めた⼥たちの覚悟の瞬間  Rashisa出版編 ; 愛[ほか]著  Rashisa出版 2023 335.13/YA

95 ハッピークラシー : 「幸せ」願望に⽀配される⽇常  エドガー・カバナス, エヴァ・イルーズ [著] ;
⾼⾥ひろ訳 みすず書房 2022 361.4/HA

96 看護を学ぶ⼈のための社会学  阪井俊⽂, 濱野健, 須藤廣編著 明⽯書店 2022 361/KA

97 ウェルビーイングの社会学  櫻井義秀編著  北海道⼤学出版会 2022 361/UE

98 15歳からの社会保障 : ⼈⽣のピンチに備えて知っておこう!  横⼭北⽃著  ⽇本評論社 2022 364/JU

99 ⼥性のキャリアとビューティケア : 昇進と外⾒・⾝だしなみの関係性を考える  ⼄部由⼦著  ミネルヴァ書房 2022 366.38/JO

100 現代の奴隷 : ⾝近にひそむ⼈⾝取引ビジネスの真実と私たちにできること  モニーク・ヴィラ著 ; ⼭岡万⾥⼦訳  英治出版 2022 368.4/GE

101 災害と性暴⼒ : 性被害をなかったことにしない、させないために。
 Nursing Todayブックレット編集部編集 ; ⼩川たまか執筆
; ⻑江美代⼦執筆 ; 中野宏美執筆 ; 原⽥奈穂⼦執筆 ;
草柳和之執筆

 ⽇本看護協会出版会 2023 368.6/SA Nursing Todayブックレット ; 18

102 地域でできる⾃殺予防 : 基礎からわかるゲートキーパーの役割  ⾼橋聡美著  ⽇本医学出版 2022 368.9/CH

103 認知症介護をするすべての⼈のためのカンフォータブル・ケア  南敦司 著  精神看護出版 2022 369.26/NI

104 しゃべらなくても楽しい!認知症の⼈も⼀緒にできるリズム遊び・超かんたん体
操・脳トレ遊び  斎藤道雄著  黎明書房 2022 369.26/SH

105 ⽇本の介護⼒を徹底検証 : ⼈⽣100年時代を⽣き抜く10の提⾔  ⻘⽊正⼈, 川渕孝⼀編集委員 ⽇本医療企画 2022 369/KO/22 国⺠の介護⽩書 ; 2022年度版

106 「ヤングケアラー」深層へのアプローチ : SNSで出会う、つながり続ける  加藤雅江著  本の種出版 2022 369/YA

107 傷つきやすいアメリカの⼤学⽣たち : ⼤学と若者をダメにする「善意」と「誤った
信念」の正体

 グレッグ・ルキアノフ, ジョナサン・ハイト著 ;
⻄川由紀⼦訳 草思社 2022 377.2/KI

産業
108 やまと尼寺精進⽇記 ; 1  NHK「やまと尼寺精進日記」制作班著 NHK出版 2018 699/YA/1

109 やまと尼寺精進⽇記 ; 2  NHK「やまと尼寺精進日記」制作班著 NHK出版 2018 699/YA/2

110 超絶技巧の⻄洋美術史  池上英洋, ⻘野尚⼦ 著 新星出版社 2022 723.3/CH

111 いのちの教室 : あなたの最期が私に教えてくれたこと  明著  集英社 2022 726.1/IN

112 48歳で認知症になった⺟  美⿑津康弘原作 ; 吉⽥美紀⼦漫画  KADOKAWA 2022 726.1/YO

113 ⾃動翻訳⼤全 : 終わらない英語の仕事が5分で⽚づく超英語術  坂⻄優, ⼭⽥優著 三才ブックス 2020 830/JI

114 作家の値うち : 令和の超 (スーパー) ブックガイド  ⼩川榮太郎著  ⾶⿃新社 2021 910.268/OG

115 名探偵のままでいて  ⼩⻄マサテル著  宝島社 2023 913.6/KO

116 ブラックウェルに憧れて  南杏⼦著  光⽂社 2020 913.6/MI

117 ここでは誰もが嘘をつく  嶋中潤著  講談社 2022 913.6/SH

118 今⽇のミトロジー  中沢新⼀著  講談社 2023 914.6/NA 講談社選書メチエ ; . le livre

119 無⼈島のふたり : 120⽇以上⽣きなくちゃ⽇記  ⼭本⽂緒著  新潮社 2022 915.6/YA

120 しにたい気持ちが消えるまで  ⾖塚エリ著  三栄 2022 916/MA

121 「幕府」とは何か : 武家政権の正当性  東島誠著  NHK出版 2023 01/N/1277 NHKブックス ; 1277

122 新しいゲノムの教科書 : DNAから探る最新・⽣命科学⼊⾨  中井謙太著  講談社 2023 02/B/2221 ブルーバックス ; B-2221

123 はまると深い!数学クイズ : 直感⼒・思考⼒を磨く  横⼭明⽇希著  講談社 2023 02/B/2222 ブルーバックス ; B-2222

124 新興国は世界を変えるか : 29カ国の経済・⺠主化・軍事⾏動  恒川惠市著  中央公論新社 2023 07/C/2734 中公新書 ; 2734

125 沖縄のいきもの : 1000を超える固有種が暮らす「南の楽園」  盛⼝満著  中央公論新社 2023 07/C/2735 中公新書 ; 2735

126 ウイルスとは何か : ⽣物か無⽣物か、進化から捉える本当の姿  ⻑⾕川政美著  中央公論新社 2023 07/C/2736 中公新書 ; 2736

127 不倫 : 実証分析が⽰す全貌  五⼗嵐彰, 迫⽥さやか著  中央公論新社 2023 07/C/2737 中公新書 ; 2737

128 巨⼤おけを絶やすな! : ⽇本の⾷⽂化を未来へつなぐ  ⽵内早希⼦著  岩波書店 2023 08/I/962 岩波ジュニア新書 ; 962

129 あつまる細胞 : 体づくりの謎  ⽵市雅俊著  岩波書店 2023 11/I/316 岩波科学ライブラリー ; 316

130 さらば、男性政治  三浦まり著  岩波書店 2023 13/I/1955 岩波新書 ; 新⾚版 1955

131 超デジタル世界 : DX、メタバースのゆくえ  ⻄垣通著  岩波書店 2023 13/I/1956 岩波新書 ; 新⾚版 1956

132 政治と宗教 : 統⼀教会問題と危機に直⾯する公共空間  島薗進編  岩波書店 2023 13/I/1957 岩波新書 ; 新⾚版 1957

133 いちにち、古典 : 「とき」をめぐる⽇本⽂学誌  ⽥中貴⼦著  岩波書店 2023 13/I/1958 岩波新書 ; 新⾚版 1958

134 医の変⾰  春⽇雅⼈編  岩波書店 2023 13/I/1959 岩波新書 ; 新⾚版 1959

135 ネット右翼になった⽗  鈴⽊⼤介著  講談社 2023 14/K/2691 講談社現代新書 ; 2691

136 普通という異常 : 健常発達という病  兼本浩祐著  講談社 2023 14/K/2692 講談社現代新書 ; 2692

⾔語

⽂学

新書

芸術
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137 はじめてのクラシック⾳楽  許光俊著  講談社 2023 14/K/2693 講談社現代新書 ; 2693

138 戦国⽇本の⽣態系 (エコシステム) : 庶⺠の⽣存戦略を復元する  ⾼⽊久史著  講談社 2023 15/K/777 講談社選書メチエ ; 777

139 パルメニデス : 錯乱の⼥神の頭上を越えて  ⼭川偉也著  講談社 2023 15/K/778 講談社選書メチエ ; 778

140 失格でもいいじゃないの : 太宰治の罪と愛  千葉⼀幹著  講談社 2023 15/K/779 講談社選書メチエ ; 779

141 逆襲する宗教 : パンデミックと原理主義  ⼩川忠著  講談社 2023 15/K/780 講談社選書メチエ ; 780

142 思想史講義  ; 明治篇2  ⼭⼝輝⾂, 福家崇洋編  筑摩書房 2023 16/C/1672 ちくま新書 ; 1672

143 ルポ プーチンの破滅戦争 : ロシアによるウクライナ侵略の記録  真野森作著  筑摩書房 2023 16/C/1702 ちくま新書 ; 1702

144 古代豪族⼤神⽒ : ヤマト王権と三輪⼭祭祀  鈴⽊正信著  筑摩書房 2023 16/C/1703 ちくま新書 ; 1703

145 英語と⽇本⼈ : 挫折と希望の⼆〇〇年  江利川春雄著  筑摩書房 2023 16/C/1704 ちくま新書 ; 1704

146 パワハラ上司を科学する  津野⾹奈美著  筑摩書房 2023 16/C/1705 ちくま新書 ; 1705

147 消費社会を問いなおす  貞包英之著  筑摩書房 2023 16/C/1706 ちくま新書 ; 1706

148 反戦と⻄洋美術  岡⽥温司著  筑摩書房 2023 16/C/1707 ちくま新書 ; 1707

149 ルポ⼤学崩壊  ⽥中圭太郎著  筑摩書房 2023 16/C/1708 ちくま新書 ; 1708

150 読むワイドショー  パオロ・マッツァリーノ著  筑摩書房 2023 16/C/1709 ちくま新書 ; 1709

151 シン・中国⼈ : 激変する社会と悩める若者たち  斎藤淳⼦著  筑摩書房 2023 16/C/1710 ちくま新書 ; 1710

152 村の社会学 : ⽇本の伝統的な⼈づきあいに学ぶ  ⿃越皓之著  筑摩書房 2023 16/C/1711 ちくま新書 ; 1711

153 ⼦ども家庭福祉六法 ; 令和5年版  中央法規出版 2022 369.4/KO/23 持出禁⽌

154 今⽇の治療指針 : 私はこう治療している  福井次⽮総編集 ; ⾼⽊誠総編集 ;
⼩室⼀成総編集 医学書院 2023 492/KO/23 持出禁⽌

155 ⽇本⼦ども資料年鑑  ⺟⼦愛育会愛育研究所編  KTC中央出版 2023 498.3/Mo82 持出禁⽌

156 朝⽇キーワード = Asahi keywords  朝⽇新聞出版編  朝⽇新聞出版 2023 813.7/AS/24 持出禁⽌
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