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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 これから学会発表する若者のために : ポスターと口頭のプレゼン技術 第2版 酒井聡樹著 共立出版 図書館図書 002.7||サ 300042590

2 決定版サイバーセキュリティ : 新たな脅威と防衛策 Blue Planet-works著 東洋経済新報社 図書館図書 007.3||ブ 300042702

3 ブロックチェーン : 相互不信が実現する新しいセキュリティ (ブルーバックス:B-2083) 岡嶋裕史著 講談社 図書館図書 007.6||オ 300042628

4 Web学習アプリ対応C言語入門 : スマホ・PCを使いスキマ時間で楽々習得 (ブルーバックス:B-2086) 板谷雄二著 講談社 図書館図書 007.64||イ 300042642

5 現代用語の基礎知識 2019 自由国民社編 自由国民社 図書館図書 031||ジ||19 300042685

6 人間の解剖はサルの解剖のための鍵である 吉川浩満著 河出書房新社 図書館図書 041||ヨ 300042593

7 千葉科学大学卒業記念写真集 2018 千葉科学大学 図書館図書 091.9||チ||18 300042632

8 実践的メタ分析入門 : 戦略的・包括的理解のために 岡田涼, 小野寺孝義編 ナカニシヤ出版 図書館図書 140.7||オ 300042684

9 VRは脳をどう変えるか? : 仮想現実の心理学 ジェレミー・ベイレンソン著/倉田幸信訳 文藝春秋 図書館図書 141.5||ベ 300042588

10 逆境に生きる子たち : トラウマと回復の心理学 メグ・ジェイ著/北川知子訳 早川書房 図書館図書 146.2||ジ 300042533

11 病気の子どものこころの世界 : 描画・箱庭・物語づくりから見えてくるもの 角田哲哉著 創元社 図書館図書 146.8||カ 300042547

12 2時間でわかるマクニールの『世界史』 関真興著 KADOKAWA 図書館図書 209||マ 300042602

13 世界史 : 人類の結びつきと相互作用の歴史 1 ウィリアム・H・マクニール, ジョン・R・マクニール著/

福岡洋一訳

楽工社 図書館図書 209||マ||1 300042603

14 世界史 : 人類の結びつきと相互作用の歴史 2 ウィリアム・H・マクニール, ジョン・R・マクニール著/

福岡洋一訳

楽工社 図書館図書 209||マ||2 300042604

15 敗戦から日本国憲法制定まで (新潮選書. 戦後史の解放:2/自主独立とは何か:前編) 細谷雄一著 新潮社 図書館図書 210.7||ホ||1 300042476

16 冷戦開始から講和条約まで (新潮選書. 戦後史の解放:2/自主独立とは何か:後編) 細谷雄一著 新潮社 図書館図書 210.7||ホ||2 300042477

17 野田市史 資料編近現代2 野田市史編さん委員会編 野田市 図書館図書 213.5||ノ 100027683

18 池上彰の「天皇とは何ですか?」 池上彰著 PHP研究所 図書館図書 288.4||イ 300042596

19 ランドマーク : 地域アイデンティティの表象 津川康雄著 古今書院 図書館図書 290.1||ツ 300042743

20 「発想」の極意 : 人生80年の総括 日下公人著 李白社/徳間書店 (発売) 図書館図書 304||ク 300042630

21 文藝春秋オピニオン2019年の論点100 (文春mook) [文藝春秋編] 文藝春秋 図書館図書 304||ブ||19 300042710

22 政治のことよくわからないまま社会人になった人へ : ひとめでわかる図解入り 第4版 池上彰著 海竜社 図書館図書 312.1||イ 300042689

23 アフター・ヨーロッパ : ポピュリズムという妖怪にどう向きあうか イワン・クラステフ [著] 岩波書店 図書館図書 312.3||ク 300042493

24 国際テロリズムの潮流 (別冊治安フォーラム) 国際テロ研究会編著 立花書房 図書館図書 316.4||コ 300042402

25 日本はテロを阻止できるか? (近代消防新書) 吉川圭一著 近代消防社 図書館図書 316.4||ヨ 300042445

26 無敵の地方公務員「上級」過去問徹底分析 [2020年度版] 家坂圭一著 高橋書店 図書館図書 317.4||イ||20 300042551

27 実戦添削例から学ぶ公務員試験論文・作文 : 絶対決める! [2020年度版] 石井秀明著 新星出版社 図書館図書 317.4||イ||20 300042558

28 現職人事が書いた面接試験・官庁訪問の本 2019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||19 300042450

29 無敵の地方公務員「上級」過去問クリア問題集 [2020年度版] 喜治塾編著 高橋書店 図書館図書 317.4||キ||20 300042447

30 一問一答!公務員時事クリア問題集 '20 喜治塾編著 高橋書店 図書館図書 317.4||キ||20 300042561

31 公務員面接を勝ち抜く力 : 時代が求めるスキル×あなたの経験×意欲と向上心 小紫雅史著 実務教育出版 図書館図書 317.4||コ||18 300042562

32 大卒全国市役所職員採用試験実戦テスト [2019年度版] 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 300042550

33 警察官3類・B合格テキスト : 高卒レベル '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 317.4||コ||20 300042451

34 公務員試験六法 2019 三省堂編修所編 三省堂 図書館図書 317.4||サ||19 300042546

35 行政学 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ5) 資格試験研究会編 実務教育出版 図書館図書 317.4||シ||18 300042560

36 大卒程度公務員面接対策ハンドブック : 公務員面接の徹底準備と必ず聞かれる64のQ&A 2019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||19 300042448

37 地方上級教養試験問題集 2020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||ジ||20 300042563

38 数的推理判断推理公務員試験合格問題集 : 絶対決める! [2020年度版] 受験研究会編 新星出版社 図書館図書 317.4||ジ||20 300042564

39 ミクロ経済学 : 地方上級・国家一般職・国税専門官 [2018]第10版 (公務員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||18 300042449

40 人文科学 : 地方上級・国家一般職・国税専門官 [2018]第13版下 (公務員Vテキスト:22) 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||18 300042554

41 行政学 : 地方上級・国家一般職 [2018]第12版 (公務員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||18 300042555

42 経営学 : 地方上級・国家一般職・国税専門官 第10版 (公務員Vテキスト:13) TAC公務員講座編 TAC株式会社出版事業部 図書館図書 317.4||タ||18 300042556

43 マクロ経済学 : 地方上級・国家一般職・国税専門官 [2018]第10版 (公務員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||18 300042557

44 公務員試験独学で合格する人の勉強法 2020年度版 鶴田秀樹編著 実務教育出版 図書館図書 317.4||ツ||20 300042411

45 判断推理・図形 第8版 (公務員試験過去問新Quick Master(クイックマスター):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 300042548

46 数的推理・資料解釈 第8版 (公務員試験過去問新Quick Master(クイックマスター):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 300042446

47 人文科学 2020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:3

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 317.4||ト||20-3 300042761

48 人文科学 2020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:3

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 317.4||ト||20-3 300042762

49 人文科学 2020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:3

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 317.4||ト||20-3 300042763

50 自然科学 2020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:4

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 317.4||ト||20-4 300042723

51 自然科学 2020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:4

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 317.4||ト||20-4 300042724

52 文章理解 2020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:5

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 317.4||ト||20-4 300042725
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53 文章理解 2020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:5

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 317.4||ト||20-4 300042726

54 畑中敦子の「数的推理」勝者の解き方頻出問題集 : 公務員試験 畑中敦子著 洋泉社 図書館図書 317.4||ハ 300042549

55 畑中敦子の「判断推理」勝者の解き方頻出問題集 : 公務員試験 畑中敦子著 洋泉社 図書館図書 317.4||ハ||18 300042559

56 土木職公務員試験専門問題と解答 第3版 物理編 米田昌弘著 大学教育出版 図書館図書 317.4||ヨ 300042552

57 千葉県の警察官A : 公務員試験 '20年度版 (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||20 300042553

58 大卒「I類・A」警察官採用試験実戦テスト [2020年度版] 公務員試験情報研究会編 一ツ橋書店 図書館図書 317.7||コ||20 300042652

59 大卒程度警察官面接試験 [2020年度版] 公務員試験情報研究会編著 一ツ橋書店 図書館図書 317.7||コ||20 300042653

60 大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ自然科学 : 大卒程度警察官 大卒程度消防官 市役所上・中級

地方中級 改訂第2版

資格試験研究会編 実務教育出版 図書館図書 317.7||シ||19 300042650

61 大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ社会科学 : 大卒程度警察官 大卒程度消防官 市役所上・中級

地方中級 改訂第2版

資格試験研究会編 実務教育出版 図書館図書 317.7||シ||19 300042651

62 大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ人文科学 : 大卒程度警察官 大卒程度消防官 市役所上・中級

地方中級 改訂第2版

資格試験研究会編 実務教育出版 図書館図書 317.7||シ||19 300042688

63 大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ数的推理 改訂第2版 資格試験研究会編 実務教育出版 図書館図書 317.7||シ||19 300042744

64 大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ判断推理 改訂第2版 資格試験研究会編 実務教育出版 図書館図書 317.7||シ||19 300042745

65 大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ文章理解・資料解釈 改訂第2版 資格試験研究会編 実務教育出版 図書館図書 317.7||シ||19 300042746

66 警察官採用試験漢字力7日間トレーニング 改訂版 資格試験研究会編 実務教育出版 図書館図書 317.7||シ||19 300042753

67 「大卒程度」警察官採用試験問題集 : 公務員試験 2020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||20 300042565

68 警察官「大卒程度」採用試験総合問題集 : 絶対決める! [2020年度版] 受験研究会編 新星出版社 図書館図書 317.7||ジ||20 300042566

69 警察官のための憲法講義 補訂3版 田村正博著 東京法令出版 図書館図書 317.7||タ 300042473

70 公務員試験本試験過去問題集警視庁警察官I類 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 317.7||タ||20 300042672

71 一般知能 2020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:1

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||20 300042654

72 一般知能 2020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:1

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||20 300042655

73 社会科学 2020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:2

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||20 300042747

74 社会科学 2020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:2

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||20 300042748

75 社会科学 2020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:2

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||20 300042749

76 消防白書 平成30年版 国家消防本部編 大蔵省印刷局 図書館図書 317.79||コ||18 300042764

77 消防白書 平成30年版 国家消防本部編 大蔵省印刷局 図書館図書 317.79||コ||18 300042765

78 消防白書 平成30年版 国家消防本部編 大蔵省印刷局 図書館図書 317.79||コ||18 300042766

79 大卒消防官面接試験 [2020年度版] 公務員試験情報研究会編著 一ツ橋書店 図書館図書 317.79||コ||20 300042656

80 大卒消防官採用試験実戦テスト [2020年度版] 公務員試験情報研究会編 一ツ橋書店 図書館図書 317.79||コ||20 300042687

81 「大卒高卒」消防官教養試験過去問350 2020年度版 (公務員試験合格の500シリーズ:11) 資格試験研究会編 実務教育出版 図書館図書 317.79||シ||20 300042740

82 消防官I類・A過去問題集 : 大卒レベル '20年版 成美堂出版編集部編著 成美堂出版 図書館図書 317.79||セ||20 300042570

83 スイフトウォーターレスキュー基本テクニック : 河川の基礎知識から救助方法まで流水救助のすべて! (イカ

ロスMOOK. Jレスキュー消防テキストシリーズ)

竪村浩一著 イカロス出版 図書館図書 317.79||タ 300042467

84 消防職員のための消毒・滅菌・感染症対策マニュアル 玉川進編著 東京法令出版 図書館図書 317.79||タ 300042522

85 公務員試験本試験過去問題集東京消防庁1類 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 317.79||タ||20 300042675

86 災害救助 3訂 竹内吉平著 近代消防社 図書館図書 317.79||タ||3訂 300042579

87 消防設備六法 : 消防設備士受験準備のための 平成30年度版 日本消防設備安全センター編集 日本消防設備安全センター 図書館図書 317.79||ニ||18 300042528

88 消防活動教本 : 火災の基礎知識、消防隊の資機材、活動要領 (イカロスMOOK. Jレスキュー消防テキストシ

リーズ)

兵庫県西宮市消防局協力・監修 イカロス出版 図書館図書 317.79||ヒ 300042739

89 予防技術検定模擬問題集 : 共通・消防用設備等・防火査察・危険物問題 近代消防社 図書館図書 317.79||ヨ 300042527

90 生活者のための地域マネジメント入門 朝日ちさと, 堀江典子編 昭和堂 図書館図書 318.6||ア 300042455

91 凡人のための地域再生入門 : 地元がヤバい>と思ったら読む 木下斉著 ダイヤモンド社 図書館図書 318.6||キ 300042458

92 対立の世紀 : グローバリズムの破綻 イアン・ブレマー著/奥村準訳 日本経済新聞出版社 図書館図書 319||ブ 300042568

93 安全保障の位相角 川名晋史, 佐藤史郎編 法律文化社 図書館図書 319.1||カ 100027670

94 朝鮮半島危機から対話へ : 変動する東アジアの地政図 李鍾元, 木宮正史編 岩波書店 図書館図書 319.2||リ 300042540

95 核のリスクと地域紛争 : インド・パキスタン紛争の危機と安定 栗田真広著 勁草書房 図書館図書 319.8||ク 100027530

96 激変する朝鮮半島情勢 : 厳しさ増す米中競合 (アジアの安全保障:2018-2019) 平和・安全保障研究所編 朝雲新聞社 図書館図書 319.8||ヘ 300042531

97 誰のために法は生まれた 木庭顕著 朝日出版社 図書館図書 320.4||コ 300042595

98 ポケット六法 平成31年版 加藤一郎 [ほか] 編 有斐閣 図書館図書 320.9||ア||19 300042700

99 憲法が変わるかもしれない社会 高橋源一郎編著/長谷部恭男 [ほか著] 文藝春秋 図書館図書 323.14||タ 300042496

100 サリン事件死刑囚中川智正との対話 アンソニー・トゥー著 KADOKAWA 図書館図書 326.21||ト 300042536

101 刑務所しか居場所がない人たち : 学校では教えてくれない、障害と犯罪の話 山本譲司著 大月書店 図書館図書 326.5||ヤ 300042569

102 紛争地の看護師 白川優子著 小学館 図書館図書 329.3||シ 300042475

103 ひたすら読むエコノミクス : read me 1st 伊藤秀史著 有斐閣 図書館図書 331||イ 300042537

104 スバラシク実力がつくと評判のマクロ経済学キャンパス・ゼミ : 経済学がこんなに分かる!単位なんて楽に取

れる! 改訂1

馬場敬之著 マセマ出版社 図書館図書 331||バ 300042598

105 AI×人口減少 : これから日本で何が起こるのか 中原圭介著 東洋経済新報社 図書館図書 332.1||ナ 300042704
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106 日本人はリスクとどう付き合うべきか? : あなたは、科学が進歩すれば「リスクはゼロにできる」と思ってい

ませんか?

佐藤雄也著 五月書房新社 図書館図書 336.6||テ 300042736

107 サプライチェーンのリスクマネジメントと組織能力 : "熊本地震"における「ものづくり企業」の生産復旧に

学ぶ

西岡正, 目代武史, 野村俊郎著 同友館 図書館図書 336.6||ニ 300042478

108 悪質クレーマー・反社会的勢力対応実務マニュアル : リスク管理の具体策と関連書式 (リスク管理実務マニュ

アルシリーズ)

藤川元編集代表/市民と企業のリスク問題研究会編 民事法研究会 図書館図書 336.6||フ 100027505

109 いま君に伝えたいお金の話 村上世彰著 幻冬舎 図書館図書 338||ム 300042608

110 〈究解〉信用リスク管理 尾藤剛著/大久保豊監修 金融財政事情研究会/きんざい (発売) 図書館図書 338.5||ビ 300042454

111 みんなが欲しかった!社労士の教科書 2019年度版 TAC株式会社(社会保険労務士講座)編著 TAC株式会社出版事業部 図書館図書 364.3||タ||19 300042640

112 出る順社労士ウォーク問選択式マスター 2019年版 (出る順社労士シリーズ) 東京リーガルマインドLEC総合研究所社会保険労務士試

験部編著

東京リーガルマインド 図書館図書 364.3||ト||19 300042639

113 出る順社労士必修基本書 2019年版 (出る順社労士シリーズ) 東京リーガルマインドLEC総合研究所社会保険労務士試

験部編著

東京リーガルマインド 図書館図書 364.3||ト||19 300042641

114 労働基準法・労働安全衛生法・労働者災害補償保険法 (出る順社労士ウォーク問一問一答過去問BOOKポケッ

ト. 2019年版1) (出る順社労士シリーズ)

東京リーガルマインド 図書館図書 364.3||ト||19-1 300042635

115 雇用保険法・労働保険の保険料の徴収等に関する法律・労務管理その他の労働に関する一般常識 (出る順社

労士ウォーク問一問一答過去問BOOKポケット. 2019年版2) (出る順社労士シリーズ)

東京リーガルマインド 図書館図書 364.3||ト||19-2 300042636

116 健康保険法・国民年金法 (出る順社労士ウォーク問一問一答過去問BOOKポケット. 2019年版3) (出る順社労

士シリーズ)

東京リーガルマインド 図書館図書 364.3||ト||19-3 300042637

117 厚生年金保険法・社会保険に関する一般常識 (出る順社労士ウォーク問一問一答過去問BOOKポケット. 2019

年版4) (出る順社労士シリーズ)

東京リーガルマインド 図書館図書 364.3||ト||19-4 300042638

118 よくわかる地域包括ケア (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 隅田好美, 藤井博志, 黒田研二編著 ミネルヴァ書房 図書館図書 369.26||ス 300042468

119 子どもの貧困と食格差 : お腹いっぱい食べさせたい 阿部彩 [ほか] 編著 大月書店 図書館図書 369.4||ア 300042732

120 「医療的ケア」の必要な子どもたち : 第二の人生を歩む元NHKアナウンサーの奮闘記 (シリーズ・福祉と医

療の現場から:7)

内多勝康著 ミネルヴァ書房 図書館図書 369.4||ウ 300042583

121 周産期からの子ども虐待予防・ケア : 保健・医療・福祉の連携と支援体制 中板育美著 明石書店 図書館図書 369.4||ナ 300042572

122 「わかり方」の探究 : 思索と行動の原点 佐伯胖著 小学館 図書館図書 370.4||サ 300042751

123 公務員白書 平成30年版 人事院編 大蔵省印刷局 図書館図書 371.3||コ||18 300042578

124 震える学校 : 不信地獄の「いじめ社会」を打ち破るために 山脇由貴子著 ポプラ社 図書館図書 371.42||ヤ 300042534

125 ここがポイント!学校救急処置 : 基本・実例、子どものなぜに答える 新版 全養サ書籍編集委員会著 農山漁村文化協会 図書館図書 374.9||ゼ 300042524

126 対話型授業の理論と実践 : 深い思考を生起させる12の要件 多田孝志著 教育出版 図書館図書 375.1||タ 300042711

127 学生支援・相談の基礎と実務 : 学生生活のよりよい支援のために 学生文化創造編 学生文化創造/悠光堂 (発売) 図書館図書 377.1||ガ 100027589

128 いま大学で勉強するということ : 「良く生きる」ための学びとは 佐藤優, 松岡敬著 岩波書店 図書館図書 377.28||サ 300042495

129 博士号のとり方 : 学生と指導教員のための実践ハンドブック E・M・フィリップス, D・S・ピュー著/角谷快彦訳 名古屋大学出版会 図書館図書 377.5||フ 300042591

130 大学生白書 2018 溝上慎一著 東信堂 図書館図書 377.9||ミ 300042741

131 戦略の世界史 : 戦争・政治・ビジネス 上 ローレンス・フリードマン著/貫井佳子訳 日本経済新聞出版社 図書館図書 392||フ||1 100027500

132 戦略の世界史 : 戦争・政治・ビジネス 下 ローレンス・フリードマン著/貫井佳子訳 日本経済新聞出版社 図書館図書 392||フ||2 100027501

133 元防衛事務次官秋山昌廣回顧録 : 冷戦後の安全保障と防衛交流 秋山昌廣著/真田尚剛, 服部龍二, 小林義之編 吉田書店 図書館図書 392.1||ア 100027672

134 日本の安全保障法制入門 第3版 鈴木和之著 内外出版 図書館図書 393.21||ス 300042571

135 民間防衛 : 日本版 濱口和久, 江崎道朗, 坂東忠信著 青林堂 図書館図書 393.6||ハ 300042542

136 理科年表 第92冊(平成31年) 東京天文臺編纂 東京天文臺 図書館増設部分 403||コ||92 300042498

137 科学者の研究倫理 : 化学・ライフサイエンスを中心に 田中智之, 小出隆規, 安井裕之著 東京化学同人 図書館増設部分 407||タ 300042584

138 図解眠れなくなるほど面白い数学の定理 小宮山博仁監修 日本文芸社 図書館増設部分 410||コ 300042606

139 スバラシク実力がつくと評判の大学基礎数学キャンパス・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3

馬場敬之著 マセマ出版社 図書館増設部分 410||バ 300042488

140 これだけ!線形代数 石井俊全著 秀和システム 図書館増設部分 411.3||イ 300042492

141 スバラシク実力がつくと評判の演習線形代数キャンパス・ゼミ 改訂5 高杉豊, 馬場敬之著 マセマ出版社 図書館増設部分 411.3||タ 300042486

142 はじめての解析学 : 微分、積分から量子力学まで (ブルーバックス:B-2079) 原岡喜重著 講談社 図書館増設部分 413||ハ 300042502

143 スバラシク実力がつくと評判の微分積分キャンパス・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5

馬場敬之著 マセマ出版社 図書館増設部分 413.3||バ 300042485

144 スバラシク実力がつくと評判の演習複素関数キャンパス・ゼミ 馬場敬之著 マセマ出版社 図書館増設部分 413.5||バ 300042487

145 スバラシク実力がつくと評判のフーリエ解析キャンパス・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 413.5||バ 300042490

146 スバラシク実力がつくと評判のラプラス変換キャンパス・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 413.5||バ 300042491

147 スバラシク実力がつくと評判の複素関数キャンパス・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 413.5||バ 300042599

148 スバラシク実力がつくと評判のベクトル解析キャンパス・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 414.7||バ 300042600

149 今日から使える統計解析 : 理論の基礎と実用の“勘どころ" 普及版 (ブルーバックス:B-2085) 大村平著 講談社 図書館増設部分 417||オ 300042644

150 スバラシク実力がつくと評判の演習統計学キャンパス・ゼミ 改訂2 高杉豊, 馬場敬之著 マセマ出版社 図書館増設部分 417||タ 300042489

151 統計思考の世界 : 曼荼羅で読み解くデータ解析の基礎 三中信宏著 技術評論社 図書館増設部分 417||ミ 300042575

152 C#で学ぶ偏微分方程式の数値解法 : CAEプログラミング入門 平瀬創也著 東京電機大学出版局 図書館増設部分 418.1||ヒ 300042444

153 「超」入門相対性理論 : アインシュタインは何を考えたのか (ブルーバックス:B-2087) 福江純著 講談社 図書館増設部分 421.2||フ 300042643

154 今日から使える物理数学 : 難解な概念を便利な道具にする 普及版 (ブルーバックス:B-2081) 岸野正剛著 講談社 図書館増設部分 421.5||キ 300042609
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155 独楽の科学 : 回転する物体はなぜ倒れないのか? (ブルーバックス:B-2078) 山崎詩郎著 講談社 図書館増設部分 423.4||ヤ 300042501

156 コンピュータによる流体力学 J.H. ファーツィガー, M. ペリッチ著/小林敏雄, 大島伸行,

坪倉誠訳

丸善 図書館増設部分 423.8||フ 100027499

157 ベクトルからはじめる電磁気学 坂本文人著 オーム社 図書館増設部分 427||サ 300042605

158 マテリアルサイエンス有機化学 : 基礎と機能材料への展開 第2版 伊與田正彦, 横山泰, 西長亨著 東京化学同人 図書館増設部分 437||イ 300042589

159 すごい分子 : 世界は六角形でできている (ブルーバックス:B-2080) 佐藤健太郎著 講談社 図書館増設部分 438.1||サ 300042631

160 不自然な宇宙 : 宇宙はひとつだけなのか? (ブルーバックス:B-2084) 須藤靖著 講談社 図書館増設部分 443.9||ス 300042629

161 統計・防災・環境情報がひと目でわかる地図の作り方 : オープンデータ+QGIS 改訂新版 朝日孝輔 [ほか] 著 技術評論社 図書館増設部分 448.9||ア 100027667

162 気象と環境の科学 : 天気予報の科学からエル・ニーニョまで 山崎道夫, 廣岡俊彦共編 養賢堂 図書館増設部分 451||ヤ 300042626

163 水環境調査の基礎 新版 鈴木裕一著/佐藤芳徳著/安原正也著/谷口智雅著/李盛源著 古今書院 図書館増設部分 452.9||ス 300042758

164 火山のしくみパーフェクトガイド : 成り立ちから噴火、災害、恩恵まで、火山のすべてを大解剖! 高橋正樹編著 誠文堂新光社 図書館増設部分 453.8||タ 300042663

165 Essential cell biology 5th ed : pbk Bruce Alberts ... [et al.] W.W. Norton & Company 図書館書庫[1F] 463||AL 150007072

166 バイオ実験を安全に行うために 化学同人編集部編/日本生物工学会編集協力 化学同人 図書館新書 464||カ 300042482

167 ウイルスの意味論 : 生命の定義を超えた存在 山内一也 [著] みすず書房 図書館増設部分 465.8||ヤ 300042737

168 ゲノム : 生命情報システムとしての理解 第4版 T.A. ブラウン著 メディカル・サイエンス・インターナショナル 図書館増設部分 467.3||ブ 100027632

169 海と陸をつなぐ進化論 : 気候変動と微生物がもたらした驚きの共進化 (ブルーバックス:B-2077) 須藤斎著 講談社 図書館増設部分 467.5||ス 300042586

170 交雑する人類 : 古代DNAが解き明かす新サピエンス史 デイヴィッド・ライク著/日向やよい訳 NHK出版 図書館増設部分 469.2||ラ 300042592

171 日本産花粉図鑑 増補・第2版 藤木利之, 三好教夫, 木村裕子著 北海道大学出版会 図書館増設部分 471.3||フ 100027522

172 カメラトラップによる野生生物調査入門 : 調査設計と統計解析 Allan F. O'Connell, James D. Nichols, K. Ullas Karanth著/

飯島勇人, 中島啓裕, 安藤正規訳

東海大学出版部 図書館増設部分 481.7||オ 100027523

173 日本の鳥類編 (はじめてのフィールドワーク:3) 武田浩平 [ほか] 著 東海大学出版部 図書館増設部分 482||ハ||3 300042545

174 ミミズのはたらき : 土を耕す・肥やす「地球の虫」 : earthworm world 中村好男編著 創森社 図書館増設部分 483.9||ナ 300042709

175 羽 : 原寸大写真図鑑 増補改訂版 叶内拓哉, 高田勝著 文一総合出版 図書館増設部分 488||カ 100027498

176 医療現場の行動経済学 : すれ違う医者と患者 大竹文雄, 平井啓編著 東洋経済新報社 図書館増設部分 490.14||オ 300042539

177 「在宅ホスピス」という仕組み (新潮選書) 山崎章郎著 新潮社 図書館増設部分 490.14||ヤ 300042456

178 実践する科学の倫理 : 医の倫理、理工・AIの倫理 梶谷剛, 浅井篤編著 社会評論社 図書館新書 490.15||カ 300042484

179 スッキリわかる!臨床統計はじめの一歩 : 統計のイロハからエビデンスの読み解き方・活かし方まで 改訂版 能登洋著 羊土社 図書館増設部分 490.19||ノ 300042461

180 メディカルスタッフのためのひと目で選ぶ統計手法 : 「目的」と「データの種類」で簡単検索!適した手法が

76の事例から見つかる、結果がまとめられる

山田実編集/浅井剛, 土井剛彦編集協力 羊土社 図書館増設部分 490.19||ヤ 100027534

181 PICOから始める医学文献検索のすすめ 小島原典子, 河合富士美編集 南江堂 図書館増設部分 490.7||コ 300042627

182 漢方水先案内 : 医学の東へ (シリーズケアをひらく) 津田篤太郎著 医学書院 図書館増設部分 490.9||ツ 300042462

183 人体の細胞生物学 : カラー図解 坂井建雄, 石崎泰樹編集 日本医事新報社 図書館増設部分 491.11||サ 100027645

184 3ステップで推論する副作用のみかた・考えかた 川口崇, 岸田直樹編著 じほう 図書館増設部分 491.5||カ 300042581

185 薬の作用が手に取るようにわかる本 : 絵で見る薬理学 黒山政一編著 じほう 図書館増設部分 491.5||ク 300042516

186 薬理学 : 疾患と薬の作用がひと目でわかる (初めの一歩は絵で学ぶ : doctor's illustration) 黒山政一, 香取祐介著 じほう/ビーコム 図書館増設部分 491.5||ク 300042619

187 薬理学 : 疾患と薬の作用がひと目でわかる (初めの一歩は絵で学ぶ : doctor's illustration) 黒山政一, 香取祐介著 じほう/ビーコム 図書館増設部分 491.5||ク 300042620

188 薬の作用が手に取るようにわかる本 : 絵で見る薬理学 黒山政一編著 じほう 図書館増設部分 491.5||ク 300042621

189 イラストで理解するかみくだき薬理学 町谷安紀著 南山堂 図書館増設部分 491.5||マ 300042515

190 臨床への有機と薬理からのアプローチ : 事例を基に新時代の薬学的介入を考察する 宮田興子, 水谷暢明, 土生康司著 京都廣川書店 図書館増設部分 491.5||ミ 100027526

191 ラング・デール薬理学 H. P. Rang [ほか] 原著 エルゼビア・ジャパン/丸善出版 (発売) 図書館増設部分 491.5||ラ 100027638

192 免疫と「病」の科学 : 万病のもと「慢性炎症」とは何か (ブルーバックス:B-2082) 宮坂昌之, 定岡恵著 講談社 図書館増設部分 491.64||ミ 300042585

193 世界で一番美しい病原体と薬のミクロ図鑑 コリン・ソルター著/石黒千秋訳 エクスナレッジ 図書館増設部分 491.7||ソ 300042767

194 産科 第4版 (病気がみえる:v. 10) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||10 100027506

195 産科 第4版 (病気がみえる:v. 10) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||10 100027507

196 産科 第4版 (病気がみえる:v. 10) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||10 100027508

197 産科 第4版 (病気がみえる:v. 10) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||10 100027509

198 産科 第4版 (病気がみえる:v. 10) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||10 100027510

199 産科 第4版 (病気がみえる:v. 10) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||10 100027511

200 産科 第4版 (病気がみえる:v. 10) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||10 100027512

201 産科 第4版 (病気がみえる:v. 10) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||10 100027513

202 呼吸器 第3版 (病気がみえる:v. 4) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||4 100027590

203 呼吸器 第3版 (病気がみえる:v. 4) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||4 100027591

204 呼吸器 第3版 (病気がみえる:v. 4) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||4 100027592

205 呼吸器 第3版 (病気がみえる:v. 4) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||4 100027593

206 呼吸器 第3版 (病気がみえる:v. 4) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||4 100027594

207 呼吸器 第3版 (病気がみえる:v. 4) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||4 100027595

208 呼吸器 第3版 (病気がみえる:v. 4) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||4 100027596

209 呼吸器 第3版 (病気がみえる:v. 4) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||4 100027597

210 免疫・膠原病・感染症 第2版 (病気がみえる:v. 6) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||6 100027514

211 免疫・膠原病・感染症 第2版 (病気がみえる:v. 6) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||6 100027515

212 免疫・膠原病・感染症 第2版 (病気がみえる:v. 6) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||6 100027516

213 免疫・膠原病・感染症 第2版 (病気がみえる:v. 6) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||6 100027517
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214 免疫・膠原病・感染症 第2版 (病気がみえる:v. 6) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||6 100027518

215 免疫・膠原病・感染症 第2版 (病気がみえる:v. 6) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||6 100027519

216 免疫・膠原病・感染症 第2版 (病気がみえる:v. 6) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||6 100027520

217 免疫・膠原病・感染症 第2版 (病気がみえる:v. 6) 医療情報科学研究所編 Medic Media 図書館増設部分 492||イ||6 100027521

218 解剖学 (最新臨床検査学講座) 秋田恵一, 星治著 医歯薬出版 図書館増設部分 492.1||ア 100027639

219 解剖学 (最新臨床検査学講座) 秋田恵一, 星治著 医歯薬出版 図書館増設部分 492.1||ア 100027681

220 解剖学 (最新臨床検査学講座) 秋田恵一, 星治著 医歯薬出版 図書館増設部分 492.1||ア 100027682

221 数学/統計学 (最新臨床検査学講座) 宇田川誠一, 井川俊彦, 谷口哲也著 医歯薬出版 図書館増設部分 492.1||ウ 300042678

222 数学/統計学 (最新臨床検査学講座) 宇田川誠一, 井川俊彦, 谷口哲也著 医歯薬出版 図書館増設部分 492.1||ウ 300042679

223 数学/統計学 (最新臨床検査学講座) 宇田川誠一, 井川俊彦, 谷口哲也著 医歯薬出版 図書館増設部分 492.1||ウ 300042680

224 臨床検査 第8版 (系統看護学講座:別巻||ベッカン) 奈良信雄, 和田隆志編集/荒木昭博 [ほか] 執筆 医学書院 図書館増設部分 492.1||オ||8版 300042681

225 臨床血液学 (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 300042645

226 遺伝子・染色体検査学 (ポケットマスター臨床検査知識の整理) 大島利夫, 藤田和博責任編集/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 300042719

227 救急画像ティーチングファイル Daniel B.Nissman[編]/船曵知弘監訳/明石卓[ほか]訳 医学書院 図書館増設部分 492.1||ニ 100027635

228 薬学生のための病態検査学 改訂第3版 三浦雅一編集 南江堂 図書館増設部分 492.1||ミ 100027633

229 今日の臨床検査 第16版 2019-2020 矢冨裕 [ほか] 編集 南江堂 図書館増設部分 492.1||ヤ||19-20 300042703

230 心電図モニター : ベッドサイドで役立つ波形の見方と緊急時対処の基本 改訂4版 武田聡編集 へるす出版 図書館増設部分 492.12||タ 300042514

231 新薬剤師のための輸液・栄養療法 第2版 東京都病院薬剤師会編 薬事日報社 図書館増設部分 492.26||ト 300042665

232 救急隊員標準テキスト 改訂第5版 救急隊員用教本作成委員会編集 へるす出版 図書館増設部分 492.29||キ 100027555

233 問題解決型救急初期検査 第2版 田中和豊著 医学書院 図書館増設部分 492.29||タ 100027649

234 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! 2019年版 田中秀治編 文光堂 図書館増設部分 492.29||タ||19 300042443

235 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! 2019年版 田中秀治編 文光堂 図書館増設部分 492.29||タ||19 300042543

236 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! 2019年版 田中秀治編 文光堂 図書館増設部分 492.29||タ||19 300042544

237 Hokusoh HEMS standard operating procedure 日本医科大学千葉北総病院救命救急センター ショック・

外傷センター編集

へるす出版 図書館増設部分 492.29||ニ 100027631

238 救急隊員のための救急搬送戦略 1 : 心肺停止編/意識編/小児編/疼痛編 増井伸高著 羊土社 図書館増設部分 492.29||マ 300042664

239 服薬指導のツボ虎の巻 第3版 (日経DI薬局虎の巻シリーズ) 杉山正康編著/日経ドラッグインフォメーション編 日経BP社/日経BPマーケティング (発売) 図書館増設部分 492.3||ス 100027668

240 日経DIクイズ : 服薬指導・実践篇 皮膚疾患篇 日経ドラッグインフォメーション編 日経BP社/日経BP出版センター (発売) 図書館増設部分 492.3||ニ 100027637

241 抗菌薬の考え方、使い方 : 魔弾よ、ふたたび> Ver. 4 岩田健太郎著 中外医学社 図書館増設部分 492.31||イ 100027673

242 そうだったのか!絶対読めるCAG : シェーマでわかる冠動脈造影の読み方 中川義久, 林秀隆著 羊土社 図書館増設部分 492.43||ナ 100027648

243 臨床工学技士標準テキスト 第3版増補 小野哲章編集/峰島三千男編集/堀川宗之編集/渡辺敏編集 金原出版 図書館増設部分 492.8||オ 100027650

244 臨床工学技士標準テキスト 第3版増補 小野哲章編集/峰島三千男編集/堀川宗之編集/渡辺敏編集 金原出版 図書館増設部分 492.8||オ 100027651

245 臨床工学技士標準テキスト 第3版増補 小野哲章編集/峰島三千男編集/堀川宗之編集/渡辺敏編集 金原出版 図書館増設部分 492.8||オ 100027652

246 医用治療機器学 第2版 (臨床工学講座) 篠原一彦編集 医歯薬出版 図書館増設部分 492.8||ニ 100027646

247 医用治療機器学 第2版 (臨床工学講座) 篠原一彦編集 医歯薬出版 図書館増設部分 492.8||ニ 100027677

248 医用治療機器学 第2版 (臨床工学講座) 篠原一彦編集 医歯薬出版 図書館増設部分 492.8||ニ 100027678

249 ヴィジュアルでわかるバイオマテリアル 改訂第3版 (臨床工学ライブラリーシリーズ:5) 古薗勉, 岡田正弘編著 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売) 図書館増設部分 492.8||フ 100027529

250 基礎看護技術 (看護がみえる:vol.1) メディックメディア 図書館増設部分 492.9||イ||1 100027598

251 基礎看護技術 (看護がみえる:vol.1) メディックメディア 図書館増設部分 492.9||イ||1 100027599

252 基礎看護技術 (看護がみえる:vol.1) メディックメディア 図書館増設部分 492.9||イ||1 100027600

253 基礎看護技術 (看護がみえる:vol.1) メディックメディア 図書館増設部分 492.9||イ||1 100027601

254 基礎看護技術 (看護がみえる:vol.1) メディックメディア 図書館増設部分 492.9||イ||1 100027602

255 臨床看護技術 (看護がみえる:vol.2) メディックメディア 図書館増設部分 492.9||イ||2 100027603

256 臨床看護技術 (看護がみえる:vol.2) メディックメディア 図書館増設部分 492.9||イ||2 100027604

257 臨床看護技術 (看護がみえる:vol.2) メディックメディア 図書館増設部分 492.9||イ||2 100027605

258 臨床看護技術 (看護がみえる:vol.2) メディックメディア 図書館増設部分 492.9||イ||2 100027606

259 臨床看護技術 (看護がみえる:vol.2) メディックメディア 図書館増設部分 492.9||イ||2 100027607

260 看護師でいられて本当に幸せ : 「患者」になって再確認! 中島美津子著 日本看護協会出版会 図書館増設部分 492.9||ナ 300042692

261 3つの習慣で私が変わる : 「慈悲喜捨」「健全思考」「レジリエンス」 保坂隆, 川畑のぶこ, 大下大圓著 日本看護協会出版会 図書館増設部分 492.9||ホ 300042686

262 看護師の倫理調整力 : 専門看護師の実践に学ぶ 鶴若麻理, 長瀬雅子編 日本看護協会出版会 図書館増設部分 492.9015||ツ 300042647

263 看護白書 平成30年版 日本看護協会編 日本看護協会出版会 図書館増設部分 492.905||ニ||18 300042660

264 看護白書 平成30年版 日本看護協会編 日本看護協会出版会 図書館増設部分 492.905||ニ||18 300042661

265 看護白書 平成30年版 日本看護協会編 日本看護協会出版会 図書館増設部分 492.905||ニ||18 300042662

266 アクティブラーニングの活用 (看護教育実践シリーズ:4) 小林忠資, 鈴木玲子編集 医学書院 図書館増設部分 492.907||コ 300042718

267 でた!でた問 : 看護師国家試験高正答率過去問題集70/東京アカデミー編著 103～107回試験問題 ティーエーネットワーク/七賢出版(発売) 図書館増設部分 492.907||デ||103-

107

300042412

268 でた!でた問 : 看護師国家試験高正答率過去問題集70/東京アカデミー編著 103～107回試験問題 ティーエーネットワーク/七賢出版(発売) 図書館増設部分 492.907||デ||103-

107

300042413

269 でた!でた問 : 看護師国家試験高正答率過去問題集70/東京アカデミー編著 103～107回試験問題 ティーエーネットワーク/七賢出版(発売) 図書館増設部分 492.907||デ||103-

107

300042414

270 異端の看護教育 : 中西睦子が語る 中西睦子著/松澤和正聞き手・構成 医学書院 図書館増設部分 492.907||ナ 300042691
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271 看護師のためのこれならわかる!伝わるレポート・論文の書き方 福富馨著 ナツメ社 図書館増設部分 492.907||フ 300042577

272 看護師国試2019パーフェクト予想問題集 (プチナース:vol.27 no.13 (通巻361号)) 看護師国家試験対策プロジェクト編 照林社 図書館増設部分 492.9079||プ||19 300042403

273 看護師国試2019パーフェクト予想問題集 (プチナース:vol.27 no.13 (通巻361号)) 看護師国家試験対策プロジェクト編 照林社 図書館増設部分 492.9079||プ||19 300042404

274 看護師国試2019パーフェクト予想問題集 (プチナース:vol.27 no.13 (通巻361号)) 看護師国家試験対策プロジェクト編 照林社 図書館増設部分 492.9079||プ||19 300042405

275 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 (看護師特定行為区分別科目研修テキスト) 地域医療機能推進学会制作 メディカ出版 図書館増設部分 492.911||チ 300042574

276 写真でわかる基礎看護技術アドバンス : 基礎的な看護技術を中心に! (DVD BOOK) 吉田みつ子, 本庄恵子監修 インターメディカ 図書館増設部分 492.911||ヨ 100027634

277 消化器経過別ポケット看護過程 (ぱっと手にとるシリーズ) 武井テル監修 : 中野真理子編集 : 漆戸由紀子編集 メディカルレビュー社 図書館増設部分 492.914||タ 100027535

278 消化器経過別ポケット看護過程 (ぱっと手にとるシリーズ) 武井テル監修 : 中野真理子編集 : 漆戸由紀子編集 メディカルレビュー社 図書館増設部分 492.914||タ 100027536

279 看護に活かす基準・指針・ガイドライン集 2018 日本看護協会編 日本看護協会出版会 図書館増設部分 492.915||ニ||18 300042674

280 急性期病院で実現した身体抑制のない看護 : 金沢大学附属病院で続く挑戦 小藤幹恵編 日本看護協会出版会 図書館増設部分 492.916||コ 300042671

281 救急初療看護に活かすフィジカルアセスメント : e-ラーニングで実践に活かす! 日本救急看護学会『フィジカルアセスメント』編集委員

会編集

へるす出版 図書館増設部分 492.916||ニ 100027532

282 看護実践にいかすエンド・オブ・ライフケア 第2版 長江弘子編 日本看護協会出版会 図書館増設部分 492.918||ナ 300042470

283 周産期のくすり大事典 : 妊娠期・分娩時・産褥期・新生児の薬剤&ワクチン133大解説 (ペリネイタルケ

ア:2019年新春増刊(通巻499号))

中田雅彦編著 メディカ出版 図書館増設部分 492.923||ナ 300042677

284 ナースができる!皮膚病変の見極め術 (トリアージ) 40 梅林芳弘編著 南山堂 図書館増設部分 492.926||ウ 300042513

285 ここ大事!ひと目でわかる脳神経外科&ケア : 解剖・病態・画像・治療と看護 河野勝彦, 篠原つぐみ著 日総研出版 図書館増設部分 492.926||コ 300042511

286 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 (看護師特定行為区分別科目研修テキスト) 地域医療機能推進学会制作 メディカ出版 図書館増設部分 492.926||チ 300042666

287 実践から学ぶ特別養護老人ホームの看護 : "看護の本質"を実感できる (C.C.MOOK) 鎌田ケイ子監修 日本看護協会出版会 図書館増設部分 492.929||カ 300042682

288 高齢者看護の実践能力を育てる : 高齢者ケア施設の看護をベースにして 坪井桂子編 日本看護協会出版会 図書館増設部分 492.929||ツ 300042471

289 「看護必要度」評価者のための学習ノート 第4版 筒井孝子著 日本看護協会出版会 図書館増設部分 492.983||ツ 300042669

290 ナースが元気になる人事管理 : WLB (ワーク・ライフ・バランス) 成功メソッド18 竹中君夫著 日本看護協会出版会 図書館増設部分 492.984||タ 300042727

291 訪問看護基本テキスト 総論編 柏木聖代 [ほか] 編集 日本看護協会出版会 図書館増設部分 492.993||カ 100027630

292 訪問看護基本テキスト 各論編 柏木聖代 [ほか] 編集 日本看護協会出版会 図書館増設部分 492.993||カ 100027680

293 わかりやすい糖尿病テキスト 第5版 糖尿病教室運営委員会, 宮﨑久義, 豊永哲至編集 じほう 図書館増設部分 493.12||ト 300042519

294 薬剤師による糖尿病対策ガイド 日本薬剤師会, 日本くすりと糖尿病学会編 じほう 図書館増設部分 493.12||ニ 300042525

295 アルコール・薬物依存症の再発予防ガイド : ソブラエティを生きる テレンス・T・ゴースキー, マーレーン・ミラー著/梅野充

訳

星和書店 図書館増設部分 493.15||ゴ 300042648

296 アルコール・薬物依存症の再発予防ワークブック : ソブラエティを生きる テレンス・T・ゴースキー著/梅野充監訳/谷口万稚訳 星和書店 図書館増設部分 493.15||ゴ 300042728

297 精神科の薬がわかる本 第4版 姫井昭男著 医学書院 図書館増設部分 493.72||ヒ 300042752

298 精神疾患の病態と向精神薬 松本均彦著 薬事日報社 図書館増設部分 493.72||マ 300042690

299 実践!パーキンソン病治療薬をどう使いこなすか? 武田篤, 柏原健一, 織茂智之著 南江堂 図書館増設部分 493.74||タ 100027664

300 抗てんかん薬TDM標準化ガイドライン 2018 日本TDM学会編 金原出版 図書館増設部分 493.74||ニ 300042673

301 認知症の人の「痛み」をケアする : 「痛み」が引き起こすBPSD・せん妄の予防 : 「認知症の人」を支えるす

べての人に

鈴木みずえ, 高井ゆかり編 日本看護協会出版会 図書館増設部分 493.75||ス 300042457

302 「うつ」について : 現代の世界における薬物,診断,そして絶望 ナシア・ガミー著/菅原英世訳 星和書店 図書館増設部分 493.76||ガ 100027665

303 統合失調症薬物治療ガイド : 患者さん・ご家族・支援者のために 日本神経精神薬理学会編集 じほう 図書館増設部分 493.76||ニ 300042517

304 新たな恐怖に備える (人類と感染症の歴史:続) 加藤茂孝著 丸善出版 図書館増設部分 493.8||カ 300042460

305 ワクチン : 基礎から臨床まで 日本ワクチン学会編集 朝倉書店 図書館増設部分 493.82||ニ 100027642

306 5つのkeywordsでスッキリわかる!小児の急変対応 : あわてないために必要な見方と考え方 島袋林秀, 梅原直著 総合医学社 図書館増設部分 493.92||シ 300042520

307 児童・青年期精神疾患の薬物治療ガイドライン 中村和彦編集 じほう 図書館増設部分 493.937||ナ 100027643

308 周術期の薬学管理 改訂2版 日本病院薬剤師会監修 南山堂 図書館増設部分 494.22||ニ 100027641

309 がんの臨床検査ハンドブック 山田俊幸, 前川真人編著 日本医事新報社 図書館増設部分 494.5||ヤ 100027653

310 緩和ケアでの問題解決力を磨く! : 薬剤師のための5ステップ実践ガイド 伊勢雄也, 片山志郎編集 南山堂 図書館増設部分 494.53||イ 100027644

311 リハスタッフのためのイチからわかる臨床検査値活用術 鈴木啓介, 加茂智彦著 メジカルビュー社 図書館増設部分 494.78||ス 100027531

312 バーチャルスライドでみる炎症性/非新生物性皮膚疾患 (実践!皮膚病理道場:2) 日本皮膚科学会編 医学書院 図書館増設部分 494.8||ニ||2 100027504

313 産科の臨床検査ディクショナリー : 読める生かせる説明できる! : 「産婦人科診療ガイドライン産科編2017」

に対応!

関沢明彦編集 メディカ出版 図書館増設部分 495.5||セ 100027528

314 どもる体 (シリーズケアをひらく) 伊藤亜紗著 医学書院 図書館増設部分 496.9||イ 300042463

315 高齢者のドライマウス : 口腔乾燥症・口腔ケアの基礎知識 阪井丘芳著 医歯薬出版 図書館増設部分 497.9||サ 300042518

316 よくわかる公衆衛生学の基本としくみ (図解入門. メディカルサイエンスシリーズ) 上地賢, 安藤絵美子, 雜賀智也著 秀和システム 図書館増設部分 498||ウ 300042464

317 医療系学部のための「医療と社会」入門 改訂版 大滝恭弘編著/大沼麻実 [ほか] 共著 ムイスリ出版 図書館増設部分 498||オ 300042459

318 空飛ぶ院長、医療過疎を救う! (青森ドクターヘリ劇的救命日記:2) 今明秀著 毎日新聞社 図書館増設部分 498||コ 300042646

319 公衆衛生学 : 社会・環境と健康 2019年版 柳川洋, 尾島俊之編著/黒沢洋一 [ほか] 著 医歯薬出版 図書館増設部分 498||コ 300042670

320 保健統計・疫学 改訂6版 福富和夫, 橋本修二著 南山堂 図書館増設部分 498.019||フ 300042729

321 クエスチョン・バンク保健師国家試験問題解説 2019(第11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||19 300042624

322 クエスチョン・バンク保健師国家試験問題解説 2019(第11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||19 300042625

323 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 300042622

324 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 300042623

325 医事法入門 第5版 (有斐閣アルマ:Advanced) 手嶋豊著 有斐閣 図書館増設部分 498.12||テ 300042735

326 医療安全 : 患者の安全を守る看護の基礎力・臨床力 改訂第2版 (看護学テキスト統合と実践 : Basic &

Practice)

小林美亜編集 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売) 図書館増設部分 498.14||コ 300042521

327 医療安全管理テキスト : 医療安全管理者必携 第4版 飯田修平編 日本規格協会 図書館増設部分 498.16||イ 100027669

328 診療報酬・介護報酬のしくみと考え方 : 改定の意図を知り看護管理に活かす 第4版 福井トシ子, 齋藤訓子編集 日本看護協会出版会 図書館増設部分 498.16||フ 300042668

329 医療マーケティングの革新 恩藏直人, 岩下仁編著 有斐閣 図書館増設部分 498.163||オ 300042474
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330 医療安全ワークブック 第4版 川村治子著 医学書院 図書館増設部分 498.163||カ 300042667

331 食品の安全性 第2版 (スタンダード人間栄養学) 上田成子編集/桑原祥浩 [ほか] 著 朝倉書店 図書館増設部分 498.54||ウ 300042576

332 食品の安全性 3訂第2版 日本フードスペシャリスト協会編 建帛社 図書館増設部分 498.54||ニ 300042750

333 近代日本と公衆衛生 : 都市社会史の試み : 新装版 小林丈広著 雄山閣 図書館増設部分 498.6||コ 300042415

334 はじめて学ぶやさしい疫学 : 日本疫学会標準テキスト 改訂第3版 日本疫学会監修 南江堂 図書館増設部分 498.6||ニ 300042469

335 虫から死亡推定時刻はわかるのか? : 法昆虫学の話 三枝聖著 築地書館 図書館増設部分 498.9||サ 300042466

336 薬物治療総論/症候・臨床検査/個別化医療 (臨床薬学テキストシリーズ. 薬理・病態・薬物治療) 赤池昭紀担当編集/河野武幸, 福井次矢ゲスト編集 中山書店 図書館増設部分 499||ア 100027640

337 実習ポイントを捉えた薬学生病院実務実習ノート 2018 神奈川県病院薬剤師会編 医薬ジャーナル社 図書館増設部分 499.07||カ||18 300042580

338 日経DI×薬ゼミクイズで学ぶ薬剤師国家試験実践対策問題集 薬学ゼミナール, 日経ドラッグインフォメーション編 薬学ゼミナール/薬ゼミ情報教育センター (発売) 図書館図書 499.079||ヤ 300042612

339 薬ゼミの出る本 改訂版 薬学ゼミナール 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||19 300042676

340 物理 2019年度版 [改訂第8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||19-1 300042416

341 物理 2019年度版 [改訂第8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||19-1 300042417

342 物理 2019年度版 [改訂第8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||19-1 300042418

343 化学 2019年度版 [改訂第8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||19-2 300042419

344 化学 2019年度版 [改訂第8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||19-2 300042420

345 化学 2019年度版 [改訂第8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||19-2 300042421

346 生物 2019年度版 [改訂第8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||19-3 300042422

347 生物 2019年度版 [改訂第8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||19-3 300042423

348 生物 2019年度版 [改訂第8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||19-3 300042424

349 衛生 2019年度版 [改訂第8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||19-4 300042425

350 衛生 2019年度版 [改訂第8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||19-4 300042426

351 衛生 2019年度版 [改訂第8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||19-4 300042427

352 薬理 2019年度版 [改訂第8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||19-5 300042428

353 薬理 2019年度版 [改訂第8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||19-5 300042429

354 薬理 2019年度版 [改訂第8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||19-5 300042430

355 薬剤 2019年度版 [改訂第8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||19-6 300042431

356 薬剤 2019年度版 [改訂第8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||19-6 300042432

357 薬剤 2019年度版 [改訂第8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||19-6 300042433

358 病態・薬物治療 2019年度版 [改訂第8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||19-7 300042434

359 病態・薬物治療 2019年度版 [改訂第8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||19-7 300042435

360 病態・薬物治療 2019年度版 [改訂第8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||19-7 300042436

361 法規・制度・倫理 2019年度版 [改訂第8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||19-8 300042437

362 法規・制度・倫理 2019年度版 [改訂第8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||19-8 300042438

363 法規・制度・倫理 2019年度版 [改訂第8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||19-8 300042439

364 実務 2019年度版 [改訂第8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||19-9 300042440

365 実務 2019年度版 [改訂第8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||19-9 300042441

366 実務 2019年度版 [改訂第8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||19-9 300042442

367 治療薬マニュアル 2019年版 菊池方利 [ほか] 編 医学書院 図書館増設部分 499.1||キ||19 300042693

368 治療薬マニュアル 2019年版 菊池方利 [ほか] 編 医学書院 図書館増設部分 499.1||キ||19 300042694

369 治療薬マニュアル 2019年版 菊池方利 [ほか] 編 医学書院 図書館増設部分 499.1||キ||19 300042695

370 コンパス医薬品情報学 : 理論と演習 改訂第2版 小林道也, 中村仁編集 南江堂 図書館増設部分 499.1||コ 100027647

371 よくわかる一般用医薬品 第2版 ドーモ編著 薬事日報社 図書館増設部分 499.1||ド 300042512

372 バイオ医薬品ハンドブック : Biologicsの製造から品質管理まで 第3版 日本PDA製薬学会バイオウイルス委員会編集 じほう 図書館増設部分 499.1||ニ 100027679

373 治療薬ハンドブック : 薬剤選択と処方のポイント 2019 堀正二 [ほか] 編集 じほう 図書館増設部分 499.1||ホ||19 300042587

374 今日の治療薬 : 解説と便覧 2019年版(第41版) 水島裕, 宮本昭正 [共] 編著 南江堂 図書館増設部分 499.1||ミ||19 300042720

375 今日の治療薬 : 解説と便覧 2019年版(第41版) 水島裕, 宮本昭正 [共] 編著 南江堂 図書館増設部分 499.1||ミ||19 300042721

376 今日の治療薬 : 解説と便覧 2019年版(第41版) 水島裕, 宮本昭正 [共] 編著 南江堂 図書館増設部分 499.1||ミ||19 300042722

377 ポリファーマシー見直しのための医師・薬剤師連携ガイド 日本老年薬学会, 日本医療研究開発機構・長寿科学研究開

発事業「高齢者の多剤処方見直しのための医師・薬剤師

連携ガイド作成に関する研究」研究班編集

南山堂 図書館増設部分 499.2||ニ 300042573

378 創薬化学 : メディシナルケミストへの道 長野哲雄編/池田陽介 [ほか] 著 東京化学同人 図書館増設部分 499.3||ナ 100027533

379 バイオ医薬品製造の効率化と生産基材の開発 普及版 (CMCテクニカルライブラリー:665. バイオテクノロ

ジーシリーズ)

山口照英監修 シーエムシー出版 図書館増設部分 499.5||ヤ 100027525

380 核酸医薬・抗体医薬・ワクチン医療を支えるDDS技術 普及版 (CMCテクニカルライブラリー:671. ファイン

ケミカルシリーズ/ドラッグデリバリーシステムの新展開:2)

永井恒司, 岡田弘晃監修 シーエムシー出版 図書館増設部分 499.6||ナ 100027674

381 薬学生・薬剤師のための知っておきたい生薬100 : 含漢方処方 第3版 日本薬学会編 東京化学同人 図書館増設部分 499.8||ニ 300042509

382 漢方薬の基本の基本 : 漢方薬活用の基本と実践 波多野力編著 京都廣川書店 図書館増設部分 499.8||ハ 100027524

383 企業人・大学人のための知的財産権入門 : 特許法を中心に 第3版 廣瀬隆行著 東京化学同人 図書館図書 507.2||ヒ 300042582

384 化学分析 2019 (JISハンドブック:31, 49) 日本規格協会編 日本規格協会 図書館図書 509.1||ジ||19-49 300042742

385 環境測定 2019 2:水質 (JISハンドブック:10, 52, 52-1, 52-2, 53) 日本規格協会編集 日本規格協会 図書館図書 509.1||ジ||19-53 300042760

386 無人化と労働の未来 : インダストリー4.0の現場を行く コンスタンツェ・クルツ, フランク・リーガー [著]/木本栄

訳

岩波書店 図書館図書 509.2||ク 300042712

387 労働災害分類の手引き : 統計処理のための原因要素分析 中央労働災害防止協会編 中央労働災害防止協会 図書館図書 509.8||チ 300042523

388 コンクリートの材料科学 川村満紀, S.チャタジー共著 森北出版 図書館図書 511.7||カ 100027610
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389 コア・テキスト環境経済学 (ライブラリ経済学コア・テキスト&最先端:16) 一方井誠治著 新世社/サイエンス社 (発売) 図書館図書 519||イ 300042532

390 よくわかる環境科学 : 地球と身のまわりの環境を考える 鈴木孝弘著 オーム社 図書館図書 519||ス 300042754

391 人と自然の環境学 日本生命財団編 東京大学出版会 図書館図書 519||ニ 300042717

392 環境社会検定試験eco検定公式テキスト : 持続可能な社会をわたしたちの手で 改訂7版 東京商工会議所編著 日本能率協会マネジメントセンター 図書館資格コー

ナー

519.07||ト||19 300042657

393 環境社会検定試験eco検定公式テキスト : 持続可能な社会をわたしたちの手で 改訂7版 東京商工会議所編著 日本能率協会マネジメントセンター 図書館資格コー

ナー

519.07||ト||19 300042658

394 環境社会検定試験eco検定公式テキスト : 持続可能な社会をわたしたちの手で 改訂7版 東京商工会議所編著 日本能率協会マネジメントセンター 図書館資格コー

ナー

519.07||ト||19 300042659

395 環境史入門 J.ドナルド・ヒューズ [著]/村山聡, 中村博子訳 岩波書店 図書館図書 519.2||ヒ 300042567

396 災害・支援・ケアの社会学 : 地域保健とジェンダーの視点から 板倉有紀著 生活書院 図書館図書 519.9||イ 100027671

397 復興と尊厳 : 震災後を生きる南三陸町の軌跡 内尾太一著 東京大学出版会 図書館図書 519.9||ウ 100027666

398 臨時災害放送局というメディア 大内斎之著 青弓社 図書館図書 519.9||オ 300042479

399 大都市災害と防災福祉コミュニティ : 東京圏、大阪圏、名古屋圏 川村匡由著 大学教育出版 図書館図書 519.9||カ 300042453

400 雪かきで地域が育つ : 防災からまちづくりへ 上村靖司 [ほか] 編著 コモンズ 図書館図書 519.9||カ 300042465

401 リスク管理のための社会安全学 : 自然・社会災害への対応と実践 関西大学社会安全学部編 ミネルヴァ書房 図書館図書 519.9||カ 100027676

402 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 100027608

403 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 100027609

404 映画に学ぶ危機管理 齋藤富雄編著 晃洋書房 図書館図書 519.9||サ 300042452

405 災害と防災 これまでと今 : 土砂・洪水災害、地震・津波災害、原発災害 志岐常正著 本の泉社 図書館図書 519.9||シ 300042698

406 減災と復興 : 明治村が語る関東大震災 武村雅之著 風媒社 図書館図書 519.9||タ 300042510

407 安全とリスクの心理学 : こころがつくる安全のかたち (心理学の世界:専門編:7) 土田昭司編著 培風館 図書館図書 519.9||ツ 300042538

408 歴史と災害 : 災害は歴史を変えたか : 歴史から見えてくる災害の実相東日本被災者との連帯を目指して (東海

学シンポジウム:第2回 (2014))

東海学センター/風媒社 (発売) 図書館新書 519.9||ト 300042483

409 生物多様性は復興にどんな役割を果たしたか : 東日本大震災からのグリーン復興 (地球研叢書) 中静透 [ほか] 編 昭和堂 図書館図書 519.9||ナ 300042701

410 医療施設における避難安全のバリアフリーデザインの手引き 日本建築学会編著 日本建築学会/丸善 (発売) 図書館図書 519.9||ニ 300042683

411 危機対策必携マニュアル : 天災・人災・戦災に備える 矢野義昭著 勉誠出版 図書館図書 519.9||ヤ 300042535

412 災害支援者支援 高橋晶編著 日本評論社 図書館図書 519.99||タ 300042649

413 建築水理学 : 水害対策の知識 桑村仁著 技報堂出版 図書館図書 524.93||ク 300042530

414 火災便覧 第4版 日本火災学会編 共立出版 図書館図書 524.94||ニ 100027502

415 火災便覧 第4版 日本火災学会編 共立出版 図書館図書 524.94||ニ 100027503

416 絵ときでわかる機械材料 第2版 門田和雄著 オーム社 図書館図書 531.2||カ 300042529

417 無人航空機入門 : ドローンと安全な空社会 滝本隆著 共立出版 図書館図書 538.6||タ 300042738

418 プロジェクト・オブ・スカンクワークス : ロッキード・マーチンADP〈先進開発プログラム〉の75年 スティーブ・ペイス著/石川潤一訳 イカロス出版 図書館図書 538.7||ペ 100027496

419 化粧品業界のブランド戦略 : 日本と韓国における化粧品会社の戦略比較 赤松裕二著 大阪公立大学共同出版会 図書館図書 576.7||ア 300042759

420 薬用食品の開発 : 薬用・有用植物の機能性食品素材への応用 普及版 2 (CMCテクニカルライブラリー:669. 食

品シリーズ)

吉川雅之, 村岡修監修 シーエムシー出版 図書館図書 588||ヨ||2 100027527

421 ジビエ解体・調理の教科書 日本ジビエ振興協会監修 グラフィック社 図書館図書 596.3||ニ 300042526

422 決定版農作物を守る鳥獣害対策 : 動物の行動から考える 江口祐輔編著 誠文堂新光社 図書館図書 615.8||エ 300042634

423 アニマルウェルフェアとは何か : 倫理的消費と食の安全 (岩波ブックレット:No.985) 枝廣淳子著 岩波書店 図書館図書 645||エ 300042472

424 ペット栄養管理学テキストブック 第2刷 日本ペット栄養学会編 アドスリー/丸善出版 (発売) 図書館図書 645||ニ 100027556

425 犬と猫の問題行動の予防と対応 : 動物病院ができる上手な飼い主指導 水越美奈監修 緑書房 図書館図書 649||ミ 100027636

426 気ままに警備保障論 2 田中智仁著 現代図書/星雲社 (発売) 図書館図書 673.9||タ 300042541

427 観光と情報システム 改訂版 中谷秀樹編著/清水久仁子共著 流通経済大学出版会 図書館図書 689||ナ 300042601

428 アニメ聖地巡礼の観光社会学 : コンテンツツーリズムのメディア・コミュニケーション分析 岡本健著 法律文化社 図書館図書 689.21||オ 300042731

429 迷わず書ける記者式文章術 : プロが実践する4つのパターン 松林薫著 慶應義塾大学出版会 図書館図書 816||マ 300042494

430 資料検索入門 : レポート・論文を書くために (アカデミック・スキルズ) 市古みどり編著/上岡真紀子, 保坂睦著 慶應義塾大学出版会 図書館図書 816.5||イ 300042500

431 公式TOEIC Listening & Reading問題集 4 Educational Testing Service著 国際ビジネスコミュニケーション協会 図書館資格コー

ナー

830||エ||4 300042597

432 ゴースト (下町ロケット:[3]) 池井戸潤著 小学館 図書館図書 913.6||イ 300042594

433 じっと手を見る 窪美澄著 幻冬舎 図書館図書 913.6||ク 300042499

434 宝島 真藤順丈著 講談社 図書館図書 913.6||シ 300042715

435 沈黙のパレード 東野圭吾著 文藝春秋 図書館図書 913.6||ヒ 300042497

436 転生したらスライムだった件 3 (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||3 300042406

437 転生したらスライムだった件 4 (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||4 300042407

438 転生したらスライムだった件 5 (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||5 300042408

439 転生したらスライムだった件 6 (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||6 300042409

440 転生したらスライムだった件 7 (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||7 300042410

441 青が破れる 町屋良平著 河出書房新社 図書館図書 913.6||マ 300042714

442 昨日がなければ明日もない 宮部みゆき著 文藝春秋 図書館図書 913.6||ミ 300042716

443 熱帯 森見登美彦著 文藝春秋 図書館図書 913.6||モ 300042713

444 ガウェイン卿と緑の騎士 : 中世イギリスロマンス (中世英語英文学:3) 菊池清明訳 春風社 図書館図書 931.4||ガ 100027675

445 卒業研究要旨 平成30年度 千葉科学大学危機管理学部危機管理システム学科 千葉科学大学 学位論文コーナー 学士||危機シス

||18

300042633

446 どこよりも遠い場所にいる君へ (集英社オレンジ文庫:あ1-6) 阿部暁子著 集英社 図書館文庫 文庫||ア 300042616
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447 ジーヴズの事件簿 才智縦横の巻 (文春文庫:[ウ-22-1], [ウ-22-2]) P.G.ウッドハウス著/岩永正勝, 小山太一編訳 文藝春秋 図書館文庫 文庫||ウ 300042505

448 ジーヴズの事件簿 大胆不敵の巻 (文春文庫:[ウ-22-1], [ウ-22-2]) P.G.ウッドハウス著/岩永正勝, 小山太一編訳 文藝春秋 図書館文庫 文庫||ウ 300042506

449 ドローンズ・クラブの英傑伝 (文春文庫:[ウ-22-3]) P.G.ウッドハウス著/岩永正勝, 小山太一編訳 文藝春秋 図書館文庫 文庫||ウ 300042507

450 エムズワース卿の受難録 (文春文庫:[ウ-22-4]) P.G.ウッドハウス著/岩永正勝, 小山太一編訳 文藝春秋 図書館文庫 文庫||ウ 300042508

451 ユナイタル・リング 1 (電撃文庫:3469. ソードアート・オンライン:21) 川原礫 [著] KADOKAWA 図書館文庫 文庫||カ||21 300042611

452 柴田元幸ベスト・エッセイ (ちくま文庫:[し51-1]) 柴田元幸編著 筑摩書房 図書館文庫 文庫||シ 300042617

453 夜の淵をひと廻り (角川文庫:し56-2) 真藤順丈 [著] KADOKAWA 図書館文庫 文庫||シ 300042734

454 「図太い神経」をつくる本 (文庫ぎんが堂:な3-1) 内藤誼人著 イースト・プレス 図書館文庫 文庫||ナ 300042733

455 ラプラスの魔女 (角川文庫:20772, [ひ16-10]) 東野圭吾 [著] KADOKAWA 図書館文庫 文庫||ヒ 300042503

456 人魚の眠る家 (幻冬舎文庫) 東野圭吾 [著] 幻冬舎 図書館文庫 文庫||ヒ 300042504

457 少女 (双葉文庫:み-21-02) 湊かなえ著 双葉社 図書館文庫 文庫||ミ 300042618

458 終わらない夜の宴 (ストライク・ザ・ブラッド. 19) (電撃文庫:3464) KADOKAWA 図書館文庫 文庫||ミ||19 300042610

459 レポート・論文の教科書 : 5日で学べて一生使える! (ちくまプリマー新書:311) 小川仁志著 筑摩書房 図書館新書 新書||オ 300042755

460 考えるとはどういうことか : 0歳から100歳までの哲学入門 (幻冬舎新書:513, か-23-1) 梶谷真司著 幻冬舎 図書館新書 新書||カ 300042707

461 長生きできる町 (角川新書:[K-232]) 近藤克則[著] KADOKAWA 図書館新書 新書||コ 300042481

462 医療ケアを問いなおす : 患者をトータルにみることの現象学 (ちくま新書:1333-2. シリーズケアを考える) 榊原哲也著 筑摩書房 図書館新書 新書||サ 300042480

463 物流危機は終わらない : 暮らしを支える労働のゆくえ (岩波新書:新赤版 1753) 首藤若菜著 岩波書店 図書館新書 新書||シ 300042706

464 サバイバル英文法 : 「読み解く力」を呼び覚ます (NHK出版新書:472) 関正生著 NHK出版 図書館新書 新書||セ 300042613

465 サバイバル英会話 : 「話せるアタマ」を最速でつくる (NHK出版新書:565) 関正生著 NHK出版 図書館新書 新書||セ 300042614

466 サバイバル英文読解 : 最短で読める!21のルール (NHK出版新書:518) 関正生著 NHK出版 図書館新書 新書||セ 300042615

467 米中衝突 : 危機の日米同盟と朝鮮半島 (中公新書ラクレ:639) 手嶋龍一, 佐藤優著 中央公論新社 図書館新書 新書||テ 300042696

468 気象予報と防災 : 予報官の道 (中公新書:2520) 永澤義嗣著 中央公論新社 図書館新書 新書||ナ 300042697

469 市場って何だろう : 自立と依存の経済学 (ちくまプリマー新書:302) 松井彰彦著 筑摩書房 図書館新書 新書||マ 300042607

470 劣化するオッサン社会の処方箋 : なぜ一流は三流に牛耳られるのか (光文社新書:967) 山口周著 光文社 図書館新書 新書||ヤ 300042705

471 世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? : 経営における「アート」と「サイエンス」 (光文社新

書:891)

山口周著 光文社 図書館新書 新書||ヤ 300042708

472 賢い患者 (岩波新書:新赤版 1725) 山口育子著 岩波書店 図書館新書 新書||ヤ 300042756

473 国際線機長の危機対応力 : 何が起きても動じない人材の育て方 (PHP新書:1171) 横田友宏著 PHP研究所 図書館新書 新書||ヨ 300042730

474 日本4.0 : 国家戦略の新しいリアル (文春新書:1182) エドワード・ルトワック著/奥山真司訳 文藝春秋 図書館新書 新書||ル 300042757

475 死を生きた人びと : 訪問診療医と355人の患者 小堀鷗一郎 [著] みすず書房 図書館図書 闘病記||コ 300042699


