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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 入門者のPython : プログラムを作りながら基本を学ぶ (ブルーバックス:B-2072) 立山秀利著 講談社 図書館図書 007.64||タ 300042014

2 現場ですぐに使える!Visual Basic 2017逆引き大全555の極意 : 555 tips to use Visual Basic better! 増田智明, 国本温子著 秀和システム 図書館図書 007.64||マ 300042025

3 現象学入門 : 新しい心の科学と哲学のために ステファン・コイファー, アントニー・チェメロ著/田中彰吾勁草書房 図書館図書 116.7||コ 100027395

4 本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるちょっと進んだ心に関わる統計的研究法の本 1 吉田寿夫著 北大路書房 図書館増設部分 140.7||ヨ||1 300042104

5 本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるちょっと進んだ心に関わる統計的研究法の本 2 吉田寿夫著 北大路書房 図書館増設部分 140.7||ヨ||2 300042105

6 本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるちょっと進んだ心に関わる統計的研究法の本 3 吉田寿夫著 北大路書房 図書館増設部分 140.7||ヨ||3 300042106

7 歴史は実験できるのか : 自然実験が解き明かす人類史 ジャレド・ダイアモンド, ジェイムズ・A・ロビンソン編著慶應義塾大学出版会 図書館図書 204||ダ 300042082

8 ホモ・デウス : テクノロジーとサピエンスの未来 上 ユヴァル・ノア・ハラリ著/柴田裕之訳 河出書房新社 図書館図書 209||ハ||1 300042118

9 ホモ・デウス : テクノロジーとサピエンスの未来 下 ユヴァル・ノア・ハラリ著/柴田裕之訳 河出書房新社 図書館図書 209||ハ||2 300042119

10 窓外に黒潮見下ろす銚子外川のまち 「窓外に黒潮見下ろす銚子外川のまち」を考える会 「窓外に黒潮見下ろす銚子外川のまち」を考える会図書館図書 291.35||マ 300042099

11 窓外に黒潮見下ろす銚子外川のまち 「窓外に黒潮見下ろす銚子外川のまち」を考える会 「窓外に黒潮見下ろす銚子外川のまち」を考える会図書館図書 291.35||マ 300042100

12 民意のはかり方 : 「世論調査×民主主義」を考える 吉田徹編/岩本裕, 西田亮介, 三輪洋文 [執筆] 法律文化社 図書館図書 311||ヨ 300042052

13 警視庁の警察官1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 300042070

14 警察官になるための早わかりブック 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 300042054

15 東京都の消防職1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 300042071

16 消防官になるための早わかりブック 2020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||20 300042041

17 日中平和友好条約交渉と鄧小平来日 (外交証言録) 田島高志著/高原明生, 井上正也編集協力 岩波書店 図書館図書 319.2||タ 100027412

18 安全保障学入門 新訂第5版 防衛大学校安全保障学研究会編著/武田康裕, 神谷万丈責任編集亜紀書房 図書館図書 319.8||ボ 100027396

19 マンキューマクロ経済学 第4版 1 入門篇 N・グレゴリー・マンキュー著/足立英之 [ほか] 訳 東洋経済新報社 図書館図書 331||マ||1 100027383

20 マンキューマクロ経済学 第4版 2 応用篇 N・グレゴリー・マンキュー著/足立英之 [ほか] 訳 東洋経済新報社 図書館図書 331||マ||2 100027384

21 日本の経営 J.アベグレン著/占部都美監訳 ダイヤモンド社 図書館図書 335.2||ア 300042029

22 宇宙兄弟「完璧なリーダー」は、もういらない。 長尾彰著 学研プラス 図書館図書 336.3||ナ 300042005

23 企業危機・不祥事対応の法務 第2版 森・濱田松本法律事務所編 商事法務 図書館図書 336.6||モ 100027414

24 金融危機管理の成功と失敗 徳丸浩著 日本評論社 図書館図書 338.3||ト 100027419

25 金持ち課税 : 税の公正をめぐる経済史 ケネス・シーヴ, デイヴィッド・スタサヴェージ [著]/立木勝訳みすず書房 図書館図書 345.2||シ 100027405

26 グラフィック社会心理学 第2版 (Graphic text book) 池上知子, 遠藤由美共著 サイエンス社 図書館図書 361.4||イ 300042073

27 よくわかる社会福祉施設 : 教員免許志願者のためのガイドブック 第5版 全国社会福祉協議会 図書館図書 369.13||ヨ 300042050

28 医療・介護・福祉の地域ネットワークづくり事例集 : 住民、多職種、行政が協働する包括ケア 辻哲夫監修 素朴社 図書館図書 369.26||ツ 100027428

29 学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社編 ポプラ社 図書館図書 371.42||ゼ 300042123

30 新養護概説 第10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 300042060

31 社会教育における防災教育の展開 野元弘幸編著 大学教育出版 図書館図書 374.9||ノ 100027411

32 大学事典 児玉善仁 [ほか] 編 平凡社 図書館図書 377||コ 100027388

33 大学の実力 2018 読売新聞教育取材班著 中央公論新社 図書館図書 377.21||ダ||18 300042016

34 大学の実力 2019 読売新聞教育取材班著 中央公論新社 図書館図書 377.21||ダ||19 300042017

35 科研費獲得の方法とコツ : 実例とポイントでわかる申請書の書き方と応募戦略 改訂第6版 児島将康著 羊土社 図書館図書 377.7||コ 100027375

36 会社四季報業界地図 2019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||19 300042069

37 就職四季報企業研究・インターンシップ版 2020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||20 300042096

38 日経業界地図 : 主要企業の実力と次の動きを読む 2019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||19 300042063

39 最強の独学術 本山勝寛著 大和書房 図書館図書 379.7||モ 300042006

40 精神科医が教えるすごい勉強法 和田秀樹著 総合法令出版 図書館図書 379.7||ワ 300042004

41 2013年～2017年実施試験収録 (〈最近5か年〉防衛大学校. 2018年版) (自衛官採用試験問題解答集:2) 成山堂書店 図書館図書 392.1||ボ||18 300042051

42 日本の防衛 : 防衛白書 平成30年版 防衛庁編 ぎょうせい 図書館図書 392.1||ボ||30 300042101

43 「テロとの闘い」と日本 : 連立政権の対外政策への影響 宮崎洋子著 名古屋大学出版会 図書館図書 392.1||ミ 100027381

44 アメリカ太平洋軍の研究 : インド・太平洋の安全保障 土屋大洋編著/大塚海夫 [ほか著] 千倉書房 図書館図書 392.5||ツ 100027382

45 論文・レポートを読み書きするための理系基礎英語 臼井俊雄著 技術評論社 図書館図書 407||ウ 300042042

46 13歳からの研究倫理 : 知っておこう!科学の世界のルール 大橋淳史著 化学同人 図書館図書 407||オ 300042111

47 本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるごく初歩の統計の本 補足1 吉田寿夫著 北大路書房 図書館増設部分 417||ヨ 300042102

48 本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるごく初歩の統計の本 補足2 吉田寿夫著 北大路書房 図書館増設部分 417||ヨ 300042103

49 漆原の物理物理基礎・物理明快解法講座 3訂版 (大学受験Do Series) 漆原晃著 旺文社 図書館増設部分 420||ウ 300042007

50 物理のエッセンス熱・電磁気・原子 4訂版 (河合塾シリーズ) 浜島清利著 河合出版 図書館増設部分 420||ハ 300042008

51 物理のエッセンス力学・波動 4訂版 (河合塾シリーズ) 浜島清利著 河合出版 図書館増設部分 420||ハ 300042009

52 世界で一番美しい化学反応図鑑 セオドア・グレイ著/ニック・マン写真/武井摩利訳 創元社 図書館図書 431.3||グ 100027401

53 防災・環境のためのGIS 山岸宏光編著 古今書院 図書館図書 448.9||ヤ 100027393

54 地球46億年気候大変動 : 炭素循環で読み解く、地球気候の過去・現在・未来 (ブルーバックス:B-2074)横山祐典著 講談社 図書館図書 451.85||ヨ 300042121

55 都市環境の気候学 : 気候変動に伴う都市の高温化と名古屋の熱中症対策に向けて 大和田道雄, 大和田春樹編/神谷俊彦 [ほか] 著 古今書院 図書館図書 451.9||オ 100027389

56 日本列島の下では何が起きているのか : 列島誕生から地震・火山噴火のメカニズムまで (ブルーバックス中島淳一著 講談社 図書館図書 453||ナ 300042120

57 視覚でとらえるフォトサイエンス生物図録 3訂版 数研出版編集部編 数研出版 図書館図書 460||ス 300042124

58 視覚でとらえるフォトサイエンス生物図録 3訂版 数研出版編集部編 数研出版 図書館図書 460||ス 300042125

59 視覚でとらえるフォトサイエンス生物図録 3訂版 数研出版編集部編 数研出版 図書館図書 460||ス 300042126

60 あなたのタンパク質精製、大丈夫ですか? : 貴重なサンプルをロスしないための達人の技 (実験医学:別冊胡桃坂仁志, 有村泰宏編集 羊土社 図書館図書 464.2||ク 100027345

61 遺伝学辞典 Robert C.King, Pamela K. Mulligan, Willam D.Stansfield編 慶應義塾大学出版会 図書館図書 467||キ 100027408

62 生命の再設計は可能か : ゲノム編集が世界を激変させる John Parrington著/野島博訳 化学同人 図書館図書 467.25||パ 100027394

63 世界毒草百科図鑑 エリザベス・A・ダウンシー, ソニー・ラーション著/柴田譲治訳原書房 図書館図書 471.9||ダ 100027436

64 きのこ (ちいさな手のひら事典) ミリアム・ブラン著 グラフィック社 図書館増設部分 474.8||ブ 300042027

65 胞子文学名作選 永瀬清子, 小川洋子, 太宰治ほか著/田中美穂編 港の人 図書館増設部分 474.8||ホ 300042028
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66 Biomechanics : mechanical properties of living tissues 2nd ed : softcover Y.C. Fung Springer-Verlag 図書館書庫[1F] 481.1||FU 150007055

67 Biomechanics 2nd ed pbk. by Y.C. Fung Springer 図書館書庫[1F] 481.1||FU 150007056

68 日本の食肉類 : 生態系の頂点に立つ哺乳類 増田隆一編 東京大学出版会 図書館図書 489.5||マ 100027390

69 倫理的に考える医療の論点 浅井篤, 小西恵美子, 大北全俊編 日本看護協会出版会 図書館図書 490.15||ア 300042032

70 筋肉は本当にすごい : すべての動物に共通する驚きのメカニズム (ブルーバックス:B-2070) 杉晴夫著 講談社 図書館増設部分 491.16||ス 300042015

71 「こころ」はいかにして生まれるのか : 最新脳科学で解き明かす「情動」 (ブルーバックス:B-2073) 櫻井武著 講談社 図書館図書 491.37||サ 300042122

72 ハイリスク薬とサプリメントの相互作用ハンドブック 梅田悦生, 堀美智子著 南江堂 図書館図書 491.5||ウ 100027409

73 処方がわかる医療薬理学 第10版 2018-2019 中原保裕著 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売図書館図書 491.5||ナ||18-19 100027373

74 FLASH薬理学 丸山敬著 羊土社 図書館図書 491.5||マ 100027434

75 病理組織の見方と鑑別診断 第6版 (カラーアトラス) 吉野正 [ほか] 編 医歯薬出版 図書館図書 491.6||ヨ 100027387

76 腸内フローラの形成と疾患 : 食・栄養・くすりがどのように関わるのか? (腸内フローラシンポジウム:26)神谷茂編 ヤクルト・バイオサイエンス研究財団/医薬出版図書館図書 491.7||カ 100027437

77 薬剤師のための基礎からの検査値の読み方 : 臨床検査専門医×薬剤師の視点 上硲俊法監修・編集/森嶋祥之編集 じほう 図書館図書 492.1||カ 100027397

78 医学領域における臨床検査学入門 第4版 藤田保健衛生大学『臨床検査学入門』編集委員会編著 KTC中央出版 図書館図書 492.1||フ 100027391

79 遺伝子検査学 (標準臨床検査学) 宮地勇人, 横田浩充編集/上野一郎 [ほか] 執筆 医学書院 図書館図書 492.1||ミ 100027421

80 厳選50問に繰り返しチャレンジ! : “どこを見る?どう考える?"解説つき (12誘導心電図よみ方マスター:トレーニング編栗田隆志編著 メディカ出版 図書館図書 492.12||ク 300042038

81 心電図検定公式問題集&ガイド : 受験者必携!2級/3級 : 心電図スペシャリストへの第一歩! 改訂3版 日本不整脈心電学会, 心電図検定委員会編著 メディカ出版 図書館図書 492.12||ニ 300042057

82 心電図検定公式問題集&ガイド : 受験者必携!2級/3級 : 心電図スペシャリストへの第一歩! 改訂3版 日本不整脈心電学会, 心電図検定委員会編著 メディカ出版 図書館図書 492.12||ニ 300042058

83 心電図検定公式問題集&ガイド : 受験者必携!2級/3級 : 心電図スペシャリストへの第一歩! 改訂3版 日本不整脈心電学会, 心電図検定委員会編著 メディカ出版 図書館図書 492.12||ニ 300042059

84 PEARS(小児救急評価・認識・病態安定化)インストラクターマニュアル American Heart Association [著] シナジー/[シナジー (発売)] 図書館図書 492.29||ア 300042107

85 ISLSガイドブック2018 : 脳卒中の初期診療の標準化 第3版 『ISLSガイドブック2018』編集委員会編集 へるす出版 図書館図書 492.29||ア||18 300042053

86 救急・ICUの頻用薬を使いこなせ! : 薬の実践的な選び方や調整・投与方法がわかり、現場で迷わず処方できる志馬伸朗編 羊土社 図書館図書 492.29||シ 100027398

87 新解釈わかりやすい救急救命士法 : 救急救命士の未来像と新たな法解釈 改訂第2版 病院前救護統括体制認定機構総合監修 へるす出版 図書館図書 492.29||ビ 300042056

88 誰も教えてくれなかった実践薬歴 山本雄一郎著 じほう 図書館図書 492.3||ヤ 300042018

89 診療放射線技師のための医療安全管理学 成田浩人編著 PILAR PRESS 図書館図書 492.4||ナ 100027392

90 救急画像診断「超」入門 : 危機的な所見を見抜くために 船曳知弘著 メディカル・サイエンス・インターナショナル図書館図書 492.43||フ 100027379

91 呼吸療法装置 (新ME早わかりQ&A:3) 廣瀬稔編集担当 南江堂 図書館図書 492.8||シ 100027433

92 医療機器安全実践必携ガイド 第2版 医療概論編 日本医療機器学会監修 エム・イー振興協会 図書館図書 492.8||ニ 300042113

93 医療機器安全実践必携ガイド 第2版 臨床医学編 日本医療機器学会監修 エム・イー振興協会 図書館図書 492.8||ニ 300042114

94 医療機器安全実践必携ガイド 第2版 臨床工学編 日本医療機器学会監修 エム・イー振興協会 図書館図書 492.8||ニ 300042115

95 医療機器安全実践必携ガイド 第2版 医療情報編 日本医療機器学会監修 エム・イー振興協会 図書館図書 492.8||ニ 300042116

96 Concept development in nursing : foundations, techniques, and applications 2nd ed [edited by] Beth L. Rodgers, Kathleen A. Knafl Saunders 図書館書庫[1F] 492.9||RO 150007065

97 感染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/地域医療機能推進機構監修 メディカ出版 図書館図書 492.9||チ 100027399

98 栄養および水分管理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/地域医療機能推進機構監修 メディカ出版 図書館図書 492.9||チ 100027400

99 感情のマネージメント : 効果的な患者支援と看護師のメンタルヘルスのための自己調節 (看護に活かすカウンセリング伊藤まゆみ編 ナカニシヤ出版 図書館図書 492.9014||イ 300042061

100 看護におけるコミュニケーション・パラダイムの転換 : ケアとしてのコミュニケーション 深谷安子, 北村隆憲編著 関東学院大学出版会/丸善出版 (発売) 図書館図書 492.9014||フ 300042086

101 Nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice 9th ed [edited by] Geri LoBiondo-Wood, Judith Haber Elsevier 図書館書庫[1F] 492.907||LO 150007063

102 看護師のための文章ノート 井部俊子著 日本看護協会出版会 図書館図書 492.907||イ 300042066

103 看護大学・大学院教育の到達目標(コンピテンシー) 上田礼子編著 多賀出版 図書館図書 492.907||ウ 100027430

104 研究テーマの選択から学会発表へ (看護実践研究・学会発表のポイントQ&A:上巻) 日本看護協会編 日本看護協会出版会 図書館図書 492.907||ニ 300042067

105 論文作成から投稿へ (看護実践研究・学会発表のポイントQ&A:下巻) 日本看護協会編 日本看護協会出版会 図書館図書 492.907||ニ 300042068

106 Nanda international nursing diagnoses : definitions and classifications 2018-2020 Wiley-Blackwell 図書館書庫[1F] 492.913||NU 350000516

107 臨床で役立つ看護アセスメントスケール&ツール : 絶対に必要な約180項目を収載 池松裕子編集 照林社 図書館図書 492.913||イ 300042087

108 知っておきたい変更点NANDA-I看護診断 : 定義と分類 2018-2020 上鶴重美, T.ヘザー・ハードマン著 医学書院 図書館図書 492.913||カ||18-20300042083

109 災害看護の本質 : 語り継ぐ黒田裕子の実践と思想 柳田邦男, 酒井明子編著 日本看護協会出版会 図書館図書 492.916||ヤ 300042085

110 母性看護実習クイックノート (プチナース) 上敷領正子著/池西静江監修 照林社 図書館図書 492.924||カ 300042077

111 根拠がわかる母性看護過程 : 事例で学ぶウェルネス志向型ケア計画 中村幸代編集 南江堂 図書館図書 492.924||ナ 300042036

112 カラー写真で学ぶ新生児の観察と看護技術 第2版 櫛引美代子著 医歯薬出版 図書館図書 492.925||ク 300042055

113 小児看護実習クイックノート (プチナース) 四俣芳子著/池西静江監修 照林社 図書館図書 492.925||ヨ 300042079

114 まるごと図解摂食嚥下ケア : オールカラー 青山寿昭編著 照林社 図書館図書 492.926||ア 300042043

115 ナースのためのスキントラブル解決Q&A エキスパートナース編集部編集 照林社 図書館図書 492.926||エ 300042049

116 基礎からわかる透析療法パーフェクトガイド 改訂第2版 篠田俊雄, 萩原千鶴子監修 学研メディカル秀潤社 図書館図書 492.926||シ 100027374

117 脳神経疾患病棟新人ナースがかならずぶつかるギモンQ&A190 : 新人・後輩指導に役立つ! (Brain nursing:2018日本脳神経看護研究学会監修 メディカ出版 図書館図書 492.926||ノ 100027376

118 はじめてでもやさしいストーマ・排泄ケア : 基礎知識とケアの実践 藤本かおり編集 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売図書館図書 492.926||フ 300042037

119 成人・老年看護実習クイックノート (プチナース) 森田真帆, 伊藤美栄著/池西静江監修 照林社 図書館図書 492.926||モ 300042080

120 精神看護実習クイックノート (プチナース) 濱川孝二, 山門真樹著 照林社 図書館図書 492.927||ハ 300042078

121 メンタルステータスイグザミネーション : 他科に誇れる精神科看護の専門技術 1 武藤教志編著 精神看護出版 図書館図書 492.927||ム||1 100027431

122 メンタルステータスイグザミネーション : 他科に誇れる精神科看護の専門技術 2 武藤教志編著 精神看護出版 図書館図書 492.927||ム||2 100027432

123 老年看護学 : 高齢者の健康生活を支える看護 第2版 太田喜久子編著 医歯薬出版 図書館図書 492.929||オ 300042062

124 糖尿病と骨粗鬆症 : 治療薬を考える 井上大輔編著 日本医事新報社 図書館図書 493.12||イ 100027385

125 新アルコール・薬物使用障害の診断治療ガイドライン 樋口進, 齋藤利和, 湯本洋介編集 新興医学出版社 図書館図書 493.15||ヒ 100027378

126 Mental health clinician's workbook : locking in your professional skills James Morrison The Guilford Press 図書館書庫[1F] 493.7||MO 150007064

127 アルツハイマー病 : 発症メカニズムと新規診断法・創薬・治療開発 エヌ・ティー・エス 図書館図書 493.75||ア 100027438

128 薬学生・薬剤師レジデントのための感染症学・抗菌薬治療テキスト 第2版 石井良和, 藤村茂, 前田真之編集 じほう 図書館図書 493.8||イ 100027377

129 新臨床腫瘍学 : がん薬物療法専門医のために 改訂第5版 日本臨床腫瘍学会編集 南江堂 図書館図書 494.5||ニ 100027420

130 分子標的薬時代の関節リウマチ手術 猪狩勝則編著 中外医学社 図書館図書 494.77||イ 100027407
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131 妊婦の精神疾患と向精神薬 Megan Galbally, Martien Snellen, Andrew Lewis原著 南山堂 図書館図書 495.6||ガ 100027386

132 ほんとうに確かなことから考える妊娠・出産の話 : コクランレビューからひもとく 森臨太郎, 森享子著 医学書院 図書館図書 495.6||モ 300042039

133 衛生薬学 : 基礎・予防・臨床 改訂第2版 今井浩孝, 小椋康光編集 南江堂 図書館図書 498||イ 100027402

134 ミレイ先生のアドラー流“勇気づけ"保健指導 : アドラー心理学で面談技法のスキルが身につく! 上谷実礼著 メディカ出版 図書館図書 498.07||ウ 300042040

135 薬剤師国家試験問題完全攻略ナビ 第103回 ファーマプロダクト 図書館図書 499.079||フ||103 300042064

136 薬剤師国家試験対策マニュアル 2019年版[改訂7版] 4 ファーマプロダクト 図書館図書 499.079||フ||19-4 300042012

137 衛生 2019年版 (薬剤師国家試験対策参考書 : 青本シリーズ:4) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール/薬ゼミ情報教育センター図書館図書 499.079||ヤ||19-4 300042013

138 薬理 2019年版 (薬剤師国家試験対策参考書 : 青本シリーズ:5) 薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール/薬ゼミ情報教育センター図書館図書 499.079||ヤ||19-5 300042010

139 基本事項/薬学と社会/衛生薬学/薬学臨床 改訂第6版 (コアカリ ・ マスター : 薬学教育モデル ・ コアカリキュラム対応薬学ゼミナール編 薬学ゼミナール 図書館図書 499.079||ヤ||3 300042011

140 よくわかる医薬品業界 最新3版 (最新「業界の常識」) 長尾剛司著 日本実業出版社 図書館図書 499.09||ナ 300042084

141 医薬品安全性監視入門 : ファーマコビジランスの基本原理 第2版 Patrick Waller, Mira Harrison-Woolrych著 じほう 図書館図書 499.091||ウ 100027410

142 薬価の経済学 小黒一正, 菅原琢磨編著 日本経済新聞出版社 図書館図書 499.093||オ 300042117

143 違いがわかる!同種・同効薬 改訂第2版 続 黒山政一, 大谷道輝編集 南江堂 図書館図書 499.1||ク 300042065

144 今こそ「かかりつけ薬剤師・薬局機能」を強化しよう! : 患者本位の医薬分業の実現 : アウトカム創出を目指してネグジット総研企画・編集 じほう 図書館図書 499.1||ネ 300042076

145 薬をもっと使いこなすための添付文書の読み方活かし方 野村香織著 じほう 図書館図書 499.1||ノ 300042075

146 第十七改正日本薬局方第一追補 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 図書館図書 499.121||ニ||17 100027404

147 医薬品開発における結晶多形の制御と評価 : control and assessment of pharmaceutical solid polymorphism 川上亘作監修 シーエムシー出版 図書館図書 499.3||カ 100027406

148 図解薬剤学 改訂6版 (みてわかる薬学) 山下伸二 [ほか] 著 南山堂 図書館図書 499.6||ヤ 100027380

149 有限要素法による流れのシミュレーション : OpenMPに基づくFortranソースコード付 第3版 日本計算工学会編 丸善出版 図書館図書 501.23||ニ 100027372

150 流体-構造連成問題の数値解析 Yuri Bazilevs, Kenji Takizawa, Tayfun E.Tezduyar原著/津川祐美子森北出版 図書館図書 501.23||バ 100027429

151 転機を迎える温暖化対策と環境法 : 課題と展望 (環境法政策学会誌:第21号) 環境法政策学会編 商事法務 図書館図書 519.1||カ 100027413

152 地域循環共生圏の創出による持続可能な地域づくり (環境白書/循環型社会白書/生物多様性白書:平成30環境省編 日経印刷/全国官報販売協同組合 (発売) 図書館図書 519.1||カ||18 300042045

153 防災白書 平成30年版 総理府編 大蔵省印刷局 図書館図書 519.1||ソ||18 300042046

154 防災白書 平成30年版 総理府編 大蔵省印刷局 図書館図書 519.1||ソ||18 300042047

155 防災白書 平成30年版 総理府編 大蔵省印刷局 図書館図書 519.1||ソ||18 300042048

156 現場で役立つ環境分析の基礎 : 水と土壌の元素分析 第2版 平井昭司監修/日本分析化学会編 オーム社 図書館図書 519.15||ヒ 300042109

157 こどものための防災教室 : 災害食がわかる本 今泉マユ子著 理論社 図書館図書 519.9||イ 100027403

158 地域防災とライフライン防護 木下誠也著 コロナ社 図書館図書 519.9||キ 300042031

159 震災学 11 東北学院大学/荒蝦夷 (発売) 図書館図書 519.9||シ||11 300042072

160 防災の法と社会 : 熊本地震とその後 林秀弥, 金思頴, 西澤雅道著 信山社 図書館図書 519.9||ハ 100027415

161 災害リスクの心理学 : ダチョウのパラドックス Robert Meyer, Howard Kunreuther [著]/中谷内一也訳 丸善出版 図書館図書 519.9||マ 300042081

162 きちんと知りたい!飛行機メカニズムの基礎知識 : 193点の図とイラストでヒコーキのしくみの「なぜ?東野和幸編著/室蘭工業大学航空宇宙機システム研究センター著日刊工業新聞社 図書館図書 538||ヒ 300042074

163 航空機産業と日本 : 再成長の切り札 中村洋明著 中央公論新社 図書館図書 538.09||ナ 300042030

164 航空機構造破壊 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 538.2||エ 300042108

165 ピストン・エンジン 第6版 (航空工学講座:第5巻) 日本航空技術協会編 日本航空技術協会 図書館図書 538.2||ニ 300042035

166 ドローンを作ろう!飛ばそう! 第2版 高橋隆雄著 秀和システム 図書館図書 538.6||タ 300042112

167 電子戦の技術 基礎編 デビッド・アダミー著/河東晴子 [ほか] 訳 東京電機大学出版局 図書館図書 559.6||ア 100027416

168 電子戦の技術 拡充編 デビッド・アダミー著/河東晴子 [ほか] 訳 東京電機大学出版局 図書館図書 559.6||ア 100027417

169 電子戦の技術 通信電子戦編 デビッド・アダミー著/河東晴子 [ほか] 訳 東京電機大学出版局 図書館図書 559.6||ア 100027418

170 生物化学工学の基礎 松井徹編著/上田誠 [ほか] 共著 コロナ社 図書館図書 579.9||マ 300042110

171 チームで取り組む獣医師動物看護師のための輸液超入門 (as books) 佐野忠士著 インターズー 図書館図書 649.6||サ 100027435

172 交通安全白書 平成30年版 総理府編 大蔵省印刷局 図書館図書 681.3||ナ||18 300042044

173 採用される作文・レポート・論文の書き方 : 大学生教員採用試験受験者必読! 井出一雄編著 東洋館出版社 図書館図書 816.5||イ 300042034

174 だから私は、明日のきみを描く 汐見夏衛著 スターツ出版 図書館図書 913.6||シ 300042019

175 Dabit deus his quoque finem (幼女戦記:4) KADOKAWA 図書館図書 913.6||ゼ||4 300042020

176 Abyssus abyssum invocat (幼女戦記:5) KADOKAWA 図書館図書 913.6||ゼ||5 300042021

177 Nil admirari (幼女戦記:6) KADOKAWA 図書館図書 913.6||ゼ||6 300042022

178 Ut sementem feceris, ita metes (幼女戦記:7) KADOKAWA 図書館図書 913.6||ゼ||7 300042023

179 In omnia paratus (幼女戦記:8) KADOKAWA 図書館図書 913.6||ゼ||8 300042024

180 魔力の胎動 東野圭吾著 KADOKAWA 図書館図書 913.6||ヒ 300042097

181 ののはな通信 三浦しをん著 KADOKAWA 図書館図書 913.6||ミ 300042098

182 灰色のノート (白水Uブックス:38. チボー家の人々:1) ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著]/山内義雄訳 白水社 図書館図書 953||マ||1 300042128

183 一九一四年夏 3 (白水Uブックス:45-48. チボー家の人々:8-11) ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著]/山内義雄訳 白水社 図書館図書 953||マ||10 300042137

184 一九一四年夏 4 (白水Uブックス:45-48. チボー家の人々:8-11) ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著]/山内義雄訳 白水社 図書館図書 953||マ||11 300042138

185 エピローグ 1 (白水Uブックス:49-50. チボー家の人々:12-13) ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著]/山内義雄訳 白水社 図書館図書 953||マ||12 300042139

186 エピローグ 2 (白水Uブックス:49-50. チボー家の人々:12-13) ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著]/山内義雄訳 白水社 図書館図書 953||マ||13 300042140

187 少年園 (白水Uブックス:39. チボー家の人々:2) ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著]/山内義雄訳 白水社 図書館図書 953||マ||2 300042129

188 美しい季節 1 (白水Uブックス:40-41. チボー家の人々:3-4) ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著]/山内義雄訳 白水社 図書館図書 953||マ||3 300042130

189 美しい季節 2 (白水Uブックス:40-41. チボー家の人々:3-4) ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著]/山内義雄訳 白水社 図書館図書 953||マ||4 300042131

190 診察 (白水Uブックス:42. チボー家の人々:5) ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著]/山内義雄訳 白水社 図書館図書 953||マ||5 300042132

191 ラ・ソレリーナ (白水Uブックス:43. チボー家の人々:6) ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著]/山内義雄訳 白水社 図書館図書 953||マ||6 300042133

192 父の死 (白水Uブックス:44. チボー家の人々:7) ロジェ・マルタン・デュ・ガール著/山内義雄訳 白水社 図書館図書 953||マ||7 300042134

193 一九一四年夏 1 (白水Uブックス:45-48. チボー家の人々:8-11) ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著]/山内義雄訳 白水社 図書館図書 953||マ||8 300042135

194 一九一四年夏 2 (白水Uブックス:45-48. チボー家の人々:8-11) ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著]/山内義雄訳 白水社 図書館図書 953||マ||9 300042136

195 十角館の殺人 新装改訂版 (講談社文庫:[あ-52-14]) 綾辻行人[著] 講談社 図書館文庫 文庫||ア 300042026
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196 飛行機はなぜ、空中衝突しないのか? (KAWADE夢文庫:[K1072]) 秋本俊二著 河出書房新社 図書館文庫 文庫||ア 300042092

197 聖女の毒杯 : その可能性はすでに考えた (講談社文庫:い144-2) 井上真偽 [著] 講談社 図書館文庫 文庫||イ 300042095

198 また、同じ夢を見ていた (双葉文庫:す-12-02) 住野よる著 双葉社 図書館文庫 文庫||ス 300042093

199 あの家に暮らす四人の女 (中公文庫:[み-51-1]) 三浦しをん著 中央公論新社 図書館文庫 文庫||ミ 300042094

200 コンビニ外国人 (新潮新書:767) 芹澤健介著 新潮社 図書館新書 新書||セ 300042091

201 警察官白書 (新潮新書:770) 古野まほろ著 新潮社 図書館新書 新書||フ 300042088

202 警察官白書 (新潮新書:770) 古野まほろ著 新潮社 図書館新書 新書||フ 300042089

203 警察官白書 (新潮新書:770) 古野まほろ著 新潮社 図書館新書 新書||フ 300042090

204 99%の会社はいらない (ベスト新書:525) 堀江貴文著 ベストセラーズ 図書館新書 新書||ホ 300042127

205 ニュースの深層が見えてくるサバイバル世界史 (青春新書intelligence:PI-528) 茂木誠著 青春出版社 図書館新書 新書||モ 300042033


