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No. 書名 著者名 出版者 所在記述 請求記号 資料ID
1 人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」 : 第三次AIブームの到達点と限界 新井紀子, 東中竜一郎編 東京大学出版会 図書館図書 007.1||ア 300042367

2 The four : GAFA (ガーファ) : 四騎士が創り変えた世界 スコット・ギャロウェイ著/渡会圭子訳 東洋経済新報社 図書館図書 007.3||ギ 300042336

3 さよなら、インターネット : GDPRはネットとデータをどう変えるのか 武邑光裕著 ダイヤモンド社 図書館図書 007.3||タ 300042337

4 Microsoft Office Specialist Microsoft Access 2016対策テキスト&問題集 (よくわかるマスター) 富士通エフ・オー・エム著作制作 FOM出版 図書館図書 007.63A||フ 300042400

5 Microsoft Office Specialist Microsoft Excel 2016 対策テキスト&問題集 (よくわかるマスター) 富士通エフ・オー・エム著作制作 FOM出版 図書館図書 007.63E||フ 300042398

6 Microsoft Office Specialist Microsoft PowerPoint 2016対策テキスト&問題集 (よくわかるマスター) 富士通エフ・オー・エム株式会社著作/制作 FOM出版 図書館図書 007.63P||フ 300042399

7 Microsoft Office Specialist Microsoft Word 2016 対策テキスト&問題集 (よくわかるマスター) 富士通エフ・オー・エム著作制作 FOM出版 図書館図書 007.63W||フ 300042401

8

図書館の「捨てると残す」への期待と不安 : 出版産業の危機の中で/書き手として、利用者として : 特定非営

利活動法人共同保存図書館・多摩 二〇一七年度通常総会記念講演(2017・5・21)より (多摩デポブックレッ

ト:12) 永江朗著 共同保存図書館・多摩/けやき出版(発売) 図書館図書 014.1||ナ 300042231

9 知ってるつもり : 無知の科学

スティーブン・スローマン, フィリップ・ファーンバック

著/土方奈美訳 早川書房 図書館図書 141.5||ス 300042362

10 一緒にいると楽しい人、疲れる人 有川真由美著 PHP研究所 図書館図書 159||ア 300042368

11 終わらない「失われた20年」 : 嗤う日本の「ナショナリズム」・その後 (筑摩選書:0161) 北田暁大著 筑摩書房 図書館図書 309.021||キ 300042312

12 イラスト図解社会人として必要な経済と政治のことが5時間でざっと学べる 池上彰著 KADOKAWA 図書館図書 312.1||イ 300042377

13 サイコ型テロへの処方箋 (近代消防新書. 日本はテロを阻止できるか:3) 吉川圭一著 近代消防社 図書館図書 316.4||ヨ 300042223

14 公務員制 (行政学叢書:11) 西尾隆著 東京大学出版会 図書館図書 317.3||ニ 300042302

15 現職人事が答える公務員試験で受験生が気になること 2020年度版 (公務員試験) 大賀英徳編著 実務教育出版 図書館図書 317.4||オ||20 300042202

16 郷原豊茂の憲法新まるごと講義生中継 : 公務員試験 (まるごと講義生中継シリーズ) 郷原豊茂著 TAC株式会社出版事業部 図書館図書 317.4||ゴ||18 300042172

17 公務員試験本試験過去問題集特別区1類〈事務〉 2020年度採用版 TAC株式会社(公務員講座) 編著 TAC株式会社出版事業部 図書館図書 317.4||タ||20 300042165

18 公務員試験適性試験対策やればやるほど伸びるトレーニング : 国家一般職〈高卒者〉・地方初級ほか TAC株式会社出版事業部 図書館図書 317.4||タ||20 300042166

19 昇任試験合格面接の絶対ルール 地方公務員面接研究会編著 学陽書房 図書館図書 317.4||チ 300042371

20 憲法 第8版 (公務員試験過去問新Quick Master(クイックマスター):9) 東京リーガルマインドLEC総合研究所公務員試験部編著 東京リーガルマインド 図書館図書 317.4||ト||18 300042276

21 債権・親族・相続 第8版 (公務員試験過去問新Quick Master(クイックマスター):11. 民法:2) 東京リーガルマインドLEC総合研究所公務員試験部編著 東京リーガルマインド 図書館図書 317.4||ト||18 300042277

22 社会科学 第8版 (公務員試験過去問新Quick Master(クイックマスター):4) 東京リーガルマインドLEC総合研究所公務員試験部編著 東京リーガルマインド 図書館図書 317.4||ト||18 300042278

23 総則・物権 第8版 (公務員試験過去問新Quick Master(クイックマスター):10. 民法:1) 東京リーガルマインドLEC総合研究所公務員試験部編著 東京リーガルマインド 図書館図書 317.4||ト||18 300042279

24 地方上級・国家一般職「大卒程度」公務員試験総合問題集 : 絶対決める! [2020年度版] L&L総合研究所編著 新星出版社 図書館図書 317.4||ト||20 300042280

25 警視庁の警察官3類 : 教養試験 2019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 317.7||コ||19 300042193

26 茨城県の警察官A : 公務員試験 2020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||20 300042192

27 警察官1類・A合格テキスト : 大卒レベル '20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||20 300042319

28 警察官I類・A過去問題集 : 大卒レベル '20年版 成美堂出版 図書館図書 317.7||セ||20 300042318

29 すぐに使える!消防・防災講話のタネ : 訓練しなけりゃカラスも飛べない 池田和生著 東京法令出版 図書館図書 317.79||イ 300042174

30 東京都の消防職2類・3類 : 教養試験 2019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 317.79||コ||19 300042320

31 通知でわかる消防用設備の設置免除・緩和措置 : 消防法施行令第32条の特例 消防設備設置基準研究会編 新日本法規出版 図書館図書 317.79||シ 100027461

32 日本の消防車 2019 (イカロスMOOK) Jレスキュー編集部編著 イカロス出版 図書館図書 317.79||ジ||19 300042214

33 消防官のための消防活動の法律知識 新訂第3版 関東一著 近代消防社 図書館図書 317.79||セ 300042311

34 自治体不祥事における危機管理広報 : 管理職の心得と記者会見までの対応 田中正博著 第一法規 図書館図書 318.5||タ 300042290

35 変態するグローバル危機 (リスク) 社会と現状変革志向ガバナンス 星野昭吉著 文眞堂 図書館図書 319||ホ 300042309

36 構造編 : 規範の基層と上層 (人間の学としての民法学:1) 大村敦志著 岩波書店 図書館図書 324||オ||1 300042365

37 歴史編 : 文明化から社会問題へ (人間の学としての民法学:2) 大村敦志著 岩波書店 図書館図書 324||オ||2 300042366

38 国際機構論入門 山田哲也著 東京大学出版会 図書館図書 329.3||ヤ 300042175

39 図解世界一わかりやすい経済学の授業 藤田康範著 KADOKAWA 図書館図書 331||フ 300042359

40 危機の資本システム : 世界同時好況と金融暴走リスク 倉都康行著 岩波書店 図書館図書 333.6||ク 300042205

41 現代企業論入門 : 会社設立から発展、再生まで 上坂卓郎著

中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発

売) 図書館図書 335||カ 300042372

42 経営戦略原論 琴坂将広著 東洋経済新報社 図書館図書 336.1||コ 300042145

43 機会損失 : 「見えない」リスクと可能性 清水勝彦著 東洋経済新報社 図書館図書 336.1||シ 300042300

44 1分で話せ : 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術 伊藤羊一著 SBクリエイティブ 図書館図書 336.4||イ 300042370

45 わかる!伝わる!プレゼン力 : プレゼンテーション虎の巻 パワーアップ版 佐藤佳弘著 武蔵野大学出版会 図書館図書 336.4||サ 300042191

46 好き嫌い : 行動科学最大の謎 トム・ヴァンダービルト著/桃井緑美子訳 早川書房 図書館図書 361.4||ヴ 300042379

47 生活環境主義のコミュニティ分析 : 環境社会学のアプローチ 鳥越皓之, 足立重和, 金菱清編著 ミネルヴァ書房 図書館図書 361.7||ト 100027470

48 日常のなかの「フツー」を問いなおす : 現代社会の差別・抑圧 植上一希, 伊藤亜希子編 法律文化社 図書館図書 361.8||ウ 300042374

49 社会科学のためのデータ分析入門 上巻 今井耕介 [著]/粕谷祐子, 原田勝孝, 久保浩樹訳 岩波書店 図書館図書 361.9||イ||1 300042307

50 社会科学のためのデータ分析入門 下巻 今井耕介 [著]/粕谷祐子, 原田勝孝, 久保浩樹訳 岩波書店 図書館図書 361.9||イ||2 300042308

51 医療系学生のための社会保障制度と医療経済概論講義 米本倉基, 真野俊樹編著/小林慎, 坂田裕介共著 ムイスリ出版 図書館図書 364||ヨ 300042381

52 持続可能な医療保険制度の構築に向けて : 平成27年改革の軌跡とポイント これからの医療保険制度の在り方を考える研究会編著 第一法規 図書館図書 364.4||コ 100027462

53 恐い間取り : 事故物件怪談 松原タニシ著 二見書房 図書館図書 365.3||マ 300042141

54 働き方改革法 : 労働基準法、労働安全衛生法、パート労働法、派遣法 (1冊でわかる!改正早わかりシリーズ) 大村剛史, 高亮著 労務行政 図書館図書 366.1||オ 300042361

55 おひとりさまの最期 上野千鶴子著 朝日新聞出版 図書館図書 367.7||ウ 300042198
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56 うちの子、安全だいじょうぶ? : 新しい防犯教育 宮田美恵子著 新読書社 図書館図書 368.6||ミ 300042324

57 児童養護施設の心理臨床 : 「虐待」のその後を生きる (こころの科学叢書) 内海新祐著 日本評論社 図書館図書 369.4||ウ 300042170

58 講座子ども虐待への新たなケア (学研のヒューマンケアブックス) 杉山登志郎編著 学研教育出版/学研マーケティング (発売) 図書館図書 369.4||ス 300042323

59

性的虐待を受けた子ども・性的問題行動を示す子どもへの支援 : 児童福祉施設における生活支援と心理・医

療的ケア 八木修司, 岡本正子編著 明石書店 図書館図書 369.4||ヤ 300042187

60 Learn better : 頭の使い方が変わり、学びが深まる6つのステップ アーリック・ボーザー著/月谷真紀訳 英治出版 図書館図書 371.41||ボ 300042338

61 思春期の処方せん 山脇由貴子著 海竜社 図書館図書 371.47||ヤ 300042301

62

学校保健安全法に沿った感染症 : 乳幼児から高校生まで 最新改訂15版 (写真を見ながら学べるビジュアル版.

新健康教育シリーズ) 岡部信彦著 少年写真新聞社 図書館図書 374.9||オ 300042180

63 進化する初年次教育 初年次教育学会編 世界思想社 図書館図書 377.1||シ 300042369

64 今選ぶなら、地方小規模私立大学! : 偏差値による進路選択からの脱却 大森昭生 [ほか] 編著・報告 レゾンクリエイト 図書館図書 377.21||オ 300042339

65 史上最強SPI&テストセンター超実戦問題集 [2020最新版] オフィス海著 ナツメ社 図書館図書 377.9||オ||20 300042376

66 新・防衛法制 田村重信編著 内外出版 図書館図書 393.21||タ 300042189

67 図解科学の大理論 : 眠れなくなるほど面白い 大宮信光著 日本文芸社 図書館増設部分 400||オ 300042378

68 科学を伝え、社会とつなぐサイエンスコミュニケーションのはじめかた 国立科学博物館編 丸善出版 図書館増設部分 407||コ 300042287

69 ポアンカレ予想 (数学ガール) 結城浩著 SBクリエイティブ 図書館増設部分 410||ユ 300042235

70 積分を見つめて (数学ガールの秘密ノート) 結城浩著 SBクリエイティブ 図書館増設部分 410||ユ 300042236

71

初めから学べると評判の演習大学基礎数学線形代数キャンパス・ゼミ : 高校数学から大学数学へ!スムーズに

実力UP! 馬場敬之著 マセマ出版社 図書館増設部分 411.3||バ 300042347

72

初めから学べると評判の大学基礎数学線形代数キャンパス・ゼミ : 高校数学から大学数学へ!スムーズに実力

UP! 馬場敬之著 マセマ出版社 図書館増設部分 411.3||バ 300042356

73 図解眠れなくなるほど面白い微分積分 大上丈彦監修 日本文芸社 図書館増設部分 413.3||オ 300042364

74 スバラシク実力がつくと評判の演習微分積分キャンパス・ゼミ 改訂4 馬場敬之, 高杉豊著 マセマ出版社 図書館増設部分 413.3||バ 300042341

75

初めから学べると評判の演習大学基礎数学微分積分キャンパス・ゼミ : 高校数学から大学数学へ!スムーズに

実力up! 馬場敬之著 マセマ出版社 図書館増設部分 413.3||バ 300042345

76

初めから学べると評判の大学基礎数学微分積分キャンパス・ゼミ : 高校数学から大学数学へ!スムーズに実力

UP! 馬場敬之著 マセマ出版社 図書館増設部分 413.3||バ 300042348

77 スバラシク実力がつくと評判の演習常微分方程式キャンパス・ゼミ 改訂1 高杉豊, 馬場敬之著 マセマ出版社 図書館増設部分 413.6||タ 300042343

78

スバラシク実力がつくと評判の偏微分方程式キャンパス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽

に取れる! 改訂2 馬場敬之著 マセマ出版社 図書館増設部分 413.6||バ 300042342

79

スバラシク実力がつくと評判の統計学キャンパス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽に取れ

る! 改訂4 馬場敬之著 マセマ出版社 図書館増設部分 417||バ 300042340

80

初めから学べると評判の演習大学基礎数学確率統計キャンパス・ゼミ : 高校数学から大学数学へ!スムーズに

実力UP! 馬場敬之著 マセマ出版社 図書館増設部分 417||バ 300042346

81 統計学の要点 : 基礎からRの活用まで 森本義廣, 黒瀬能聿, 加島智子著 共立出版 図書館増設部分 417||モ 300042233

82 Pythonによる統計分析入門 山内長承著 オーム社 図書館増設部分 417||ヤ 300042142

83 Rによるノンパラメトリック検定 内田治著 オーム社 図書館増設部分 417.6||ウ 300042237

84 眠れなくなるほど面白い図解物理の話 長澤光晴著 日本文芸社 図書館増設部分 420||ナ 300042330

85

スバラシク実力がつくと評判の量子力学キャンパス・ゼミ : 大学の物理がこんなに分かる!単位なんて楽に取

れる! 改訂2 馬場敬之著 マセマ出版社 図書館増設部分 421.3||バ 300042350

86 ファーストステップ力学 : 物理的な見方・考え方を身に付ける 河辺哲次著 裳華房 図書館増設部分 423||カ 300042232

87

スバラシク実力がつくと評判の力学キャンパス・ゼミ : 大学の物理がこんなに分かる!単位なんて楽に取れる!

改訂5 馬場敬之著 マセマ出版社 図書館増設部分 423||バ 300042349

88 スバラシク実力がつくと評判の演習力学キャンパス・ゼミ 改訂3 馬場敬之, 高杉豊著 マセマ出版社 図書館増設部分 423||バ 300042352

89

スバラシク実力がつくと評判の解析力学キャンパス・ゼミ : 大学の物理がこんなに分かる!単位なんて楽に取

れる! 改訂2 馬場敬之著 マセマ出版社 図書館増設部分 423.3||バ 300042344

90 スバラシク実力がつくと評判の演習振動・波動キャンパス・ゼミ 馬場敬之著 マセマ出版社 図書館増設部分 424||バ 300042355

91

スバラシク実力がつくと評判の振動・波動キャンパス・ゼミ : 大学の物理がこんなに分かる!単位なんて楽に

取れる! 馬場敬之著 マセマ出版社 図書館増設部分 424||バ 300042357

92 スバラシク実力がつくと評判の演習熱力学キャンパス・ゼミ 改訂1 高杉豊, 馬場敬之著 マセマ出版社 図書館増設部分 426.5||タ 300042351

93

スバラシク実力がつくと評判の熱力学キャンパス・ゼミ : 大学の物理がこんなに分かる!単位なんて楽に取れ

る! 改訂4 馬場敬之著 マセマ出版社 図書館増設部分 426.5||バ 300042353

94

スバラシク実力がつくと評判の電磁気学キャンパス・ゼミ : 大学の物理がこんなに分かる!単位なんて楽に取

れる! 改訂5 馬場敬之著 マセマ出版社 図書館増設部分 427||バ 300042354

95 スバラシク実力がつくと評判の演習電磁気学キャンパス・ゼミ 改訂1 高杉豊, 馬場敬之著 マセマ出版社 図書館増設部分 427||バ 300042358

96 図解化学の話 : 眠れなくなるほど面白い 大宮信光監修 日本文芸社 図書館増設部分 430||オ 300042332

97 図解眠れなくなるほど面白い宇宙の話 渡部潤一監修 日本文芸社 図書館増設部分 440||ワ 300042331

98 地震学をつくった男・大森房吉 : 幻の地震予知と関東大震災の真実 上山明博著 青土社 図書館増設部分 453||オ 300042315

99 活断層と私たちのくらし : その調べ方とつきあい方 伊藤康人著 大阪公立大学共同出版会 図書館増設部分 453.4||イ 300042143

100 ビギナーズ生物学 太田安隆, 高松信彦著 化学同人 図書館増設部分 460||オ 300042161

101 眠れなくなるほど面白い図解生物の話 廣澤瑞子監修 日本文芸社 図書館増設部分 460||ヒ 300042333

102 ヤミツキ細胞生物学 武村政春著 じほう 図書館増設部分 463||タ 300042286

103 染色体から見える世界 : 哺乳類の核型進化を探る 小原良孝 [ほか] 著 東海大学出版部 図書館増設部分 463.4||オ 100027469

104 ゲノム編集の基本原理と応用 : ZFN, TALEN, CRISPR-Cas9 山本卓著 裳華房 図書館増設部分 467.25||ヤ 300042285
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105 大学1年生のなっとく!生態学 鷲谷いづみ著 講談社 図書館増設部分 468||ワ 300042310

106 動物学者が死ぬほど向き合った「死」の話 : 生き物たちの終末と進化の科学 ジュールズ・ハワード著/中山宥訳 フィルムアート社 図書館増設部分 481.3||ハ 300042327

107 えげつないいきもの図鑑 : 恐ろしくもおもしろい寄生生物60 大谷智通著/ひらのあすみイラスト ナツメ社 図書館増設部分 481.7||オ 300042363

108 先生、脳のなかで自然が叫んでいます! (「鳥取環境大学」の森の人間動物行動学:番外編) 小林朋道著 築地書館 図書館増設部分 481.7||コ 300042313

109 アメーバのはなし : 原生生物・人・感染症 永宗喜三郎, 島野智之, 矢吹彬憲編 朝倉書店 図書館増設部分 483.1||ナ 300042188

110 蜂と蟻に刺されてみた : 「痛さ」からわかった毒針昆虫のヒミツ ジャスティン・O.シュミット著/今西康子訳 白揚社 図書館増設部分 486.7||シ 300042328

111 はじめての魚類学 : "好き"から魚博士へ! 宮崎佑介著/福井歩写真 オーム社 図書館増設部分 487.5||ミ 300042146

112 鳥類の生活史と環境適応 江口和洋, 高木昌興編著 北海道大学出版会 図書館増設部分 488.1||エ 100027440

113 新日本の探鳥地 首都圏編: 東京都, 神奈川県, 埼玉県, 千葉県, 茨城県, 栃木県, 群馬県 BIRDER編集部編 文一総合出版 図書館増設部分 488.21||バ 300042171

114 医療情報学入門 第2版 樺澤一之, 豊田修一著 共立出版 図書館増設部分 490||カ 300042196

115 医療と健康のための心理学 青木智子編著 北樹出版 図書館増設部分 490.14||ア 300042183

116 患者・家族の意思決定、現場の判断を支える"やさしい"臨床倫理フレームワーク (医療安全BOOKS:7) 兼児敏浩編著 メディカ出版 図書館増設部分 490.15||カ 300042203

117 生物と生命倫理の基本ノート : 「いのち」への問いかけ 第3版 西沢いづみ著 金芳堂 図書館増設部分 490.15||ニ 300042181

118 生命倫理学 : 自然と利害関心の間 (叢書・ウニベルシタス:1081) ディーター・ビルンバッハー [著]/遠藤寿一 [ほか] 訳 法政大学出版局 図書館増設部分 490.15||ビ 100027445

119 生命倫理のレポート・論文を書く 松原洋子, 伊吹友秀編 東京大学出版会 図書館増設部分 490.15||マ 300042186

120 医学統計学ハンドブック 新版 丹後俊郎, 松井茂之編 朝倉書店 図書館増設部分 490.19||タ 100027443

121 医学統計学の事典 : 新装版 丹後俊郎, 小西貞則編集 朝倉書店 図書館増設部分 490.19||タ 100027451

122 薬学・看護学・保健学に役立つ生物統計・疫学・臨床研究デザインテキストブック 山田浩, 大野ゆう子, 村上好恵編集 メディカル・パブリケーションズ 図書館増設部分 490.19||ヤ 100027457

123 人体実験の哲学 : 「卑しい体」がつくる医学、技術、権力の歴史 グレゴワール・シャマユー著/加納由起子訳 明石書店 図書館増設部分 490.2||シ 100027449

124 とことんシンプルに作り込むスライドテクニック (あなたのプレゼン誰も聞いてませんよ!:続) 渡部欣忍著 南江堂 図書館増設部分 490.7||ワ 300042360

125 培養細胞による治療 Howard Green [著]/大和雅之訳 コロナ社 図書館増設部分 491.11||グ 300042297

126 Biomechanics : motion, flow, stress, and growth : softcover Y.C. Fung Springer-Verlag 図書館書庫[2F] 491.3||FU 150007066

127 腸と脳 : 体内の会話はいかにあなたの気分や選択や健康を左右するか エムラン・メイヤー著/高橋洋訳 紀伊國屋書店 図書館増設部分 491.346||メ 300042144

128 医療・福祉介護者も知っておきたい食と薬の相互作用 改訂第2版 山本勝彦, 白井直洋, 山中克己著 幸書房 図書館増設部分 491.5||ヤ 300042211

129 毒をめぐる生物学 芳賀英吾監修 アドスリー/丸善出版 (発売) 図書館増設部分 491.59||ハ 300042325

130 臨床検査技師になるには (なるにはBooks:112) 岩間靖典著 ぺりかん社 図書館増設部分 492.1||イ 300042283

131 検査機器総論 (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 300042294

132 公衆衛生学/関係法規 (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 300042295

133 救急心電図ただいま診断中! 布施淳著 中外医学社 図書館増設部分 492.12||フ 100027468

134 救急救命士国家試験対策出題分野別国試問題・解説集 2019年版A・B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||19 300042195

135 救急救命士国家試験対策出題分野別国試問題・解説集 2019年版A・B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||19 300042388

136 救急救命士国家試験対策出題分野別国試問題・解説集 2019年版A・B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||19 300042389

137 これで伝わる!救急隊員実践英会話ポケットブック 藤原ウェイン翔著/安田康晴編著 へるす出版 図書館増設部分 492.29||フ 300042296

138 救急救命士になるには (なるにはBooks:152) 益田美樹著 ぺりかん社 図書館増設部分 492.29||マ 300042282

139 臨床工学技士のための臨床実習が楽しくなる本 高橋純子編著/工藤元嗣, 中島章夫, 松浪可織著 丸善出版 図書館増設部分 492.8||タ 300042289

140 臨床工学技士国家試験問題解説集 第31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||31 300042390

141 臨床工学技士国家試験問題解説集 第31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||31 300042391

142 臨床工学技士国家試験問題解説集 第31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||31 300042392

143 臨床工学技士国家試験問題解説集 第31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||31 300042393

144 臨床工学技士国家試験問題解説集 第31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||31 300042394

145 臨床工学技士国家試験問題解説集 第31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||31 300042395

146 臨床工学技士国家試験問題解説集 第31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||31 300042396

147 臨床工学技士国家試験問題解説集 第31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||31 300042397

148 知って考えて実践する国際看護 第2版 近藤麻理著 医学書院 図書館増設部分 492.9||コ 300042322

149 対人関係がラクになる!ナースの感情整理術 : 交流分析で納得、今日からできるコミュニケーションのコツ 白井幸子著 メディカ出版 図書館増設部分 492.9014||シ 300042162

150 ズルいくらいに1年目を乗り切る看護技術 中山有香里著 メディカ出版 図書館増設部分 492.911||ナ 300042288

151 これならわかるICU看護 道又元裕編著 照林社 図書館増設部分 492.916||ミ 300042210

152 脳の看護ポイントチェック 池田亮著 日総研出版 図書館増設部分 492.926||イ 300042207

153

看護の現場ですぐに役立つストーマケアのキホン : 患者さんの心と体のケア技術が身に付く! (ナースのため

のスキルアップノート) 梶西ミチコ著 秀和システム 図書館増設部分 492.926||カ 300042147

154 がん薬物療法の看護 : すぐに学びたいケアのアレコレ 佐々木治一郎監修/益田典幸監修 ヴァンメディカル 図書館増設部分 492.926||サ 300042217

155 褥瘡・創傷のドレッシング材・外用薬の選び方と使い方 溝上祐子編著 照林社 図書館増設部分 492.926||ミ 300042215

156 ここがポイント!見てわかる高齢者の糖尿病 (ケアに役立つ徹底図解) 門脇孝監修 メディカ出版 図書館増設部分 493.12||カ 300042167

157 つながりから考える薬物依存症 : 安心して失敗を語れる絆・居場所づくり 岩室紳也, 松本俊彦, 安藤晴敏著 大修館書店 図書館増設部分 493.15||イ 300042326

158 内分泌疾患 代謝疾患 (病気と薬物療法) 厚田幸一郎, 前田定秋, 松原肇共編 オーム社 図書館増設部分 493.49||ア 300042160

159 まるごと図解神経の見かた 山口博著 照林社 図書館増設部分 493.7||ヤ 300042216

160 自分を傷つけてしまう人のためのレスキューガイド 松本俊彦監修 法研 図書館増設部分 493.72||マ 300042281

161 ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本 (健康ライブラリー : イラスト版) 樋口進監修 講談社 図書館増設部分 493.74||ヒ 300042329

162 事例から考える認知症のBPSDへの対応 : 非薬物療法・薬物療法の実際 川畑信也著 中外医学社 図書館増設部分 493.75||カ 100027444

163 認知症患者さんの病態別食支援 : 安全に最期まで食べるための道標 野原幹司著 メディカ出版 図書館増設部分 493.75||ノ 300042179

164 よくわかる予防接種のキホン : 小児,高齢者用から渡航用ワクチンまで : the perfect book for vaccination 第2版 寺田喜平編著 中外医学社 図書館増設部分 493.82||テ 100027453

165 まるわかりワクチンQ&A : 予防接種の現場で困らない 2版 中野貴司編著 日本医事新報社 図書館増設部分 493.82||ナ 100027472
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166 わかりやすい予防接種 改訂第6版 渡辺博著 診断と治療社 図書館増設部分 493.82||ワ 300042387

167 小児科医ママの子どもの病気とホームケアbook : いつものケアから不調なときの対処法まで! 森戸やすみ著 内外出版社 図書館増設部分 493.9||モ 300042385

168 こどもと薬のQ&A : 現場の困った!作り方・使い方・飲ませ方をエキスパートが解決 続 小児薬物療法研究会編集 じほう 図書館増設部分 493.92||シ 300042298

169 児童精神科医ママの子どもの心を育てるコツBOOK : 子どもも親も笑顔が増える! : 新装版 白尾直子著 内外出版社 図書館増設部分 493.937||シ 300042386

170 小児科医ママの「育児の不安」解決BOOK : 間違った助言や迷信に悩まされないために 新装版 森戸やすみ著 内外出版社 図書館増設部分 493.98||モ 300042384

171 産婦人科医ママと小児科医ママのらくちん授乳BOOK : 母乳でも粉ミルクでも混合でも! 新装版 宋美玄, 森戸やすみ著 内外出版社 図書館増設部分 493.983||ソ 300042383

172 AYA世代がんサポートガイド : 医療従事者が知っておきたい

平成27-29年度厚生労働科学研究費補助金(がん対策推進総

合研究事業)「総合的な思春期・若年成人(AYA)世代のが

ん対策のあり方に関する研究」班編 金原出版 図書館増設部分 494.5||ヘ 300042148

173 産婦人科医ママの妊娠・出産パーフェクトBOOK : プレ妊娠編から産後編まで! 新装版 宋美玄著 内外出版社 図書館増設部分 495.5||ソ 300042382

174 公衆衛生がみえる2018-2019 第3版 医療情報科学研究所編集 Medic Media 図書館増設部分 498||イ||18-19 300042155

175 公衆衛生がみえる2018-2019 第3版 医療情報科学研究所編集 Medic Media 図書館増設部分 498||イ||18-19 300042156

176 公衆衛生がみえる2018-2019 第3版 医療情報科学研究所編集 Medic Media 図書館増設部分 498||イ||18-19 300042157

177 公衆衛生がみえる2018-2019 第3版 医療情報科学研究所編集 Medic Media 図書館増設部分 498||イ||18-19 300042158

178 予防医療のすべて 初版 (スーパー総合医) 岡田唯男専門編集 中山書店 図書館増設部分 498||オ 100027450

179 公衆衛生マニュアル 36版 (2018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||18 300042197

180 シンプル衛生公衆衛生学 2018 鈴木庄亮, 久道茂編集 南江堂 図書館増設部分 498||ス||18 300042194

181 ヘルマン医療人類学 : 文化・健康・病い セシル・G・ヘルマン著/辻内琢也監訳責任 金剛出版 図書館増設部分 498||ヘ 100027458

182

医療新時代を切り拓くデジタル革命の衝撃 : AI、IoT、ビッグデータがヘルスケアの未来を変える (医療白

書:2018年度版) ヘルスケア総合政策研究所企画・制作 日本医療企画 図書館増設部分 498||ヘ||18 300042177

183 コンパクト公衆衛生学 第6版 松浦賢長, 小林廉毅, 苅田香苗編 朝倉書店 図書館増設部分 498||マ 300042164

184 社会ネットワークと健康 : 「人のつながり」から健康をみる トーマス・W・ヴァレンテ著/森亨, 安田雪訳 東京大学出版会 図書館増設部分 498||ヴ 100027467

185 ていねいな保健統計学 白戸亮吉, 鈴木研太著 羊土社 図書館増設部分 498.019||シ 300042178

186 これで使える!保健師のためのデータ活用ブック 中板育美編著 東京図書 図書館増設部分 498.019||ナ 300042190

187 保健師国試スキルアップブックNEO 第3版 西基著 海馬書房 図書館増設部分 498.079||ニ 300042212

188 保健師国家試験問題集 2019年版 「標準保健師講座」編集室編 医学書院 図書館増設部分 498.079||ヒ||19 300042159

189 医薬・ヘルスケアの法務 : 規制・知財・コーポレートのナビゲーション

アンダーソン・毛利・友常法律事務所医薬・ヘルスケ

ア・プラクティス・グループ編 商事法務 図書館増設部分 498.12||ア 100027452

190 医師の不足と過剰 : 医療格差を医師の数から考える 桐野高明著 東京大学出版会 図書館増設部分 498.14||キ 300042169

191 医療プロフェッショナルの経験学習 松尾睦編著 同文舘出版 図書館増設部分 498.14||マ 100027455

192 医療現場のヒューマンエラー対策ブック : 人間の行動モデルをベースとしたヒューマンエラー対策シート 河野龍太郎著 日本能率協会マネジメントセンター 図書館増設部分 498.163||カ 300042182

193 事例から学ぶ医療安全対策 矢内原仁, 岡田直人編集 東京医学社 図書館増設部分 498.163||ヤ 300042213

194 疲労と回復の科学 (B&Tブックス. おもしろサイエンス) 渡辺恭良, 水野敬著 日刊工業新聞社 図書館増設部分 498.3||ワ 300042184

195 食品安全の"脅威"とは何か : 添加物、残留農薬・輸入食品問題を通して 藤田哲著 藤田技術士事務所/幸書房 (発売) 図書館増設部分 498.54||フ 300042173

196 衛生動物をめぐる生物学 芳賀英吾監修 アドスリー/丸善出版 (発売) 図書館増設部分 498.69||ハ 300042206

197 アトラス臨床法医学 岩原香織, 都築民幸編集 中外医学社 図書館増設部分 498.9||イ 100027454

198 衛生薬学演習 第3版 (京都廣川"パザパ"薬学演習シリーズ:11) 緒方文彦, 川崎直人, 渡辺徹志共著 京都廣川書店 図書館増設部分 499||キ||11 100027446

199 衛生薬学演習 第3版 (京都廣川"パザパ"薬学演習シリーズ:11) 緒方文彦, 川崎直人, 渡辺徹志共著 京都廣川書店 図書館増設部分 499||キ||11 100027447

200 衛生薬学演習 第3版 (京都廣川"パザパ"薬学演習シリーズ:11) 緒方文彦, 川崎直人, 渡辺徹志共著 京都廣川書店 図書館増設部分 499||キ||11 100027448

201

ベテラン薬剤師の社長が教える成功する就活と自分たちの未来 : 本邦初!今までなかった薬学生の就活本 : 実

体験に基づく書き下ろし (RIGHTING BOOKS) 白石誠一郎著 ライティング/星雲社 (発売) 図書館増設部分 499.09||シ 300042275

202 同効薬おさらい帳 眞継賢一 [ほか] 著 じほう 図書館増設部分 499.1||マ 300042292

203 漢方求真 : 体質・症候・病から探求する薬方の証 許志泉著 桐書房 図書館増設部分 499.8||キ 100027466

204 絵ときでわかる計測工学 第2版 門田和雄著 オーム社 図書館図書 501.22||カ 300042204

205 エネルギー・リスクマネジメントの数理モデル (確率工学シリーズ:2) 田中誠著/高嶋隆太著/鳥海重喜著 朝倉書店 図書館図書 501.6||タ 100027456

206 ヒューマンエラーの理論と対策 芳賀繁監修 NTS 図書館図書 501.8||ハ 100027460

207 バイオ活用による汚染・廃水の新処理法 普及版 (CMCテクニカルライブラリー:664. 地球環境シリーズ) 倉根隆一郎監修 シーエムシー出版 図書館図書 518.2||ク 100027465

208 環境配慮のJIT生産 : コモディティのブランディングと循環型システム 白石弘幸, 柳在圭著

中央経済社/中央経済グループパブリッシング (発

売) 図書館図書 519.13||シ 300042209

209 自然と経済から見つめる北東アジアの環境 増補改訂 和田直也, 今村弘子編著 富山大学出版会/梧桐書院 (発売) 図書館図書 519.22||ワ 300042321

210 災害復興法学 2 岡本正著 慶應義塾大学出版会 図書館図書 519.9||オ||2 300042316

211 防災・減災・復旧・復興 Q&A : 大災害被災者支援の経験から 近畿災害対策まちづくり支援機構編 東方出版 図書館図書 519.9||キ 100027464

212 激甚化する水害 : 地球温暖化の脅威に挑む 気候変動による水害研究会著/日経コンストラクション編 日経BP社/日経BPマーケティング (発売) 図書館図書 519.9||キ 300042200

213 新時代の水とひとの生き方 : 「水防災意識社会」の再構築に向けて 国土交通省水管理・国土保全研究会編著 大成出版社 図書館図書 519.9||コ 300042304

214 ひとりひとりの『災害対策』 : 災害を知り、備え、連携して減災を考えよう 第4版 白濱龍興著 内外出版 図書館図書 519.9||シ 300042305

215 危機対応学 : 明日の災害に備えるために 東大社研, 玄田有史, 有田伸編 勁草書房 図書館図書 519.9||ト 300042176

216 リスクを伝えるハンドブック : 災害・トラブルに備えるリスクコミュニケーション 西澤真理子著 エネルギーフォーラム 図書館図書 519.9||ニ 300042299

217 東京は世界最悪の災害危険都市 : 日本の主要都市の自然災害リスク 水谷武司著 東信堂 図書館図書 519.9||ミ 300042284

218 災害に強い建築物 : レジリエンス力で評価する (東京安全研究所・都市の安全と環境シリーズ:4) 高口洋人編著/山田一輝[ほか]著 早稲田大学出版部 図書館図書 524.91||タ 300042306

219 絵ときでわかる機械力学 第2版 門田和雄, 長谷川大和共著 オーム社 図書館図書 531.3||カ 300042208

220 "サイズ公差"と"幾何公差"を用いた機械図面の表し方 小池忠男著 日刊工業新聞社 図書館図書 531.9||コ 300042375
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221 自動車の衝突安全 基礎論 水野幸治著 名古屋大学出版会 図書館図書 537||ミ 100027441

222 眠れなくなるほど面白い図解飛行機の話 中村寛治著 日本文芸社 図書館図書 538||ナ 300042317

223 必携ドローン活用ガイド : 安全かつ効果的な活用を目指して 内山庄一郎編著 東京法令出版 図書館図書 538.6||ウ 300042199

224 ドクターヘリの秘密 : 空飛ぶ救命救急室 和氣晃司著 彩流社 図書館図書 538.6||ワ 300042291

225 航空管制官になる本 : 航空管制官への道を完全収録 2018-2019 (イカロスMOOK)

阿施光南, 徳光康, 編集部執筆/航空管制官になる本編集部

編集 イカロス出版 図書館図書 538.8||ア||18-19 300042293

226 情報セキュリティ読本 : IT時代の危機管理入門 5訂版 情報処理推進機構編著 実教出版 図書館図書 547.48||ジ 300042303

227 精油の安全性ガイド

ロバート・ティスランド, ロドニー・ヤング著/池田朗子,

八木知美訳/岸田聡子, 林真一郎監修

エルゼビア・ジャパン/フレグランスジャーナル

社 (発売) 図書館図書 576.6||テ 100027459

228 賢い化粧品の選び方 : スキンケアの正解は、成分でわかる 小澤貴子著 河出書房新社 図書館図書 576.7||オ 300042168

229 どんな災害でもイヌといっしょ : ペットと防災ハンドブック (GREEN Mook) 徳田竜之介監修 小学館クリエイティブ/小学館(発売) 図書館図書 645.6||ト 300042163

230 災害動物医療 : 動物を救うことが人命や環境を守る 羽山伸一監修 ファームプレス 図書館図書 649||ハ 100027463

231 運動と疲労の科学 : 疲労を理解する新たな視点 下光輝一, 八田秀雄編 大修館書店 図書館図書 780.1||シ 300042185

232 今どきの日本語 : 変わることば・変わらないことば (シリーズ日本語を知る・楽しむ:2) 遠藤織枝編 ひつじ書房 図書館図書 810.4||エ 300042334

233 レポート・論文の書き方入門 第4版 河野哲也著 慶應義塾大学出版会 図書館図書 816.5||コ 300042373

234 TOEIC L&R test出る単特急銀のフレーズ : 新形式対応 TEX加藤著 朝日新聞出版

図書館資格コー

ナー 830||テ 300042201

235 ヤタガラス (下町ロケット / 池井戸潤著) 池井戸潤著 小学館 図書館図書 913.6||イ 300042335

236 Gosick : green 桜庭一樹著 KADOKAWA 図書館図書 913.6||サ 300042234

237 Viribus Unitis (幼女戦記:10) KADOKAWA 図書館図書 913.6||ゼ||10 300042154

238 Omnes una manet nox (幼女戦記:9) KADOKAWA 図書館図書 913.6||ゼ||9 300042153

239 転生したらスライムだった件 1 (GC novels) 伏瀬著/みっつばーイラスト マイクロマガジン社 図書館図書 913.6||フ||1 300042149

240 転生したらスライムだった件 2 (GC novels) 伏瀬著/みっつばーイラスト マイクロマガジン社 図書館図書 913.6||フ||2 300042150

241 星をつなぐ手 (桜風堂ものがたり:[続]) 村山早紀著 PHP研究所 図書館図書 913.6||ム 300042380

242 十二人の死にたい子どもたち (文春文庫:[う-36-1]) 冲方丁著 文藝春秋 図書館文庫 文庫||ウ 300042264

243 仕事としての学問/仕事としての政治 (講談社学術文庫:[2500]) マックス・ウェーバー [著]/野口雅弘訳 講談社 図書館文庫 文庫||ウ 300042273

244 永遠のファシズム (岩波現代文庫:学術:388) ウンベルト・エーコ [著]/和田忠彦訳 岩波書店 図書館文庫 文庫||エ 300042258

245 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない (電撃文庫:2721) 鴨志田一 [著] KADOKAWA 図書館文庫 文庫||カ 300042151

246 青春ブタ野郎はプチデビル後輩の夢を見ない (電撃文庫:2788) 鴨志田一 [著] KADOKAWA 図書館文庫 文庫||カ 300042152

247 僕の死に方 : エンディングダイアリー500日 (小学館文庫:[か33-2]) 金子哲雄著 小学館 図書館文庫 文庫||カ 300042260

248 億男 (文春文庫:[か-75-1]) 川村元気著 文藝春秋 図書館文庫 文庫||カ 300042261

249 鳥類学者無謀にも恐竜を語る (新潮文庫:10954, か-84-1) 川上和人著 新潮社 図書館文庫 文庫||カ 300042268

250 自己組織化と進化の論理 (ちくま学芸文庫:[カ27-1])

スチュアート・カウフマン著/米沢富美子監訳/森弘之, 五

味壮平, 藤原進訳 筑摩書房 図書館文庫 文庫||カ 300042274

251 砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない (角川文庫:15565) 桜庭一樹 [著] 角川書店/角川グループパブリッシング (発売) 図書館文庫 文庫||サ 300042269

252 冷血 上 (新潮文庫:10925-10926, た-53-16, た-53-17) 高村薫著 新潮社 図書館文庫 文庫||タ||1 300042270

253 冷血 下 (新潮文庫:10925-10926, た-53-16, た-53-17) 高村薫著 新潮社 図書館文庫 文庫||タ||2 300042271

254 餓死 (うえじに) した英霊たち (ちくま学芸文庫:[フ39-1]) 藤原彰著 筑摩書房 図書館文庫 文庫||フ 300042267

255 漢文入門 (ちくま学芸文庫:[マ39-1]) 前野直彬著 筑摩書房 図書館文庫 文庫||マ 300042262

256 マクニール世界史講義 (ちくま学芸文庫:[マ-40-1]) ウィリアム・H・マクニール著/北川知子訳 筑摩書房 図書館文庫 文庫||マ 300042265

257 精講漢文 (ちくま学芸文庫:[マ39-2]) 前野直彬著 筑摩書房 図書館文庫 文庫||マ 300042272

258 扉子と不思議な客人たち (メディアワークス文庫:0628. ビブリア古書堂の事件手帖) 三上延 [著] KADOKAWA 図書館文庫 文庫||ミ 300042263

259 サイレント・ブレス : 看取りのカルテ (幻冬舎文庫:み-34-1) 南杏子 [著] 幻冬舎 図書館文庫 文庫||ミ 300042266

260 コンビニ人間 (文春文庫:[む-16-1]) 村田沙耶香著 文藝春秋 図書館文庫 文庫||ム 300042259

261 看る力 : アガワ流介護入門 (文春新書:1172) 阿川佐和子, 大塚宣夫著 文藝春秋 図書館新書 新書||ア 300042226

262 政策至上主義 (新潮新書:773) 石破茂著 新潮社 図書館新書 新書||イ 300042224

263 金融政策に未来はあるか (岩波新書:新赤版 1723) 岩村充著 岩波書店 図書館新書 新書||イ 300042229

264 池上彰の世界を知る学校 (朝日新書:679) 池上彰著 朝日新聞出版 図書館新書 新書||イ 300042246

265 知の越境法 : 「質問力」を磨く (光文社新書:953) 池上彰著 光文社 図書館新書 新書||イ 300042248

266 社会保障入門 (ちくま新書:1333-3. シリーズケアを考える) 伊藤周平著 筑摩書房 図書館新書 新書||イ 300042256

267 なぜ、わが子を棄てるのか : 「赤ちゃんポスト」10年の真実 (NHK出版新書:551) NHK取材班著 NHK出版 図書館新書 新書||エ 300042227

268 文系と理系はなぜ分かれたのか (星海社新書:137) 隠岐さや香著 星海社/講談社 (発売) 図書館新書 新書||オ 300042239

269 「女性活躍」に翻弄される人びと (光文社新書:934) 奥田祥子著 光文社 図書館新書 新書||オ 300042243

270 世界史序説 : アジア史から一望する (ちくま新書:1342) 岡本隆司著 筑摩書房 図書館新書 新書||オ 300042254

271 国家と秘密 : 隠される公文書 (集英社新書:0759A) 久保亨, 瀬畑源著 集英社 図書館新書 新書||ク 300042218

272 英語教育幻想 (ちくま新書:1350) 久保田竜子著 筑摩書房 図書館新書 新書||ク 300042252

273 ミライのつくり方2020-2045 : 僕がVRに賭けるわけ (星海社新書:130) GOROman著 星海社/講談社 (発売) 図書館新書 新書||ゴ 300042244

274 ヤングケアラー : 介護を担う子ども・若者の現実 (中公新書:2488) 澁谷智子著 中央公論新社 図書館新書 新書||シ 300042250

275 暴政 : 20世紀の歴史に学ぶ20のレッスン ティモシー・スナイダー著/池田年穂訳 慶応義塾大学出版会 図書館新書 新書||ス 300042228

276 警備ビジネスで読み解く日本 (光文社新書:954) 田中智仁著 光文社 図書館新書 新書||タ 300042221

277 先生は教えてくれない就活のトリセツ (ちくまプリマー新書:303) 田中研之輔著 筑摩書房 図書館新書 新書||タ 300042238

278 現代経済学 : ゲーム理論・行動経済学・制度論 (中公新書:2501) 瀧澤弘和著 中央公論新社 図書館新書 新書||タ 300042255

279 日本史の論点 : 邪馬台国から象徴天皇制まで (中公新書:2500) 中公新書編集部編 中央公論新社 図書館新書 新書||チ 300042245

280 日本が売られる (幻冬舎新書:517, [つ-4-1]) 堤未果著 幻冬舎 図書館新書 新書||ツ 300042240
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281 日本型資本主義 : その精神の源 (中公新書:2502) 寺西重郎著 中央公論新社 図書館新書 新書||テ 300042247

282 限界の現代史 : イスラームが破壊する欺瞞の世界秩序 (集英社新書:0954A) 内藤正典著 集英社 図書館新書 新書||ナ 300042219

283 中高年に効く!メンタル防衛術 (文春新書:1183) 夏目誠著 文藝春秋 図書館新書 新書||ナ 300042222

284 暴走する能力主義 : 教育と現代社会の病理 (ちくま新書:1337) 中村高康著 筑摩書房 図書館新書 新書||ナ 300042251

285 世界経済入門 (講談社現代新書:2473) 野口悠紀雄著 講談社 図書館新書 新書||ノ 300042242

286 持続可能な医療 : 超高齢化時代の科学・公共性・死生観 (ちくま新書:1333-1. シリーズケアを考える) 広井良典著 筑摩書房 図書館新書 新書||ヒ 300042230

287 昭和の怪物七つの謎 (講談社現代新書:2484) 保阪正康著 講談社 図書館新書 新書||ホ 300042241

288 ブラックボランティア (角川新書:[K-219]) 本間龍 [著] KADOKAWA 図書館新書 新書||ホ 300042257

289 薬物依存症 (ちくま新書:1333-4. シリーズケアを考える) 松本俊彦著 筑摩書房 図書館新書 新書||マ 300042225

290 あなたに伝えたい政治の話 (文春新書:1186) 三浦瑠麗著 文藝春秋 図書館新書 新書||ミ 300042220

291 現代社会はどこに向かうか : 高原の見晴らしを切り開くこと (岩波新書:新赤版 1722) 見田宗介著 岩波書店 図書館新書 新書||ミ 300042253

292 異端の時代 : 正統のかたちを求めて (岩波新書:新赤版 1732) 森本あんり著 岩波書店 図書館新書 新書||モ 300042249

293 わたしのガン子ちゃん! 出木谷潤子著 鳥影社 図書館図書 闘病記||デ 300042314


