
新着図書案内　令和元年１１～１２月分 2019/12/18

No. 書名 著者名 出版者 所在記述 請求記号 資料ID
1 作って動かすALife : 実装を通した人工生命モデル理論入門 岡瑞起 [ほか] 著 オライリー・ジャパン/オーム社 (発売) 図書館図書 007.1||オ 300044027

2 知識を操る超読書術 メンタリストDaiGo著 かんき出版 図書館図書 019.1||ダ 300044076

3 基本編 (やさしくわかるデジタル時代の著作権:1) 山本光, 松下孝太郎著 技術評論社 図書館図書 021.2||ヤ 300043876

4 学校編 (やさしくわかるデジタル時代の著作権:2) 山本光, 松下孝太郎著 技術評論社 図書館図書 021.2||ヤ 300043877

5 生活編 (やさしくわかるデジタル時代の著作権:3) 山本光, 松下孝太郎著 技術評論社 図書館図書 021.2||ヤ 300044024

6 現代用語の基礎知識 創刊号復刻版 [昭和編.別冊付録] 自由国民社編 自由国民社 図書館図書 031||ゲ 300044174

7 現代用語の基礎知識学習版 : 現代社会が、小・中学生にもわかる。 2019-2020 自由国民社 図書館図書 031||ゲ||19-20 300044112

8 現代用語の基礎知識 昭和編, 1948-1989 自由国民社編 自由国民社 図書館図書 031||ジ 300044121

9 現代用語の基礎知識 平成編, 1989-2019 自由国民社編 自由国民社 図書館図書 031||ジ 300044122

10 現代用語の基礎知識 2020 自由国民社編 自由国民社 図書館図書 031||ジ||20 300044123

11 行動分析学事典 日本行動分析学会編 丸善出版 図書館図書 140.1||ニ 100028156

12 質的研究法マッピング : 特徴をつかみ、活用するために (ワードマップ) サトウタツヤ, 春日秀朗, 神崎真実編 新曜社 図書館図書 140.7||サ 300044091

13 心がつながるのが怖い イルセ・サン [著]/枇谷玲子訳 ディスカヴァー・トゥエンティワン 図書館図書 146.2||サ 300044170

14 人生を思い通りに操る片づけの心理法則 DaiGo著 学研プラス 図書館図書 159||ダ 300044173

15 これからを生きる君へ 天野篤著 毎日新聞出版 図書館図書 159.7||ア 300043904

16 これからの日本の論点 [2020] (日経大予測:2015-2020) 日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社 図書館図書 304||ニ||20 300044114

17 文藝春秋オピニオン2020年の論点100 (文春mook) [文藝春秋編] 文藝春秋 図書館図書 304||ブ||20 300044113

18 世界史で学べ!地政学 茂木誠著 祥伝社 図書館図書 312.9||モ 300044110

19 図解世界史で学べ!地政学 茂木誠編著 祥伝社 図書館図書 312.9||モ 300044115

20 実戦添削例から学ぶ公務員試験論文・作文 : 絶対決める! [2021年度版] 石井秀明著 新星出版社 図書館図書 317.4||イ||21 300043954

21 現職人事が書いた面接試験・官庁訪問の本 2020年度版 (公務員試験) 大賀英徳著 実務教育出版 図書館図書 317.4||オ||20 300043948

22 現職採点官が教える!社会人・経験者の合格論文&面接術 : 公務員試験 2020年度版 春日文生著 実務教育出版 図書館図書 317.4||カ||20 300043928

23 畑中敦子の資料解釈の最前線! : 大卒程度公務員試験 令和版 畑中敦子著 畑中制作事務所 : 東京リーガルマインド/東京リーガルマインド図書館図書 317.4||キ||19 300043947

24 無敵の地方公務員「上級」過去問クリア問題集 [2021年度版] 喜治塾編著 高橋書店 図書館図書 317.4||キ||21 300043946

25 公務員試験によく出る漢字 改訂7版 ([公務員採用試験シリーズ]) 公務員試験情報研究会編著 一ツ橋書店 図書館図書 317.4||コ||19 300043956

26 23特別区・八王子市・町田市・府中市・調布市の1類・上級・大卒程度 : 教養試験 2020年度版 (東京都の公務員試験対策シリーズ公務員試験研究会編 協同出版 図書館図書 317.4||コ||20 300043945

27 東京都の1類 : 教養試験 2020年度版 (東京都の公務員試験対策シリーズ) 公務員試験研究会編 協同出版 図書館図書 317.4||コ||20 300043950

28 千葉県の上級 : 教養試験 2021年度版 (千葉県の公務員試験対策シリーズ) 公務員試験研究会編 協同出版 図書館図書 317.4||コ||21 300043949

29 総則 物権 担保物権 法改正対応版 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ5民法 : 地方上級/国家総合職・一般職・専門職 実務教育出版 図書館図書 317.4||シ||19 300043952

30 債権総論・各論 家族法 法改正対応版 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ5民法 : 地方上級/国家総合職・一般職・専門職 実務教育出版 図書館図書 317.4||シ||19 300043953

31 市役所上・中級採用試験問題集 : 公務員試験 2021年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 図書館図書 317.4||シ||21 300043943

32 地方中級採用試験問題集 2021年度版 (公務員試験) 資格試験研究会編 実務教育出版 図書館図書 317.4||シ||21 300043951

33 地方上級教養試験問題集 2021年度版 (公務員試験:2) 資格試験研究会編 実務教育出版 図書館図書 317.4||シ||21 300044116

34 数的推理・判断推理公務員試験合格問題集 : 絶対決める! [2021年度版] 受験研究会編 新星出版社 図書館図書 317.4||ジ||21 300043955

35 政治学 [2019] (公務員試験過去問攻略Vテキスト:10) TAC株式会社(公務員講座) 編 TAC株式会社出版事業部 図書館図書 317.4||タ||19 300043881

36 マクロ経済学 [2019] (公務員試験過去問攻略Vテキスト:9) TAC株式会社(公務員講座) 編 TAC株式会社出版事業部 図書館図書 317.4||タ||19 300043882

37 経営学 [2019] (公務員試験過去問攻略Vテキスト:12) TAC株式会社(公務員講座) 編 TAC株式会社出版事業部 図書館図書 317.4||タ||19 300043883

38 人文科学 [2019]下 (公務員試験過去問攻略Vテキスト:21) TAC株式会社(公務員講座) 編 TAC株式会社出版事業部 図書館図書 317.4||タ||19 300043884

39 人文科学 [2019]上 (公務員試験過去問攻略Vテキスト:20) TAC株式会社(公務員講座) 編 TAC株式会社出版事業部 図書館図書 317.4||タ||19 300043885

40 憲法 [2019] (公務員試験過去問攻略Vテキスト:3) TAC株式会社(公務員講座) 編 TAC株式会社出版事業部 図書館図書 317.4||タ||19 300043886

41 社会科学 [2019] (公務員試験過去問攻略Vテキスト:19) TAC株式会社(公務員講座) 編 TAC株式会社出版事業部 図書館図書 317.4||タ||19 300043957

42 社会学 [2019] (公務員試験過去問攻略Vテキスト:13) TAC株式会社(公務員講座) 編 TAC株式会社出版事業部 図書館図書 317.4||タ||19 300043958

43 行政学 [2019] (公務員試験過去問攻略Vテキスト:11) TAC株式会社(公務員講座) 編 TAC株式会社出版事業部 図書館図書 317.4||タ||19 300043959

44 ミクロ経済学 [2019] (公務員試験過去問攻略Vテキスト) TAC株式会社(公務員講座) 編 TAC株式会社出版事業部 図書館図書 317.4||タ||19 300043960

45 数的処理 [2019]下 (公務員試験過去問攻略Vテキスト:17) TAC株式会社(公務員講座) 編 TAC株式会社出版事業部 図書館図書 317.4||タ||19 300043961

46 行政法 [2019] (公務員試験過去問攻略Vテキスト:4) TAC株式会社(公務員講座) 編 TAC株式会社出版事業部 図書館図書 317.4||タ||19 300043962

47 数的処理 [2019]上 (公務員試験過去問攻略Vテキスト:16) TAC株式会社(公務員講座) 編 TAC株式会社出版事業部 図書館図書 317.4||タ||19 300043963

48 民法 [2019]上 (公務員試験過去問攻略Vテキスト:1) TAC株式会社(公務員講座) 編 TAC株式会社出版事業部 図書館図書 317.4||タ||19 300043964

49 公務員試験[○秘]裏ワザ大全 : 国家総合職・一般職/地方上級・中級用 2021年度版 津田秀樹著 洋泉社 図書館図書 317.4||ツ||21 300043944

50 公務員試験すばやく解ける数的推理・判断推理・資料解釈 : クイック解法の法則30 [2021年度版] 中村一樹, 河野裕之著 新星出版社 図書館図書 317.4||ナ||21 300043971

51 畑中敦子×津田秀樹の「数的推理」勝者の解き方敗者の落とし穴 : 公務員試験 [2019]最速攻略版 畑中敦子, 津田秀樹著 洋泉社 図書館図書 317.4||ハ||19 300043929

52 畑中敦子×津田秀樹の「数的推理」勝者の解き方敗者の落とし穴 : 公務員試験 [2019]最速攻略版 畑中敦子, 津田秀樹著 洋泉社 図書館図書 317.4||ハ||19 300043930

53 畑中敦子×津田秀樹の「数的推理」勝者の解き方敗者の落とし穴 : 公務員試験 [2019]最速攻略版 畑中敦子, 津田秀樹著 洋泉社 図書館図書 317.4||ハ||19 300043931

54 畑中敦子×津田秀樹の「判断推理」勝者の解き方敗者の落とし穴 : 公務員試験 [2019]最速攻略版 畑中敦子, 津田秀樹著 洋泉社 図書館図書 317.4||ハ||19 300043932

55 畑中敦子×津田秀樹の「判断推理」勝者の解き方敗者の落とし穴 : 公務員試験 [2019]最速攻略版 畑中敦子, 津田秀樹著 洋泉社 図書館図書 317.4||ハ||19 300043933

56 畑中敦子×津田秀樹の「判断推理」勝者の解き方敗者の落とし穴 : 公務員試験 [2019]最速攻略版 畑中敦子, 津田秀樹著 洋泉社 図書館図書 317.4||ハ||19 300043934

57 畑中敦子の判断推理の新兵器! : 大卒程度公務員試験 令和版 畑中敦子著 畑中制作事務所 : 東京リーガルマインド/東京リーガルマインド図書館図書 317.4||ハ||19 300043935

58 畑中敦子の判断推理の新兵器! : 大卒程度公務員試験 令和版 畑中敦子著 畑中制作事務所 : 東京リーガルマインド/東京リーガルマインド図書館図書 317.4||ハ||19 300043936
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59 畑中敦子の判断推理の新兵器! : 大卒程度公務員試験 令和版 畑中敦子著 畑中制作事務所 : 東京リーガルマインド/東京リーガルマインド図書館図書 317.4||ハ||19 300043937

60 畑中敦子の数的推理の大革命! : 大卒程度公務員試験 令和版 畑中敦子著 畑中制作事務所 : 東京リーガルマインド/東京リーガルマインド図書館図書 317.4||ハ||19 300043938

61 畑中敦子の数的推理の大革命! : 大卒程度公務員試験 令和版 畑中敦子著 畑中制作事務所 : 東京リーガルマインド/東京リーガルマインド図書館図書 317.4||ハ||19 300043939

62 畑中敦子の数的推理の大革命! : 大卒程度公務員試験 令和版 畑中敦子著 畑中制作事務所 : 東京リーガルマインド/東京リーガルマインド図書館図書 317.4||ハ||19 300043940

63 畑中敦子の〈判断推理・数的推理〉頻出24テーマ速習BooK : 大卒程度公務員試験対策 2021 畑中敦子著 エクシア出版 図書館図書 317.4||ハ||19 300043941

64 土木 (技術系新スーパー過去問ゼミ : 公務員試験) 丸山大介執筆/資格試験研究会編 実務教育出版 図書館図書 317.4||マ||19 300043942

65 警察官になる本 : 47都道府県警察警察官への道を完全収録 2020-2022 (イカロスMOOK) イカロス出版 図書館図書 317.7||ケ||20-22 300043844

66 警察官「高卒程度」採用試験総合問題集 : 絶対決める! [2021年度版] 受験研究会編 新星出版社 図書館図書 317.7||コ||21 300043972

67 警察官I類・A合格テキスト : 大卒レベル '21年版 コンデックス情報研究所編著 成美堂出版 図書館図書 317.7||コ||21 300043974

68 神奈川県の警察官A : 教養試験 '21年度版 (神奈川県の公務員試験対策シリーズ) 公務員試験研究会編 協同出版 図書館図書 317.7||コ||21 300043976

69 茨城県の警察官A : 公務員試験 2021年度版 (茨城県の公務員試験対策シリーズ教養試験) 公務員試験研究会編 協同出版 図書館図書 317.7||コ||21 300043977

70 千葉県の警察官A : 公務員試験 2021 (千葉県の公務員試験対策シリーズ教養試験) 公務員試験研究会編 協同出版 図書館図書 317.7||コ||21 300043980

71 高卒警察官教養試験過去問350 2020年度版 (公務員試験合格の350シリーズ) 資格試験研究会編 実務教育出版 図書館図書 317.7||シ||20 300044107

72 警察官になるための早わかりブック 2021年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 図書館図書 317.7||シ||21 300043973

73 「大卒程度」警察官採用試験問題集 : 公務員試験 2021年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 図書館図書 317.7||シ||21 300043975

74 警察官「大卒程度」採用試験総合問題集 : 絶対決める! [2021年度版] 受験研究会編 新星出版社 図書館図書 317.7||ジ||21 300043978

75 一般知能 2021年度: 基礎編 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/大卒警察官・消防官・市役所上級東京アカデミー編 ティーエーネットワーク(発行)/七賢出版 (発売) 図書館図書 317.7||ト||21 300044135

76 社会科学 2021年度: 基礎編 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/大卒警察官・消防官・市役所上級東京アカデミー編 ティーエーネットワーク(発行)/七賢出版 (発売) 図書館図書 317.7||ト||21 300044136

77 人文科学 2021年度: 基礎編 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/大卒警察官・消防官・市役所上級東京アカデミー編 ティーエーネットワーク(発行)/七賢出版 (発売) 図書館図書 317.7||ト||21 300044137

78 自然科学 2021年度: 基礎編 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/大卒警察官・消防官・市役所上級東京アカデミー編 ティーエーネットワーク(発行)/七賢出版 (発売) 図書館図書 317.7||ト||21 300044138

79 文章理解 2021年度: 基礎編 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/大卒警察官・消防官・市役所上級東京アカデミー編 ティーエーネットワーク(発行)/七賢出版 (発売) 図書館図書 317.7||ト||21 300044139

80 一般知能 2021年度: 実践編 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員東京アカデミー編 ティーエーネットワーク(発行)/七賢出版 (発売) 図書館図書 317.7||ト||21 300044140

81 社会科学 2021年度: 実践編 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員東京アカデミー編 ティーエーネットワーク(発行)/七賢出版 (発売) 図書館図書 317.7||ト||21 300044141

82 人文科学 2021年度: 実践編 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員東京アカデミー編 ティーエーネットワーク(発行)/七賢出版 (発売) 図書館図書 317.7||ト||21 300044142

83 自然科学 2021年度: 実践編 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員東京アカデミー編 ティーエーネットワーク(発行)/七賢出版 (発売) 図書館図書 317.7||ト||21 300044143

84 文章理解 2021年度: 実践編 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員東京アカデミー編 ティーエーネットワーク(発行)/七賢出版 (発売) 図書館図書 317.7||ト||21 300044144

85 憲法 2021年度 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員:11||コッカ東京アカデミー編 ティーエーネットワーク(発行)/七賢出版 (発売) 図書館図書 317.7||ト||21 300044145

86 民法 2021年度 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員:12||コッカ東京アカデミー編 ティーエーネットワーク(発行)/七賢出版 (発売) 図書館図書 317.7||ト||21 300044146

87 行政法 2021年度 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員:13||コッカ東京アカデミー編 ティーエーネットワーク(発行)/七賢出版 (発売) 図書館図書 317.7||ト||21 300044147

88 経済学 2021年度 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員:14||コッカ東京アカデミー編 ティーエーネットワーク/七賢出版 (発売) 図書館図書 317.7||ト||21 300044148

89 政治学 2021年度 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員:15||コッカ東京アカデミー編 ティーエーネットワーク(発行)/七賢出版 (発売) 図書館図書 317.7||ト||21 300044149

90 行政学 2021年度 (オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員:16||コッカ東京アカデミー編 ティーエーネットワーク(発行)/七賢出版 (発売) 図書館図書 317.7||ト||21 300044150

91 警察行政法解説 全訂 第2版補訂版 田村正博著 東京法令出版 図書館図書 317.72||タ 100028106

92 危険物六法 2019年新版 危険物法令研究会編 東京法令出版 図書館図書 317.734||キ||19 300044093

93 図解危険物施設基準の早わかり 12訂 1 東京消防庁監修/危険物行政研究会編著 東京法令出版 図書館図書 317.734||ト 100028107

94 消防官になるための早わかりブック 2021年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 図書館図書 317.79||シ||21 300043981

95 消防官「高卒程度」採用試験総合問題集 : 絶対決める! [2021年度版] 受験研究会編 新星出版社 図書館図書 317.79||ジ||21 300043979

96 世界標準の戦争と平和 : 初心者のための国際安全保障入門 烏賀陽弘道著 扶桑社 図書館図書 319.8||ウ 300044085

97 現代ヨーロッパの安全保障 : ポスト2014:パワーバランスの構図を読む 広瀬佳一編著 ミネルヴァ書房 図書館図書 319.8||ヒ 300044008

98 こども六法 山崎聡一郎著 弘文堂 図書館図書 320||ヤ 300043902

99 ポケット六法 令和2年版 加藤一郎 [ほか] 編 有斐閣 図書館図書 320.9||ア||20 300043899

100 犯罪学入門 : ガバナンス・社会安全政策のアプローチ 小林良樹著 慶應義塾大学出版会 図書館図書 326.3||コ 300044009

101 人口で語る世界史 ポール・モーランド著/渡会圭子訳 文藝春秋 図書館図書 334.2||モ 300043897

102 移民とAIは日本を変えるか 翁邦雄著 慶應義塾大学出版会 図書館図書 334.3||オ 300043907

103 本当にあった「お家騒動」に学ぶ創業家のリスクマネジメント 齋藤伸市著/福崎剛志著 幻冬舎メディアコンサルティング/幻冬舎(発売) 図書館図書 336.6||サ 300043891

104 危機と人類 上 ジャレド・ダイアモンド著/小川敏子, 川上純子訳 日本経済新聞出版社 図書館図書 336.6||ダ 300044083

105 ウェブ調査の科学 : 調査計画から分析まで Roger Tourangeau, Frederick G. Conrad, Mick P. Couper著朝倉書店 図書館図書 361.9||ト 100028175

106 人口減少社会のデザイン 広井良典著 東洋経済新報社 図書館図書 364.1||ヒ 300043905

107 資格取り方選び方全ガイド 2021年版 高橋書店編集部編 高橋書店 図書館図書 366.2||タ||21 300044025

108 ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた : あなたがあなたらしくいられるための29問 一橋大学社会学部佐藤文香ゼミ生一同著 明石書店 図書館図書 367.1||ヒ 300044094

109 NHK子ども安全リアルストーリー : 知らないとこわい!事故や犯罪から自分の身を守る方法 (危険から身を守るNHK「子ども安全リアルストーリー」制作班編 岩崎書店 図書館図書 368.6||エ 100028141

110 災禍に向きあう教育 : 悲しみのなかで人は成熟する 佐藤広美著 新日本出版社 図書館図書 370.4||サ 300044016

111 教育格差のかくれた背景 : 親のパーソナルネットワークと学歴志向 荒牧草平著 勁草書房 図書館図書 371.3||ア 100028111

112 死ぬんじゃねーぞ!! : いじめられている君はゼッタイ悪くない 中川翔子著 文藝春秋 図書館図書 371.42||ナ 300044023

113 教育改革のやめ方 : 考える教師、頼れる行政のための視点 広田照幸著 岩波書店 図書館図書 373.1||ヒ 300043908

114 新養護概説 第11版 釆女智津江編集代表 少年写真新聞社 図書館図書 374.9||ウ 300044001

115 子どもは「生きて」いるか : 子どもの権利条約30年のいま (子ども白書:2019) 日本子どもを守る会編 かもがわ出版 図書館図書 374.9||ニ||19 300044162

116 高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 総則編 [文部科学省編] 東洋館出版社 図書館図書 375.1||モ 300043868
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117 高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 特別活動編 文部科学省 [著] 東京書籍 図書館図書 375.1||モ 300043869

118 高等学校学習指導要領 (平成30年告示) : 平成30年3月告示 文部科学省 [編] 東山書房 図書館図書 375.1||モ 300043982

119 高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 理科編 理数編 文部科学省 [著] 実教出版 図書館図書 375.1||モ 300043983

120 高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 保健体育編・体育編 文部科学省 [著] 東山書房 図書館図書 375.1||モ 300043984

121 高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 看護編 文部科学省 [著] 東京法令出版 図書館図書 375.1||モ 300044095

122 乳幼児観察入門 : 早期母子関係の世界 リサ・ミラー [ほか] 編/木部則雄, 鈴木龍, 脇谷順子監訳 創元社 図書館図書 376.1||ミ 100028109

123 大学業務の実践方法 (大学SD講座:3) 中井俊樹, 宮林常崇編著 玉川大学出版部 図書館図書 377.1||ナ 300044160

124 朝日キーワード就職 2021 朝日新聞社編 朝日新聞社 図書館図書 377.9||ア||21 300044124

125 就職四季報女子版 2021年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 図書館図書 377.9||シ||21 300044156

126 就職四季報優良・中堅企業版 2021年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 図書館図書 377.9||シ||21 300044157

127 就職四季報 2021年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 図書館図書 377.9||シ||21 300044158

128 就職四季報企業研究・インターンシップ版 2021年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 図書館図書 377.9||ト||21 300044125

129 日経業界地図 : 主要企業の実力と次の動きを読む 2020年版 日本経済新聞社編 日本経済新聞社 図書館図書 377.9||ニ||20 300043992

130 勉強が死ぬほど面白くなる独学の教科書 中田敦彦著 SBクリエイティブ 図書館図書 379.7||ナ 300044168

131 自衛隊の変貌と平和憲法 : 脱専守防衛化の実態 飯島滋明 [ほか] 編著 現代人文社/大学図書 (発売) 図書館図書 392.1||イ 300043986

132 日本の防衛 : 防衛白書 令和元年版 防衛庁編 ぎょうせい 図書館図書 392.1||ボ||19 300044000

133 日本軍と軍用車両 : 戦争マネジメントの失敗 林譲治著 並木書房 図書館図書 396.7||ハ 300044111

134 理科年表 第93冊(令和2年) 東京天文臺編纂 東京天文臺 図書館増設部分 403||コ||93 300044159

135 式をつくり、解いて、「使える」ようになる (ブルーバックス:B-2118. 道具としての微分方程式:偏微分編) 斎藤恭一著 講談社 図書館増設部分 413.6||サ 300044161

136 リードLightノート物理基礎 4訂版 数研出版 図書館増設部分 420||リ 300043875

137 時間は存在しない カルロ・ロヴェッリ著/冨永星訳 NHK出版 図書館増設部分 421.2||ロ 300043906

138 ブラックマン基礎化学 Blackman [ほか著]/錦織紳一, 野口徹, 平岡秀一訳 東京化学同人 図書館増設部分 430||ブ 300044103

139 教養の化学 : 暮らしのサイエンス D.P.Heller, C.H.Snyder著/渡辺正訳 東京化学同人 図書館増設部分 430||ヘ 300044019

140 薬学生のための分析化学問題集 四宮一総編 廣川書店 図書館増設部分 433||シ 300044084

141 スクーグ分析化学 Douglas A. Skoog [ほか著]/小澤岳昌訳 東京化学同人 図書館増設部分 433||ス 100028130

142 知っておきたい有機反応100 第2版 日本薬学会編 東京化学同人 図書館増設部分 437.01||ニ 300043903

143 地図帳の深読み 今尾恵介著 帝国書院 図書館増設部分 448.9||イ 300043900

144 南海トラフ巨大地震 : 歴史・科学・社会 オンデマウンド版 (叢書震災と社会) (岩波オンデマンドブックス) 石橋克彦著 岩波書店 図書館増設部分 453||イ 100028165

145 歴史的大規模土砂災害地点を歩く : いさぼうネット その2 井上公夫著 丸源書店 図書館増設部分 455.89||イ||2 100028193

146 恐竜まみれ : 発掘現場は今日も命がけ 小林快次著 新潮社 図書館増設部分 457.87||コ 300043898

147 生物学入門 第3版 (大学生のための基礎シリーズ:2) 嶋田正和 [ほか] 編 東京化学同人 図書館増設部分 460||シ 300044018

148 生物 : 生命の謎に迫る旅 (歴史を変えた100の大発見) トム・ジャクソン編/山野井貴浩監訳/日高翼訳/菅野治虫訳 丸善出版 図書館増設部分 460.2||ジ 100028166

149 生物分類技能検定3級・4級試験問題集 : 最近5ヶ年の問題と解答 2019年度 生物分類技能検定事務局編集 自然環境研究センター 図書館増設部分 460.7||セ||19 300044071

150 生物分類技能検定2級試験問題集 : 最近5ヶ年の問題と解答 2019年度(動物部門) 生物分類技能検定事務局編集 自然環境研究センター 図書館増設部分 460.7||セ||19 300044072

151 生物分類技能検定2級試験問題集 : 最近5ヶ年の問題と解答 2019年度(植物部門) 生物分類技能検定事務局編集 自然環境研究センター 図書館増設部分 460.7||セ||19 300044073

152 生物分類技能検定2級試験問題集 : 最近5ヶ年の問題と解答 2019年度(水圏生物部門) 生物分類技能検定事務局編集 自然環境研究センター 図書館増設部分 460.7||セ||19 300044074

153 生物有機化学 : 生物活性物質を中心に 第2版 長澤寛道著 東京化学同人 図書館増設部分 464||ナ 300043901

154 薬学のための分子生物学 第2版 金田典雄, 伊東進編集/伊東進 [ほか執筆] 廣川書店 図書館増設部分 464.1||カ 100028169

155 相分離生物学 白木賢太郎著 東京化学同人 図書館増設部分 464.1||シ 100028147

156 地球の生きものたち 決定版 デイヴィッド・アッテンボロー著/日高敏隆 [ほか] 訳 早川書房 図書館増設部分 481.7||ア 100028179

157 生き物の死にざま 稲垣栄洋著 草思社 図書館増設部分 481.7||イ 300043895

158 家畜化という進化 : 人間はいかに動物を変えたか リチャード・C・フランシス著/西尾香苗訳 白揚社 図書館増設部分 489||フ 100028145

159 漢方腹診考 : 症候発現のメカニズム 寺澤捷年[著] あかし出版 図書館増設部分 490.9||テ 100028100

160 漢方・気血水論の研究 寺澤捷年著 あかし出版 図書館増設部分 490.9||テ 300043841

161 なんとなくわかった気になる漢方の歴史 三室洋著 あかし出版 図書館増設部分 490.9||ミ 300043842

162 なるほどなっとく!解剖生理学 改訂2版 多久和典子, 多久和陽著 南山堂 図書館増設部分 491.1||タ 100028154

163 組織学 改訂20版 阿部和厚, 牛木辰男著 南山堂 図書館増設部分 491.11||ア 100028155

164 Dysphagia evaluation and treatment from the perspective of rehabilitation medicine : 日本語版 稲本陽子, 柴田斉子, 才藤栄一編著 医歯薬出版 図書館増設部分 491.343||イ 100028116

165 すぐに使える!fMRIデータの脳活動・機能的結合性の解析 : SPM,SnPM,CONNを使いこなす 菊池吉晃編著 医歯薬出版 図書館増設部分 491.37||キ 100028113

166 決定版阻害剤・活性化剤ハンドブック : 作用点、生理機能を理解して目的の薬剤が選べる実践的データ集 秋山徹, 河府和義編 羊土社 図書館増設部分 491.5||ア 100028110

167 臨床薬物動態学 : 薬物治療の適正化のために 第4版 緒方宏泰編著/増原慶壮 [ほか] 著 丸善出版 図書館増設部分 491.5||オ 100028180

168 医療現場のための薬物相互作用リテラシー 大野能之, 樋坂章博編集 南山堂 図書館増設部分 491.5||オ 100028181

169 どんぐり未来塾の薬物動態マスター術 第2版 佐藤ユリ, 麻生敦子編著 じほう 図書館増設部分 491.5||サ 100028129

170 クリニカルファーマコメトリクス 辻泰弘, 猪川和朗, 笠井英史編集 南山堂 図書館増設部分 491.5||ツ 100028125

171 新薬理学 第7版 : フルカラー新装版 (Qシリーズ) 安原一監修 日本医事新報社 図書館増設部分 491.5||ヤ 100028133

172 なるほどなっとく!病理学 : 病態形成の基本的な仕組み 改訂2版 小林正伸著 南山堂 図書館増設部分 491.6||コ 300044105

173 まだ変えられる!くすりがきかない未来 : 知っておきたい薬剤耐性(AMR)のはなし 石金正裕, うえたに夫婦著 南山堂 図書館増設部分 491.7||イ 300043991

174 現場で使える臨床研究法 藤原康弘編 南山堂 図書館増設部分 492||フ 300043849
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175 薬学管理に生かす臨床推論 : カンファレンスで学ぶ : 総合診療医が伝授する! 岸田直樹著・監修/日経ドラッグインフォメーション編集 日経BP/日経BPマーケティング(発売) 図書館増設部分 492.1||キ 100028102

176 医動物学 (ポケットマスター臨床検査知識の整理) 新臨床検査技師教育研究会編 医歯薬出版 図書館増設部分 492.1||シ 300043855

177 医動物学 (ポケットマスター臨床検査知識の整理) 新臨床検査技師教育研究会編 医歯薬出版 図書館増設部分 492.1||シ 300044081

178 医動物学 (ポケットマスター臨床検査知識の整理) 新臨床検査技師教育研究会編 医歯薬出版 図書館増設部分 492.1||シ 300044082

179 臨床検査データブック 第10版 高久史麿監修/黒川清編集/春日雅人編集/北村聖編集 医学書院 図書館増設部分 492.1||タ 300043873

180 これから始める臨床化学・遺伝子検査の精度保証 : ISO 15189認定取得へ 志保裕行, 若月香織, 礒田理恵子 医歯薬出版 図書館増設部分 492.17||シ 100028122

181 スタンダード細胞診テキスト 第4版 水口國雄監修/東京都保健医療公社東京都がん検診センター編集医歯薬出版 図書館増設部分 492.19||サ 100028167

182 スタンダード細胞診テキスト 第4版 水口國雄監修/東京都保健医療公社東京都がん検診センター編集医歯薬出版 図書館増設部分 492.19||サ 100028168

183 細胞検査士細胞像試験問題集 第2版 日本臨床細胞学会編集 医歯薬出版 図書館増設部分 492.19||ニ 100028118

184 細胞検査士細胞像試験問題集 第2版 日本臨床細胞学会編集 医歯薬出版 図書館増設部分 492.19||ニ 100028119

185 細胞検査士細胞像試験問題集 第2版 日本臨床細胞学会編集 医歯薬出版 図書館増設部分 492.19||ニ 100028120

186 ACECガイドブック : 意識障害の初期診療の標準化 : advanced coma evaluation and care 2019 「ACECガイドブック2014」編集委員会, 意識障害に関するへるす出版 図書館増設部分 492.29||エ 300043864

187 救急救命士国家試験対策出題分野別国試問題・解説集 2020年版C・D問題編 小関一英編著 : 菊川忠臣著 晴れ書房 図書館増設部分 492.29||コ||20 300043965

188 救急救命士国家試験対策出題分野別国試問題・解説集 2020年版C・D問題編 小関一英編著 : 菊川忠臣著 晴れ書房 図書館増設部分 492.29||コ||20 300043966

189 救急救命士国家試験対策出題分野別国試問題・解説集 2020年版C・D問題編 小関一英編著 : 菊川忠臣著 晴れ書房 図書館増設部分 492.29||コ||20 300043967

190 必修救急救命士国家試験対策問題集 : これだけやれば大丈夫! 2020 田中秀治編 文光堂 図書館増設部分 492.29||タ||20 300044097

191 必修救急救命士国家試験対策問題集 : これだけやれば大丈夫! 2020 田中秀治編 文光堂 図書館増設部分 492.29||タ||20 300044098

192 必修救急救命士国家試験対策問題集 : これだけやれば大丈夫! 2020 田中秀治編 文光堂 図書館増設部分 492.29||タ||20 300044099

193 救急救命士国試対策正文集Deru-Q 2020 徳永尊彦編 荘道社 図書館増設部分 492.29||ト||20 300043968

194 救急救命士国試対策正文集Deru-Q 2020 徳永尊彦編 荘道社 図書館増設部分 492.29||ト||20 300043969

195 救急救命士国試対策正文集Deru-Q 2020 徳永尊彦編 荘道社 図書館増設部分 492.29||ト||20 300043970

196 救急医療の感染対策がわかる本 : すべての業務をまるごとコーディネート! 矢野邦夫著 ヴァンメディカル 図書館増設部分 492.29||ヤ 300044013

197 128症例で身につける臨床薬学ハンドブック : 薬物治療の考え方と服薬指導のポイント 改訂第3版 越前宏俊編/鈴木孝編 羊土社 図書館増設部分 492.3||エ 100028135

198 設問式疾患別薬学管理の基礎知識 1 木村健著 じほう 図書館増設部分 492.3||キ 300044010

199 2ページで理解する標準薬物治療ファイル 改訂3版 日本アプライド・セラピューティクス学会編 南山堂 図書館増設部分 492.3||ニ 300043847

200 リハに役立つ治療薬の知識とリスク管理 宮越浩一編 羊土社 図書館増設部分 492.3||ミ 100028148

201 薬物治療学 改訂8版 (Visual core pharma) 吉尾隆 [ほか] 編集 南山堂 図書館増設部分 492.3||ヨ 100028124

202 血管内治療の薬ケアブック (メディカテ : メディカルスタッフのための血管内治療シリーズ:1) 杉生憲志編 メディカ出版 図書館増設部分 492.4||ス 100028136

203 症状・症候からアプローチする救急撮影コツとポイント 中尾彰太監修/坂下惠治, 西池成章, 藤村一郎編集 メジカルビュー社 図書館増設部分 492.43||ナ 100028137

204 救急疾患の鑑別診断のポイント 船曵知弘編著 学研メディカル秀潤社/学研プラス(発売) 図書館増設部分 492.43||フ 100028134

205 イラストでわかる物理療法 杉元雅晴, 菅原仁編集 医歯薬出版 図書館増設部分 492.5||ス 100028186

206 臨床工学技士になるには (なるにはBooks:153) 岩間靖典著 ぺりかん社 図書館増設部分 492.8||イ 300043892

207 医療機器安全実践必携ガイド : 医療スタッフ、製造販売業者等のための 第3版 臨床工学編 日本医療機器学会監修 エム・イー振興協会 図書館増設部分 492.8||ニ 300044106

208 第1種ME技術実力検定試験問題解説集 第20回 日本エム・イー学会編 日本エム・イー学会第1種ME技術実力検定試験講習会・テキスト作成委員会図書館増設部分 492.8||ニ||20 300044029

209 第1種ME技術実力検定試験問題解説集 第20回 日本エム・イー学会編 日本エム・イー学会第1種ME技術実力検定試験講習会・テキスト作成委員会図書館増設部分 492.8||ニ||20 300044030

210 第1種ME技術実力検定試験問題解説集 第20回 日本エム・イー学会編 日本エム・イー学会第1種ME技術実力検定試験講習会・テキスト作成委員会図書館増設部分 492.8||ニ||20 300044031

211 第1種ME技術実力検定試験問題解説集 第21回 日本エム・イー学会編 日本エム・イー学会第1種ME技術実力検定試験講習会・テキスト作成委員会図書館増設部分 492.8||ニ||21 300044032

212 第1種ME技術実力検定試験問題解説集 第21回 日本エム・イー学会編 日本エム・イー学会第1種ME技術実力検定試験講習会・テキスト作成委員会図書館増設部分 492.8||ニ||21 300044033

213 第1種ME技術実力検定試験問題解説集 第21回 日本エム・イー学会編 日本エム・イー学会第1種ME技術実力検定試験講習会・テキスト作成委員会図書館増設部分 492.8||ニ||21 300044034

214 第1種ME技術実力検定試験問題解説集 第22回 日本エム・イー学会編 日本エム・イー学会第1種ME技術実力検定試験講習会・テキスト作成委員会図書館増設部分 492.8||ニ||22 300044035

215 第1種ME技術実力検定試験問題解説集 第22回 日本エム・イー学会編 日本エム・イー学会第1種ME技術実力検定試験講習会・テキスト作成委員会図書館増設部分 492.8||ニ||22 300044036

216 第1種ME技術実力検定試験問題解説集 第22回 日本エム・イー学会編 日本エム・イー学会第1種ME技術実力検定試験講習会・テキスト作成委員会図書館増設部分 492.8||ニ||22 300044037

217 第1種ME技術実力検定試験問題解説集 第23回 日本エム・イー学会編 日本エム・イー学会第1種ME技術実力検定試験講習会・テキスト作成委員会図書館増設部分 492.8||ニ||23 300044038

218 第1種ME技術実力検定試験問題解説集 第23回 日本エム・イー学会編 日本エム・イー学会第1種ME技術実力検定試験講習会・テキスト作成委員会図書館増設部分 492.8||ニ||23 300044039

219 第1種ME技術実力検定試験問題解説集 第23回 日本エム・イー学会編 日本エム・イー学会第1種ME技術実力検定試験講習会・テキスト作成委員会図書館増設部分 492.8||ニ||23 300044040

220 第1種ME技術実力検定試験問題解説集 第24回 日本エム・イー学会編 日本エム・イー学会第1種ME技術実力検定試験講習会・テキスト作成委員会図書館増設部分 492.8||ニ||24 300044041

221 第1種ME技術実力検定試験問題解説集 第24回 日本エム・イー学会編 日本エム・イー学会第1種ME技術実力検定試験講習会・テキスト作成委員会図書館増設部分 492.8||ニ||24 300044042

222 第1種ME技術実力検定試験問題解説集 第24回 日本エム・イー学会編 日本エム・イー学会第1種ME技術実力検定試験講習会・テキスト作成委員会図書館増設部分 492.8||ニ||24 300044043

223 臨床工学技士国家試験問題解説集 第32回 日本臨床工学技士会編 日本臨床工学技士会国家試験問題解説担当 図書館増設部分 492.8||ニ||32 300044151

224 臨床工学技士国家試験問題解説集 第32回 日本臨床工学技士会編 日本臨床工学技士会国家試験問題解説担当 図書館増設部分 492.8||ニ||32 300044152

225 臨床工学技士国家試験問題解説集 第32回 日本臨床工学技士会編 日本臨床工学技士会国家試験問題解説担当 図書館増設部分 492.8||ニ||32 300044153

226 臨床工学技士国家試験問題解説集 第32回 日本臨床工学技士会編 日本臨床工学技士会国家試験問題解説担当 図書館増設部分 492.8||ニ||32 300044154

227 臨床工学技士国家試験問題解説集 第32回 日本臨床工学技士会編 日本臨床工学技士会国家試験問題解説担当 図書館増設部分 492.8||ニ||32 300044155

228 臨床場面でわかる!くすりの知識 : ナースが出会う14の場面134の疑問 改訂第2版 荒木博陽編集 南江堂 図書館増設部分 492.9||ア 300043866

229 学習指導案ガイダンス : 看護教育を深める授業づくりの基本伝授 池西靜江, 石束佳子, 藤江康彦著 医学書院 図書館増設部分 492.907||イ 300044126

230 臨地実習ガイダンス : 看護学生が現場で輝く支援のために 池西靜江, 石束佳子編集 医学書院 図書館増設部分 492.907||イ 300044129

231 看護教育学 : 看護を学ぶ自分と向き合う 改訂第2版 (看護学テキストnice) グレッグ美鈴, 池西悦子編集 南江堂 図書館増設部分 492.907||グ 300044127

232 看護師国家試験予想問題720 2020年版 杉本由香編著 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売) 図書館増設部分 492.907||ス||20 300043988
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233 看護師国家試験予想問題720 2020年版 杉本由香編著 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売) 図書館増設部分 492.907||ス||20 300043989

234 看護師国家試験予想問題720 2020年版 杉本由香編著 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売) 図書館増設部分 492.907||ス||20 300043990

235 体験学習の展開 (看護教育実践シリーズ:5) 高橋平徳, 内藤知佐子編集 医学書院 図書館増設部分 492.907||タ 300044134

236 授業設計と教育評価 (看護教育実践シリーズ:2) 中井俊樹, 服部律子編集 医学書院 図書館増設部分 492.907||ナ 300044133

237 学生とともに創る臨床実習指導ワークブック 第2版 藤岡完治 [ほか] 著 医学書院 図書館増設部分 492.907||フ 300044128

238 すごく役立つ患者を守れる臨床スキル 石松伸一 [ほか] 監修 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売) 図書館増設部分 492.911||イ 300043998

239 看護技術プラクティス 第4版 竹尾惠子監修 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売) 図書館増設部分 492.911||タ 100028146

240 NEW実践!看護診断を導く情報収集・アセスメント 第6版 古橋洋子編著 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売) 図書館増設部分 492.913||フ 300043871

241 救急看護ポイントブック 小池伸享編著 照林社 図書館増設部分 492.916||コ 300044012

242 ナースができる救急・プライマリケアマイナーエマージェンシー 清水敬樹編集 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売) 図書館増設部分 492.916||シ 300043880

243 トリアージナースガイドブック 2020 日本救急看護学会監修/日本救急看護学会トリアージ委員会編集へるす出版 図書館増設部分 492.916||ニ 100028149

244 ドレーン&チューブ管理マニュアル : 特定行為に役立つ : 臨床に活かせる 改訂第2版 佐田尚宏, 中村美鈴編集 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売) 図書館増設部分 492.9163||サ 300043865

245 開腹術/腹腔鏡下手術を受ける患者の看護 第3版 (高齢者と成人の周手術期看護 : 講義から実習へ:3) 竹内登美子編著 医歯薬出版 図書館増設部分 492.9163||タ 300044100

246 外来/病棟における術前看護 第3版 (高齢者と成人の周手術期看護 : 講義から実習へ:1) 竹内登美子編著 医歯薬出版 図書館増設部分 492.9163||タ||1 300043860

247 術中/術後の生体反応と急性期看護 第3版 (高齢者と成人の周手術期看護 : 講義から実習へ:2) 竹内登美子編著 医歯薬出版 図書館増設部分 492.9163||タ||2 300043861

248 画像診断・放射線治療ビジュアルナーシング (見てできる臨床ケア図鑑) 坂井修二, 唐澤久美子編 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売) 図書館増設部分 492.9169||サ 100028101

249 よくわかる退院支援 : 全領域の実習に活用できる地域包括ケアの実践がみえる 戸村ひかり編著 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売) 図書館増設部分 492.9175||ト 300043863

250 回復期リハビリテーション病棟における看護実践 : 看護の質を高めるEBPの実装 酒井郁子編著/黒河内仙奈編著 医歯薬出版 図書館増設部分 492.9179||サ 100028123

251 助産師のための妊娠糖尿病ケア実践ガイド 福井トシ子, 井本寛子編著 医歯薬出版 図書館増設部分 492.923||フ 100028184

252 直前母性看護実習プレブック : 看護過程の思考プロセス 第2版 村本淳子, 町浦美智子編著 医歯薬出版 図書館増設部分 492.924||ム 100028131

253 小児の摂食嚥下障害と食事支援 尾本和彦, 小沢浩編著 医歯薬出版 図書館増設部分 492.925||オ 100028183

254 スキントラブルケアパーフェクトガイド : 病態・検査・治療・予防・ケアがすべてわかる! 改訂第2版 内藤亜由美, 安部正敏編集 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売) 図書館増設部分 492.926||ナ 100028115

255 看護に役立つ口腔ケアテクニック 第2版 晴山婦美子, 塚本敦美, 坂本まゆみ編著 医歯薬出版 図書館増設部分 492.926||ハ 300043859

256 精神疾患をもつ人を、病院でない所で支援するときにまず読む本 : "横綱級"困難ケースにしないための技と型 小瀬古伸幸著 医学書院 図書館増設部分 492.927||コ 300043996

257 精神科ナースポケットブック 学研メディカル秀潤社/学研プラス(発売) 図書館増設部分 492.927||セ 300043851

258 認知症看護 : 認知症の人の「困りごと」に寄り添い, 尊厳あるケアを目指して (ナーシング・プロフェッション・シリーズ石川容子, 上野優美, 梅原里実, 四垂美保, 島橋誠編著 医歯薬出版 図書館増設部分 492.929||イ 300043997

259 ナースが知っておく認知症病態・疾患・検査・予防・治療・ケアこれだけガイド 長田乾編著 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売) 図書館増設部分 492.929||ナ 300043862

260 ケアにいかせる!高齢者の病気と薬の知識 播本高志著, 矢部裕之著, 大澤智恵子著 中央法規出版 図書館増設部分 492.929||ハ 300043870

261 現場を活かす看護マネジメント 第2版 田中彰子編著 医歯薬出版 図書館増設部分 492.983||タ 100028128

262 たった20項目で学べる在宅皮膚疾患&スキンケア : リターンズ! 安部正敏編著 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売) 図書館増設部分 492.993||ア 300043994

263 GLP-1受容体作動薬 : 宝の持ち腐れにしないための本 弘世貴久編著 フジメディカル出版 図書館増設部分 493.12||ヒ 300043894

264 これでスッキリ!糖尿病治療薬の効果的活用 : 基本から最新エビデンスまで 三好秀明編著 医学と看護社 図書館増設部分 493.12||ミ 100028192

265 サルコペニアQ&A : イチからわかる! 山田実著 医歯薬出版 図書館増設部分 493.18||ヤ 300044007

266 新しい臨床を開拓するための分子循環器病学 小室一成編集 南山堂 図書館増設部分 493.2||コ 100028187

267 循環器感染症 : 難治性症例へのアプローチ 佐田誠編集 南山堂 図書館増設部分 493.2||サ 100028188

268 心臓リハビリテーション 第2版 上月正博編著 医歯薬出版 図書館増設部分 493.23||コ 100028182

269 流れがわかる!呼吸器診療の歩きかた : 飯塚イズムで学ぶ 飯塚病院呼吸器内科編 南山堂 図書館増設部分 493.3||イ 300043852

270 肺癌化学療法 改訂2版 (オンコロジークリニカルガイド) 弦間昭彦, 里内美弥子編 南山堂 図書館増設部分 493.38||ゲ 100028150

271 「助けて」が言えない : SOSを出さない人に支援者は何ができるか 松本俊彦編 日本評論社 図書館増設部分 493.7||マ 300043858

272 柴胡剤の使い熟し (漢方精神科ことはじめ. 巻ノ1) あかし出版 図書館増設部分 493.72||サ 300043843

273 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 医歯薬出版 図書館増設部分 493.73||マ 100028185

274 僕らはそれに抵抗できない : 「依存症ビジネス」のつくられかた アダム・オルター著/上原裕美子訳 ダイヤモンド社 図書館増設部分 493.74||オ 300044015

275 頭痛専門医・漢方専門医の脳外科医が書いた頭痛の本 來村昌紀著 あかし出版 図書館増設部分 493.74||ラ 300043840

276 自己愛性パーソナリティ障害 : 正しい理解と治療法 (心のお医者さんに聞いてみよう) 市橋秀夫監修 大和出版 図書館増設部分 493.76||イ 300044171

277 パーソナリティ障害 : 正しい知識と治し方 (健康ライブラリー : イラスト版) 市橋秀夫監修 講談社 図書館増設部分 493.76||イ 300044172

278 感染 (うつ) る (極東証券寄附講座. 生命の教養学:14) 慶應義塾大学教養研究センター, 赤江雄一, 高橋宣也編 慶應義塾大学出版会 図書館増設部分 493.8||ケ 300044120

279 乳幼児・小児服薬介助ハンドブック : 全国こども病院の与薬・服薬説明事例にもとづく 第2版 日本小児総合医療施設協議会(JACHRI)編 じほう 図書館増設部分 493.92||シ 100028142

280 田角勝のこれだけは伝えたい子どもの意欲を引き出す摂食嚥下支援 田角勝著 医歯薬出版 図書館増設部分 493.93||タ 300043848

281 がん治療認定医・がん薬物療法専門医試験対策腫瘍学問題集 第8版 井上大輔編著 テコム出版事業本部 図書館増設部分 494.5||イ 300043874

282 がん専門・認定薬剤師のためのがん必須ポイント 第4版 吉村知哲編著 じほう 図書館増設部分 494.5||ヨ 100028189

283 がん化学療法副作用対策ハンドブック : 副作用の予防・治療から、抗がん剤の減量・休薬の基準、外来での注意点まで岡元るみ子編集/佐々木常雄編集 羊土社 図書館増設部分 494.53||オ 100028108

284 経口抗がん薬チェックリスト : これだけは確認しよう! 静岡県立静岡がんセンター薬剤部編 南山堂 図書館増設部分 494.53||シ 300043854

285 ガジェリー肩関節外科学 : 初診からリハビリテーションまで 原著第2版 D.F.Gazielly原著 ; 南島広治訳 ; 小林晶監訳 医歯薬出版 図書館増設部分 494.7||ガ 100028117

286 接触皮膚炎とパッチテスト 伊藤明子, 関東裕美, 鈴木加余子編集 学研メディカル秀潤社/学研プラス(発売) 図書館増設部分 494.8||イ 100028114

287 皮膚科のくすりの使い方 : プライマリ・ケアでよくみかける皮膚疾患32 海老原全編集 じほう 図書館増設部分 494.8||エ 100028143

288 腎臓病薬物療法トレーニングブック 第2版 (領域別アドバンスト薬剤師シリーズ:4) 日本腎臓病薬物療法学会学術教育委員会編 じほう 図書館増設部分 494.93||ニ 100028126

289 婦人科MRIアトラス 改訂第2版 (画像診断別冊. KEY BOOKシリーズ) 今岡いずみ, 坪山尚寛, 田中優美子編著 秀潤社 図書館増設部分 495.2||イ 100028132

290 口腔の発生と組織 改訂4版 田畑純著 南山堂 図書館増設部分 497.1||タ 100028191
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291 公衆衛生マニュアル 37版 (2019年版) 柳川洋, 中村好一編集/柳川洋 [ほか] 執筆 南山堂 図書館増設部分 498||コ||19 300043867

292 セーフティプロモーション : 安全・安心を創る科学と実践 日本セーフティプロモーション学会編 晃洋書房 図書館増設部分 498||ニ 300044096

293 クエスチョン・バンク保健師国家試験問題解説 2020(第12版) 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 図書館増設部分 498.079||イ||20 300044117

294 クエスチョン・バンク保健師国家試験問題解説 2020(第12版) 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 図書館増設部分 498.079||イ||20 300044118

295 クエスチョン・バンク保健師国家試験問題解説 2020(第12版) 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 図書館増設部分 498.079||イ||20 300044119

296 保健師国家試験のためのレビューブック 2020(第20版) 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 図書館増設部分 498.079||イ||20 300044130

297 保健師国家試験のためのレビューブック 2020(第20版) 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 図書館増設部分 498.079||イ||20 300044131

298 保健師国家試験のためのレビューブック 2020(第20版) 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 図書館増設部分 498.079||イ||20 300044132

299 医療&介護の職場トラブルQ&A : “働き方改革"実践応用編 : 労働環境・ハラスメント・給与・残業・メンタルヘルス日本人事労務コンサルタントグループ医業福祉部会著 医学通信社 図書館増設部分 498.163||ニ 300044011

300 Protect Your Hospital : 病院内発生テロ対策マニュアル 平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業へるす出版 図書館増設部分 498.163||ヘ 300044006

301 最高のパフォーマンスを実現する超健康法 メンタリストDaiGo著 PHP研究所 図書館増設部分 498.3||ダ 300044075

302 医ダニ学図鑑 : 見える分類と疫学 高田伸弘編著/高橋守, 藤田博己, 夏秋優著 北隆館 図書館増設部分 498.69||タ 100028178

303 これからの薬学英語 天ヶ瀬葉子 [ほか] 著 講談社 図書館増設部分 499.07||ア 300043999

304 薬局から研究を発信しよう! 尾関佳代子著 薬事日報社 図書館増設部分 499.07||オ 300044088

305 物理 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-1 300044044

306 物理 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-1 300044045

307 物理 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-1 300044046

308 化学 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-2 300044047

309 化学 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-2 300044048

310 化学 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-2 300044049

311 生物 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-3 300044050

312 生物 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-3 300044051

313 生物 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-3 300044052

314 衛生 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-4 300044053

315 衛生 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-4 300044054

316 衛生 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-4 300044055

317 薬理 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-5 300044056

318 薬理 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-5 300044057

319 薬理 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-5 300044058

320 薬剤 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-6 300044059

321 薬剤 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-6 300044060

322 薬剤 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-6 300044061

323 病態・薬物治療 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-7 300044062

324 病態・薬物治療 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-7 300044063

325 病態・薬物治療 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-7 300044064

326 法規・制度・倫理 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-8 300044065

327 法規・制度・倫理 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-8 300044066

328 法規・制度・倫理 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-8 300044067

329 実務 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-9 300044068

330 実務 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-9 300044069

331 実務 2020年度版 [改訂第9版] (薬ゼミの要点集 : 薬剤師国家試験対策要点集) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||20-9 300044070

332 薬剤師実務のアウトカム : 薬剤師の貢献を示すアウトカム研究を始めるときに読む本 (薬ゼミファーマブック)亀井美和子編 薬ゼミ情報教育センター 図書館増設部分 499.09||カ 300044104

333 薬事法規・制度・倫理マニュアル 改訂14版 亀井美和子 [ほか] 編/赤沢学 [ほか] 著 南山堂 図書館増設部分 499.091||カ 100028121

334 完全攻略医薬品登録販売者試験合格テキスト 第8版 藤澤節子編著 中央法規出版 図書館増設部分 499.095||フ||19 300043878

335 医薬品識別ハンドブック : 医療用 2020 薬業時報社 図書館増設部分 499.1||イ||20 300043872

336 図解医薬品情報学 改訂4版 (みてわかる薬学) 折井孝男編集 南山堂 図書館増設部分 499.1||オ 100028152

337 第十七改正日本薬局方第二追補 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団編集 じほう 図書館増設部分 499.121||ニ 100028127

338 第十七改正日本薬局方第二追補 : 条文と注釈 日本薬局方解説書編集委員会編 廣川書店 図書館増設部分 499.121||ニ||17 100028139

339 第十七改正日本薬局方第二追補解説書 : 条文・注・解説 日本薬局方解説書編集委員会編 廣川書店 図書館増設部分 499.121||ニ||17 100028140

340 薬効分類別服薬指導のエッセンス : 薬剤師のための患者さんへの接し方と服薬指導 改訂第3版 鹿嶋直純著 東京図書出版/リフレ出版 (発売) 図書館増設部分 499.2||カ 300043853

341 薬歴・指導記録の書き方 : シンプルでわかりやすい 寺沢匡史編著 南山堂 図書館増設部分 499.2||テ 300044101

342 次世代医薬開発に向けた抗体工学の最前線 普及版 (CMCテクニカルライブラリー:700. バイオテクノロジーシリーズ熊谷泉監修 シーエムシー出版 図書館増設部分 499.5||ク 100028104

343 医薬品製剤開発のための次世代微粒子コーティング技術 普及版 (CMCテクニカルライブラリー:701. ファインケミカルシリーズ市川秀喜監修 シーエムシー出版 図書館増設部分 499.6||イ 100028103

344 抗がん薬調製マニュアル : 抗悪性腫瘍薬の院内取扱い指針 第4版 遠藤一司 [ほか] 編著 じほう 図書館増設部分 499.6||エ 100028190

345 調剤学総論 改訂13版 堀岡正義原著/調剤学総論編集委員会改訂 南山堂 図書館増設部分 499.6||ホ 100028153

346 薬理学からみた漢方薬 櫻井裕之著 あかし出版 図書館増設部分 499.8||サ 300043836

347 働くひとのためのメンタルヘルスと漢方 伊藤隆著 あかし出版 図書館増設部分 499.8||サ 300043837

348 働くひとのための養生と漢方 伊藤隆著 あかし出版 図書館増設部分 499.8||サ 300043838
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349 冷え症・疲労・イライラ・めまい編 (外来臨床での漢方薬の選び方使い方:1) あかし出版 図書館増設部分 499.8||サ 300043839

350 薬対論 : 生薬二味の組み合わせからひも解く中医薬方と日本漢方 陳維華 [ほか] 原著/木村郁子 [ほか] 訳 南山堂 図書館増設部分 499.8||チ 100028144

351 臨床アロマセラピー : 実践例から学ぶプロの技 今西二郎, 相原由花, 岸田聡子著 南山堂 図書館増設部分 499.87||イ 300044102

352 誰かは見ている、事故・災害の裏側 小林務著 文芸社 図書館図書 510.9||コ 300043856

353 技術者に必要な河川災害・地形の知識 末次忠司著 鹿島出版会 図書館図書 517.4||ス 300044014

354 消えゆく砂浜を守る : 海岸防災をめぐる波との闘い コーネリア・ディーン著/林裕美子, 宮下純, 堀内宜子訳 地人書館 図書館図書 517.8||デ 100028112

355 湿地教育・海洋教育 (持続可能な社会のための環境教育シリーズ:8) 朝岡幸彦, 笹川孝一, 日置光久編著 筑波書房 図書館図書 519.07||ア 300043845

356 大気環境の事典 大気環境学会編集 朝倉書店 図書館図書 519.3||タ 100028176

357 地球環境陸・海の生態系と人の将来 小松正之 [ほか] 著 雄山閣 図書館図書 519.8||コ 300043846

358 地震発生から現在までの記録 (東日本大震災で大学はどう動いたか:1) 岩手大学復興活動記録誌編集委員会編 古今書院 図書館図書 519.9||イ 100028138

359 復興支援と研究・教育の取り組み (東日本大震災で大学はどう動いたか:2) 岩手大学復興活動記録誌編集委員会編 古今書院 図書館図書 519.9||イ 100028177

360 災害記録を未来に活かす (デジタルアーカイブ・ベーシックス:2) 鈴木親彦責任編集 勉誠出版 図書館図書 519.9||イ 300044092

361 報道写真集首里城 : 緊急出版 沖縄タイムス社 沖縄タイムス社 図書館図書 519.9||オ 300044165

362 選挙を通じて考える被災地復興の光と影 (被災地選挙の諸相:2) 河村和徳著/伊藤裕顕著 河北新報出版センター 図書館図書 519.9||カ 300044087

363 災害と防災・防犯統計データ集 2020-2021 三冬社編集部編集・制作 三冬社 図書館図書 519.9||サ||20-21 300044077

364 ALSOKが教えるおひとり女子が自分を守るための本 主婦の友社編 主婦の友社 図書館図書 519.9||シ 300043893

365 仮設市街地整備論 : 避難生活に日常を取り戻す (東京安全研究所・都市の安全と環境シリーズ:9) 関口太一, 小野道生著 早稲田大学出版部 図書館図書 519.9||セ 300043850

366 自治体災害対策の基礎 (地方自治・実務入門シリーズ) 千葉実著/北村喜宣, 山口道昭, 出石稔編 有斐閣 図書館図書 519.9||チ 300043987

367 東京都地域防災計画 震災編(令和元年修正) : 別冊2協定等 東京都防災会議編 東京都防災会議 図書館図書 519.9||ト||19 300044078

368 東京都地域防災計画 震災編(令和元年修正) : 別冊1資料 東京都防災会議編 東京都防災会議 図書館図書 519.9||ト||19 300044079

369 東京都地域防災計画 震災編(令和元年修正) : 本冊 東京都防災会議編 東京都防災会議 図書館図書 519.9||ト||19 300044080

370 歌う大衆と関東大震災 : 「船頭小唄」「籠の鳥」はなぜ流行したのか 永嶺重敏著 青弓社 図書館図書 519.9||ナ 300043857

371 阪神・淡路大震災における学校避難所の研究 : 「記憶」と「記録」を継承するために 中平遥香著 中平遥香/神戸新聞総合出版センター (制作・発売) 図書館図書 519.9||ナ 300044089

372 木造防災都市 : 鉄・コンクリートの限界を乗り越える (東京安全研究所・都市の安全と環境シリーズ:10) 長谷見雄二著 早稲田大学出版部 図書館図書 519.9||ハ 300043985

373 平井信行の気象・防災情報の見方と使い方 : 子どもの命を守る判断力を育てるために 平井信行著 第一法規 図書館図書 519.9||ヒ 300044017

374 図解異常気象のしくみと自然災害対策術 ゲリー・マッコール著/内藤典子訳 原書房 図書館図書 519.9||マ 300043995

375 関東大震災と戒厳令 オンデマンド版 (歴史文化ライブラリー:162) 松尾章一著 吉川弘文館 図書館図書 519.9||マ 300044086

376 「災後」の記憶史 : メディアにみる関東大震災・伊勢湾台風 水出幸輝著 人文書院 図書館図書 519.9||ミ 100028174

377 大規模イベント医療・救護ガイドブック 日本医師会監修/東京都医師会監修/日本医師会救急災害医療対策委員会編集へるす出版 図書館図書 519.99||ニ 300043888

378 大気環境における鋼構造物の防食性能回復の課題と対策 (鋼構造シリーズ:30) 土木学会鋼構造委員会鋼構造物の防食性能の回復に関する調査研究小委員会編集土木学会/丸善出版 (発売) 図書館図書 524.6||ド 100028151

379 完全マスター電験三種受験テキスト機械 改訂3版 伊佐治圭介著 オーム社 図書館図書 540.7||イ||19 300044004

380 完全マスター電験三種受験テキスト電力 改訂3版 植地修也著 オーム社 図書館図書 540.7||ウ||19 300044003

381 完全マスター電験三種受験テキスト電気数学 改訂2版 大谷嘉能, 幅敏明共著 オーム社 図書館図書 540.7||オ||19 300043909

382 完全マスター電験三種受験テキスト理論 改訂3版 塩沢孝則著 オーム社 図書館図書 540.7||シ||19 300044002

383 完全マスター電験三種受験テキスト法規 改訂4版 重藤貴也, 山田昌平共著 オーム社 図書館図書 540.7||シ||19 300044005

384 原子力発電世論の力学 : リスク・価値観・効率性のせめぎ合い 北田淳子著 大阪大学出版会 図書館図書 543.5||キ 100028173

385 サイバニクスが拓く未来 : テクノピアサポートの時代を生きる君たちへ 山海嘉之著 筑波大学出版会/丸善出版 (発売) 図書館図書 548.3||サ 300044026

386 日本化粧品検定2級・3級対策テキスト : コスメの教科書 : 大きくなってもっと学びやすい!! : コスメコンシェルジュを目指そう小西さやか著/日本化粧品検定協会監修 主婦の友社 図書館図書 576.7||コ 300043890

387 日本化粧品検定1級対策テキスト : コスメの教科書 : 大きくなってもっと学びやすい!! : コスメコンシェルジュを目指そう小西さやか著/日本化粧品検定協会監修 主婦の友社 図書館図書 576.7||コ||19 300043889

388 美容薬学検定試験公式ガイド&テキスト 改訂版 日本セルフケア支援薬剤師センター薬学検定事務局著 一ツ橋書店 図書館図書 576.7||ニ 300043993

389 縮小する日本社会 : 危機後の新しい豊かさを求めて (生命科学と現代社会) 佐藤洋一郎監修/香坂玲編集 勉誠出版 図書館図書 612.1||サ 100028105

390 イヌの動物学 第2版 (アニマルサイエンス / 林良博, 佐藤英明, 眞鍋昇編) 猪熊壽, 遠藤秀紀著 東京大学出版会 図書館図書 645.6||イ 100028170

391 イヌの動物学 第2版 (アニマルサイエンス / 林良博, 佐藤英明, 眞鍋昇編) 猪熊壽, 遠藤秀紀著 東京大学出版会 図書館図書 645.6||イ 100028171

392 イヌの動物学 第2版 (アニマルサイエンス / 林良博, 佐藤英明, 眞鍋昇編) 猪熊壽, 遠藤秀紀著 東京大学出版会 図書館図書 645.6||イ 100028172

393 水産科学・海洋環境科学実習 北海道大学水産学部練習船教科書編纂委員会編 海文堂出版 図書館図書 660||ホ 300043887

394 交通事故解析の基礎と応用 改訂版 山崎俊一著 東京法令出版 図書館図書 681.3||ヤ 300043879

395 航空輸送100年 : 安全性向上の歩み 遠藤信介著 ; 日本航空技術協会編 日本航空技術協会 図書館図書 687.2||エ 300044090

396 スポーツと君たち : 10代のためのスポーツ教養 佐藤善人編著 大修館書店 図書館図書 780||サ 300044163

397 わかる!伝わる!文章力 : 実践力養成 : 小論文・レポート虎の巻 佐藤佳弘著 武蔵野大学出版会 図書館図書 816||サ 300044020

398 読みたいことを、書けばいい。 : 人生が変わるシンプルな文章術 田中泰延著 ダイヤモンド社 図書館図書 816||タ 300044022

399 マレスケの虹 (Sunnyside Books) 森川成美作 小峰書店 図書館図書 913.6||モ 300044021

400 南西の風やや強く 吉野万理子著 あすなろ書房 図書館図書 913.6||ヨ 300043896

401 昼の家、夜の家 (ExLibris) オルガ・トカルチュク著/小椋彩訳 白水社 図書館図書 989.83||ト 300044164

402 青春ブタ野郎はシスコンアイドルの夢を見ない (電撃文庫:2936) 鴨志田一 [著] KADOKAWA 図書館文庫 文庫||カ 300044166

403 青春ブタ野郎はおるすばん妹の夢を見ない (電撃文庫:2986) 鴨志田一 [著] KADOKAWA 図書館文庫 文庫||カ 300044167

404 しないことリスト (だいわ文庫:[376-1D]) pha著 大和書房 図書館文庫 文庫||フ 300044028

405 社会保障再考 : 「地域」で支える (岩波新書:新赤版 1796) 菊池馨実著 岩波書店 図書館新書 新書||イ 300043927

406 未来予測入門 : 元防衛省情報分析官が編み出した技法 (講談社現代新書:2545) 上田篤盛著 講談社 図書館新書 新書||ウ 300043913



新着図書案内　令和元年１１～１２月分 2019/12/18

No. 書名 著者名 出版者 所在記述 請求記号 資料ID
407 他人を引きずりおろすのに必死な人 (SB新書:361) 榎本博明著 SBクリエイティブ 図書館新書 新書||エ 300044169

408 日本社会のしくみ : 雇用・教育・福祉の歴史社会学 (講談社現代新書:2528) 小熊英二著 講談社 図書館新書 新書||オ 300043910

409 イギリスの失敗 : 「合意なき離脱」のリスク (PHP新書:1196) 岡部伸著 PHP研究所 図書館新書 新書||オ 300043917

410 独ソ戦 : 絶滅戦争の惨禍 (岩波新書:新赤版 1785) 大木毅著 岩波書店 図書館新書 新書||オ 300043919

411 戦略的思考とは何か 改版 (中公新書:700) 岡崎久彦著 中央公論新社 図書館新書 新書||オ 300044109

412 虐待死 : なぜ起きるのか、どう防ぐか (岩波新書:新赤版 1784) 川﨑二三彦著 岩波書店 図書館新書 新書||カ 300043914

413 幸福な監視国家・中国 (NHK出版新書:595) 梶谷懐, 高口康太著 NHK出版 図書館新書 新書||カ 300043921

414 未来の地図帳 : 人口減少日本で各地に起きること (講談社現代新書:2524) 河合雅司著 講談社 図書館新書 新書||カ 300043922

415 未来への大分岐 : 資本主義の終わりか、人間の終焉か? (集英社新書:0988A) マルクス・ガブリエル, マイケル・ハート, ポール・メイソン著集英社 図書館新書 新書||ガ 300043924

416 シミュレーション日本降伏 : 中国から南西諸島を守る「島嶼防衛の鉄則」 (PHP新書:1188) 北村淳著 PHP研究所 図書館新書 新書||キ 300043923

417 観光公害 : インバウンド4000万人時代の副作用 (祥伝社新書:574) 佐滝剛弘 [著] 祥伝社 図書館新書 新書||サ 300043920

418 ノモンハン : 責任なき戦い (講談社現代新書:2538) 田中雄一著 講談社 図書館新書 新書||タ 300043915

419 生きるための図書館 : 一人ひとりのために (岩波新書:新赤版 1783) 竹内悊著 岩波書店 図書館新書 新書||タ 300043925

420 上級国民/下級国民 (小学館新書:[354]) 橘玲著 小学館 図書館新書 新書||タ 300043926

421 軍事と政治日本の選択 : 歴史と世界の視座から (文春新書:1230) 細谷雄一編 文藝春秋 図書館新書 新書||ホ 300044108

422 AI以後 : 変貌するテクノロジーの危機と希望 (NHK出版新書:603) 丸山俊一, NHK取材班編著 NHK出版 図書館新書 新書||マ 300043911

423 女性のいない民主主義 (岩波新書:新赤版 1794) 前田健太郎著 岩波書店 図書館新書 新書||マ 300043916

424 教育格差 : 階層・地域・学歴 (ちくま新書:1422) 松岡亮二著 筑摩書房 図書館新書 新書||マ 300043918

425 ケーキの切れない非行少年たち (新潮新書:820) 宮口幸治著 新潮社 図書館新書 新書||ミ 300043912


