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6198 第１年次 和書 化学 物理化学．理論化学 9784866730134 世界でいちばん素敵な元素の教室 栗山恭直（山形大学）：東京エレクトロン 三才ブックス 201711 1 追加

6199 第１年次 和書 化学 物理化学．理論化学 9784759819632 ビジュアル大百科元素と周期表 トム・ジャクソン：ジャック・チャロナ－ 化学同人 201808 1 追加

6200 第１年次 和書 化学 物理化学．理論化学 9784526075988 数学フリ－の化学結合 斎藤勝裕 日刊工業新聞社 201609 1 追加

6201 第１年次 和書 化学 物理化学．理論化学 9784595317460 放送大学教材 化学結合論：分子の構造と機能 橋本健朗 放送大学教育振興会(発売：ＮＨＫ出
版)

201703 1 追加

6202 第１年次 和書 化学 物理化学．理論化学 9784785334239 有機化学スタンダ－ド 立体化学 木原伸浩 裳華房 201711 1 追加

6203 第１年次 和書 化学 物理化学．理論化学 9784339066395 ゼロからの最速理解量子化学 佐々木健夫 コロナ社 201705 1 追加

6204 第１年次 和書 化学 物理化学．理論化学 9784621303122 演習誰でもできる化学濃度計算：実験・実習の基礎 立屋敷哲 丸善出版 201807 1 追加

6205 第１年次 和書 化学 物理化学．理論化学 9784595317477 放送大学教材 化学反応論：分子の変化と機能 安池智一 放送大学教育振興会(発売：ＮＨＫ出
版)

201703 1 追加

6206 第１年次 和書 化学 物理化学．理論化学 9784422420080 世界で一番美しい化学反応図鑑 セオドア・グレイ：ニック・マン 創元社（大阪） 201809 1 追加

6207 第１年次 和書 化学 物理化学．理論化学 9784061568112 エキスパ－ト応用化学テキストシリ－
ズ

触媒化学：基礎から応用まで 田中庸裕：山下弘巳 講談社 201711 1 追加

6208 第１年次 和書 化学 物理化学．理論化学 9784526076671 最初に読む光化学の本 前田秀一 日刊工業新聞社 201702 1 追加

6209 第１年次 和書 化学 物理化学．理論化学 9784130625128 放射化学概論 富永健：佐野博敏 第４版 東京大学出版会 201809 1 追加

6210 第１年次 和書 化学 物理化学．理論化学 9784274218149 放射線技術学シリ－ズ 放射化学 東静香：久保直樹 改訂３版 オ－ム社 201511 1

6211 第１年次 和書 化学 物理化学．理論化学 9784807908820 電気化学：光エネルギ－変換の基礎 中戸義禮：藤平正道 東京化学同人 201610 1 追加

6212 第１年次 和書 化学 物理化学．理論化学 9784621302910 現代界面コロイド化学の基礎：原理・応用・測定ソリュ
－ション

日本化学会 第４版 丸善出版 201804 1 追加

6213 第１年次 和書 化学 物理化学．理論化学 9784621300794 界面の物理と化学 ハンズ・ユルゲン・ブット：カ－ルハインツ・グラフ 丸善出版 201610 1 追加

6214 第１年次 和書 化学 物理化学．理論化学 9784526076305 数学フリ－の高分子化学 斎藤勝裕 日刊工業新聞社 201611 1 追加

6215 第１年次 和書 化学 物理化学．理論化学 9784782707555 これでわかる基礎高分子化学 畔田博文 三共出版 201611 1 追加

6216 第１年次 和書 化学 物理化学．理論化学 9784861866869 基礎化学実験 大阪市立大学大学院理学研究科基礎教育化学 改訂３版 ふくろう出版 201702 1 追加

6217 第１年次 和書 化学 物理化学．理論化学 9784621080887 イラストで見る化学実験の基礎知識 飯田隆：菅原正雄 第３版 丸善出版 200906 1 追加

6218 第１年次 和書 化学 物理化学．理論化学 9784320044500 理工系のための化学実験：基礎化学からバイオ・機能材
料まで

大月穣：青山忠 共立出版 201603 1 追加

6219 第１年次 和書 化学 分析化学［化学分析］ 9784526076657 数学フリ－の分析化学 齋藤勝裕 日刊工業新聞社 201702 1 追加

6220 第１年次 和書 化学 分析化学［化学分析］ 9784781914183 新・物質科学ライブラリ 基礎分析化学 宗林由樹：向井浩 新訂版 サイエンス社 201802 1 追加

6221 第１年次 和書 化学 分析化学［化学分析］ 9784798046501 Ｈｏｗ－ｎｕａｌ　ｖｉｓｕａｌ　ｇ
ｕｉｄｅ　ｂｏｏｋ

図解入門よくわかる最新分析化学の基本と仕組み：現場
で必要とされる分析法のノウハウ

津村ゆかり 第２版 秀和システム 201605 1 追加

6222 第１年次 和書 化学 分析化学［化学分析］ 9784621301548 クリスチャンＥｘｃｅｌで解く分析化学 ＧａｒｙＤ．Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ：Ｐｕｒｎｅｎｄｕ
Ｋ．Ｄａｓｇｕｐｔａ

丸善出版 201703 1 追加

6223 第１年次 和書 化学 分析化学［化学分析］ 9784759818086 基礎から学ぶ機器分析化学 井村久則：樋上照男 化学同人 201604 1 追加

6224 第１年次 和書 化学 分析化学 9784524403394 コンパス分析化学 安井裕之：兎川忠靖 改訂第２
版

南江堂 201701 1

6225 第１年次 和書 化学 分析化学［化学分析］ 9784621301098 クリスチャン分析化学．１（基礎編） ゲ－リ－・Ｄ．クリスティアン：パ－ネンドゥ・Ｋ．ダ
スグプタ

原書７版 丸善出版 201612 1 追加

6226 第１年次 和書 化学 分析化学［化学分析］ 9784621301104 クリスチャン分析化学．２（機器分析編） ゲ－リ－・Ｄ．クリスティアン：パ－ネンドゥ・Ｋ．ダ
スグプタ

原書７版 丸善出版 201701 1 追加

6227 第１年次 和書 化学 分析化学［化学分析］ 9784254362763 薬学テキストシリ－ズ 分析化学．１ 中込和哉：秋澤俊史 第２版 朝倉書店 201804 1 追加

6228 第１年次 和書 化学 分析化学［化学分析］ 9784567257114 よくわかる薬学機器分析 藤岡稔大：二村典行 第２版 広川書店 201803 1 追加
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6229 第１年次 和書 化学 分析化学［化学分析］ 9784759820003 Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｐｒｉｍｅｒ
Ｓｅｒｉｅｓ

ＮＭＲ入門：必須ツ－ル　基礎の基礎 Ｐ．Ｊ．Ｈｏｒｅ：岩下孝 化学同人 201704 1 追加

6230 第１年次 和書 化学 分析化学［化学分析］ 9784061569041 分光法シリ－ズ 赤外分光法 古川行夫 講談社 201804 1 追加

6231 第１年次 和書 化学 分析化学［化学分析］ 9784065130384 分光法シリ－ズ Ｘ線分光法 辻幸一：村松康司 講談社 201809 1 追加

6232 第１年次 和書 化学 分析化学［化学分析］ 9784061532960 Ｘ線反射率法入門 桜井健次 新版 講談社 201806 1 追加

6233 第１年次 和書 化学 分析化学［化学分析］ 9784807909230 有機化合物のスペクトルによる同定法演習編 岩澤伸治：豊田真司 第８版 東京化学同人 201802 1 追加

6234 第１年次 和書 化学 無機化学 9784815809072 量子論に基づく無機化学：群論からのアプロ－チ 高木秀夫 増補改訂
版

名古屋大学出版会 201804 1 追加

6235 第１年次 和書 化学 無機化学 9784807909247 演習無機化学：基本から大学院入試まで 田中勝久：平尾一之 第２版 東京化学同人 201706 1 追加

6236 第１年次 和書 化学 無機化学 9784753623129 物質・材料テキストシリ－ズ 酸化物の無機化学：結晶構造と相平衡 室町英治 内田老鶴圃 201810 1 追加

6237 第１年次 和書 化学 有機化学 9784526076299 数学フリ－の有機化学 斎藤勝裕 日刊工業新聞社 201611 1 追加

6238 第１年次 和書 化学 有機化学 9784903814162 リベラル・ア－ツナチュラルサイエン
スシリ－ズ

歴史から学びはじめる有機化学 任田康夫 プレアデス出版 200807 1 追加

6239 第１年次 和書 化学 有機化学 9784807908967 キ－ノ－ト有機化学 アンドリュ－・Ｆ．パ－ソンズ：村田滋 第２版 東京化学同人 201606 1 追加

6240 第１年次 和書 化学 有機化学 9784785334222 有機化学スタンダ－ド 基礎有機化学 小林啓二 裳華房 201710 1 追加

6241 第１年次 和書 化学 有機化学 9784274220982 サプリメント式有機化学 竹内敬人 オ－ム社 201801 1 追加

6242 第１年次 和書 化学 有機化学 9784807909117 ウレット・ロ－ン基本有機化学 ロバ－ト・Ｊ・ウレット：Ｊ・デイビッド・ロ－ン 東京化学同人 201709 1 追加

6243 第１年次 和書 化学 有機化学 9784807908943 有機化学．下 メ－トランド・ジョ－ンズ：スティ－ヴン・Ａ．フレミ
ング

第５版 東京化学同人 201610 1 追加

6244 第１年次 和書 化学 有機化学 9784807909032 クライン有機化学．上 デ－ヴィド・Ｒ．クライン：岩澤伸治 東京化学同人 201704 1 追加

6245 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

天文学．宇宙科学 9784152097880 ホ－キング、最後に語る：多宇宙をめぐる博士のメッセ
－ジ

スティ－ヴン・Ｗ・ホ－キング：トマス・ハ－トッホ 早川書房 201807 1 追加

6246 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

天文学．宇宙科学 9784876030668 宇宙と地球の科学 森山茂 開成出版（千代田区） 199104 1 追加

6247 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

天文学．宇宙科学 9784876034512 コスモロジ－と宇宙・地球の科学 山田信夫（物理学） 開成出版（千代田区） 201204 1 追加

6248 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

天文学．宇宙科学 9784061552425 宇宙地球科学 佐藤文衛：綱川秀夫 講談社 201801 1 追加

6249 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

天文学．宇宙科学 9784320047105 現代地球科学入門シリ－ズ 太陽地球圏 小野高幸：三好由純 共立出版 201208 1 追加

6250 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

天文学．宇宙科学 9784320034860 ＫＥＫ物理学シリ－ズ 宇宙物理学 小玉英雄：井岡邦仁 共立出版 201401 1 追加

6251 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

理論天文学．数理天文学 9784535607347 シリ－ズ現代の天文学 シミュレ－ション天文学 富阪幸治：花輪知幸 日本評論社 200708 1 追加

6252 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

実地天文学．天体観測法 9784535607378 シリ－ズ現代の天文学 宇宙の観測．３ 日本評論社 200810 1 追加

6253 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

実地天文学．天体観測法 9784535607651 シリ－ズ現代の天文学 宇宙の観測．１ 家正則：岩室史英 第２版 日本評論社 201711 1 追加

6254 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

実地天文学．天体観測法 9784535607361 シリ－ズ現代の天文学 宇宙の観測．２ 日本評論社 200908 1 追加

6255 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

実地天文学．天体観測法 9784535607637 シリ－ズ現代の天文学 天体の位置と運動 福島登志夫 第２版 日本評論社 201707 1 追加

6256 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

恒星．恒星天文学 9784535607279 シリ－ズ現代の天文学 恒星 野本憲一：定金晃三 日本評論社 200907 1 追加

6257 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

恒星．恒星天文学 9784535607286 シリ－ズ現代の天文学 ブラックホ－ルと高エネルギ－現象 小山勝二：嶺重慎 日本評論社 200706 1 追加

6258 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

恒星．恒星天文学 9784535607545 シリ－ズ現代の天文学 銀河．１ 谷口義明：岡村定矩 第２版 日本評論社 201808 1 追加

6259 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

恒星．恒星天文学 9784535607552 シリ－ズ現代の天文学 銀河．２ 祖父江義明：有本信雄 第２版 日本評論社 201803 1 追加
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6260 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

恒星．恒星天文学 9784767810447 ホ－キング、宇宙と人間を語る スティ－ヴン・ウィリアム・ホ－キング：レナ－ド・ム
ロディナウ

エクスナレッジ 201101 1 追加

6261 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

恒星．恒星天文学 9784535607231 シリ－ズ現代の天文学 宇宙論．２ 日本評論社 200709 1 追加

6262 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

恒星．恒星天文学 9784535607392 シリ－ズ現代の天文学 宇宙論．１ 第２版 日本評論社 201206 1 追加

6263 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

恒星．恒星天文学 9784621087251 パリティ物理学コ－ス 相対論的宇宙論 小玉英雄 新装復刊 丸善出版 201505 1 追加

6264 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

恒星．恒星天文学 9784535607514 シリ－ズ現代の天文学 人類の住む宇宙 岡村定矩：池内了 第２版 日本評論社 201703 1 追加

6265 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

太陽．太陽物理学 9784535607293 シリ－ズ現代の天文学 太陽系と惑星 渡部潤一：井田茂 日本評論社 200802 1 追加

6266 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

太陽．太陽物理学 9784535607606 シリ－ズ現代の天文学 太陽 桜井隆（天文学）：小島正宜 第２版 日本評論社 201812 1 追加

6267 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

彗星．流星 9784535607262 シリ－ズ現代の天文学 星間物質と星形成 福井康雄：犬塚修一郎 日本評論社 200809 1 追加

6268 第１年次 和書 天文学．宇宙科
学

測地学．地図学 9784320047167 現代地球科学入門シリ－ズ 測地・津波 藤本博巳：三浦哲 共立出版 201302 1 追加

6269 第１年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784402292041 サンダイヤル 地学基礎の基本マスタ－ 高校地学研究会：啓林館編集部 改訂版 新興出版社啓林館 201903 1 追加

6270 第１年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784410287282 リ－ドＬｉｇｈｔノ－ト地学基礎 数研出版株式会社 改訂版 数研出版 201701 1 追加

6271 第１年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784407339130 ビジュアルプラス地学基礎ノ－ト 実教出版編修部 実教出版 201702 1 追加

6272 第１年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784796117821 ぐんぐんわかるセンタ－地学基礎 小野雄一 駿台文庫 201711 1 追加

6273 第１年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784000291927 岩波現代全書 人類の未来と地球科学 井田喜明 岩波書店 201607 1

6274 第１年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784866730141 世界でいちばん素敵な地球の教室 円城寺守 三才ブックス 201712 1 追加

6275 第１年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784800313768 地球と人類の４６億年史 土屋健：宮崎正勝 洋泉社 201712 1 追加

6276 第１年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784389201388 ＣＯＬＯＲ　ＬＥＣＴＵＲＥ ひとりで学べる地学：「地学基礎」「地学」に対応 大塚韶三：青木寿史 最新第３
版

清水書院 201709 1 追加

6277 第１年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784486020998 地球学入門：惑星地球と大気・海洋のシステム 酒井治孝 第２版 東海大学出版部 201603 1 追加

6278 第１年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784320047235 現代地球科学入門シリ－ズ 地球と生命：地球環境と生物圏進化 掛川武：海保邦夫 共立出版 201109 1 追加

6279 第１年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784416918180 ビジュアル自然図鑑地学編セット（全７巻セット） 誠文堂新光社 201805 1 追加

6280 第１年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784000291538 岩波現代全書 地球科学の開拓者たち：幕末から東日本大震災まで 諏訪兼位 岩波書店 201501 1

6281 第１年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784861867064 災害多発時代の今だからこそ地球の恵みに感謝！！：素
晴らしい地球のシステム

森永速男：片尾浩 増補改訂
第２版

ふくろう出版 201802 1 追加

6282 第１年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784472182020 フィ－ルド科学の入口 自然景観の成り立ちを探る 小泉武栄：赤坂憲雄 玉川大学出版部 201310 1 追加

6283 第１年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784772271455 はじめての自然地理学 吉田英嗣 古今書院 201712 1 追加

6284 第１年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784772241632 図説世界の自然環境 辰己勝 古今書院 201311 1 追加

6285 第１年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784863131965 写真で比べる地球の姿：ビジュアル図鑑 幾島幸子：関利枝子 日経ナショナルジオグラフィック社
(発売：日経ＢＰマ－ケティン)

201309 1 追加

6286 第１年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784772242073 実践統合自然地理学：あたらしい地域自然のとらえ方 岩田修二 古今書院 201807 1 追加

6287 第１年次 和書 地球科学．地学 気象学 9784526076541 Ｂ＆Ｔブックス トコトンやさしい異常気象の本 日本気象協会 日刊工業新聞社 201702 1 追加

6288 第１年次 和書 地球科学．地学 気象学 9784774181271 知りたい！サイエンスｉＬＬＵＳＴＲ
ＡＴＥＤ

異常気象と温暖化がわかる：どうなる？気候変動による
未来

今井明子：河宮未知生 技術評論社 201606 1 追加

6289 第１年次 和書 地球科学．地学 気象学 9784798053677 Ｈｏｗ－ｎｕａｌ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｇ
ｕｉｄｅ　Ｂｏｏｋ

図解入門最新気象学のキホンがよ～くわかる本 岩槻秀明 第３版 秀和システム 201712 1 追加

6290 第１年次 和書 地球科学．地学 気象学 9784061552395 トコトン図解気象学入門 釜堀弘隆：川村隆一 講談社 201803 1 追加

203 / 360 ページ



図書等目録 資料24

ID 年次 区分 大分類 中分類 ISBN(13桁)
シリーズ名

またはタイトル和訳
書名 著者名 版次 出版社 出版年月 冊数 備考

追加
チェック

6291 第１年次 和書 地球科学．地学 気象学 9784130627252 一般気象学 小倉義光 第２版補
訂版

東京大学出版会 201603 1 追加

6292 第１年次 和書 地球科学．地学 気象学 9784621303207 気象と気候のとらえ方：きまぐれな大気の物理を読み解
く

マ－ク・デニ－：保坂直紀 丸善出版 201807 1 追加

6293 第１年次 和書 地球科学．地学 気象学 9784320047112 現代地球科学入門シリ－ズ 地球大気の科学 田中博：大谷栄治 共立出版 201706 1 追加

6294 第１年次 和書 地球科学．地学 気象学 9784320047136 現代地球科学入門シリ－ズ 地球環境システム：温室効果気体と地球温暖化 中澤高清：青木周司 共立出版 201505 1 追加

6295 第１年次 和書 地球科学．地学 気象学 9784331521991 リアルタイム・オ－ロラ：極光の彼方 田中雅美（写真家） 廣済堂出版 201812 1 追加

6296 第１年次 和書 地球科学．地学 海洋学 9784486018810 海のプロフェッショナル：海洋学への招待状 窪川かおる：女性海洋研究者チ－ム 東海大学出版部 201011 1 追加

6297 第１年次 和書 地球科学．地学 海洋学 9784254160703 はじめて学ぶ海洋学 横瀬久芳 朝倉書店 201509 1 追加

6298 第１年次 和書 地球科学．地学 海洋学 9784769912453 海の科学：海洋学入門 柳哲雄 第３版 恒星社厚生閣 201103 1 追加

6299 第１年次 和書 地球科学．地学 海洋学 9784769909545 沿岸海洋学：海の中でものはどう動くか 柳哲雄 第２版 恒星社厚生閣 200109 1 追加

6300 第１年次 和書 地球科学．地学 海洋学 9784769914679 詳論沿岸海洋学：沿岸海洋研究会５０周年記念 日本海洋学会 恒星社厚生閣 201401 1 追加

6301 第１年次 和書 地球科学．地学 海洋学 9784254161304 海の温暖化：変わりゆく海と人間活動の影響 日本海洋学会 朝倉書店 201707 1 追加

6302 第１年次 和書 地球科学．地学 海洋学 9784805208342 海はめぐる：人と生命を支える海の科学 日本海洋学会：岸道郎 地人書館 201204 1 追加

6303 第１年次 和書 地球科学．地学 海洋学 9784130607582 珪藻古海洋学：完新世の環境変動 小泉格 東京大学出版会 201109 1 追加

6304 第１年次 和書 地球科学．地学 海洋学 9784130667111 鮮新世から更新世の古海洋学：珪藻化石から読み解く環
境変動

小泉格 東京大学出版会 201410 1 追加

6305 第１年次 和書 地球科学．地学 海洋学 9784486017660 海洋学：原書第４版 ポ－ル・Ｒ．ピネ：東京大学海洋研究所 東海大学出版部 201003 1 追加

6306 第１年次 和書 地球科学．地学 海洋学 9784320047129 現代地球科学入門シリ－ズ 海洋の物理学 花輪公雄 共立出版 201704 1 追加

6307 第１年次 和書 地球科学．地学 海洋学 9784863540880 ＳＵＰＥＲサイエンス 南極海ダイナミクスをめぐる地球の不思議 青木茂（海洋学） シ－アンドア－ル研究所 201107 1 追加

6308 第１年次 和書 地球科学．地学 地震学 9784320047143 現代地球科学入門シリ－ズ 地震学 長谷川昭：佐藤春夫 共立出版 201508 1 追加

6309 第１年次 和書 地球科学．地学 地震学 9784764905443 地震動の物理学 纐纈一起 近代科学社 201812 1 追加

6310 第１年次 和書 地球科学．地学 地質学 9784320047174 現代地球科学入門シリ－ズ 地球のテクトニクス．１ 共立出版 201107 1 追加

6311 第１年次 和書 地球科学．地学 地質学 9784320047181 現代地球科学入門シリ－ズ 地球のテクトニクス．２ 共立出版 201107 1 追加

6312 第１年次 和書 地球科学．地学 古生物学．化石 9784767824970 大英自然史博物館シリ－ズ 世界を変えた１００の化石 ポ－ル・Ｄ・テイラ－：ア－ロン・オデア エクスナレッジ 201807 1 追加

6313 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784781912943 新生物学ライブラリ よくわかる生命科学：人間をとりまく生命の連鎖 石浦章一 新版 サイエンス社 201109 1 追加

6314 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784621301166 教養としての生命科学：いのち・ヒト・社会を考える 小泉修 丸善出版 201701 1

6315 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784839231224 新体系看護学全書　基礎科目 生物学 斎藤省吾 メヂカルフレンド社 200802 1

6316 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784759819373 ビギナ－ズ生物学：オ－ルカラ－ 太田安隆：高松信彦 化学同人 201709 1

6317 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784595319037 放送大学教材 初歩からの生物学 二河成男：加藤和弘 放送大学教育振興会 201803 1

6318 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784525131425 わかる！身につく！生物・生化学・分子生物学 田村隆明 改訂２版 南山堂 201804 1

6319 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784785352349 新しい教養のための生物学 赤坂甲治 裳華房 201702 1 追加

6320 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784758120753 演習で学ぶ生命科学：物理・化学・数理からみる生命科
学入門

東京大学生命科学教科書編集委員会 第２版 羊土社 201703 1

6321 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784339067569 生物化学工学の基礎 松井徹：上田誠 コロナ社 201808 1 追加
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6322 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784758120869 理系総合のための生命科学：分子・細胞・個体から知る
“生命”のしくみ

東京大学生命科学教科書編集委員会 第４版 羊土社 201803 1

6323 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784621300992 エッセンシャル・キャンベル生物学 エリック・Ｊ．サイモン：ジ－ン・Ｌ．ディッキ－ 原書６版 丸善出版 201612 1 追加

6324 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784621302767 キャンベル生物学 ジェ－ン・Ｂ．リ－ス：池内昌彦 原書１１
版

丸善出版 201803 1 追加

6325 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784784088232 生物学はいかに創られたか 柴井博四郎：今井孝夫 バイオ未来キッズ(発売：信濃毎日新
聞社)

201803 1 追加

6326 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784780909364 ＩｍａｇｅＪではじめる生物画像解析 三浦耕太：塚田祐基 学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201604 1 追加

6327 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784758101967 最強のステップＵＰシリ－ズ フロ－サイトメトリ－もっと幅広く使いこなせる！：マ
ルチカラ－解析も、ソ－ティングも、もう悩まない！

清田純：中内啓光 新版 羊土社 201609 1

6328 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784758122351 実験医学別冊 ラボ必携フロ－サイトメトリ－Ｑ＆Ａ：正しいデ－タを
出すための１００箇条

戸村道夫 羊土社 201711 1

6329 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784758101950 最強のステップＵＰシリ－ズ 初めてでもできる！超解像イメ－ジング：ＳＴＥＤ、Ｐ
ＡＬＭ、ＳＴＯＲＭ、ＳＩＭ、顕微鏡シス

岡田康志 羊土社 201606 1

6330 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784000069670 現代生物科学入門．７ 浅島誠：黒岩常祥 岩波書店 200912 1 追加

6331 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784000069649 現代生物科学入門．４ 浅島誠：黒岩常祥 岩波書店 200911 1 追加

6332 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784000069663 現代生物科学入門．６ 浅島誠：黒岩常祥 岩波書店 201002 1 追加

6333 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784000069687 現代生物科学入門．８ 浅島誠：黒岩常祥 岩波書店 201001 1 追加

6334 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784000069694 現代生物科学入門．９ 浅島誠：黒岩常祥 岩波書店 201004 1 追加

6335 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784000069618 現代生物科学入門．１ 浅島誠：黒岩常祥 岩波書店 200910 1 追加

6336 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784000069700 現代生物科学入門．１０ 浅島誠：黒岩常祥 岩波書店 201010 1 追加

6337 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784000069625 現代生物科学入門．２ 浅島誠：黒岩常祥 岩波書店 201102 1 追加

6338 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784000069656 現代生物科学入門．５ 浅島誠：黒岩常祥 岩波書店 201103 1 追加

6339 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784000069632 現代生物科学入門．３ 浅島誠：黒岩常祥 岩波書店 201101 1 追加

6340 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

理論生物学．生命論 9784104161010 生命の意味論 多田富雄 新潮社 199702 1

6341 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

理論生物学．生命論 9784326102549 生物学の哲学入門 森元良太：田中泉吏 勁草書房 201608 1

6342 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

理論生物学．生命論 9784621063552 生物哲学の基礎 マルティ－ン・マ－ナ：マリオ・ブンゲ 丸善出版 201207 1 追加

6343 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

理論生物学．生命論 9784896412642 生物統計学標準教科書 寺尾哲：森川敏彦 改訂増補
版

ムイスリ出版 201808 1 追加

6344 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

細胞学 9784621085035 リッピンコットシリ－ズ イラストレイテッド細胞分子生物学 ナリニ・チャンダル：ス－ザン・ヴィセリ 丸善出版 201201 1

6345 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

細胞学 9784758122344 実験医学別冊　最強のステップＵＰシ
リ－ズ

シングルセル解析プロトコ－ル：わかる！使える！１細
胞特有の実験のコツから最新の応

菅野純夫 羊土社 201710 1

6346 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

細胞学 9784569700649 「思考」のすごい力：心はいかにして細胞をコントロ－
ルするか

ブル－ス・リプトン：西尾香苗 ＰＨＰ研究所 200902 1 追加

6347 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

細胞学 9784829962060 種生物学研究 生物時計の生態学：リズムを刻む生物の世界 種生物学会：新田梢 文一総合出版 201512 1 追加

6348 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784525131517 生化学きほんノ－ト 浅賀宏昭 南山堂 201708 1

6349 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784320044234 化学の要点シリ－ズ 基礎から学ぶケミカルバイオロジ－ 上村大輔：袖岡幹子 共立出版 201611 1 追加

6350 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784524259465 コンパクト生化学．改訂第４版 大久保岩男：賀佐伸省 南江堂 201702 1

6351 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784781912936 新生物学ライブラリ よくわかる生化学：分子生物学的アプロ－チ 藤原晴彦 新版 サイエンス社 201111 1 追加

6352 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784758120739 解剖生理や生化学をまなぶ前の楽しくわかる生物・化
学・物理

岡田隆夫 羊土社 201701 1

205 / 360 ページ



図書等目録 資料24

ID 年次 区分 大分類 中分類 ISBN(13桁)
シリーズ名

またはタイトル和訳
書名 著者名 版次 出版社 出版年月 冊数 備考

追加
チェック

6353 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784758113557 生化学ノ－ト：栄養科学イラストレイテッド演習版 薗田勝 第３版 羊土社 201801 1

6354 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784758113540 生化学：栄養科学イラストレイテッド 薗田勝 第３版 羊土社 201801 1

6355 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784759818277 ライフサイエンスのための化学 安藤祥司：熊本栄一 化学同人 201701 1 追加

6356 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784890134847 リ－バ－マンカラ－コア生化学 マイケル・Ａ．リ－バ－マン：リック・ライサ－ 西村書店（新潟） 201807 1 追加

6357 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784758120500 基礎からしっかり学ぶ生化学 山口雄輝：成田央 羊土社 201411 1 追加

6358 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784758120722 はじめの一歩の生化学・分子生物学 前野正夫：磯川桂太郎 第３版 羊土社 201611 1 追加

6359 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784061538955 ひとりでマスタ－する生化学 亀井碩哉 講談社 201509 1 追加

6360 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784621302415 マクマリ－生物有機化学　有機化学編 ジョン・マクマ－リ：デイヴィッド・Ｓ．バランタイン 原書８版 丸善出版 201801 1 追加

6361 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784621088951 マクマリ－生物有機化学．基礎化学編 ジョン・マクマ－リ：デイヴィッド・Ｓ．バランタイン 第４版 丸善出版 201501 1 追加

6362 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784621302408 マクマリ－生物有機化学　生化学編 ジョン・マクマ－リ：デイヴィッド・Ｓ．バランタイン 原書８版 丸善出版 201801 1 追加

6363 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784807909254 ヴォ－ト基礎生化学 ドナルド・ヴォ－ト：ジュディス・Ｇ．ヴォ－ト 第５版 東京化学同人 201709 1

6364 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784807908608 エリオット生化学・分子生物学 デスポ・パパクリストドウロウ：アリソン・スネイプ 第５版 東京化学同人 201610 1 追加

6365 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784621088975 リッピンコットシリ－ズ イラストレイテッド生化学 リチャ－ド・Ａ．ハ－ヴェイ：デニス・Ｒ．フェリア 原書６版 丸善出版 201504 1

6366 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784895927970 カラ－図解見てわかる生化学 ジャン・ク－ルマン：クラウス・ハインリッヒ・レ－ム 第２版 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201504 1 追加

6367 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784890134502 カラ－生化学 クリストファ－・Ｋ．マシュ－ズ：ケンサル・エドワ－
ド・ヴァン・ホ－ルド

第４版 西村書店（新潟） 201503 1 追加

6368 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784798043371 メディカルサイエンスシリ－ズ 図解入門よくわかる分子生物学の基本としくみ 井出利憲 第２版 秀和システム 201503 1

6369 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784807909025 基礎分子生物学 田村隆明：村松正実 第４版 東京化学同人 201612 1 追加

6370 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784065038000 ＫＳ生命科学専門書 エッセンシャル構造生物学 河合剛太：坂本泰一 講談社 201802 1 追加

6371 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784916166623 生命のメカニズム：美しいイメ－ジで学ぶ構造生命科学
入門

デ－ヴィド・Ｓ．グッドセル：中村春木 原著第２
版

シナジ－（渋谷区） 201502 1 追加

6372 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784254177411 シリ－ズ《生命機能》 生物ナノフォトニクス：構造色入門 木下修一 朝倉書店 201011 1 追加

6373 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784524403233 コンパス分子生物学：創薬・テ－ラ－メイド医療に向け
て

荒牧弘範：大戸茂弘 改訂第２
版

南江堂 201509 1 追加

6374 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784061563520 新バイオテクノロジーテキストシリー
ズ

分子生物学 NPO法人日本バイオ技術教育学会監　　　　　　　　池上
正人・海老原充著

第２版 講談社 201310 1

6375 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784524268641 Ｅｓｓｅｎｔｉａｌタンパク質科学 マイク・ウィリアムソン：津本浩平 南江堂 201602 1 追加

6376 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784781311487 初めての酵素化学 井上國世 シ－エムシ－出版 201612 1 追加

6377 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784782707562 錯体化学会フロンティア選書 フロンティア生物無機化学 伊東忍：青野重利 三共出版 201612 1 追加

6378 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784254177442 シリ－ズ《生命機能》 物理学入門：自然・生命現象の基本法則 渡辺純二 朝倉書店 201107 1 追加

6379 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

微生物学 9784635202282 Ｂｏｏｋ　ｆｏｒ　ｄｉｓｃｏｖｅｒ
ｙ

ときめく微生物図鑑 塩野正道：塩野暁子 山と渓谷社 201608 1 追加

6380 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

微生物学 9784806715030 生物界をつくった微生物 ニコラス・Ｐ．マネ－：小川真 築地書館 201511 1 追加

6381 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

微生物学 9784274203213 ベ－シックマスタ－ 微生物学 井上明：掘越弘毅 オ－ム社 200611 1

6382 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

微生物学 9784774132204 知りたい！サイエンス 人を助けるへんな細菌すごい細菌：ココまで進んだ細菌
利用

中西貴之 技術評論社 200710 1 追加

6383 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

微生物学 9784274202308 Ｏｈｍ　ｂｉｏ　ｓｃｉｅｎｃｅ　ｂ
ｏｏｋｓ

図解遺伝子の調節機構：λファ－ジの遺伝子スイッチ マ－ク・タシュネ：堀越正美 オ－ム社 200604 1 追加
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6384 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

微生物学 9784422430270 美しい電子顕微鏡写真と構造図で見るウイルス図鑑１０
１

マリリン・Ｊ・ル－シンク：布施晃 創元社（大阪） 201802 1 追加

6385 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

微生物学 9784320057852 ア－キア生物学 日本Ａｒｃｈａｅａ研究会：石野良純 共立出版 201710 1 追加

6386 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784788515956 文科系のための遺伝子入門：よくわかる遺伝子リテラシ
－

土屋廣幸 新曜社 201809 1 追加

6387 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784860434991 『生物の科学遺伝』別冊 遺伝単：遺伝学用語集対訳付き 日本遺伝学会 エヌ・ティ－・エス 201709 1

6388 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784800911520 君のやる気スイッチをＯＮにする遺伝子の話：鹿児島の
高校生たちが感動した命の授業

村上和雄 致知出版社 201707 1 追加

6389 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784314011532 利己的な遺伝子：４０周年記念版 リチャ－ド・ド－キンス：日高敏隆 紀伊國屋書店 201802 1

6390 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784152097323 遺伝子　親密なる人類史．下 シッダ－ルタ・ムカジ－：仲野徹 早川書房 201802 1 追加

6391 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784152097316 遺伝子　親密なる人類史．上 シッダ－ルタ・ムカジ－：仲野徹 早川書房 201802 1 追加

6392 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784757160699 遺伝子の社会 イタイ・ヤナイ：マルティン・レルヒャ－ ＮＴＴ出版 201610 1 追加

6393 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784000291477 岩波現代全書 ゲノム科学への道：ノ－ベル賞講演でたどる 吉川寛 岩波書店 201411 1

6394 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784000291774 岩波現代全書 ダ－ウィンの遺産：進化学者の系譜 渡辺政隆 岩波書店 201511 1

6395 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784535806566 日評ベ－シック・シリ－ズ 生命進化のシステムバイオロジ－：進化システム生物学
入門

田中博 日本評論社 201507 1 追加

6396 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784875024750 となりの生物多様性：医・食・住からベンチャ－まで 宮下直 工作舎 201608 1 追加

6397 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784875024569 生物多様性のしくみを解く：第六の大量絶滅期の淵から 宮下直 工作舎 201404 1 追加

6398 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784812211199 地球研叢書 生物多様性子どもたちにどう伝えるか 阿部健一 昭和堂（京都） 201210 1 追加

6399 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784829971048 生態学が語る東日本大震災：自然界に何が起きたのか 日本生態学会 文一総合出版 201603 1 追加

6400 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784061538979 大学１年生のなっとく！生態学 鷲谷いづみ 講談社 201710 1 追加

6401 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784320057869 大学生のための生態学入門 原登志彦：西村尚之 共立出版 201712 1 追加

6402 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784829971079 生物学者、地球を行く：まだ知らない生きものを調べ
に、深海から宇宙まで

日本生態学会北海道地区会：小林真 文一総合出版 201804 1 追加

6403 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784905930105 もっとも基礎的なことがもっとも役に立つ：生態学者・
伊藤嘉昭伝

辻和希 海游舎 201703 1 追加

6404 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784907209759 生物環境物理学ことはじめ 高見晋一 大阪公立大学共同出版会 201708 1 追加

6405 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784309253084 美しいプランクトンの世界：生命の起源と進化をめぐる クリスティアン・サルデ：吉田春美 河出書房新社 201411 1 追加

6406 第１年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784061552203 生物海洋学入門 キャロル・Ｍ．ラリ－：ティモシ－・Ｒ．パ－ソンズ 第２版 講談社 200502 1 追加

6407 第１年次 和書 植物学 一般植物学 9784785358556 新・生命科学シリ－ズ 植物の生態：生理機能を中心に 寺島一郎 裳華房 201308 1 追加

6408 第１年次 和書 植物学 植物地理．植物誌 9784861243745 奄美群島の野生植物と栽培植物 鹿児島大学生物多様性研究会 南方新社 201803 1 追加

6409 第１年次 和書 動物学 動物学 9784487808151 知られざる地球動物大図鑑：驚くべき生物の多様性 ロス・パイパ－：日本動物分類学会会員有志 東京書籍 201605 1 追加

6410 第１年次 和書 動物学 一般動物学 9784484044026 海の危険生物ガイドブック 山本典暎 ＣＣＣメディアハウス 200407 1 追加

6411 第１年次 和書 動物学 一般動物学 9784785358587 新・生命科学シリ－ズ 動物行動の分子生物学 久保健雄：奥山輝大 裳華房 201407 1 追加

6412 第１年次 和書 動物学 一般動物学 9784785358426 新・生命科学シリ－ズ 動物の系統分類と進化 藤田敏彦 裳華房 201004 1 追加

6413 第１年次 和書 動物学 昆虫類 9784874245583 よくわかる生物多様性 身近なチョウ何を食べてどこにすんでいるのだろう 中山れいこ：中井克樹 くろしお出版 201209 1 追加

6414 第１年次 和書 技術．工学 工業基礎学 9784768704646 ものづくりの数学のすすめ 松谷茂樹 現代数学社 201703 1 追加

207 / 360 ページ



図書等目録 資料24

ID 年次 区分 大分類 中分類 ISBN(13桁)
シリーズ名

またはタイトル和訳
書名 著者名 版次 出版社 出版年月 冊数 備考

追加
チェック

6415 第１年次 和書 技術．工学 研究法．指導法．技術教
育

9784771030596 理系の学生と学ぶ倫理 上杉敬子 晃洋書房 201805 1 追加

6416 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784627245914 物質工学入門シリ－ズ 基礎からわかる環境化学 庄司良：下ヶ橋雅樹 森北出版 201804 1 追加

6417 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784759819403 環境科学入門：地球と人類の未来のために 川合真一郎：張野宏也 第２版 化学同人 201802 1 追加

6418 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784378011912 池上彰のニュ－スに登場する世界の環境問題．１ 稲葉茂勝：アンジェラ・ロイストン さ・え・ら書房 201003 1 追加

6419 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784378011929 池上彰のニュ－スに登場する世界の環境問題．２ 稲葉茂勝：サラ・レベ－テ さ・え・ら書房 201004 1 追加

6420 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784378011936 池上彰のニュ－スに登場する世界の環境問題．３ 稲葉茂勝：サラ・レベ－テ さ・え・ら書房 201004 1 追加

6421 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784378011943 池上彰のニュ－スに登場する世界の環境問題．４ 稲葉茂勝：アンジェラ・ロイストン さ・え・ら書房 201004 1 追加

6422 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784378011950 池上彰のニュ－スに登場する世界の環境問題．５ 稲葉茂勝：サラ・レベ－テ さ・え・ら書房 201004 1 追加

6423 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784378012261 池上彰のニュ－スに登場する世界の環境問題．６ 稲葉茂勝：アンジェラ・ロイストン さ・え・ら書房 201012 1 追加

6424 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784378012278 池上彰のニュ－スに登場する世界の環境問題．７ 稲葉茂勝：キャサリン・チャンバ－ズ さ・え・ら書房 201102 1 追加

6425 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784378012285 池上彰のニュ－スに登場する世界の環境問題．８ 稲葉茂勝：キャサリン・チャンバ－ズ さ・え・ら書房 201103 1 追加

6426 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784378012292 池上彰のニュ－スに登場する世界の環境問題．９ 稲葉茂勝：キャサリン・チャンバ－ズ さ・え・ら書房 201104 1 追加

6427 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784378012308 池上彰のニュ－スに登場する世界の環境問題．１０ 稲葉茂勝：アンジェラ・ロイストン さ・え・ら書房 201104 1 追加

6428 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784061552401 地球環境学入門 山崎友紀 第２版 講談社 201512 1 追加

6429 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784589038920 はじめての環境学 北川秀樹：増田啓子 新版 法律文化社 201801 1 追加

6430 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784865791174 環境白書／循環型社会白書／生物多様性白書：地域循環
共生圏の創出による持続可能な地域づくり．平成３０年
版

環境省大臣官房環境計画課：環境省環境再生・資源循環
局

日経印刷(発売：全国官報販売協同組
合)

201806 1 追加

6431 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784589038838 Ｆｒｏｍ　１８ １８歳からはじめる環境法 大塚直（法学） 第２版 法律文化社 201807 1 追加

6432 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784846105129 世界の環境問題．第１巻 川名英之 緑風出版 200512 1 追加

6433 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784846106232 世界の環境問題．第２巻 川名英之 緑風出版 200701 1 追加

6434 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784846108052 世界の環境問題．第３巻 川名英之 緑風出版 200805 1 追加

6435 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784846108168 世界の環境問題．第４巻 川名英之 緑風出版 200901 1 追加

6436 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784846109110 世界の環境問題．第５巻 川名英之 緑風出版 200910 1 追加

6437 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784846111106 世界の環境問題．第７巻 川名英之 緑風出版 201109 1 追加

6438 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784846115159 世界の環境問題．第１１巻 川名英之 緑風出版 201511 1 追加

6439 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784846110109 世界の環境問題．第６巻 川名英之 緑風出版 201008 1 追加

6440 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784846114015 世界の環境問題．第９巻 川名英之 緑風出版 201401 1 追加

6441 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784846112165 世界の環境問題．第８巻 川名英之 緑風出版 201210 1 追加

6442 第１年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784846114138 世界の環境問題．第１０巻 川名英之 緑風出版 201410 1 追加

6443 第１年次 和書 建築学 西洋の建築．その他の様
式の建築

9784887063686 ＴＯＴＯ建築叢書 世界遺産ル・コルビュジエ作品群：国立西洋美術館を含
む１７作品登録までの軌跡

山名善之 ＴＯＴＯ出版 201803 1 追加

6444 第１年次 和書 建築学 住宅建築 9784756251022 世界のかわいい家 パイインタ－ナショナル パイインタ－ナショナル 201812 1 追加

6445 第１年次 和書 機械工学 自動車工学 9784000291965 岩波現代全書 モ－タリゼ－ションの世紀：Ｔ型フォ－ドから電気自動
車へ

鈴木直次 岩波書店 201611 1
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6446 第１年次 和書 機械工学 航空宇宙工学 9784768311295 ＭＯＯＮＳＨＯＴＳ：宇宙探査５０年をとらえた奇跡の
記録写真

ピア－ズ・ビゾニ－：佐藤健寿 玄光社 201902 1 追加

6447 第１年次 和書 機械工学 原子力工学 9784000291705 岩波現代全書 クロニクル日本の原子力時代：１９４５～２０１５年 常石敬一 岩波書店 201507 1

6448 第１年次 和書 電気工学 通信工学．電気通信 9784903281339 脱！ＳＮＳのトラブル：ＬＩＮＥ・フェイスブック・ツ
イッタ－やって良いこと

佐藤佳弘 武蔵野大学出版会 201711 1 追加

6449 第１年次 和書 電気工学 通信工学．電気通信 9784764904934 モバイルネットワ－ク時代の情報倫理：被害者・加害者
にならないためのメディアリテラシ－

山住富也 第２版 近代科学社 201511 1 追加

6450 第１年次 和書 電気工学 通信工学．電気通信 9784320124349 未来へつなぐデジタルシリ－ズ インタ－ネットビジネス概論 片岡信弘：工藤司 第２版 共立出版 201803 1

6451 第１年次 和書 電気工学 通信工学．電気通信 9784296100750 日経ＢＰムック　日経コンピュ－タ まるわかり！ＩｏＴビジネス：５０の厳選事例．２０１
９

日経ｘＴＥＣＨ：日経コンピュ－タ 日経ＢＰ社(発売：日経ＢＰマ－ケ
ティン)

201810 1 追加

6452 第１年次 和書 電気工学 情報工学 9784061547674 絵でわかるシリ－ズ 絵でわかるロボットのしくみ 瀬戸文美：平田泰久 講談社 201401 1 追加

6453 第１年次 和書 電気工学 電子工学 9784797390162 サイエンス・アイ新書 ＩｏＴを支える技術：あらゆるモノをつなぐ半導体のし
くみ

菊地正典 ＳＢクリエイティブ 201703 1 追加

6454 第１年次 和書 電気工学 兵器．軍事工学 9784000291712 岩波現代全書 ぼくらの哀しき超兵器：軍事と科学の夢のあと 植木不等式 岩波書店 201508 1

6455 第１年次 和書 家政学．生活科
学

食品．料理 9784816336775 英語でつくる和食：寿し、天ぷら、豆腐料理…日本の代
表料理からマナ－ま

藤田裕子：ナヴィインタ－ナショナル カラ－版 ナツメ社 200403 1 追加

6456 第１年次 和書 家政学．生活科
学

疾病の予防．家庭医学 9784415321592 家庭の医学：オ－ルカラ－版 川名正敏 第３版 成美堂出版 201608 1

6457 第１年次 和書 家政学．生活科
学

家庭衛生 9784040676739 若年性アルツハイマ－の母と生きる 岩佐まり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 201506 1 追加

6458 第１年次 和書 家政学．生活科
学

家庭衛生 9784908736049 がんサバイバ－：ある若手医師のがん闘病記 フィッツヒュ－・モラン：改田明子 ちとせプレス(発売：トランスビュ－) 201705 1 追加

6459 第１年次 和書 家政学．生活科
学

育児 9784863111110 ばあちゃん助産師こころの子育て 坂本フジヱ 産業編集センタ－ 201504 1

6460 第１年次 和書 家政学．生活科
学

育児 9784905055501 姿勢改善とホメオストレッチで母乳育
児が楽しくなる！

ストレスケア助産師の「ラクラク授乳法」 内門弘子 ラピュ－タ 201712 1

6461 第１年次 和書 家政学．生活科
学

育児 9784776018353 ＢＳケア基本の型：赤ちゃんの母乳吸啜メカニズムに基
づく乳房ケア

寺田恵子：浅野美智留 日総研出版 201708 1

6462 第１年次 和書 産業 産業政策・行政．総合開
発

9784812217344 地球研叢書 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－ン復興

中静透：河田雅圭 昭和堂（京都） 201811 1 追加

6463 第１年次 和書 産業 度量衡．計量法 9784416518960 単位と記号パ－フェクトガイド：目で見て実感！くらし
で出会う単位と記号がすぐにわか

単位と記号パ－フェクトガイド編集チ－ム 誠文堂新光社 201802 1 追加

6464 第１年次 和書 産業 度量衡．計量法 9784759816785 ＤＯＪＩＮ選書 単位は進化する：究極の精度をめざして 安田正美 化学同人 201808 1 追加

6465 第１年次 和書 農業 作物栽培．作物学 9784254405491 遺伝学の基礎 北柴大泰・西尾剛・笹沼恒男編著 朝倉書店 201809 1 追加

6466 第１年次 和書 商業 商業経営．商店 9784845860005 かわいい市場 ＡｌａｍｙＳｔｏｃｋＰｈｏｔｏ：ＡｇｅＦｏｔｏＳｔ
ｏｃｋ

リイド社 201811 1 追加

6467 第１年次 和書 商業 商業経営．商店 9784000241779 闘う商人　中内功：ダイエ－は何を目指したのか 小榑雅章 岩波書店 201804 1

6468 第１年次 和書 商業 マーケティング 9784046020154 大学４年間のマ－ケティングが１０時間でざっと学べる 阿部誠（マ－ケティング） ＫＡＤＯＫＡＷＡ 201709 1 追加

6469 第１年次 和書 芸術．美術 芸術史．美術史 9784130820868 日本美術の歴史 辻惟雄 東京大学出版会 200512 1 追加

6470 第１年次 和書 芸術．美術 芸術史．美術史 9784866730851 世界でいちばん素敵な西洋美術の教室 永井龍之介 三才ブックス 201810 1 追加

6471 第１年次 和書 芸術．美術 芸術史．美術史 9784403250248 西洋美術史ハンドブック 高階秀爾：三浦篤 新書館 199707 1 追加

6472 第１年次 和書 芸術．美術 芸術史．美術史 9784582284492 松方コレクション西洋美術全作品．第１巻 川口雅子：陳岡めぐみ 国立西洋美術館(発売：平凡社) 201807 1 追加

6473 第１年次 和書 芸術．美術 芸術史．美術史 9784389441036 新・人と歴史拡大版 レオナルド＝ダ＝ヴィンチ．３ 西村貞二 清水書院 201703 1

6474 第１年次 和書 芸術．美術 芸術史．美術史 9784588099724 叢書・ウニベルシタス レオナルド・ダ・ヴィンチ：芸術家としての発展の物語 ケネス・マケンジ・クラ－ク：丸山修吉 第２版
新装版

法政大学出版局 201311 1 追加

6475 第１年次 和書 芸術．美術 論文集．評論集．講演集 9784344918856 教養としての「芸術」入門 山田聖子 幻冬舎メディアコンサルティング(発
売：幻冬舎)

201809 1 追加

6476 第１年次 和書 芸術．美術 論文集．評論集．講演集 9784802511148 ＡＲＴ　ＳＣＩＥＮＣＥ　ＩＳ．：ア－トサイエンスが
導く世界の変容

塚田有那 ビ－・エヌ・エヌ新社 201808 1 追加
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6477 第１年次 和書 絵画 洋画 9784896942538 ＶＳ．フェルメ－ル：美の対決フェルメ－ルと西洋美術
の巨匠たち

小林〓子：今井澄子 八坂書房 201809 1 追加

6478 第１年次 和書 絵画 洋画 9784416918746 幻想飛行 日高一成 誠文堂新光社 201810 1 追加

6479 第１年次 和書 絵画 洋画 9784479393153 西洋美術鑑賞：武器になる知的教養 秋元雄史 大和書房 201810 1 追加

6480 第１年次 和書 絵画 洋画 9784588140211 叢書・ウニベルシタス レンブラントとイタリア・ルネサンス ケネス・マケンジ・クラ－ク：尾崎彰宏 新装版 法政大学出版局 201507 1 追加

6481 第１年次 和書 絵画 洋画 9784096998885 フェルメ－ル全作品集：スタンダ－ド・エディション 小林頼子 小学館 201810 1 追加

6482 第１年次 和書 絵画 洋画 9784588010125 叢書・ウニベルシタス ゴヤ啓蒙の光の影で ツヴェタン・トドロフ：小野潮 法政大学出版局 201409 1 追加

6483 第１年次 和書 絵画 洋画 9784588140358 叢書・ウニベルシタス 見えないものを見る：カンディンスキ－論 ミシェル・アンリ：青木研二 新装版 法政大学出版局 201605 1 追加

6484 第１年次 和書 絵画 漫画．挿絵．童画 9784537262001 教養としての現代漫画：Ｍｏｄｅｒｎ　Ｍａｎｇａ　ａ
ｎｄ　ｔｈｅ　Ｌｉｂｅ

瀬木比呂志 日本文芸社 201902 1 追加

6485 第１年次 和書 絵画 漫画．挿絵．童画 9784863695139 麦ばあの島（全４巻セット） 古林海月：蘭由岐子 すいれん舎 201710 1 追加

6486 第１年次 和書 写真 写真 9784861526909 日本写真史１９４５－２０１７：ヨ－ロッパから見た
「日本の写真」の多様性

レ－ナ・フリッチュ：飯沢耕太郎 青幻舎インタ－ナショナル(発売：青
幻舎)

201810 1 追加

6487 第１年次 和書 写真 写真集 9784643150056 読売報道写真集．２０１５ 読売新聞社 201502 1 追加

6488 第１年次 和書 写真 写真集 9784643160024 読売報道写真集．２０１６ 読売新聞社 201602 1 追加

6489 第１年次 和書 写真 写真集 9784643170023 読売報道写真集．２０１７ 読売新聞社 201702 1 追加

6490 第１年次 和書 写真 写真集 9784643180022 読売報道写真集．２０１８ 読売新聞社 201802 1 追加

6491 第１年次 和書 写真 写真集 9784643190021 読売報道写真集．２０１９ 読売新聞社 201902 1 追加

6492 第１年次 和書 写真 写真集 9784022216175 朝日新聞報道写真集．２０１７ 朝日新聞社 朝日新聞出版 201701 1 追加

6493 第１年次 和書 写真 写真集 9784022216199 朝日新聞報道写真集．２０１９ 朝日新聞社 朝日新聞出版 201901 1 追加

6494 第１年次 和書 工芸 デザイン．装飾美術 9784416718339 ｇｏｏｄ　ｄｅｓｉｇｎ　ｃｏｍｐａｎｙ１９９８－２
０１８：アイデア特別編集

水野学：アイデア編集部 誠文堂新光社 201810 1 追加

6495 第１年次 和書 音楽 音楽 9784000291859 岩波現代全書 コンサ－トという文化装置：交響曲とオペラのヨ－ロッ
パ近代

宮本直美 岩波書店 201603 1

6496 第１年次 和書 音楽 音楽 9784865591842 未来の人材は「音楽」で育てる：世界をひらく５つのリ
ベラルア－ツ・マインド

菅野恵理子 アルテスパブリッシング 201806 1 追加

6497 第１年次 和書 音楽 音楽史．各国の音楽 9784588420184 バロックの音楽世界：テキスト、図像による新たな体験 ベルンハルト・モ－ルバッハ：井本〓二 法政大学出版局 201810 1 追加

6498 第１年次 和書 音楽 音楽史．各国の音楽 9784478106570 クラシック音楽全史：ビジネスに効く世界の教養 松田亜有子 ダイヤモンド社 201810 1 追加

6499 第１年次 和書 音楽 音楽史．各国の音楽 9784276200715 メンデルスゾ－ンの音符たち：池辺晋一郎の「新メンデ
ルスゾ－ン考」

池辺晋一郎 音楽之友社 201810 1 追加

6500 第１年次 和書 音楽 音楽史．各国の音楽 9784588099816 叢書・ウニベルシタス モ－ツァルト：ある天才の社会学 ノ－ルベルト・エリアス：青木隆嘉 新装版 法政大学出版局 201402 1 追加

6501 第１年次 和書 音楽 音楽史．各国の音楽 9784588099892 叢書・ウニベルシタス アルバン・ベルク：極微なる移行の巨匠 テ－オド－ル・ヴィ－ゼングルント・アドル：平野嘉彦 新装版 法政大学出版局 201406 1 追加

6502 第１年次 和書 音楽 音楽史．各国の音楽 9784588099878 叢書・ウニベルシタス マ－ラ－：音楽観相学 テ－オド－ル・ヴィ－ゼングルント・アドル：竜村あや
子

新装版 法政大学出版局 201406 1 追加

6503 第１年次 和書 音楽 劇音楽 9784622087335 メトロポリタン歌劇場：歴史と政治がつくるグランドオ
ペラ

チャ－ルズ・アフロン：ミレッラ・Ｊ・アフロン みすず書房 201810 1 追加

6504 第１年次 和書 スポーツ．体育 スポーツ．体育 9784771030770 ＳＰＯＲＴＳ　ＰＥＲＳＰＥＣＴＩＶ
Ｅ　ＳＥＲＩＥＳ

スポ－ツガバナンスとマネジメント 相原正道：上田慈夢 晃洋書房 201808 1 追加

6505 第１年次 和書 スポーツ．体育 スポーツ．体育 9784846017361 スポ－ツ哲学入門：オリンピック・レガシ－のために 島田哲夫 論創社 201806 1 追加

6506 第１年次 和書 スポーツ．体育 スポーツ．体育 9784623080151 やわらかアカデミズム・〈わかる〉シ
リ－ズ

よくわかるスポ－ツ人類学 寒川恒夫 ミネルヴァ書房 201704 1 追加

6507 第１年次 和書 スポーツ．体育 スポーツ．体育 9784469268454 スポ－ツ・インテグリティの探究：スポ－ツの未来に向
けて

友添秀則：勝田隆 大修館書店 201808 1 追加
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6508 第１年次 和書 スポーツ．体育 スポーツ．体育 9784762830082 シリ－ズ心理学と仕事 スポ－ツ心理学 太田信夫：中込四郎 北大路書房 201802 1 追加

6509 第１年次 和書 スポーツ．体育 スポーツ．体育 9784861867330 ようこそスポ－ツ心理学教室へ 石村宇佐一：井箟敬 ふくろう出版 201809 1 追加

6510 第１年次 和書 スポーツ．体育 スポーツ．体育 9784830113086 わかりやすいスポ－ツ心理学 実践スポ－ツ心理学研究会 改訂版 文化書房博文社 201808 1 追加

6511 第１年次 和書 スポーツ．体育 スポーツ．体育 9784414416251 アスリ－トのこころの悩みと支援：スポ－ツカウンセリ
ングの実際

中込四郎：鈴木壯 誠信書房 201703 1 追加

6512 第１年次 和書 スポーツ．体育 スポーツ．体育 9784909011091 ＴＪ　ＳＰＥＣＩＡＬ　ＦＩＬＥ スポ－ツ医科学トピックス．２ 川田茂雄 ブックハウス・エイチディ 201808 1 追加

6513 第１年次 和書 スポーツ．体育 スポーツ．体育 9784816364853 アスリ－トの献立５００：パフォ－マンスを高める！ 森永製菓株式会社トレ－ニングラボ ナツメ社 201807 1 追加

6514 第１年次 和書 スポーツ．体育 スポーツ．体育 9784537215823 理論と実践スポ－ツ栄養学 鈴木志保子 日本文芸社 201807 1 追加

6515 第１年次 和書 スポーツ．体育 スポーツ．体育 9784764411944 ステップアップ運動生理学 和田正信（スポ－ツ科学） 杏林書院 201810 1 追加

6516 第１年次 和書 スポーツ．体育 スポーツ．体育 9784830627385 極めるアスリ－トの腰痛：１００％を超える復帰 西良浩一 文光堂 201809 1 追加

6517 第１年次 和書 スポーツ．体育 スポーツ．体育 9784909383044 スポ－ツの世界史 坂上康博：中房敏朗 一色出版(発売：悠書館) 201809 1 追加

6518 第１年次 和書 スポーツ．体育 スポーツ．体育 9784623080144 やわらかアカデミズム・〈わかる〉シ
リ－ズ

よくわかるスポ－ツマネジメント 柳沢和雄：清水紀宏 ミネルヴァ書房 201703 1 追加

6519 第１年次 和書 スポーツ．体育 スポーツ．体育 9784764107021 平昌冬季オリンピック報道写真集 共同通信社 201802 1 追加

6520 第１年次 和書 スポーツ．体育 スポーツ．体育 9784862437525 ＪＳＳＲ認定トレ－ナ－テキスト ＪＳＳＲ認定トレ－ナ－テキスト編集委員会 医学映像教育センタ－ 201707 1

6521 第１年次 和書 スポーツ．体育 陸上競技 9784797384383 サイエンス・アイ新書 正しいマラソン：どうすれば走り続けられるか？タイム
を縮めるロジック

金哲彦：山本正彦 ＳＢクリエイティブ 201701 1 追加

6522 第１年次 和書 日本語 日本語 9784779512094 大学生のための日本語問題集 山下由美子：中〓温子 ナカニシヤ出版 201709 1 追加

6523 第１年次 和書 日本語 日本語 9784894764354 「大学生」になるための日本語．１ 堤良一：長谷川哲子 ひつじ書房 200910 1 追加

6524 第１年次 和書 日本語 日本語 9784894764620 「大学生」になるための日本語．２ 堤良一：長谷川哲子 ひつじ書房 201011 1 追加

6525 第１年次 和書 日本語 日本語 9784385363257 大学生のための日本語表現トレ－ニング．スキルアップ
編

橋本修：安部朋世 三省堂 200809 1 追加

6526 第１年次 和書 日本語 日本語 9784385363271 大学生のための日本語表現トレ－ニング．ドリル編 安部朋世：福嶋健伸 三省堂 201008 1 追加

6527 第１年次 和書 日本語 日本語 9784385363264 大学生のための日本語表現トレ－ニング．実践編 福嶋健伸：橋本修 三省堂 200909 1 追加

6528 第１年次 和書 日本語 日本語 9784327383046 シリ－ズ・日本語のしくみを探る 日本語学のしくみ 加藤重広 研究社 200110 1 追加

6529 第１年次 和書 日本語 日本語 9784907282318 大学生のための日本語表現 上戸理恵：遠藤郁子 鼎書房 201703 1 追加

6530 第１年次 和書 日本語 日本語 9784762014000 大学生のための日本語学習法 柴田義松：鈴木康之（言語学） 学文社 200504 1 追加

6531 第１年次 和書 日本語 音声．音韻．文字 9784758925686 開拓社言語・文化選書 漢字は日本でどう生きてきたか 湯沢質幸 開拓社 201706 1

6532 第１年次 和書 日本語 辞典 9784000801324 広辞苑机上版 新村出 第七版 岩波書店 201801 1

6533 第１年次 和書 日本語 語彙 9784800288035 知性と教養が一瞬で伝わる！一流の語彙力ノ－ト 山口謠司 宝島社 201810 1 追加

6534 第１年次 和書 日本語 語彙 9784758925518 開拓社言語・文化選書 言語学から見た日本語と英語の慣用句 石田プリシラ 開拓社 201503 1

6535 第１年次 和書 日本語 文法．語法 9784758925068 開拓社言語・文化選書 構造から見る日本語文法 三原健一 開拓社 200806 1

6536 第１年次 和書 日本語 文法．語法 9784758925624 開拓社言語・文化選書 認知と言語：日本語の世界・英語の世界 濱田英人 開拓社 201610 1

6537 第１年次 和書 日本語 文法．語法 9784758925532 開拓社言語・文化選書 文法現象から捉える日本語 岸本秀樹 開拓社 201506 1

6538 第１年次 和書 日本語 文法．語法 9784523177975 大学生のための最重要英語構文５４０Ｔｏｕｃｈｄｏｗ
ｎ：ＣＤ　Ｂｏｏｋ

吉ゆうそう 南雲堂 201502 1 追加
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6539 第１年次 和書 日本語 文法．語法 9784872178562 新にほんご敬語トレ－ニング：初級が終わったら始めよ
う

金子広幸 アスク出版 201403 1 追加

6540 第１年次 和書 日本語 文法．語法 9784254515213 日本語ライブラリ－ 敬語コミュニケ－ション 蒲谷宏：金東奎 朝倉書店 201001 1 追加

6541 第１年次 和書 日本語 文章．文体．作文 9784320005853 １００ペ－ジの文章術：わかりやすい文章の書き方のす
べてがここに

酒井聡樹 共立出版 201103 1 追加

6542 第１年次 和書 日本語 文章．文体．作文 9784336059970 大学生のための文章表現練習帳 坂東実子 国書刊行会 201602 1 追加

6543 第１年次 和書 日本語 文章．文体．作文 9784874246597 基礎からわかる日本語表現法 森口稔：中山詢子 くろしお出版 201505 1 追加

6544 第１年次 和書 日本語 文章．文体．作文 9784336056443 大学生のための文章表現＆口頭発表練習帳 銅直信子：坂東実子 国書刊行会 201303 1 追加

6545 第１年次 和書 日本語 文章．文体．作文 9784816350573 ゼロからわかる大学生のためのレポ－ト・論文の書き方 石井一成 ナツメ社 201105 1 追加

6546 第１年次 和書 日本語 文章．文体．作文 9784569779911 １３歳からの作文・小論文ノ－ト：読み手を「なるほ
ど」と納得させる２７のル－ル

小野田博一 ＰＨＰエディタ－ズ・グル－プ(発
売：ＰＨＰ研究所)

201006 1 追加

6547 第１年次 和書 日本語 文章．文体．作文 9784407336146 学生のレポ－ト・論文作成トレ－ニング：スキルを学ぶ
２１のワ－ク

桑田てるみ：桑田てるみ 改訂版 実教出版 201501 1 追加

6548 第１年次 和書 日本語 文章．文体．作文 9784886476395 新版だれも教えなかったレポ－ト・論文書き分け術 大竹秀一 エスシ－シ－ 201710 1 追加

6549 第１年次 和書 中国語 中国語 9784872178104 はじめての中国語：ひとりでもどんどん学べる 南雲大悟 アスク出版 201204 1 追加

6550 第１年次 和書 中国語 中国語 9784489022807 大学１・２年生のためのすぐわかる中国語 殷文怡 改訂版 東京図書 201711 1 追加

6551 第１年次 和書 中国語 語彙 9784757413917 キクタン中国語：聞いて覚える中国語単語帳．入門編 関西大学中国語教材研究会 アルク（千代田区） 200805 1 追加

6552 第１年次 和書 中国語 読本．解釈．会話 9784757428690 キクタン中国語会話入門編：聞いてマネしてすらすら話
せる

氷野善寛：紅粉芳惠 アルク（千代田区） 201701 1 追加

6553 第１年次 和書 中国語 その他の東洋の諸言語 9784471113063 韓国語初歩の初歩：聴ける！読める！書ける！話せる！ 中山義幸 高橋書店 200604 1 追加

6554 第１年次 和書 中国語 その他の東洋の諸言語 9784872179279 できる韓国語中級：ＣＤ　ＢＯＯＫ　ＣＤ付．１ 新大久保語学院：李志暎 改訂版 アスク出版 201412 1 追加

6555 第１年次 和書 中国語 その他の東洋の諸言語 9784757420953 キクタン韓国語：聞いて覚える韓国語単語帳．入門編 Ｈａｎａ 改訂版 アルク（千代田区） 201206 1 追加

6556 第１年次 和書 中国語 その他の東洋の諸言語 9784757420960 キクタン韓国語：聞いて覚える韓国語単語帳．初級編 Ｈａｎａ 改訂版 アルク（千代田区） 201206 1 追加

6557 第１年次 和書 中国語 その他の東洋の諸言語 9784757420977 キクタン韓国語：聞いて覚える韓国語単語帳．初中級編 Ｈａｎａ 改訂版 アルク（千代田区） 201206 1 追加

6558 第１年次 和書 英語 英語 9784758925433 開拓社言語・文化選書 英語とはどんな言語か：より深く英語を知るために 安井稔 開拓社 201403 1

6559 第１年次 和書 英語 英語 9784764740181 大学生のための発信型総合英語演習 表谷純子：川〓眞理子 金星堂 201601 1 追加

6560 第１年次 和書 英語 英語 9784764739611 コミュニケ－ション・ギャップと異文化理解：Ｗｈａｔ
Ｄｏ　Ｙｏｕ　Ｍｅａｎ？

八代京子：池口セシリア 金星堂 201301 1 追加

6561 第１年次 和書 英語 英語 9784791960378 理工系学生のための基礎英語．１ 石貫文子：大森誠 成美堂 201701 1 追加

6562 第１年次 和書 英語 英語 9784758925037 開拓社言語・文化選書 世界に通用しない英語：あなたの教室英語、大丈夫？ 八木克正 開拓社 200710 1

6563 第１年次 和書 英語 英語 9784905158554 初心者のための英語学習ガイド：「英語をしゃべりた
い！」と思ったらいちばんはじめに

山下えりか スモ－ル出版 201805 1 追加

6564 第１年次 和書 英語 英語 9784875253037 大学生のための英語の新マナビ－．第１巻 瀬戸賢一 海鳴社 201311 1 追加

6565 第１年次 和書 英語 英語 9784875253044 大学生のための英語の新マナビ－．第２巻 瀬戸賢一 海鳴社 201311 1 追加

6566 第１年次 和書 英語 英語 9784875253051 大学生のための英語の新マナビ－．第３巻 瀬戸賢一 海鳴社 201403 1 追加

6567 第１年次 和書 英語 英語 9784875253068 大学生のための英語の新マナビ－．第４巻 瀬戸賢一 海鳴社 201403 1 追加

6568 第１年次 和書 英語 英語 9784478104484 世界で活躍する日本人エリ－トのシンプル英語勉強法 戸塚隆将 ダイヤモンド社 201802 1 追加

6569 第１年次 和書 英語 英語 9784757430785 英語多読すべての悩みは量が解決する！ 繁村一義：酒井邦秀 アルク（千代田区） 201807 1 追加
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6570 第１年次 和書 英語 英語 9784764740686 Ｃｌｏｖｅｒ　Ｓｅｒｉｅｓ キ－フレ－ズで学ぶ理工系学生のための実用基礎英語 長谷川由美：ジェ－ムズ・ホ－バット 金星堂 201801 1

6571 第１年次 和書 英語 英語 9784764740594 グロ－バル人材をめざす大学生の英語スキル＆コミュニ
ケ－ション

柴田真一：神藤理恵 金星堂 201801 1 追加

6572 第１年次 和書 英語 英語 9784764740587 話して伸ばす発信型英語演習 飯野厚：佐藤ヘザ－・ジョンソン 金星堂 201801 1 追加

6573 第１年次 和書 英語 英語 9784061556331 やさしい英語ニュ－スで学ぶ現代社会と健康 田中芳文 講談社 201802 1 追加

6574 第１年次 和書 英語 英語 9784864540254 大学生のためのＴＯＥＩＣテスト入門：これ１冊でＴＯ
ＥＩＣがわかる！！

安河内哲也：早川幸治 コスモピア 201301 1 追加

6575 第１年次 和書 英語 英語 9784324086186 英語初級者のための自学自習レッスン：ＴＯＥＩＣ　Ｂ
ｒｉｄｇｅに挑戦！

阪田貞宜 ぎょうせい 200902 1 追加

6576 第１年次 和書 言語 英語 9784523178613 国際教養のための英語－はじめてのＴＯＥＦＬ：ＣＤ付 尾鍋智子：赤尾美和 南雲堂 201804 1

6577 第１年次 和書 英語 英語 9784789014953 ＴＯＥＩＣテスト弱点完全克服リ－ディング：英語屋直
伝メソッドでめざせ２００点ＵＰ！

古澤弘美 ジャパンタイムズ 201208 1 追加

6578 第１年次 和書 英語 英語 9784906033447 ＴＯＥＩＣテスト公式問題で学ぶボキャブラリ－ ＥｄｕｃａｔｉｏｎａｌＴｅｓｔｉｎｇ 国際ビジネスコミュニケ－ション協会 201307 1 追加

6579 第１年次 和書 英語 英語 9784523177784 大学生のためのＴＯＥＩＣテスト基礎演習 和田ゆり 南雲堂 201502 1 追加

6580 第１年次 和書 英語 英語 9784883194728 イ・イクフンのｓｔｅｐ　ｂｙ　ｓｔ
ｅｐ講座

極めろ！リスニング解答力ＴＯＥＩＣ　ｔｅｓｔ イイクフン スリ－エ－ネットワ－ク 200904 1 追加

6581 第１年次 和書 英語 英語 9784906033485 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集：新形式問題対応編　音声
ＣＤ２枚付き

ＥｄｕｃａｔｉｏｎａｌＴｅｓｔｉｎｇ 国際ビジネスコミュニケ－ション協会 201602 1 追加

6582 第１年次 和書 英語 英語 9784906033492 公式ＴＯＥＩＣ　Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　＆　Ｒｅａｄｉ
ｎｇ問題集．１

ＥｄｕｃａｔｉｏｎａｌＴｅｓｔｉｎｇ 国際ビジネスコミュニケ－ション協会 201610 1 追加

6583 第１年次 和書 英語 音声．音韻．文字 9784048688635 英語耳：発音ができるとリスニングができる 松澤喜好 改訂・新
ＣＤ版

アスキ－・メディアワ－クス(発売：
ＫＡＤＯＫＡＷＡ)

201008 1 追加

6584 第１年次 和書 英語 語源．意味 9784761273453 英単語の語源図鑑 清水建二：すずきひろし かんき出版 201805 1 追加

6585 第１年次 和書 英語 語源．意味 9784758925600 開拓社言語・文化選書 教育英語意味論への誘い 武田修一 開拓社 201606 1

6586 第１年次 和書 英語 語彙 9784578250104 シグマベスト 看護医療技術系の英単語：メディ単 薄久保賢司 改訂版 文英堂 201109 1 追加

6587 第１年次 和書 英語 語彙 9784053043306 メディカルＶブックス 看護・医療系の英単語 高橋阿里 〔新旧両
課程対応

学研教育出版(発売：学研プラス) 201507 1 追加

6588 第１年次 和書 英語 語彙 9784023312111 毎日の英単語：日常頻出語の９０％をマスタ－する ジェームス・Ｍ・バーダマン【著】：渡邉淳 朝日新聞出版 201309 1 追加

6589 第１年次 和書 英語 語彙 9784757430259 起きてから寝るまで英語表現１０００ 吉田研作：荒井貴和 アルク（千代田区） 201712 1 追加

6590 第１年次 和書 英語 語彙 9784757430907 起きてから寝るまで英単語帳：ＣＤ－ＲＯＭ付日英両語
収録

荒井貴和：武藤克彦 改訂第２
版

アルク（千代田区） 201809 1 追加

6591 第１年次 和書 英語 語彙 9784758912037 一歩進める英語学習・研究ブックス ネイティブの語感に迫るアクティブな英単語力：大学入
学レベル

中村良夫：高橋邦年 開拓社 201803 1

6592 第１年次 和書 英語 文法．語法 9784010312780 ロイヤル英文法：徹底例解 綿貫陽：宮川幸久 改訂新版 旺文社 200010 1 追加

6593 第１年次 和書 英語 文章．文体．作文 9784766422122 アカデミックライティング入門：英語論文作成法 吉田友子 第２版 慶応義塾大学出版会 201504 1 追加

6594 第１年次 和書 英語 文章．文体．作文 9784798053202 ＭＬＡハンドブック 長尾和夫：フォ－スタ－紀子 第８版 秀和システム 201712 1

6595 第１年次 和書 英語 読本．解釈．会話 9784758925464 開拓社言語・文化選書 ことばの仕組みから学ぶ和文英訳のコツ 畠山雄二：田中江扶 開拓社 201406 1

6596 第１年次 和書 英語 読本．解釈．会話 9784562053933 天声人語 天声人語：［英文対照］朝日新聞．ＶＯＬ．１８８（２
０１７春）

朝日新聞論説委員室：国際編集部 原書房 201705 1

6597 第１年次 和書 英語 読本．解釈．会話 9784562053940 天声人語 天声人語：［英文対照］朝日新聞．ＶＯＬ．１８９（２
０１７夏）

朝日新聞論説委員室：国際編集部 原書房 201708 1

6598 第１年次 和書 英語 読本．解釈．会話 9784562053957 天声人語 天声人語：［英文対照］朝日新聞．ＶＯＬ．１９０（２
０１７秋）

朝日新聞論説委員室：国際編集部 原書房 201711 1

6599 第１年次 和書 英語 読本．解釈．会話 9784562053964 天声人語 天声人語：［英文対照］朝日新聞．ＶＯＬ．１９１（２
０１７冬）

朝日新聞論説委員室：国際編集部 原書房 201802 1

6600 第１年次 和書 英語 読本．解釈．会話 9784764739895 グロ－バル社会の異文化コミュニケ－ション 池口セシリア：八代京子 改訂新版 金星堂 201402 1 追加
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6601 第１年次 和書 英語 読本．解釈．会話 9784902184167 教養の場としての英文読解 斎藤雅久 復刻改訂
版

ふみくら書房（練馬区） 201809 1 追加

6602 第１年次 和書 英語 読本．解釈．会話 9784398215703 ことりっぷ会話帖 英語 昭文社 201301 1 追加

6603 第１年次 和書 英語 読本．解釈．会話 9784764740204 Ｃｌｏｖｅｒ　Ｓｅｒｉｅｓ 場面別フレ－ズで学ぶはじめての旅行英会話 ダイアン・Ｈ．ナガトモ：村瀬文子 金星堂 201601 1

6604 第１年次 和書 文学 文学 9784004140016 岩波新書 文学入門 桑原武夫 改版 岩波書店 201203 1 追加

6605 第１年次 和書 日本文学 評論．エッセイ．随筆 9784422000541 創元こころ文庫 こころと人生 河合隼雄 創元社（大阪） 201503 1 追加

6606 第１年次 和書 日本文学 評論．エッセイ．随筆 9784422000558 創元こころ文庫 より道わき道散歩道 河合隼雄 創元社（大阪） 201503 1 追加

6607 第１年次 和書 日本文学 評論．エッセイ．随筆 9784422000565 創元こころ文庫 「出会い」の不思議 河合隼雄 創元社（大阪） 201503 1 追加

6608 第１年次 和書 日本文学 評論．エッセイ．随筆 9784864396653 素心－ぶれない・やさしい－：和文・英文 小林利彦 日本医療企画 201803 1

6609 第１年次 和書 日本文学 評論．エッセイ．随筆 9784798049144 わたくしたちの旅のかたち：好奇心が「知恵」と「元
気」を与えてくれる

兼高かおる：曽野綾子 秀和システム 201702 1 追加

6610 第１年次 和書 日本文学 記録．手記．ルポルター
ジュ

9784591130216 ポプラ文庫 困ってるひと 大野更紗 ポプラ社 201206 1 追加

6611 第１年次 和書 日本文学 記録．手記．ルポルター
ジュ

9784286189598 「ただいま！」：四年にわたる夫と私の二人三脚闘病記 鈴木照子 文芸社 201712 1 追加

6612 第１年次 和書 日本文学 記録．手記．ルポルター
ジュ

9784120049538 閉じこめられた僕 藤元健二 中央公論新社 201703 1 追加

6613 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728711 日本文学全集．０１ 池澤夏樹 河出書房新社 201411 1 追加

6614 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728728 日本文学全集．０２ 池澤夏樹 河出書房新社 201507 1 追加

6615 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728735 日本文学全集．０３ 池澤夏樹 河出書房新社 201601 1 追加

6616 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728742 日本文学全集．０４ 池澤夏樹：角田光代 河出書房新社 201709 1 追加

6617 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728759 日本文学全集．０５ 池澤夏樹：角田光代 河出書房新社 201811 1 追加

6618 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728773 日本文学全集．０７ 池澤夏樹 河出書房新社 201611 1 追加

6619 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728780 日本文学全集．０８ 池澤夏樹 河出書房新社 201509 1 追加

6620 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728797 日本文学全集．０９ 池澤夏樹 河出書房新社 201612 1 追加

6621 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728803 日本文学全集．１０ 池澤夏樹 河出書房新社 201610 1 追加

6622 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728810 日本文学全集．１１ 池澤夏樹 河出書房新社 201511 1 追加

6623 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728827 日本文学全集．１２ 池澤夏樹 河出書房新社 201606 1 追加

6624 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728834 日本文学全集．１３ 池澤夏樹 河出書房新社 201502 1 追加

6625 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728841 日本文学全集．１４ 池澤夏樹 河出書房新社 201504 1 追加

6626 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728858 日本文学全集．１５ 池澤夏樹 河出書房新社 201602 1 追加

6627 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728865 日本文学全集．１６ 池澤夏樹 河出書房新社 201604 1 追加

6628 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728872 日本文学全集．１７ 池澤夏樹 河出書房新社 201503 1 追加

6629 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728889 日本文学全集．１８ 池澤夏樹 河出書房新社 201607 1 追加

6630 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728896 日本文学全集．１９ 池澤夏樹 河出書房新社 201603 1 追加

6631 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728902 日本文学全集．２０ 池澤夏樹：吉田健一（英文学） 河出書房新社 201505 1 追加
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6632 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728919 日本文学全集．２１ 池澤夏樹 河出書房新社 201508 1 追加

6633 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728926 日本文学全集．２２ 池澤夏樹 河出書房新社 201506 1 追加

6634 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728933 日本文学全集．２３ 池澤夏樹 河出書房新社 201501 1 追加

6635 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728940 日本文学全集．２４ 池澤夏樹 河出書房新社 201510 1 追加

6636 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728957 日本文学全集．２５ 池澤夏樹 河出書房新社 201605 1 追加

6637 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728964 日本文学全集．２６ 池澤夏樹 河出書房新社 201703 1 追加

6638 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728971 日本文学全集．２７ 池澤夏樹 河出書房新社 201705 1 追加

6639 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728988 日本文学全集．２８ 池澤夏樹 河出書房新社 201707 1 追加

6640 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309728995 日本文学全集．２９ 池澤夏樹 河出書房新社 201609 1 追加

6641 第１年次 和書 日本文学 作品集：全集，選集 9784309729008 日本文学全集．３０ 池澤夏樹 河出書房新社 201608 1 追加

6642 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784254335026 人体生理学 黒島晨汎 朝倉書店 200603 1 追加

6643 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784621300084 オックスフォ－ド・生理学 ギリアン・ポ－コック：クリストファ－・Ｄ．リチャ－
ズ

原書４版 丸善出版 201601 1

6644 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784860347741 ガイトン生理学：電子書籍付き ア－サ－・Ｃ．ガイトン：ジョン・Ｅ．ホ－ル 原著第１
３版

エルゼビア・ジャパン 201803 1

6645 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784765317450 人体生理学ノ－ト 岡田隆夫 第８版 金芳堂 201802 1

6646 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784498076563 コメディカルのための専門基礎分野テ
キスト

生理学 黒澤美枝子：長谷川薫 ３版 中外医学社 201203 1

6647 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784830602306 生理学 真島英信 改訂第１
８版　新

文光堂 201803 1

6648 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784263240724 生理学実習ＮＡＶＩ 第２版
大橋敦子

医歯薬出版 201612 1

6649 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784779219696 日本甲状腺学会創設６０周年記念 甲状腺ホルモンと関連疾患 赤水尚史：吉村弘（医師） メディカルレビュ－社 201710 1

6650 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784758304917 アンチエイジング医学の基礎と臨床 日本抗加齢医学会 第３版 メジカルビュ－社 201509 1

6651 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784004312093 岩波新書 長寿を科学する 祖父江逸郎 岩波書店 200909 1

6652 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784263215401 膜・筋膜：人体の張力ネットワ－ク ロ－ベルト・シュライプ：ト－マス・Ｗ．フィンドリ－ 医歯薬出版 201505 1 追加

6653 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784752931195 強める！殿筋：殿筋から身体全体へアプロ－チ ジョン・ギボンズ：木場克己 医道の日本社 201701 1

6654 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784758317122 身体運動学：関節の制御機構と筋機能 市橋則明 メジカルビュ－社 201710 1

6655 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784525123314 運動の生理学：骨から神経まで 神野耕太郎 南山堂 200305 1 追加

6656 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784498076167 コメディカルのための専門基礎分野テ
キスト

運動学 丸山仁司 中外医学社 200411 1

6657 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784260028639 運動学で心が折れる前に読む本 松房利憲 医学書院 201704 1

6658 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784895928885 スタンフォ－ド神経生物学 リチェン・ルオ：柚﨑通介 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201708 1

6659 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784498228863 ベッドサイドの臨床神経生理学 飛松省三 中外医学社 201708 1

6660 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784152097491 神経免疫学革命：脳医療の知られざる最前線 ミハル・シュワルツ：アナット・ロンドン 早川書房 201803 1

6661 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784000296465 岩波科学ライブラリ－ 脳をどう蘇らせるか 岡野栄之 岩波書店 201601 1

6662 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784621302743 ベッドサイドの薬理学 笹栗俊之：宮田篤郎 丸善出版 201803 1
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6663 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784883522460 わかりやすい薬理学：薬の効くプロセス 伊藤芳久：石毛久美子 第１２版 創風社 201804 1

6664 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784524403356 新しい疾患薬理学 岩崎克典：徳山尚吾 南江堂 201803 1

6665 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784260028738 臨床薬理学 日本臨床薬理学会：小林真一 第４版 医学書院 201711 1

6666 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784621084885 シリ－ズ生命倫理学 遺伝子と医療 玉井真理子：松田純 丸善出版 201304 1

6667 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784260015196 ＳＴＡＮＤＡＲＤ　ＴＥＸＴＢＯＯＫ 遺伝子検査学 宮地勇人：横田浩充 医学書院 201303 1

6668 第１年次 和書 医学 基礎医学 9784000296557 岩波科学ライブラリ－ 難病にいどむ遺伝子治療 小長谷正明 岩波書店 201611 1

6669 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840749978 ４ステップ臨床力ＵＰエクササイズ：病態・治療・患者
対応までまるごと身につく！．６

勝見章男：三浦崇則 じほう 201708 1

6670 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758117579 Ｄｒ．宮城の白熱カンファレンス：診断のセンスと臨床
の哲学

岡田優基：徳田安春 羊土社 201410 1

6671 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840749930 Ｄｒ．林＆Ｐｈ．堀の危ない症候を見分ける臨床判断．
Ｐａｒｔ　２

林寛之：堀美智子 じほう 201708 1

6672 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784787823212 ＯＳＣＥ／Ｐｏｓｔ－ＣＣ　ＯＳＣＥに役立つ医学生の
ための基本的臨床手技

車谷典男：古家仁 診断と治療社 201802 1

6673 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784784943340 あのね、かなちゃんに聞いてほしいことがあるの：－緩
和ケアが音楽を奏でるとき

儀賀理暁 日本医事新報社 201701 1

6674 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784621302217 オゾン療法：臨床の立場から ベリオ・ボッチ：渡井健男 第２版 丸善出版 201711 1

6675 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758118217 ステップビヨンドレジデント．１ 林寛之 改訂版 羊土社 201801 1

6676 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784524259922 よい質問から広がる緩和ケア 南江堂 201702 1

6677 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784866160108 医療におけるナラティブとエビデンス：対立から調和へ 斎藤清二 改訂版 遠見書房 201606 1

6678 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784621062456 家族志向のプライマリ・ケア ス－ザン・Ｈ．マクダニエル：ト－マス・Ｌ．キャンベ
ル

丸善出版 201201 1 追加

6679 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784307101721 患者から早く死なせてほしいと言われたらどうします
か？：本当に聞きたかった緩和ケアの講義

新城拓也 金原出版 201505 1 追加

6680 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784498017979 緩和治療薬の考え方、使い方 森田達也：白土明美 ２版（Ｖ
ｅｒ．２

中外医学社 201710 1

6681 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840749664 基本的臨床医学知識：医師ともっと話せるようになるた
めの

大八木秀和：杉田直哉 じほう 201704 1

6682 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784784947461 研修医が知りたい臨床現場の疑問に答える本：こんなと
きどうすればいいですか？！　電子版付き！！

木村圭一 日本医事新報社 201802 1

6683 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784524262830 指して伝える！外国語診療ブック：問診から生活指導ま
で症状別に対応

林田雅至：守山敏樹 南江堂 201405 1 追加

6684 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260028318 終末期の苦痛がなくならない時、何が選択できるの
か？：苦痛緩和のための鎮静〔セデ－ション〕

森田達也 医学書院 201702 1

6685 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784895928762 症候から診断・治療へ：循環器診療のロジックと全人的
アプロ－チ

磯部光章 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201703 1

6686 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784779220081 診療ガイドラインＵＰ－ＴＯ－ＤＡＴＥ：日常診療に活
かす．２０１８－２０１９

門脇孝：小室一成 メディカルレビュ－社 201801 1

6687 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260030267 専門医が教える研修医のための診療基本手技 大村和弘：川村哲也 医学書院 201804 1

6688 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784524266142 総合診療専門医マニュアル 伴信太郎：生坂政臣 南江堂 201705 1

6689 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784498020764 総合診療徹底攻略１００のｔｉｐｓ 根本隆章 中外医学社 201705 1

6690 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758118255 闘魂外来―医学生・研修医の君が主役！：病歴・フィジ
カルから情報検索まで臨床実践力の鍛え方

徳田安春 羊土社 201802 1

6691 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758115704 内科の視点で診る手術前後の入院患者管理 小林裕幸：五十野博基 羊土社 201605 1

6692 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263731826 デスク版当直医マニュアル：ＥＲ．２０１８ 井上賀元：小畑達郎 医歯薬出版 201802 1

6693 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263734421 当直医マニュアル．２０１８ 井上賀元 医歯薬出版 201801 1
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6694 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784307004824 できる！臨床研究最短攻略５０の鉄則 康永秀生 金原出版 201709 1

6695 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784498048461 なぜ臨床医なのに研究するのか？ 佐藤雅昭 中外医学社 201704 1

6696 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784521745084 医学論文のための研究デザインと統計解析：査読者が教
える

森本剛 中山書店 201704 1

6697 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840814287 臨床研究法令ハンドブック：臨床研究法、政省令、通知 薬事日報社 201804 1

6698 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758111867 ＭＲＩに強くなるための原理の基本やさしく、深く教え
ます：物理オンチでも大丈夫。撮像・読影の基本から最
新技術

山下康行 羊土社 201803 1

6699 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784525281816 イナダ（研修医）も学べばブリ（指導医）になる：現場
のプロと臨床推論のプロが教える診断能力アップ術

林寛之：大西弘高 南山堂 201708 1

6700 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784780911138 エビデンスに基づく検査デ－タ活用マニュアル：検査の
選択と意味・ケアへの生かし方

下正宗 第２版 学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201310 1 追加

6701 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784498010185 ケ－スとロジックから学ぶＤｒ．野口の診断推論症例帖 野口善令 中外医学社 201804 1

6702 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784307101844 ニッチなディジ－ズ：あなたがみたことのない病気を診
断するための講義録

國松淳和 金原出版 201704 1

6703 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784524259380 ヒラメキ！診断推論：総合診療のプロが苦手な症候への
アプロ－チ、教えます

野口善令 南江堂 201604 1

6704 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784784947508 ポイントオブケア超音波ＰＯＣＵＳ：救急・プライマリ
ケアで必要な　電子版付き！

瀬良誠 日本医事新報社 201803 1

6705 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784787819895 マクギ－の身体診断学：エビデンスにもとづくグロ－バ
ル・スタンダ－ド

スティ－ブン・マクギ－：柴田寿彦 改訂第２
版

エルゼビア・ジャパン(発売：診断と
治療社)

201404 1

6706 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784498013643 まずはここから救急超音波ポケットアトラス ロバ－ト・Ｆ．リアドン：ジェ－ムズ・Ｒ．マティ－ア 中外医学社 201211 1 追加

6707 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758102278 リハに役立つ検査値の読み方・とらえ方 田屋雅信：松田雅弘 羊土社 201804 1

6708 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260032407 異常値の出るメカニズム 河合忠：山田俊幸 第７版 医学書院 201803 1

6709 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260028806 医学生・研修医のための画像診断リファレンス 山下康行 医学書院 201803 1

6710 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758111874 画像診断に絶対強くなるツボをおさえる！：診断力に差
がつくとっておきの知識を集めました

扇和之：東條慎次郎 羊土社 201804 1

6711 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260031943 魁！！診断塾：東京ＧＩＭカンファレンス激闘編 志水太郎：佐田竜一 医学書院 201709 1

6712 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784816357398 看護師のための早引き検査値・パニック値ハンドブッ
ク：ＡＬＬ　ＣＯＬＯＲ

西崎統 ナツメ社 201412 1

6713 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818013056 看護実践のための検査値活用法：検査値で知るからだ 桜井利江 日本看護協会出版会 200710 1 追加

6714 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784895928748 鑑別診断ネモニクス 徳田安春 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201704 1

6715 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758115520 救急エコ－スキルアップ塾：正確にサッと描出し、患者
状態をパッと診るワザを伝授

鈴木昭広：松坂俊 羊土社 201505 1

6716 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758117999 救急超音波診：救急診療にエコ－を活用する 本多英喜：Ｊ－ＰＯＣＫＥＹＳ開発ワ－キングチ－ム 羊土社 201612 1

6717 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784907095383 緊急検査すぐ確認！！：ＥＲ若手スタッフ便利帳 三宅康史 ぱ－そん書房 201704 1

6718 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784830620447 検査デ－タの「？」に答えます！ 〆谷直人 文光堂 201804 1

6719 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784907176594 検査値ガイドブック 江口正信：水口国雄 第２版 サイオ出版 201703 1

6720 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784415321370 検査値の読み方ポケット事典：パッと引けてしっかり使
える

栗原毅 第３版 成美堂出版 201604 1

6721 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784883786541 検査値ハンドブック：エキスパ－トの臨床知による 中原一彦 第２版 総合医学社 201708 1

6722 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784907176600 検査値早わかりガイド 江口正信：水口國雄 第３版 サイオ出版 201702 1

6723 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784524254774 今日の臨床検査．２０１７－２０１８ 櫻林郁之介：矢冨裕 南江堂 201705 1

6724 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840748773 在宅医療チ－ムのための臨床検査 臨床検査振興協議会 じほう 201607 1
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6725 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784830610233 主訴別診断エラ－症例４４：誤診症例に学ぶ確定診断術 塩尻俊明 文光堂 201704 1

6726 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784307101899 初期診療Ｒｅｖｉｅｗ 安田聖栄 金原出版 201803 1

6727 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784796524209 症状を知り、病気を探る：病理医ヤンデル先生が「わか
りやすく」語る

市原真 照林社 201711 1

6728 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784931400887 診察エッセンシャルズ：症状をみる危険なサインをよむ 松村理司：酒見英太 新訂第２
版

日経メディカル開発(発売：日経ＢＰ
マ－ケティン)

201803 1

6729 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784883788729 診断に直結する検査値の読み方事典 池田均：中原一彦 総合医学社 201403 1 追加

6730 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260036276 診断力が高まる解剖×画像所見×身体診察マスタ－ブッ
ク

前田恵理子 医学書院 201809 1 追加

6731 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784860034917 診療画像技術学．２ａ 森浩一：西尾誠示 医療科学社 201710 1

6732 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784765317214 諏訪塾ダイナマイトカンファレンス：明日あなたの臨床
は変わる

山中克郎：若林禎正 金芳堂 201708 1

6733 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784860034863 全科救急エコ－“虎の巻” 杉山高 改訂新版 医療科学社 201703 1

6734 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758316026 読影の手立てとなる局所解剖と画像診断：エキスパ－ト
から学ぶ

松永尚文：江原茂 メジカルビュ－社 201803 1

6735 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260020640 内科診断学 福井次矢：奈良信雄 第３版 医学書院 201602 1 追加

6736 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784781310527 非侵襲的検体検査の最前線：唾液検査・呼気検査を中心
に

槻木恵一 シ－エムシ－出版 201501 1

6737 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784524255559 本日の内科外来 村川裕二 南江堂 201803 1

6738 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840749374 薬の影響を考える臨床検査値ハンドブック 木村聡：三浦雅一 第３版 じほう 201702 1

6739 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260028264 臨床検査デ－タブック．２０１７－２０１８ 黒川清：春日雅人 医学書院 201701 1

6740 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260034357 臨床検査デ－タブックコンパクト版 高久史麿：黒川清 第９版 医学書院 201710 1

6741 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840750226 臨床検査専門医が教える異常値の読み方が身につく本 村上純子（臨床検査） じほう 201802 1

6742 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784784951741 〈図解〉身体診察 奈良信雄 日本医事新報社 200802 1 追加

6743 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758117685 Ｄｒ．鈴木の１３カ条の原則で不明熱に絶対強くなる：
ケ－スで身につく究極の診断プロセス

鈴木富雄 羊土社 201503 1

6744 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784830620478 ケ－スで学ぶ不明熱の診断学：エキスパ－トの頭の中を
覗いてみよう

野口善令：横江正道 文光堂 201804 1

6745 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784890134359 スワルツ身体診察法：病歴と検査 マ－ク・Ｈ．スワルツ：西垂水和隆 西村書店（新潟） 201306 1

6746 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260017718 ねじ子のぐっとくる体のみかた 森皆ねじ子 医学書院 201307 1

6747 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758118064 バイタルサインからの臨床診断：豊富な症例演習で、病
態を見抜く力がつく！

宮城征四郎：入江聰五郎 改訂版 羊土社 201703 1

6748 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784895927987 ベイツ診察法 リン・Ｓ．ビクリ－：ピ－タ－・Ｇ．シラジ－ 第２版 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201502 1

6749 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784946509476 患者はだれでも物語る：医学の謎と診断の妙味 リサ・サンダ－ス：塚本明子 ゆみる出版 201212 1

6750 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260031592 呼吸音聴診ガイドブック：見る・聴くＷｅｂ付録付 山内豊明 医学書院 201804 1

6751 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758118170 診断力を鍛える！症候足し算：症候の組合せから鑑別疾
患を想起するトレ－ニング

北啓一朗：三浦太郎 羊土社 201712 1

6752 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840465250 １２誘導心電図よみ方マスタ－　トレ－ニング編：“ど
こを見る？どう考える？”解説つき／厳選５０問に

栗田隆志 メディカ出版 201805 1

6753 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840465243 １２誘導心電図よみ方マスタ－　基礎編：“どこに注目
したらいいの？”迷子のための道案内／波

栗田隆志 メディカ出版 201805 1

6754 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840750080 ＰＩＣＣ末梢挿入式中心静脈カテ－テル管理の理論と実
際

井上善文 じほう 201709 1

6755 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784830619427 ＰＯＣ心エコ－マニュアル：Ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　Ｃａｒ
ｅで症状から考える心臓超音

柴山謙太郎：舩越拓 文光堂 201803 1
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6756 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784796521659 かんたんマスタ－モニタ－心電図 三宅良彦 照林社 200804 1 追加

6757 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784524257775 グロスマン・ベイム心臓カテ－テル検査・造影・治療法 絹川弘一郎 原書８版 南江堂 201705 1

6758 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784883786565 しくみからマスタ－するＤｒ．フルカワの心電図の読み
方

古川哲史 総合医学社 201710 1

6759 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784771904750 スキ間で極意！！　いつでもどこでも心電図判読８８問 上嶋健治 克誠堂出版 201703 1

6760 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784904136317 ハ－ト先生の心電図読本 市田聡：心臓病看護教育研究会 医学同人社 201609 1

6761 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784907176020 モニタ－心電図なんて恐くない 田中喜美夫 新訂版 サイオ出版 201403 1

6762 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784415314044 モニタ－心電図の読み方：パッと引けてしっかり使える 剱持功 第２版 成美堂出版 201211 1

6763 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260016179 モニタ－心電図レッスン：心電図を見るとドキドキする
人のための

大八木秀和 医学書院 201210 1 追加

6764 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784784947300 レジデントのためのこれだけ心電図 佐藤弘明 日本医事新報社 201802 1

6765 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784908083235 レジデントのための心臓聴診法：理解がグッと深まる厳
選動画・心音付

伊賀幹二 シ－ビ－ア－ル 201803 1

6766 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784524265541 看護師・検査技師・研修医のためのペ－スメ－カ－心電
図が好きになる！

山下武志：葉山恵津子 改訂第２
版

南江堂 201410 1

6767 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263229330 血管超音波テキスト 日本超音波検査学会 第２版 医歯薬出版 201803 1

6768 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784990917807 実力心電図：「読める」のその先へ 日本不整脈心電学会 日本不整脈心電学会 201802 1

6769 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260032353 循環器Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎ：診
断力に差がつく身体診察！　動画・心音１８６点付

山崎直仁 医学書院 201709 1

6770 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784524237913 循環器科の心電図：ＥＣＧ　　ｆｏｒ　　Ｃａｒｄｉｏ
ｌｏｇｉｓｔｓ

村川裕二 南江堂 201807 1 追加

6771 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784816362101 書いて覚える！ハロ－キティのモニタ－心電図ノ－ト 徳野慎一 ナツメ社 201703 1

6772 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840461726 心エコ－臨床のギモン厳選５０：教科書だけではわから
ない解決法、教えます

日本心エコ－図学会 メディカ出版 201705 1

6773 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784498037847 心電図のみかた，考えかた．基礎編 杉山裕章 中外医学社 201303 1

6774 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784498037946 心電図ハンタ－：心電図×非循環器医．２ 増井伸高 中外医学社 201804 1

6775 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784892699429 心電図モニタ－：ベッドサイドで役立つ波形の見方と緊
急時対処の基本

谷村仲一：武田聡 改訂４版 へるす出版 201803 1

6776 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784871634489 心電図心エコ－コンパクトナビ：医学生・研修医必携 一色高明：杉村洋一 医学教育出版社 201012 1 追加

6777 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784784942855 深読みしないＤｒ．田宮＆Ｄｒ．村川の心電図ディス
カッション

田宮栄治：村川裕二 日本医事新報社 201702 1

6778 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840435758 診断につながる血管検査の基本テクニック：検査レポ－
トとカルテを徹底比較

松尾汎 メディカ出版 201109 1 追加

6779 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263236963 読める！モニタ－心電図 土居忠文：杉浦哲朗 医歯薬出版 201710 1

6780 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784870551381 波形で覚える心電図 齋藤憲 医学出版社 201705 1

6781 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758118187 必ずうまくいく！ＰＩＣＣ：末梢挿入型中心静脈カテ－
テルの挿入テクニックから管

徳嶺譲芳：金井理一郎 羊土社 201712 1

6782 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758314459 本当は教えたくないカテ－テルアブレ－ションがうまく
いくカラクリ

深水誠二 メジカルビュ－社 201802 1

6783 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260030526 仮想気管支鏡作成マニュアル：迅速な診断とＶＡＬ－Ｍ
ＡＰのために

出雲雄大：佐藤雅昭 医学書院 201706 1

6784 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784498032033 気管支鏡ベストテクニック 浅野文祐：宮澤輝臣 改訂２版 中外医学社 201704 1

6785 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784779220180 呼気一酸化窒素（ＮＯ）測定ハンドブック 呼気一酸化窒素（ＮＯ）測定ハンドブック作：日本呼吸
器学会肺生理専門委員会

日本呼吸器学会(発売：メディカルレ
ビュ－社)

201803 1

6786 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784521742670 こんなときどうする？内視鏡室Ｑ＆Ａ 田村君英 新版 中山書店 201510 1
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6787 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784784940493 できるゾ読めるゾ腹部エコ－ 朝井均：中村滋 ３版 日本医事新報社 201803 1

6788 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784822258900 胃カメラのおいしい飲ませ方 中島恒夫：日経メディカル 日経ＢＰ社(発売：日経ＢＰマ－ケ
ティン)

201712 1

6789 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784787822819 救急・当直の現場で役立つ腹部超音波診断ファ－ストス
テップ：これだけは知っておきたい！いざという時にあ
わてない

森秀明 診断と治療社 201610 1

6790 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758110624 見えないものが観えてくる！画像強調内視鏡の診断ロ
ジック

斎藤豊：炭山和毅 羊土社 201610 1

6791 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784784947225 消化管ＥＵＳパ－フェクトガイド 藤城光弘 日本医事新報社 201712 1

6792 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784888752954 消化器内視鏡ハンドブック 日本消化器内視鏡学会：日本消化器内視鏡学会卒後教育
委員会

改訂第２
版

日本メディカルセンタ－ 201705 1

6793 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784865172515 消化器内視鏡技師試験即攻マスタ－ 赤松泰次：田村君英 改訂第２
版

医学図書出版 201801 1

6794 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784524259991 上級医を目指すキミへ消化器内視鏡基本手技のすべて：
これ１冊で研修医から中堅医師まで

花田敬士 南江堂 201703 1

6795 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758316057 腹部救急疾患の画像診断とインタ－ベンション 水沼仁孝：古川顕 メジカルビュ－社 201803 1

6796 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784525225513 ここに気をつける！誘発電位ナビ：はじめの一歩から臨
床と研究のヒントまで

飛松省三 南山堂 201709 1

6797 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784787822642 症例から考える針筋電図：神経筋疾患の診断にどう活用
するか

関口兼司：幸原伸夫 診断と治療社 201712 1

6798 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263216781 神経伝導検査ポケットマニュアル 正門由久：髙橋修（臨床検査技師） 第２版 医歯薬出版 201711 1

6799 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784880024066 髄液検査デ－タブック 水澤英洋：太田浄文 新興医学出版社 201710 1

6800 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784521745459 臨床神経生理検査入門：神経症状の客観的評価 宇川義一 中山書店 201710 1

6801 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784307050517 臨床脳波検査スキルアップ 所司睦文：小野澤裕也 第２版 金原出版 201709 1

6802 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784895905695 そこが知りたい！動脈血液ガス一刀両断！ イアン・Ａ．Ｍ．ヘネシ－：アラン・Ｇ．ジャップ エルゼビア・ジャパン(発売：三輪書
店)

201701 1

6803 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263731765 英語で伝える検査手順　採尿編：もう焦らない！！ ジェレミ－・ウィリアムス：小島多香子 医歯薬出版 201707 1

6804 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784498130388 帰ってきた竜馬先生の血液ガス白熱講義２２問 田中竜馬 中外医学社 201710 1

6805 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260032018 血液形態アトラス 矢冨裕：増田亜希子 医学書院 201707 1

6806 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784498224384 尿検査のみかた、考えかた 鈴木祐介 中外医学社 201804 1

6807 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784498130289 竜馬先生の血液ガス白熱講義１５０分 田中竜馬 中外医学社 201702 1

6808 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260028790 臨床検査技師のための血算の診かた 岡田定 医学書院 201704 1

6809 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784860921248 医療スタッフのための微生物検査のススメ：臨床現場の
診断・治療・看護・感染対策に活かす！

柳原克紀 ヴァンメディカル 201701 1

6810 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784874513088 抗酸菌検査攻略ガイド 御手洗聡 Ｖｅｒ．
１

結核予防会 201707 1

6811 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784895905978 臨床微生物検査ハンドブック 小栗豊子 第５版 三輪書店 201706 1

6812 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784884124007 デジタルパソロジ－入門 日本デジタルパソロジ－研究会 篠原出版新社 201709 1

6813 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784874022412 細胞診のすすめ方：基礎から学ぶ 西国広 第４版 松浪硝子工業(発売：近代出版（東
京）)

201804 1

6814 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784884123949 細胞診ワンポイント講座：知っていれば役立つ細胞所見 畠榮 篠原出版新社 201705 1

6815 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784880039169 非がん性慢性疼痛に対するオピオイド鎮痛薬処方ガイド
ライン

日本ペインクリニック学会非がん性慢性疼痛 改訂第２
版

真興交易医書出版部 201707 1

6816 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784816361982 Ｄｒ．とらますくの採血＆静脈ル－ト確保手技マスタ－
ノ－ト

佐藤智寛 ナツメ社 201703 1

6817 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784498130302 こういうことだったのか！！酸素療法 小尾口邦彦 中外医学社 201704 1
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6818 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758115674 あらゆる場面で自信がもてる！輸液療法はじめの一歩：
基本知識と状況に応じた考え方、ピットフォ－ル

石丸裕康 羊土社 201603 1

6819 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784765315494 カラ－図解ＰＥＧ完全攻略：胃ろうの適応・禁忌から造
設・管理・偶発症対策まで

竜田正晴：東野晃治 金芳堂 201212 1 追加

6820 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263222843 スタンダ－ド輸血検査テキスト 認定輸血検査技師制度協議会カリキュラム委 第３版 医歯薬出版 201709 1

6821 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784498019263 マンガで学ぶ自己血輸血 大久保光夫：桓田楠末 中外医学社 201709 1

6822 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784524259496 一般社団法人日本静脈経腸栄養学会静脈経腸栄養テキス
トブック

日本静脈経腸栄養学会 南江堂 201703 1

6823 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840458184 急性期ケアにおける輸液管理 丸山一男 メディカ出版 201608 1

6824 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784883788965 救急・集中治療のための輸液管理Ｑ＆Ａ：研修医からの
質問３８５

岡元和文 第３版 総合医学社 201703 1

6825 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784907176334 経腸栄養：管理プランとリスクマネジメント 吉田貞夫 サイオ出版 201505 1

6826 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840750042 血液製剤の使用にあたって 第５版 じほう 201709 1

6827 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784771904903 知っておきたい！予後まで考える！！周術期輸液・輸血
療法ＫＥＹＮＯＴＥ

飯島毅彦 克誠堂出版 201711 1

6828 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784498019225 内科系輸血ガイドブック 大坂顯通 中外医学社 201604 1

6829 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784525501112 輸液カテ－テル管理の実践基準：輸液治療の穿刺部位・
デバイス選択とカテ－テル管理ガ

日本ＶＡＤコンソ－シアム 南山堂 201601 1

6830 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260006637 輸液の知識と患者ケア：現場がみえる 中村美鈴：布宮伸 医学書院 200810 1 追加

6831 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784498019249 輸血学・血液学小事典 大坂顕通 中外医学社 201704 1

6832 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784498019201 輸血学テキスト 大坂顯通 中外医学社 201304 1

6833 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758117562 Ｄｒ．竜馬の病態で考える人工呼吸管理：人工呼吸器設
定の根拠を病態から理解し、ケ－ススタデ

田中竜馬 羊土社 201409 1

6834 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784498130364 こういうことだったのか！！ＮＰＰＶ 小尾口邦彦 中外医学社 201707 1

6835 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263236772 在宅人工呼吸器ケア実践ガイド：ＡＬＳ生活支援のため
の技術・制度・倫理

川口有美子：小長谷百絵 医歯薬出版 201606 1

6836 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784816361517 書いて覚える！　ハロ－キティの人工呼吸器ノ－ト 南雲秀子：中西美貴 ナツメ社 201703 1

6837 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758106979 人工呼吸管理に強くなる：人工呼吸の基礎から病態に応
じた設定，トラブル対応ま

讃井將満：大庭祐二 羊土社 201102 1

6838 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784780912241 人工呼吸管理の合格ポイント：一般病棟でもベテランが
いなくても使いこなせる１００

道又元裕 学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201604 1

6839 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784895929080 人工呼吸器の本エッセンス ウィリアム・オ－ウェンズ：田中竜馬 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201802 1

6840 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784916166661 ＡＨＡ心肺蘇生と救急心血管治療のためのガイドライン
アップデ－ト：日本語版．２０１５

アメリカ心臓協会 Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｈｅａｒｔ　Ａｓ
ｓｏｃ(発売：シナジ－（渋谷区）)

201608 1

6841 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784498066922 ＥＲ・ＩＣＵ　１００のスタンダ－ド 志馬伸朗 中外医学社 201710 1

6842 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784908083242 ＥＲは最初の１時間を支配せよ！：腹部症状患者への対
応

田中敏春：佐藤信宏 シ－ビ－ア－ル 201801 1

6843 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758117814 ＥＲ実践ハンドブック：現場で活きる初期対応の手順と
判断の指針

樫山鉄矢：清水敬樹 羊土社 201510 1

6844 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784784946051 ＥＲ必携救急外来Ｔｉｐｓ１１２１ 山本基佳 日本医事新報社 201704 1

6845 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784892698859 ＪＰＴＥＣガイドブック ＪＰＴＥＣ協議会 改訂第２
版

へるす出版 201603 1

6846 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784907095413 ＰＯＴ　Ｂａｓｉｃガイドブック：救急救命士心肺停止
前トレ－ニング

尾方純一 ぱ－そん書房 201712 1

6847 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784434207303 いざという時の救急医療基本用語集 町井紀之：古口徳雄 五曜書房(発売：星雲社) 201509 1

6848 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784524269303 イラストで見る救急医療：病態と治療のエッセンス 松本真希 南江堂 201204 1 追加
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6849 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784776018254 ポケット版ＥＲ・救急チェック帳 井上茂亮：剱持雄二 日総研出版 201705 1

6850 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263731635 マイナ－エマ－ジェンシ－ フィリップ・バタラヴォリ：スティ－ヴン・Ｍ．レフラ
－

原著第３
版

エルゼビア・ジャパン(発売：医歯薬
出版)

201503 1

6851 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758117913 気道管理に強くなる：エビデンスに基づいた、確実に気
道確保するための考え

上嶋浩順：駒沢伸泰 羊土社 201605 1

6852 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840459266 救急・ＩＣＵですぐに役立つ“超”ガイドラインこれだ
けＢＯＯＫ：看護師・研修医必携

阿南英明 メディカ出版 201701 1

6853 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784883786602 救急・集中治療最新ガイドライン．２０１８－’１９ 岡元和文 総合医学社 201802 1

6854 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758117647 救急ＩＣＵ薬剤ノ－ト：希釈まで早わかり！ 清水敬樹 羊土社 201502 1

6855 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784990950514 救急外来診療の原則集：あたりまえのことをあたりまえ
に

坂本壮 シ－ニュ 201711 1

6856 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840461443 救急救命スタッフのためのＩＴＬＳ：オ－ルカラ－ ジョン・エモリ－・キャンプベル：ロイ・Ｌ．アルソン 第３版 メディカ出版 201703 1

6857 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840462068 救急救命スタッフのためのＩＴＬＳアクセス：車両事故
における外傷受傷者救出のプロトコ－ル

ロイ・Ｌ．アルソン：Ｗｍ．ブル－ス・パタ－ソン 第２版 メディカ出版 201710 1

6858 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784908980015 救急処置スキルブック．上巻 芦沢猛：齊藤英一 新訂版 晴れ書房 201612 1

6859 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784908980022 救急処置スキルブック．下巻 田中秀治（救急医学）：櫻井勝 新訂版 晴れ書房 201703 1

6860 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784892699450 救急診療指針 日本救急医学会：日本救急医学会専門医認定委員会 改訂第５
版

へるす出版 201804 1

6861 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784907095376 救急用語事典 坂本哲也：畑中哲生 改訂第２
版

ぱ－そん書房 201704 1

6862 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784892699252 緊急度判定支援システムＪＴＡＳ２０１７ガイドブック 日本救急医学会：日本救急看護学会 第２版 へるす出版 201705 1

6863 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784784945757 君ならどうする！？ＥＲ症例に学ぶ救急診療の思考プロ
セス

薬師寺泰匡：ＥＭＡｌｌｉａｎｃｅ教育班 日本医事新報社 201703 1

6864 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784883786596 集中治療医学レビュ－：最新主要文献と解説．２０１８
－’１９

岡元和文：大塚将秀 総合医学社 201802 1

6865 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784525410919 地域とつながる高齢者救急実践ガイド 太田祥一：羽生春夫 南山堂 201611 1

6866 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784895906081 内科当直医のためのＥＲのＴｉｐｓ：ジェネラルケ－ス
のディ－プアプロ－チとエビデンス

安藤裕貴 三輪書店 201710 1

6867 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784765317412 内科病棟・ＥＲトラブルシュ－ティング 上田剛士：高岸勝繁 金芳堂 201801 1

6868 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784830639661 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！．２０１８

田中秀治（救急医学） 文光堂 201708 1

6869 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784524258925 患者さんにみせて伝える吸入・点鼻・自己注射薬 川合眞一：北村正樹 南江堂 201710 1

6870 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784784946006 患者さん中心でいこう、ポリファ－マシ－対策 宮田靖志：矢吹拓 日本医事新報社 201704 1

6871 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784753228508 効果につなげる薬物治療アドヒアランスの改善：残薬問
題への処方箋

石井均 医薬ジャ－ナル社 201708 1

6872 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840750158 残薬対策ハンドブック：実際に残薬を減らした１６のア
プロ－チ

秋下雅弘：篠原久仁子 じほう 201709 1

6873 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758117791 症状と患者背景にあわせた頻用薬の使い分け 藤村昭夫 改訂版 羊土社 201509 1

6874 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840750004 抗菌薬サ－クル図デ－タブック 戸塚恭一：浜田康次 第３版 じほう 201712 1

6875 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758111171 あらゆる場面で使える鎮静・鎮痛Ｑ＆Ａ９６ 安宅一晃 羊土社 201608 1

6876 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784498057128 こうすればうまくいく！在宅ＰＣＡの手引き 首藤真理子：服部政治 中外医学社 201303 1 追加

6877 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758117838 ステロイドのエビデンス：ステロイドの使い方の答えは
ここにある

川合真一 羊土社 201511 1

6878 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758118224 ステロイドの選び方・使い方ハンドブック 山本一彦 改訂第３
版

羊土社 201803 1

6879 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784796521833 ケアに使える画像の見かた：Ｘ線写真・ＣＴ画像・エコ
－像・ＭＲＩ

久志本成樹 照林社 200811 1 追加
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6880 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784320061750 医用放射線辞典 医用放射線辞典編集委員会 第５版 共立出版 201304 1

6881 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784860034924 診療放射線学辞典 渡部洋一：金森勇雄 医療科学社 201709 1

6882 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784864876735 診療放射線技師（診療放射線技師学生）のための医学用
語集

東京都診療放射線技師会 三恵社(発売：ＪＲＣ) 201705 1

6883 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758317252 人体のメカニズムから学ぶ放射線生物学 松本義久 メジカルビュ－社 201702 1

6884 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784815701208 ＣＴ・ＭＲＩ画像解剖ポケットアトラス．３ トルステン・Ｂ．メ－ラ－：エミ－ル・レイフ 第４版 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201803 1

6885 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784524254859 胃Ｘ線検診のための読影判定区分アトラス 日本消化器がん検診学会：胃がん検診精度管理委員会 南江堂 201706 1

6886 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784521745442 消化器画像診断アトラス 下瀬川徹：小池智幸 中山書店 201709 1

6887 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260030571 腹部血管画像解剖アトラス 衣袋健司 医学書院 201710 1

6888 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263214060 ＳＰＭ８脳画像解析マニュアル：ｆＭＲＩ，拡散テンソ
ルへの応用

菊池吉晃：妹尾淳史 医歯薬出版 201207 1 追加

6889 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784752990321 患者とできるフォ－ムロ－ラ－パ－ソナルセラピ－ 福辻鋭記：市川繁之 医道の日本社 201712 1

6890 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260000352 理学療法学事典 内山靖：奈良勲 医学書院 200604 1 追加

6891 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784784942664 患者指導のための水と健康ハンドブック：科学的な飲水
から水中運動まで

武藤芳照：水と健康医学研究会 日本医事新報社 200603 1 追加

6892 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784779219955 酸素療法マニュアル 日本呼吸ケア・リハビリテ－ション学会酸素：日本呼吸
器学会肺生理専門委員会

日本呼吸ケア・リハビリテ－ション学
会(発売：メディカルレビュ－社)

201711 1

6893 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263240755 Ｍ－Ｔｅｓｔ基本ガイド経絡テストからの展開 向野義人 医歯薬出版 201705 1

6894 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784752930921 今すぐ始めたい人の在宅マッサ－ジ入門 澤登拓 医道の日本社 201104 1 追加

6895 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840453387 脳神経外科の手術看護パーフェクトマニュアル: 解剖か
ら主要手術の看護のポイントまで!

吉村 紳一 メディカ出版 201502 1 追加

6896 第１年次 和書 医学 内科学 9784895928847 総合内科病棟マニュアル 筒泉貴彦：山田悠史 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201705 1

6897 第１年次 和書 医学 内科学 9784880039183 慢性疼痛治療ガイドライン 「慢性の痛み診療・教育の基盤となるシステ：慢性疼痛
治療ガイドライン作成ワ－キンググ

真興交易医書出版部 201803 1

6898 第１年次 和書 医学 内科学 9784787823373 自己炎症性疾患診療ガイドライン．２０１７ 日本小児リウマチ学会 診断と治療社 201712 1

6899 第１年次 和書 医学 内科学 9784307101851 外来血糖管理マニュアル：理論と実践 松田昌文 金原出版 201704 1

6900 第１年次 和書 医学 内科学 9784263731758 最新アミロイド－シスのすべて：診療ガイドライン２０
１７とＱ＆Ａ

安東由喜雄：植田光晴 医歯薬出版 201703 1

6901 第１年次 和書 医学 内科学 9784904363669 糖尿なのに脂質（あぶら）が主因！：糖尿病とその合併
症予防の脂質栄養ガイドライン

日本脂質栄養学会：糖尿病・生活習慣病予防委員会 日本脂質栄養学会(発売：クオリティ
ケア)

201706 1

6902 第１年次 和書 医学 内科学 9784784944279 「緩やかな糖質制限」ハンドブック：糖尿病食事療法の
ベストチョイス

山田悟 ２版 日本医事新報社 201801 1

6903 第１年次 和書 医学 内科学 9784524252848 高齢者糖尿病診療ガイドライン．２０１７ 日本老年医学会：日本糖尿病学会 南江堂 201706 1

6904 第１年次 和書 医学 内科学 9784787823038 シェ－グレン症候群診療ガイドライン．２０１７年版 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策：住田孝之 診断と治療社 201704 1

6905 第１年次 和書 医学 内科学 9784784954124 全身性エリテマト－デス臨床マニュアル 橋本博史 第３版 日本医事新報社 201709 1

6906 第１年次 和書 医学 内科学 9784498129986 誰にでもできる薬物依存症の診かた 成瀬暢也 中外医学社 201706 1

6907 第１年次 和書 医学 内科学 9784260019033 血液病レジデントマニュアル 神田伸明 第２版 医学書院 201402 1 追加

6908 第１年次 和書 医学 内科学 9784521742793 血液疾患診断・治療指針：最新ガイドライン準拠 金倉譲 中山書店 201510 1

6909 第１年次 和書 医学 内科学 9784524255771 発熱性好中球減少症（ＦＮ）診療ガイドライン：がん薬
物療法時の感染対策

日本臨床腫瘍学会 改訂第２
版

南江堂 201710 1

6910 第１年次 和書 医学 内科学 9784758300322 日本医師会生涯教育シリ－ズ 高齢者診療マニュアル 林泰史：大内尉義 日本医師会(発売：メジカルビュ－社) 200912 1
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6911 第１年次 和書 医学 内科学 9784784944149 高齢者総合診療ノ－ト：すぐに使える 大庭建三 第２版 日本医事新報社 201712 1

6912 第１年次 和書 医学 内科学 9784916166654 ＥＣＣ（救急心血管治療）ハンドブック：ヘルスケアプ
ロバイダ－向け．２０１５

アメリカ心臓協会：池上敬一 Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｈｅａｒｔ　Ａｓ
ｓｏｃ(発売：シナジ－（渋谷区）)

201606 1

6913 第１年次 和書 医学 内科学 9784524252978 循環器内科ゴ－ルデンハンドブック 半田俊之介：伊苅裕二 改訂第４
版

南江堂 201804 1

6914 第１年次 和書 医学 内科学 9784521742595 循環器臨床サピア 心臓リハビリテ－ション：実践マニュアル 長山雅俊 改訂第２
版

中山書店 201508 1 追加

6915 第１年次 和書 医学 内科学 9784830619342 ザ・ベスト・トリ－トメント！心臓弁膜症：ガイドライ
ンを深読み・先読みする

伊藤浩（内科医） 文光堂 201703 1

6916 第１年次 和書 医学 内科学 9784758314473 ザ・マニュアル心不全の心カテ 猪又孝元：石原嗣郎 メジカルビュ－社 201804 1

6917 第１年次 和書 医学 内科学 9784758107532 格段にうまくいくカテ－テルアブレ－ションの基本とコ
ツ：エキスパ－トが教える安全・確実な手技と合併症対
策

高橋淳 羊土社 201504 1

6918 第１年次 和書 医学 内科学 9784883786626 冠攣縮性狭心症の見方と考え方：患者さんへの説明の仕
方もわかる

末田章三 総合医学社 201803 1

6919 第１年次 和書 医学 内科学 9784840461504 国循心臓リハビリテ－ション実践マニュアル 後藤葉一 メディカ出版 201708 1

6920 第１年次 和書 医学 内科学 9784830619656 Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｈｅａ
ｒｔ　Ｆａｉｌｕｒｅ

明日から役立つ急性心不全薬物治療のテクニック 佐藤直樹：松崎益徳 文光堂 201703 1

6921 第１年次 和書 医学 内科学 9784524256143 冷凍カテ－テルアブレ－ション治療ハンドブック 沖重薫 南江堂 201707 1

6922 第１年次 和書 医学 内科学 9784787822765 ＡＮＣＡ関連血管炎診療ガイドライン．２０１７ 厚生労働省：有村義宏 診断と治療社 201702 1

6923 第１年次 和書 医学 内科学 9784907130046 動脈硬化性疾患予防ガイドライン．２０１７年版 日本動脈硬化学会 日本動脈硬化学会 201707 1

6924 第１年次 和書 医学 内科学 9784524252855 日本整形外科学会症候性静脈血栓塞栓症予防ガイドライ
ン２０１７

日本整形外科学会 南江堂 201705 1

6925 第１年次 和書 医学 内科学 9784524252237 末梢血管疾患診療マニュアル 東谷迪昭：尾原秀明 南江堂 201803 1

6926 第１年次 和書 医学 内科学 9784892699436 エビデンスに基づいたリンパ浮腫実践ガイドブック：基
本手技と患者指導

北村薫（医師） へるす出版 201803 1

6927 第１年次 和書 医学 内科学 9784307203838 リンパ浮腫診療ガイドライン．２０１８年版 日本リンパ浮腫学会 金原出版 201803 1

6928 第１年次 和書 医学 内科学 9784830622380 腫瘍病理鑑別診断アトラス 定平吉都：北川昌伸 文光堂 201306 1

6929 第１年次 和書 医学 内科学 9784787823311 先天性骨髄不全症診療ガイドライン．２０１７ 日本小児血液・がん学会 診断と治療社 201710 1

6930 第１年次 和書 医学 内科学 9784753228386 造血細胞移植学会ガイドライン．第４巻 日本造血細胞移植学会ガイドライン委員会 医薬ジャ－ナル社 201705 1

6931 第１年次 和書 医学 内科学 9784840437233 在宅酸素療法ケアマニュアル：病棟・外来・訪問ＨＯＴ
スタッフ必携

大阪府立呼吸器・アレルギ－医療センタ－：石原英樹 メディカ出版 201203 1 追加

6932 第１年次 和書 医学 内科学 9784830617355 ガイドライン＋αの危険な咳・そうでない咳の見分け方 松瀬厚人 文光堂 201708 1

6933 第１年次 和書 医学 内科学 9784784944019 かぜ診療マニュアル：かぜとかぜにみえる重症疾患の見
わけ方

山本舜悟：守屋章成 第２版 日本医事新報社 201702 1

6934 第１年次 和書 医学 内科学 9784758117951 咳の診かた、止めかた：ガイドラインだけではわからな
い日常診療の疑問に答え

藤森勝也 羊土社 201611 1

6935 第１年次 和書 医学 内科学 9784524237890 現場で役立つ呼吸器診療レシピ：検査ができない！？専
門医がいない！？

長尾大志 南江堂 201803 1

6936 第１年次 和書 医学 内科学 9784524259649 呼吸器疾患：Ｃｌｉｎｉｃａｌ－Ｒａｄｉｏｌｏｇｉｃ
ａｌ－Ｐａｔｈｏｌｏｇｉｃａｌ：臨床・画像・病理を
通して理解できる！

藤田次郎：大朏祐治 南江堂 201704 1

6937 第１年次 和書 医学 内科学 9784525248017 日本医師会生涯教育シリ－ズ 呼吸器疾患診療マニュアル 工藤翔二：相澤久道 日本医師会(発売：南山堂) 200811 1

6938 第１年次 和書 医学 内科学 9784758117784 臨床医が知っておきたい呼吸器病理の見かたのコツ：病
理像＋Ｘ線・ＣＴで一目でわかる！

河端美則：清水禎彦 羊土社 201504 1

6939 第１年次 和書 医学 内科学 9784524258246 新肺高血圧症診療マニュアル：根治を目指す最新の治療
指針

伊藤浩（内科医）：松原広己 南江堂 201703 1

6940 第１年次 和書 医学 内科学 9784524255764 特発性肺線維症の治療ガイドライン．２０１７ 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研：日本呼吸
器学会

南江堂 201702 1

6941 第１年次 和書 医学 内科学 9784753228461 肺がん支持療法マニュアル 山本信之：三浦理 医薬ジャ－ナル社 201710 1
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6942 第１年次 和書 医学 内科学 9784307203746 肺癌診療ガイドライン：ＩＶ期非小細胞肺癌薬物療法．
２０１７年版

日本肺癌学会 金原出版 201712 1

6943 第１年次 和書 医学 内科学 9784260035972 消化器内科診療レジデントマニュアル 工藤正俊 医学書院 201811 1 追加

6944 第１年次 和書 医学 内科学 9784758110594 うまく続ける！消化器がん薬物療法の基本とコツ：１ｓ
ｔライン、２ｎｄラインのレジメン選択と休薬・減

加藤健：森実千種 羊土社 201604 1

6945 第１年次 和書 医学 内科学 9784865172164 上部消化管内視鏡スクリ－二ング検査マニュアル 日本消化器内視鏡学会 医学図書出版 201705 1

6946 第１年次 和書 医学 内科学 9784307203692 食道癌診療ガイドライン．２０１７年版 日本食道学会 金原出版 201706 1

6947 第１年次 和書 医学 内科学 9784524258963 便失禁診療ガイドライン２０１７年版．２０１７年版 日本大腸肛門病学会 南江堂 201703 1

6948 第１年次 和書 医学 内科学 9784524255757 慢性便秘症診療ガイドライン．２０１７ 日本消化器病学会関連研究会：慢性便秘の診断・治療研
究会

南江堂 201710 1

6949 第１年次 和書 医学 内科学 9784260035378 ＩＰＭＮ国際診療ガイドライン：日本語版．２０１７年
版

国際膵臓学会ワ－キンググル－プ：田中雅夫 医学書院 201802 1

6950 第１年次 和書 医学 内科学 9784877941772 ウイルス肝炎感染防止ガイドライン：日常生活でお子さ
んから高齢者まで、みんなを肝炎ウイ

四柳宏 協和企画（港区） 201601 1

6951 第１年次 和書 医学 内科学 9784260030427 肝疾患レジデントマニュアル 柴田実（医師）：加藤直也 第３版 医学書院 201706 1

6952 第１年次 和書 医学 内科学 9784524254248 肝疾患治療マニュアル：ガイドラインを理解し、応用す
る

竹原徹郎：持田智 南江堂 201706 1

6953 第１年次 和書 医学 内科学 9784787823243 膵外分泌不全診療マニュアル：膵性消化吸収不良と膵性
糖尿病の診断と治療

中村光男（医師）：竹内正（医師） 診断と治療社 201710 1

6954 第１年次 和書 医学 内科学 9784307203739 肝癌診療ガイドライン．２０１７年版 日本肝臓学会 金原出版 201710 1

6955 第１年次 和書 医学 内科学 9784524252367 甲状腺クリ－ゼ診療ガイドライン．２０１７ 日本甲状腺学会：日本内分泌学会 南江堂 201709 1

6956 第１年次 和書 医学 内科学 9784260030397 内分泌代謝疾患レジデントマニュアル 吉岡成人：和田典男 第４版 医学書院 201704 1

6957 第１年次 和書 医学 内科学 9784260028585 認知症疾患診療ガイドライン２０１７ 日本神経学会：「認知症疾患診療ガイドライン」作成委
員会

医学書院 201708 1

6958 第１年次 和書 医学 内科学 9784897753652 サルコぺニア診療ガイドライン．２０１７年版 サルコペニア診療ガイドライン作成委員会 日本サルコペニア・フレイル学会(発
売：ライフサイエンス出版)

201712 1

6959 第１年次 和書 医学 内科学 9784830620485 リウマチ・膠原病治療薬ハンドブック 川畑仁人 文光堂 201804 1 追加

6960 第１年次 和書 医学 内科学 9784524259526 リウマチ・膠原病診療ゴ－ルデンハンドブック 竹内勤 南江堂 201701 1

6961 第１年次 和書 医学 内科学 9784895928946 関節リウマチの画像診断：診断の基本から鑑別診断まで 杉本英治：神島保 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201709 1

6962 第１年次 和書 医学 内科学 9784882829812 筋骨格系の触診マニュアル ジョセフ・Ｅ・マスコリ－ノ：丸山仁司 第２版
改訂新版

ガイアブックス 201703 1

6963 第１年次 和書 医学 内科学 9784787823137 成人スチル病診療ガイドライン．２０１７年版 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策 診断と治療社 201711 1

6964 第１年次 和書 医学 内科学 9784784954254 線維筋痛症診療ガイドライン．２０１７ 日本線維筋痛症学会：日本医療研究開発機構線維筋痛症
研究班

日本医事新報社 201710 1

6965 第１年次 和書 医学 内科学 9784880021942 神経内科検査・処置マニュアル 阿部康二 ポケット
版

新興医学出版社 201604 1 追加

6966 第１年次 和書 医学 内科学 9784907921101 Ｋａｉｂａ・ｈａｎｄｂｏｏｋ・ｓｅ
ｒｉｅｓ

精神科研修ハンドブック 岸本年史：長尾卓夫 第５版
（新訂）

海馬書房 201609 1 追加

6967 第１年次 和書 医学 内科学 9784260118743 臨床神経学用語集 岩崎祐三：田代邦雄 医学書院 200205 1 追加

6968 第１年次 和書 医学 内科学 9784260024174 神経内科ハンドブック：鑑別診断と治療 水野美邦 第５版 医学書院 201609 1

6969 第１年次 和書 医学 内科学 9784535983335 精神医学ハンドブック：医学・保健・福祉の基礎知識 山下格 第７版 日本評論社 201010 1

6970 第１年次 和書 医学 内科学 9784498229006 精神科レジデントハンドブック 平安良雄：横浜市立大学医学部精神医学教室 第３版 中外医学社 201706 1

6971 第１年次 和書 医学 内科学 9784260030199 精神科レジデントマニュアル 三村將 医学書院 201703 1

6972 第１年次 和書 医学 内科学 9784535984608 精神病理学の基本問題 深尾憲二朗 日本評論社 201709 1
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6973 第１年次 和書 医学 内科学 9784260019071 ＤＳＭ－５精神疾患の診断・統計マニュアル 米国精神医学会：高橋三郎 医学書院 201406 1 追加

6974 第１年次 和書 医学 内科学 9784883786398 精神科のくすりハンドブック 樋口輝彦 第２版 総合医学社 201604 1 追加

6975 第１年次 和書 医学 内科学 9784898015674 ＡＡＳＭによる睡眠および随伴イベントの判定マニュア
ル：ル－ル、用語、技術仕様の詳細．ＶＥＲＳＩＯＮ
２．３

米国睡眠医学会：日本睡眠学会 ライフ・サイエンス 201702 1

6976 第１年次 和書 医学 内科学 9784791109746 こころの治療薬ハンドブック 井上猛：桑原斉 第１１版 星和書店 201801 1

6977 第１年次 和書 医学 内科学 9784260030205 こころの病を診るということ：私の伝えたい精神科診療
の基本

青木省三 医学書院 201704 1

6978 第１年次 和書 医学 内科学 9784525248314 日本医師会生涯教育シリ－ズ 神経・精神疾患診療マニュアル 飯森真喜雄：内山真一郎 日本医師会(発売：南山堂) 201311 1

6979 第１年次 和書 医学 内科学 9784260017541 神経救急・集中治療ハンドブック：Ｃｒｉｔｉｃａｌ
Ｃａｒｅ　Ｎｅｕｒｏｌｏｇｙ

篠原幸人：永山正雄 第２版 医学書院 201708 1

6980 第１年次 和書 医学 内科学 9784498129900 精神科治療薬ハンドブック 上島国利 改訂７版 中外医学社 201706 1

6981 第１年次 和書 医学 内科学 9784880027609 精神科領域のチ－ム医療実践マニュアル 山本賢司 新興医学出版社 201602 1

6982 第１年次 和書 医学 内科学 9784260032056 精神障害のある救急患者対応マニュアル 上條吉人 第２版 医学書院 201710 1

6983 第１年次 和書 医学 内科学 9784815701154 精神診療プラチナマニュアル 松崎朝樹 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201803 1

6984 第１年次 和書 医学 内科学 9784260016728 精神療法の基本：支持から認知行動療法まで 堀越勝：野村俊明 医学書院 201211 1

6985 第１年次 和書 医学 内科学 9784260032391 発達障害支援の実際：診療の基本から多様な困難事例へ
の対応まで

内山登紀夫 医学書院 201711 1

6986 第１年次 和書 医学 内科学 9784498228641 アトラス脳腫瘍病理 中里洋一 中外医学社 201710 1

6987 第１年次 和書 医学 内科学 9784260024143 行動変容を導く！上肢機能回復アプロ－チ：脳卒中上肢
麻痺に対する基本戦略

道免和久：竹林崇 医学書院 201710 1

6988 第１年次 和書 医学 内科学 9784260030601 多発性硬化症・視神経脊髄炎診療ガイドライン２０１７ 日本神経学会 医学書院 201706 1

6989 第１年次 和書 医学 内科学 9784524252220 単純ヘルペス脳炎診療ガイドライン．２０１７ 日本神経感染症学会：日本神経学会 南江堂 201708 1

6990 第１年次 和書 医学 内科学 9784903849393 二分脊椎に伴う下部尿路機能障害の診察ガイドライン．
２０１７年版

日本排尿機能学会：日本泌尿器科学会 リッチヒルメディカル 201710 1

6991 第１年次 和書 医学 内科学 9784877941949 脳卒中治療ガイドライン〈２０１５〉追補２０１７対応 日本脳卒中学会：脳卒中ガイドライン委員会 第２版 協和企画（港区） 201710 1

6992 第１年次 和書 医学 内科学 9784787822369 必携脳卒中ハンドブック：脳卒中治療ガイドライン２０
１５準拠

高嶋修太郎：伊藤義彰 改訂第３
版

診断と治療社 201709 1

6993 第１年次 和書 医学 内科学 9784260035491 てんかん診療ガイドライン．２０１８ 日本神経学会：「てんかん診療ガイドライン」作成委員
会

医学書院 201803 1

6994 第１年次 和書 医学 内科学 9784498064287 パ－キンソン病における下部尿路機能障害診療ガイドラ
イン

日本排尿機能学会：パ－キンソン病における下部尿路機
能障害診

中外医学社 201704 1

6995 第１年次 和書 医学 内科学 9784784945665 はじめてのてんかん・けいれん診療：上手な説明・コン
サルテ－ションの仕方

小出泰道 日本医事新報社 201703 1

6996 第１年次 和書 医学 内科学 9784863511316 ＢＰＳＤに対する抗精神病薬治療ガイドライン：認知症
の焦燥や精神病症状に対して

ＡｍｅｒｉｃａｎＰｓｙｃｈｉａｔｒｉｃ：新井平伊 ワ－ルドプランニング 201711 1

6997 第１年次 和書 医学 内科学 9784784945801 認知症のかんたん診断と治療：明日から役立つ 平川亘 日本医事新報社 201704 1

6998 第１年次 和書 医学 内科学 9784498228924 認知症診療実践ハンドブック 山田正仁 中外医学社 201711 1

6999 第１年次 和書 医学 内科学 9784260024914 統合失調症薬物治療ガイドライン 日本神経精神薬理学会 医学書院 201605 1 追加

7000 第１年次 和書 医学 内科学 9784260032063 うつ病治療ガイドライン 日本うつ病学会：気分障害の治療ガイドライン作成委員
会

第２版 医学書院 201706 1

7001 第１年次 和書 医学 内科学 9784839214401 院内感染防止手順：すぐ実践できる 切替照雄：川名明彦 第３版 メヂカルフレンド社 201204 1 追加

7002 第１年次 和書 医学 内科学 9784815701130 感染症プラチナマニュアル．２０１８ 岡秀昭 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201803 1

7003 第１年次 和書 医学 内科学 9784815701147 感染症プラチナマニュアルＧｒａｎｄｅ．２０１８ 岡秀昭 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201803 1
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7004 第１年次 和書 医学 内科学 9784990722128 感染症診断に役立つグラム染色：実践永田邦昭のグラム
染色カラ－アトラス

永田邦昭 第２版 シ－ニュ 201410 1

7005 第１年次 和書 医学 内科学 9784758317726 治療に役立つグラム染色：感染の有無をみる！　菌を推
定する！　抗菌薬の感受性

高橋幹夫：櫻井滋 メジカルビュ－社 201705 1

7006 第１年次 和書 医学 内科学 9784758117746 目で見る感染症：見ためでここまで診断できる！感染症
の画像アトラス

原永修作：藤田次郎 羊土社 201506 1

7007 第１年次 和書 医学 内科学 9784780909517 目で診る感染症アトラス 石井則久 学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201710 1

7008 第１年次 和書 医学 内科学 9784880039152 日本版敗血症診療ガイドライン２０１６　（Ｊ－ＳＳＣ
Ｇ２０１６）　ダイジェスト版

日本集中治療医学会：日本救急医学会 真興交易医書出版部 201703 1

7009 第１年次 和書 医学 内科学 9784498130326 かぜ診療の基本 橋本浩 中外医学社 201704 1

7010 第１年次 和書 医学 内科学 9784914909376 こうすれば出来るウイルス院内感染対策：麻疹・風疹・
水痘・ムンプス

浅利誠志 最新医学社 200704 1

7011 第１年次 和書 医学 内科学 9784787822826 慢性活動性ＥＢウイルス感染症とその類縁疾患の診療ガ
イドライン．２０１６

日本小児感染症学会 診断と治療社 201611 1

7012 第１年次 和書 医学 内科学 9784524252039 目からウロコのヘルペス診療ハンドブック：その診断・
治療で大丈夫？

白濱茂穂：渡辺大輔（医師） 南江堂 201710 1

7013 第１年次 和書 医学 内科学 9784834082692 はじめてであう小児科の本 山田真（小児科医） 改訂第４
版

福音館書店 201606 1 追加

7014 第１年次 和書 医学 内科学 9784907921125 Ｋａｉｂａ・ｈａｎｄｂｏｏｋ・ｓｅ
ｒｉｅｓ

小児科研修ハンドブック 廣瀬伸一 第２版 海馬書房 201611 1 追加

7015 第１年次 和書 医学 内科学 9784883786305 小児科診療ガイドライン：最新の診療指針 五十嵐隆 第３版 総合医学社 201603 1 追加

7016 第１年次 和書 医学 内科学 9784815919184 ＫＰＵＭ小児ＩＣＵマニュアル 橋本悟：佐和貞治 改訂第７
版

永井書店 201708 1

7017 第１年次 和書 医学 内科学 9784787820778 小児リハビリテ－ション評価マニュアル 問川博之：高橋秀寿 診断と治療社 201504 1

7018 第１年次 和書 医学 内科学 9784916166784 ＰＡＬＳ（小児二次救命措置）プロバイダ－マニュア
ル：ＡＨＡガイドライン２０１５準拠

アメリカ心臓協会 Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｈｅａｒｔ　Ａｓ
ｓｏｃ(発売：シナジ－（渋谷区）)

201801 1

7019 第１年次 和書 医学 内科学 9784840461214 ここまで使える新生児・小児のパルスオキシメトリ：Ｓ
ｐＯ２の基本と応用

細野茂春 メディカ出版 201612 1

7020 第１年次 和書 医学 内科学 9784895927376 ハリエットレ－ンハンドブック：ジョンズ・ホプキンス
病院小児科レジデントマニュアル

ミ－ガン・Ｍ．チュ－ディ－：クリスティン・Ｍ．アル
カラ

第２版 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201304 1

7021 第１年次 和書 医学 内科学 9784521734927 日本医師会生涯教育シリ－ズ 小児・思春期診療最新マニュアル 児玉浩子：早乙女智子 日本医師会(発売：中山書店) 201207 1

7022 第１年次 和書 医学 内科学 9784524258390 小児・新生児診療ゴ－ルデンハンドブック 東寛 改訂第２
版

南江堂 201605 1

7023 第１年次 和書 医学 内科学 9784892972393 小児の漢方治療ハンドブック：「証」と「生薬」から、
適切な投薬を

永田紀四郎 北方新社 201707 1

7024 第１年次 和書 医学 内科学 9784260030328 小児科外来処方マニュアル 清水俊明 医学書院 201804 1

7025 第１年次 和書 医学 内科学 9784521744865 小児科診断・治療指針：最新ガイドライン準拠．改訂第
２版

遠藤文夫 中山書店 201704 1

7026 第１年次 和書 医学 内科学 9784787819741 小児代謝疾患マニュアル ヨハネス・チョッケ：ゲオルク・Ｆ．ホフマン 改訂第２
版

診断と治療社 201302 1 追加

7027 第１年次 和書 医学 内科学 9784307170697 小児白血病・リンパ腫診療ガイドライン．２０１６年版 日本小児血液・がん学会 金原出版 201602 1 追加

7028 第１年次 和書 医学 内科学 9784877942038 食物アレルギ－診療ガイドライン２０１６ 日本小児アレルギ－学会：海老澤元宏 ２０１８
年改訂版

協和企画（港区） 201810 1 追加

7029 第１年次 和書 医学 内科学 9784784951963 保護者からの質問に自信を持って答える小児食物アレル
ギ－Ｑ＆Ａ

佐藤さくら：柳田紀之 日本医事新報社 201606 1 追加

7030 第１年次 和書 医学 内科学 9784787821874 新生児マススクリ－ニング対象疾患等診療ガイドライ
ン．２０１５

日本先天代謝異常学会 診断と治療社 201511 1

7031 第１年次 和書 医学 内科学 9784787823359 はじめて学ぶ小児血液・腫瘍疾患：Ｔｏ　Ｄｏ　＆　Ｎ
ｏｔ　Ｔｏ　Ｄｏで理解する

石黒精：加藤元博 診断と治療社 201711 1

7032 第１年次 和書 医学 内科学 9784787821249 はじめて学ぶ小児循環器 三浦大 診断と治療社 201504 1

7033 第１年次 和書 医学 内科学 9784877941925 小児気管支喘息治療・管理ガイドライン．２０１７ 荒川浩一：足立雄一 協和企画（港区） 201711 1

7034 第１年次 和書 医学 内科学 9784758317313 新生児先天性横隔膜ヘルニア（ＣＤＨ）診療ガイドライ
ン

新生児先天性横隔膜ヘルニア研究グル－プ メジカルビュ－社 201603 1
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7035 第１年次 和書 医学 内科学 9784787823083 小児消化器内視鏡ガイドライン．２０１７ 日本小児栄養消化器肝臓学会 診断と治療社 201705 1

7036 第１年次 和書 医学 内科学 9784521745756 小児内分泌学会ガイドライン集 日本小児内分泌学会 中山書店 201802 1

7037 第１年次 和書 医学 内科学 9784897753584 小児肥満症診療ガイドライン．２０１７ 日本肥満学会 ライフサイエンス出版 201705 1

7038 第１年次 和書 医学 内科学 9784787823199 小児腎血管性高血圧診療ガイドライン．２０１７ 日本小児腎臓病学会 診断と治療社 201709 1

7039 第１年次 和書 医学 内科学 9784787821485 小児泌尿器疾患診療ガイドブック：泌尿器科医，小児外
科医，小児科医も使える

島田憲次 診断と治療社 201501 1

7040 第１年次 和書 医学 内科学 9784787822055 夜尿症診療ガイドライン．２０１６ 日本夜尿症学会 診断と治療社 201606 1

7041 第１年次 和書 医学 内科学 9784779218811 若年性特発性関節炎診療ハンドブック．２０１７ 日本リウマチ学会小児リウマチ調査検討小委 メディカルレビュ－社 201704 1

7042 第１年次 和書 医学 内科学 9784524261659 小児心身医学会ガイドライン集：日常診療に活かす５つ
のガイドライン

日本小児心身医学会 改訂第２
版

南江堂 201507 1 追加

7043 第１年次 和書 医学 内科学 9784787821652 熱性けいれん診療ガイドライン．２０１５ 熱性けいれん診療ガイドライン策定委員会：日本小児神
経学会

診断と治療社 201503 1 追加

7044 第１年次 和書 医学 内科学 9784525282813 小児・思春期の頭痛の診かた：これならできる！頭痛専
門小児科医のアプロ－チ

藤田光江：荒木清 南山堂 201804 1

7045 第１年次 和書 医学 内科学 9784787822604 小児けいれん重積治療ガイドライン．２０１７ 日本小児神経学会：小児けいれん重積治療ガイドライン
策定ワ－

診断と治療社 201706 1

7046 第１年次 和書 医学 内科学 9784787822284 小児急性脳症診療ガイドライン．２０１６ 日本小児神経学会：日本小児神経学会 診断と治療社 201608 1

7047 第１年次 和書 医学 内科学 9784883786374 小児の予防接種ハンドブック 渡辺博 総合医学社 201603 1 追加

7048 第１年次 和書 医学 内科学 9784885632884 日常診療に役立つ小児感染症マニュアル．２０１７ 日本小児感染症学会 東京医学社 201710 1

7049 第１年次 和書 医学 内科学 9784524242887 新先天奇形症候群アトラス 成富研二：福嶋義光 改訂第２
版

南江堂 201508 1 追加

7050 第１年次 和書 医学 内科学 9784885632723 ２０１５ＣｏＳＴＲに基づいた新生児低体温療法実践マ
ニュアル

岩田欧介：田村正徳 東京医学社 201612 1

7051 第１年次 和書 医学 内科学 9784307170680 ＮＩＣＵマニュアル 新生児医療連絡会 第５版 金原出版 201407 1

7052 第１年次 和書 医学 内科学 9784840461658 ステップアップ新生児呼吸管理：Ｑ＆Ａで違いが分か
る・説明できる

長和俊 メディカ出版 201705 1

7053 第１年次 和書 医学 内科学 9784787822918 最新ＮＩＣＵマニュアル 京都府立医科大学附属病院：細井創 改訂第６
版

診断と治療社 201703 1

7054 第１年次 和書 医学 内科学 9784840457903 新生児の疾患・治療・ケア：家族への説明に使える！ 楠田聡 オ－ルカ
ラ－最新

メディカ出版 201604 1

7055 第１年次 和書 医学 内科学 9784840429016 新生児疾患カラ－アトラス 橋本武夫：竹内豊 メディカ出版 201402 1

7056 第１年次 和書 医学 内科学 9784885632426 新生児診療マニュアル 神奈川県立こども医療センタ－：大山牧子 第６版 東京医学社 201501 1

7057 第１年次 和書 医学 内科学 9784525281717 新生児蘇生法ＮＣＰＲ：ガイドライン２０１５準拠 水本洋 南山堂 201604 1

7058 第１年次 和書 医学 内科学 9784758317344 新生児蘇生法インストラクタ－マニュアル：日本版救急
蘇生ガイドライン２０１５に基づく

細野茂春 第４版 メジカルビュ－社 201604 1

7059 第１年次 和書 医学 内科学 9784840450287 体外循環による新生児急性血液浄化療法マニュアル 茨聡 メディカ出版 201412 1

7060 第１年次 和書 医学 内科学 9784787823045 東大病院新生児診療マニュアル 東京大学医学部小児科 診断と治療社 201704 1

7061 第１年次 和書 医学 内科学 9784840454698 エビデンスにもとづく早産児母乳育児マニュアル：ＮＩ
ＣＵでのＨｕｍａｎ　Ｍｉｌｋ安全安心取り扱い指

水野克己 メディカ出版 201511 1

7062 第１年次 和書 医学 内科学 9784263706091 子どもの食と栄養：健康と食べることの基本 高野陽：高橋種昭 第５版 医歯薬出版 201303 1

7063 第１年次 和書 医学 外科学 9784260032599 外科系医師のための手術に役立つ臨床研究 本多通孝 医学書院 201711 1

7064 第１年次 和書 医学 外科学 9784883786619 麻酔科学レビュ－：最新主要文献とガイドラインでみ
る．２０１８

山蔭道明：廣田和美 総合医学社 201803 1

7065 第１年次 和書 医学 外科学 9784260025362 がん化学療法レジメン管理マニュアル 青山剛：東加奈子 第２版 医学書院 201606 1 追加
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7066 第１年次 和書 医学 外科学 9784307101875 がん患者の消化器症状の緩和に関するガイドライン．２
０１７年版

日本緩和医療学会ガイドライン統括委員会 金原出版 201712 1

7067 第１年次 和書 医学 外科学 9784895928595 がん診療ポケットレファランス アレクサンダ－・Ｅ．ドリロン：マイケル・Ａ．ポス
トゥ

メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201605 1 追加

7068 第１年次 和書 医学 外科学 9784758318020 ハイリスクがん患者の化学療法ナビゲ－タ－：すぐに役
立つ　合併症があるときの抗がん剤の使い方

高野利実：尾崎由記範 改訂第２
版

メジカルビュ－社 201711 1

7069 第１年次 和書 医学 外科学 9784753228287 やさしいがん患者の代謝と栄養管理：病態の変化にそっ
た実践法

東口高志 医薬ジャ－ナル社 201701 1

7070 第１年次 和書 医学 外科学 9784758117661 緩和医療の基本と実践、手とり足とり教えます：がん患
者さんの身体と心の痛みの診かた

沢村敏郎 羊土社 201503 1

7071 第１年次 和書 医学 外科学 9784307301299 小児，思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療
ガイドライン．２０１７年版

日本癌治療学会 金原出版 201707 1

7072 第１年次 和書 医学 外科学 9784307203791 頭頚部癌診療ガイドライン．２０１８年版 日本頭頚部癌学会 第３版 金原出版 201712 1

7073 第１年次 和書 医学 外科学 9784260034579 脳と頭蓋底の血管系アトラス：臨床解剖のバリエ－ショ
ン

寳金清博：中山若樹 医学書院 201803 1

7074 第１年次 和書 医学 外科学 9784525312312 マギル胸部外科研修クイックマニュアル アミン・マダニ：ロレンツォ・フェリ 南山堂 201704 1

7075 第１年次 和書 医学 外科学 9784524251377 臨床実戦呼吸器外科の裏ワザ５１：知って役立つ現場の
テクニック

浦本秀隆：常塚宣男 南江堂 201705 1

7076 第１年次 和書 医学 外科学 9784307203814 胃癌治療ガイドライン：医師用 日本胃癌学会 ２０１８
年１月改

金原出版 201801 1

7077 第１年次 和書 医学 外科学 9784758110648 胆膵内視鏡の診断・治療の基本手技 糸井隆夫 第３版 羊土社 201710 1

7078 第１年次 和書 医学 外科学 9784307702270 スト－マ・排泄リハビリテ－ション学用語集 日本スト－マ・排泄リハビリテ－ション学会 第３版 金原出版 201502 1 追加

7079 第１年次 和書 医学 外科学 9784876476008 やさしいスト－マケア：人工肛門・人工膀胱との快適な
暮らし方

青木和恵：坂元敦子 改訂版 桐書房 200306 1 追加

7080 第１年次 和書 医学 外科学 9784260030441 脊椎手術解剖アトラス 菊地臣一 医学書院 201705 1

7081 第１年次 和書 医学 外科学 9784524259960 整形外科学用語集 日本整形外科学会 第８版 南江堂 201605 1

7082 第１年次 和書 医学 外科学 9784758115582 整形外科の基本：救急での診察・処置に自信がつく！ 高橋正明 羊土社 201509 1

7083 第１年次 和書 医学 外科学 9784521745381 整形外科保存療法実践マニュアル：運動器スペシャリス
トのための

日本臨床整形外科学会 中山書店 201708 1

7084 第１年次 和書 医学 外科学 9784524259731 骨折の治療指針とリハビリテ－ション：具体的プロトコ
－ルから基本をマスタ－！

酒井昭典：佐伯覚 南江堂 201706 1

7085 第１年次 和書 医学 外科学 9784524252862 橈骨遠位端骨折診療ガイドライン．２０１７ 日本整形外科学会：日本手外科学会 改訂第２
版

南江堂 201705 1

7086 第１年次 和書 医学 外科学 9784787823458 ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ・ナ－スを目指す人のためのリハビリ
テ－ション総論：要点整理と用語解説

椿原彰夫 改訂第３
版

診断と治療社 201712 1

7087 第１年次 和書 医学 外科学 9784758117869 その患者さん、リハ必要ですよ！！：病棟で、外来で、
今すぐ役立つ！評価・オ－ダ－・運動

若林秀隆 羊土社 201606 1

7088 第１年次 和書 医学 外科学 9784263217375 よくわかる内部障害の運動療法 上月正博：河村孝幸 医歯薬出版 201611 1 追加

7089 第１年次 和書 医学 外科学 9784307750493 リハビリのコミュ力：ＰＴ・ＯＴが現場ですぐに使える 西尾幸敏 金原出版 201701 1

7090 第１年次 和書 医学 外科学 9784758314992 基本動作の評価と治療アプロ－チ 弓岡光徳：廣瀬浩昭 メジカルビュ－社 201503 1 追加

7091 第１年次 和書 医学 外科学 9784880022000 急性期病院リハビリテ－ションマニュアル 安保雅博：角田亘 新興医学出版社 201707 1

7092 第１年次 和書 医学 外科学 9784908933110 疾患別リハビリテ－ションリスク管理マニュアル 聖マリアンナ医科大学病院リハビリテ－ショ ヒュ－マン・プレス 201804 1

7093 第１年次 和書 医学 外科学 9784796523820 ガイドラインに基づくまるわかり褥瘡ケア 田中マキ子 照林社 201607 1

7094 第１年次 和書 医学 外科学 9784758315982 こんなに役立つ皮膚科エコ－：しこりに潜むのは腫瘍だ
けじゃない！一般外来から在宅

清島真理子：渡邉恒夫 メジカルビュ－社 201706 1

7095 第１年次 和書 医学 外科学 9784521731728 在宅ケアに活かせる褥瘡予防のためのポジショニング：
やさしい動きと姿勢のつくり方

田中マキ子：下元佳子 中山書店 200909 1

7096 第１年次 和書 医学 外科学 9784830634659 皮膚リンパ腫アトラス 岩月啓氏：大島孝一 改訂・改
題第３版

文光堂 201705 1
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7097 第１年次 和書 医学 外科学 9784498063600 皮膚科カラ－アトラス：臨床像と組織像 石川治 第３版 中外医学社 201701 1

7098 第１年次 和書 医学 外科学 9784787823120 アルポ－ト症候群診療ガイドライン．２０１７ 日本小児腎臓病学会 診断と治療社 201706 1

7099 第１年次 和書 医学 外科学 9784885632815 エビデンスに基づくＩｇＡ腎症診療ガイドライン．２０
１７

丸山彰一 東京医学社 201706 1

7100 第１年次 和書 医学 外科学 9784885632822 エビデンスに基づくネフロ－ゼ症候群診療ガイドライ
ン．２０１７

丸山彰一 東京医学社 201706 1

7101 第１年次 和書 医学 外科学 9784885632839 エビデンスに基づく急速進行性腎炎症候群（ＲＰＧＮ）
診療ガイドライン．２０１７

丸山彰一 東京医学社 201706 1

7102 第１年次 和書 医学 外科学 9784885632808 エビデンスに基づく多発性嚢胞腎（ＰＫＤ）診療ガイド
ライン．２０１７

丸山彰一 東京医学社 201706 1

7103 第１年次 和書 医学 外科学 9784830620461 現場で役立つ腎臓内科ポケットブック 三瀬直文：石橋由孝 文光堂 201803 1

7104 第１年次 和書 医学 外科学 9784840425261 新しいＣＡＰＤケアマニュアル：患者さんの悩みに答え
る

川西秀樹 改訂２版 メディカ出版 200806 1 追加

7105 第１年次 和書 医学 外科学 9784779218644 腎癌診療ガイドライン．２０１７年版 日本泌尿器科学会 メディカルレビュ－社 201707 1

7106 第１年次 和書 医学 外科学 9784787822864 腎疾患患者の妊娠診療ガイドライン．２０１７ 日本腎臓学会学術委員会：腎疾患患者の妊娠：診療の手
引き改訂委員会

診断と治療社 201704 1

7107 第１年次 和書 医学 外科学 9784779218842 腎性低尿酸血症診療ガイドライン 日本痛風・核酸代謝学会 メディカルレビュ－社 201704 1

7108 第１年次 和書 医学 外科学 9784260030502 腎臓病診療レジデントマニュアル 小松康宏 医学書院 201710 1

7109 第１年次 和書 医学 外科学 9784498224322 専門医が伝える腎臓病診療基本レクチャ－ 富野康日己 中外医学社 201704 1

7110 第１年次 和書 医学 外科学 9784787822505 薬剤性腎障害（ＤＫＩ）診療Ｑ＆Ａ：ＤＫＩ診療ガイド
ラインを実践するために

山縣邦弘：臼井丈一 診断と治療社 201702 1

7111 第１年次 和書 医学 外科学 9784903849379 男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン 日本泌尿器科学会 リッチヒルメディカル 201704 1

7112 第１年次 和書 医学 外科学 9784784956661 明日から使える排尿障害診療ガイド【電子版付】 松尾朋博 第1版 日本医事新報社 201902 1 追加

7113 第１年次 和書 医学 外科学 9784779220340 前立腺がん検診ガイドライン．２０１８年版 日本泌尿器科学会 メディカルレビュ－社 201802 1

7114 第１年次 和書 医学 外科学 9784903849386 ＥＤ診療ガイドライン 日本性機能学会：日本泌尿器科学会 第３版 リッチヒルメディカル 201801 1

7115 第１年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784498060869 婦人科腫瘍遺伝カウンセリングマニュアル：付録：遺伝
カウンセリング資料

関沢明彦：佐村修 中外医学社 201803 1

7116 第１年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784307301350 産婦人科感染症マニュアル 日本産婦人科感染症学会 金原出版 201802 1

7117 第１年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784260032094 デジタルマンモグラフィ品質管理マニュアル 日本乳がん検診精度管理中央機構 第２版 医学書院 201711 1

7118 第１年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784862911728 マンモグラフィ撮影ＢＯＯＫ：追加撮影でもっとわか
る！

岡田智子 メディカルアイ 201804 1

7119 第１年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784787822529 周産期医療にかかわる人のためのやさしくわかる胎盤の
みかた・調べかた

松岡健太郎：左合治彦 診断と治療社 201605 1

7120 第１年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784758317566 妊婦の糖代謝異常診療・管理マニュアル 日本糖尿病・妊娠学会 改訂第２
版

メジカルビュ－社 201812 1 追加

7121 第１年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784307351669 ハ－バ－ド大学眼科イラストレイテッドマニュアル ピ－タ－・Ｋ．カイザ－：ニ－ル・Ｊ．フレッドマン 原著第４
版

エルゼビア・ジャパン(発売：金原出
版)

201710 1

7122 第１年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784865192407 ここからスタ－ト！眼形成手術の基本手技 鹿嶋友敬：今川幸宏 全日本病院出版会 201801 1

7123 第１年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784830655494 眼底疾患パ－フェクトアトラス 飯田知弘：近藤峰生 文光堂 201703 1

7124 第１年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784771904798 眼瞼・眼窩・涙道の外科：スグに役立つ基本知識～高度
技術

細川亙：垣淵正男 克誠堂出版 201704 1

7125 第１年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784784945955 プライマリケアで一生使える耳鼻咽喉科診療 高橋優二 日本医事新報社 201703 1

7126 第１年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784521745183 ＥＮＴ臨床フロンティアＮｅｘｔ 耳鼻咽喉科標準治療のためのガイドライン活用術 小林俊光：高橋晴雄 中山書店 201705 1

7127 第１年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784830645617 ＰＴ・ＯＴのための嚥下・栄養マネジメント：明日から
役立つ臨床の要点

糸田昌隆：松尾善美 文光堂 201709 1
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7128 第１年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784830645235 はじめての訪問言語聴覚療法：「在宅で食べる」を支援
する！

大澤真理：千葉桂子 文光堂 201504 1 追加

7129 第１年次 和書 医学 歯科学 9784889242539 子どもの歯・口・食の問題をめぐる育児支援ガイド：保
護者の素朴な質問で困った時に役立つ手引き

小児科と小児歯科の保健検討委員会 日本小児医事出版社 201704 1

7130 第１年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784489022982 これで使える！保健師のためのデ－タ活用ブック 中板育美 東京図書 201810 1 追加

7131 第１年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784892698743 医療事故調運用ガイドライン 日本医療法人協会 へるす出版 201509 1

7132 第１年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784840454452 院内医療事故調査の指針：事故発生時の適切な対応が時
系列でわかる

飯田修平：「医療事故発生後の院内調査の在り方と方法 第２版 メディカ出版 201508 1

7133 第１年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784263237175 滅菌・消毒・洗浄ハンドブック：国際標準の感染予防対
策

ＩＣＨＧ研究会 医歯薬出版 201811 1 追加

7134 第１年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784840813884 薬剤師のための感染制御マニュアル 日本病院薬剤師会 第４版 薬事日報社 201704 1 追加

7135 第１年次 和書 医学 薬学 9784796523981 ナ－スのための基本薬 木津純子 照林社 201703 1

7136 第１年次 和書 医学 薬学 9784758109352 根拠からよくわかる注射薬・輸液の配合変化：基礎から
学べる、配合変化を起こさないためのコツとポ

赤瀬朋秀：中村均 Ｖｅｒ．
２

羊土社 201703 1

7137 第１年次 和書 医学 薬学 9784779219788 治療薬ＵＰ－ＴＯ－ＤＡＴＥ：ポケット判．２０１８年
版

矢崎義雄：松澤佑次 メディカルレビュ－社 201801 1

7138 第１年次 和書 医学 薬学 9784840746304 現場ですぐに役立つ！処方箋の読み方：医療事故の当事
者にならないために…

中村均：後信 じほう 201601 1

7139 第１年次 和書 医学 薬学 9784840462105 ねころんで読める漢方薬：やさしい漢方入門書　ナ－ス
と研修医が知っておきたい

今津嘉宏 メディカ出版 201711 1

7140 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784780913019 フィジカルアセスメント完全ガイド：ＤＶＤ付き 藤崎郁 第３版 学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201712 1

7141 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784776013099 ヘンダ－ソンの看護観に基づく看護過程：看護計画立案
モデル

焼山和憲 第４版 日総研出版 200709 1 追加

7142 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784776016175 異変を訴える患者の急変前アセスメント：経過観察？コ
－ル？

佐藤健太 日総研出版 201211 1 追加

7143 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784878040726 外来看護パ－フェクトガイド：拡大する看護の役割と診
療報酬上の評価

数間恵子 看護の科学社 201306 1

7144 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260009331 看護学教育評価の基礎と実際：看護実践能力育成の充実
に向けて

田島桂子 第２版 医学書院 200906 1 追加

7145 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784776018766 看護学実習に役立つル－ブリック作成法と実用例 北川明 日総研出版 201808 1 追加

7146 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784907176167 看護学生のための実習記録の書き方 福田美和子 サイオ出版 201504 1

7147 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784878040627 看護観察と判断：看護実践の基礎となる患者のみかたと
アセスメント

川島みどり（看護学） 新装版 看護の科学社 201202 1

7148 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818016927 看護必要度：看護サ－ビスの新たな評価基準 岩澤和子：筒井孝子 第４版
（２０１
２

日本看護協会出版会 201210 1 追加

7149 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784907176488 関連図の書き方をマスタ－しよう 藏谷範子 サイオ出版 201511 1

7150 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784765317184 危機状況にある患者・家族の危機の分析と看護介入事例
集：フィンク／コ－ン／アグィレラ／ム－ス／家族の危
機モ

小島操子：佐藤禮子 第２版 金芳堂 201707 1

7151 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784890146598 基礎から学ぶ看護過程の展開：関連図で看護問題のつな
がりと焦点がみえてくる

山田ノリ子：武政奈保子 日総研出版 200204 1 追加

7152 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784776018346 自己理解・対象理解を深めるプロセスレコ－ド：プロセ
スレコ－ドが書ける、読める、評価できる本

長谷川雅美 第２版 日総研出版 201704 1 追加

7153 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784776018650 実習で悩む看護学生のつまずきを解決する個別対応策の
導き方：看護過程・実習記録の指導法

ロ－ザン由香里 日総研出版 201804 1

7154 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784839216023 症状別アセスメント：ナ－スが症状をマネジメントす
る！

塚本容子：石川倫子 メヂカルフレンド社 201601 1

7155 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784776014928 標準看護計画：現場ですぐ使える．第３巻 香川大学医学部附属病院 日総研出版 201003 1

7156 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784780912463 評価・選択・実行できる褥瘡ケアデビュ－ 丹波光子 学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201608 1

7157 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260020770 看護技術：ナラティヴが教えてくれたこと 吉田みつ子 医学書院 201412 1

7158 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784780911558 看護技術・ケア・アセスメントＱ＆Ａ：「なぜ？」が根
拠からわかる！

尾野敏明：道又元裕 学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201403 1 追加
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7159 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784780912364 看護技術がうまくなる！聴診　静脈注射　採血：見てす
ぐわかるケアに活かせる

「月刊ナ－シング」編集部 学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201606 1 追加

7160 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784896325119 看護技術がみえる．１ 医療情報科学研究所 メディックメディア 201403 1

7161 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784896324594 看護技術がみえる．２ 医療情報科学研究所 メディックメディア 201303 1

7162 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784907176433 看護技術のなぜ？ガイドブック 大川美千代 サイオ出版 201603 1

7163 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784904084199 看護技術の基礎理論 川島みどり（看護学） ライフサポ－ト社 201010 1 追加

7164 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784796522243 看護技術の根拠Ｑ＆Ａ：解剖生理の視点でわかる 竹内修二：松永保子 照林社 201011 1 追加

7165 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784780912029 看護技術プラクティス：医療安全と感染管理をふまえた 竹尾恵子 第３版動
画付き

学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201509 1 追加

7166 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784907176570 看護技術ベ－シックス 藤野彰子：長谷部佳子 新訂版第
２版

サイオ出版 201703 1

7167 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263237083 看護現場の疑問にこたえるＱ＆Ａでわかる輸血ケア 岩尾憲明 医歯薬出版 201809 1 追加

7168 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260038133 看護現場学への招待：エキスパ－トナ－スは現場で育つ 陣田泰子 第２版 医学書院 201902 1 追加

7169 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784816352119 看護師のための早引き検査値の読み方事典：オ－ルカラ
－

西崎統 ナツメ社 201204 1

7170 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784498075894 看護師のための臨床輸血：学会認定・臨床輸血看護師テ
キスト

学会認定・臨床輸血看護師制度カリキュラム 第２版 中外医学社 201709 1

7171 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784130624145 看護理工学 真田弘美：森武俊 東京大学出版会 201510 1 追加

7172 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260035637 基礎看護技術 阿曽洋子 第８版 医学書院 201902 1

7173 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263239711 基礎看護技術：ナ－シング・ポケットマニュアル 岡本恵里：玉木ミヨ子 医歯薬出版 201108 1 追加

7174 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260035630
→9784260035637

基礎看護技術・2 阿曽洋子：井上智子 第８版 医学書院 201903 1 追加

7175 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784287121009 急性期看護実習ガイド 壬生隆一：川本利恵子 医学出版(発売：日本コンピュ－タ協
会)

201109 1 追加

7176 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784895906234 見て整理し実践する基礎看護技術：臨床ですぐに役立つ
ｗｅｂ動画付き

藤井千枝子 三輪書店 201804 1

7177 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784816364228 現場ですぐに役立つ検査値の読み方：ナ－スのミカタ！ 西崎統 ナツメ社 201804 1

7178 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840446150 呼吸器外科の術前術後ケア：ナ－スのためのパ－フェク
トガイド

岡田守人 メディカ出版 201404 1 追加

7179 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784907176174 根拠から学ぶ基礎看護技術 江口正信 新訂版 サイオ出版 201504 1

7180 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784805855645 根拠がわかる看護マッサ－ジ：患者を癒やすリラクセ－
ション技術

岡本佐智子 中央法規出版 201708 1 追加

7181 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260032193 根拠と事故防止からみた基礎・臨床看護技術 任和子：井川順子 第２版 医学書院 201710 1

7182 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784805833551 根拠と写真で学ぶ看護技術．１ 中央法規出版 201109 1 追加

7183 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784805833568 根拠と写真で学ぶ看護技術．２ 中央法規出版 201109 1 追加

7184 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784805833575 根拠と写真で学ぶ看護技術．３ 中央法規出版 201109 1 追加

7185 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784796523059 最新エビデンスに基づく「ここが変わった」看護ケア 道又元裕 照林社 201310 1 追加

7186 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784524268047 疾患・症状別今日の治療と看護 永井良三：大田健 改訂第３
版

南江堂 201303 1 追加

7187 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784521734828 実践ですぐに役立つ指標・検査値ガイド 道又元裕 中山書店 201206 1 追加

7188 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784521734811 手術看護：動画でわかる 南淵明宏 中山書店 201206 1 追加

7189 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784890149216 周手術期看護の知識とケ－ススタディ：すぐに実践で活
かせる

中村美鈴 日総研出版 200405 1 追加
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7190 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260333573 周手術期看護ハンドブック ジェイン・Ｃ．ロスロック：竹花富子 医学書院 200408 1 追加

7191 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840457910 心臓外科手術と術後ケア術式別ポイントチェック：イラ
ストでどんな手術かよくわかる！

志水秀行 メディカ出版 201606 1 追加

7192 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840408059 新・麻酔看護マニュアル：重要項目や用語がわかるワン
ポイント解説つき

太城力良 メディカ出版 200309 1 追加

7193 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263237199 人体の構造からわかる看護技術のエッセンス：看護の視
点で学ぶ解剖学ワ－クブック付き

三木明徳：三谷理恵 医歯薬出版 201901 1 追加

7194 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784861865060 大学生のための援助技術論演習ノ－ト 杉本幸枝：土井英子 改訂版 ふくろう出版 201203 1 追加

7195 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263235409 仲間とみがく看護技術：イメ－ジ＆ビルド＆アクション 大森武子：大下静香 医歯薬出版 201006 1

7196 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784796523301 日常ケア場面でのポジショニング：写真でわかる看護技
術

田中マキ子 照林社 201409 1 追加

7197 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840468572 悲しいくらい人に聞けない看護技術：ズルカン２年生 中山有香里 メディカ出版 201902 1 追加

7198 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840442084 麻酔看護力ＵＰバッチリ使えるサポ－トブック：写真で
実践が身につく！ポイント・デ－タで知識が固ま

富井秋子 メディカ出版 201302 1 追加

7199 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260034425 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 医学書院 201712 1

7200 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784776015703 ３．１１東日本大震災看護管理者の判断と行動：患者・
スタッフをどう守ったか

山崎達枝 日総研出版 201110 1 追加

7201 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840441001 ア－トにあふれる看護のリ－ダ－湿布：みんなの仕事を
めちゃ×２楽しくする看護経営学

松村啓史 メディカ出版 201209 1 追加

7202 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784264032229 スピリチュアルケアにおける看護師の役割 シャロン・フィッシュ：ジュディス・アレン・シェリ－ いのちのことば社 201405 1 追加

7203 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784864390460 デキる看護師の思考法：問題解決型スキルで看護現場を
変革する

メディカルクリエイト：田中智恵子 日本医療企画 201204 1 追加

7204 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818021259 ナ－スが元気になる人事管理：ＷＬＢ成功メソッド１８ 竹中君夫 日本看護協会出版会 201808 1 追加

7205 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784525500511 ナ－スに必要な問題解決思考と病院デ－タ分析力：医療
の可視化から始める看護マネジメント

松田晋哉：伏見清秀 南山堂 201809 1 追加

7206 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784880035819 ナ－スのための遠隔情報管理システム：ネットワ－クを
利用した看護と福祉

若松秀俊 真興交易医書出版部 200703 1 追加

7207 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840445993 はじめての看護マネジメント超おたすけＢＯＯＫ：花ま
る師長への第一歩

ナ－シングビジネス編集室 メディカ出版 201401 1 追加

7208 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260016292 ひとを育てる秘訣 渋谷美香 医学書院 201307 1 追加

7209 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818016491 フィッシュ！の導入と実践ガイド：看護組織の活性化と
変革へ

東京慈恵会医科大学附属病院：小路美喜子 日本看護協会出版会 201204 1 追加

7210 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784904084250 プリセプタ－シップ：育てることと育つこと 井部俊子：高屋尚子 ライフサポ－ト社 201201 1 追加

7211 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784796523103 楽しくなる看護管理の道しるべ：看護師長・副看護師
長・ベテランナ－スにやさしい

野中広志 照林社 201312 1

7212 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784765316132 看護グル－プワ－クは楽しい、おもしろい：「ジョハリ
の窓」理論

高谷修 金芳堂 201408 1 追加

7213 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840444903 看護マネジメントに自信がつく！現場で使える労務管理
の基礎知識：就業規則のもと、労働基準法と関連法規が
ばっちり理解

高平仁史 メディカ出版 201304 1 追加

7214 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784780912630 看護管理ポイントブック：できるリ－ダ－が必ず実践し
ている

太田加世 学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201708 1 追加

7215 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840454520 看護管理者の必須条件概念化スキルが確実に身につく
本：５つの思考軸で問題解決できる！

河野秀一：好川哲人 メディカ出版 201509 1 追加

7216 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818021242 看護職としての社会人基礎力の育て方：専門性の発揮を
支える３つの能力・１２の能力要素

箕浦とき子：高橋恵 第２版 日本看護協会出版会 201806 1

7217 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784878040603 固定チ－ムナ－シング入門：今日的な課題に対応できる
看護・介護の小集団活動

西元勝子 看護の科学社 201112 1 追加

7218 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840435963 師長力に磨きをかける学びなおしのマネジメント基礎科
目国数英：経営力コミュニケ－ション力アップ！

塚〓朝子 メディカ出版 201112 1 追加

7219 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784863262010 七転び八起きの創造的看護管理 小宮美恵子 産労総合研究所出版部経営書院 201507 1 追加

7220 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784861941757 実践これからの医療安全学：看護学生と新人看護師のた
めに

安藤恒三郎：矢野真 改訂版 ＰＩＬＡＲ　ＰＲＥＳＳ 201706 1
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7221 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263233979 仲間とみがく看護のコミュニケ－ション・センス 大森武子：大下静香 医歯薬出版 200301 1

7222 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840465236 明日からできる訪問看護管理：これだけはおさえておき
たい

清崎由美子 メディカ出版 201805 1

7223 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260032100 看護におけるクリティカルシンキング教育：良質の看護
実践を生み出す力

楠見孝：津波古澄子 医学書院 201709 1

7224 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818010246 看護学教育：学生・教員・体制 日本看護系大学協議会 日本看護協会出版会 200310 1 追加

7225 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260022033 研究指導方法論：看護基礎・卒後・継続教育への適用 舟島なをみ 医学書院 201510 1 追加

7226 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784765315425 高谷流看護教育方法：教える技術がよくわかる 高谷修 金芳堂 201210 1 追加

7227 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784839214609 楽しくなる看護研究：テ－マの決定から研究デザイン、
論文作成・発表まです

上野栄一：出口洋二 メヂカルフレンド社 201201 1 追加

7228 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784946509230 感情労働としての看護 パム・スミス：武井麻子 ゆみる出版 200012 1

7229 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260028165 看護のアジェンダ 井部俊子 医学書院 201609 1

7230 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784878040184 看護を語ることの意味：“ナラティブ”に生きて 川島みどり（看護学） 看護の科学社 200708 1 追加

7231 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784816364945 看護師のためのこれならわかる！伝わるレポ－ト・論文
の書き方

福富馨 ナツメ社 201807 1 追加

7232 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784902630244 身体へのまなざし：ほんとうの看護学のために 阿保順子 すぴか書房 201507 1 追加

7233 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784776011255 中範囲理論入門：事例を通してやさしく学ぶ 佐藤栄子 日総研出版 200512 1 追加

7234 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784525500313 日本プライマリ・ケア連合学会プライマリ・ケア看護
学．基礎編

日本プライマリ・ケア連合学会 南山堂 201606 1 追加

7235 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263235812 文献レビュ－のきほん：看護研究・看護実践の質を高め
る

大木秀一 医歯薬出版 201308 1 追加

7236 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784878040702 臨床実践に役立つ看護研究ガイド：基礎と実践 神郡博 看護の科学社 201304 1

7237 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260024938 実践マタニティ診断 日本助産診断・実践研究会：青木康子 第４版 医学書院 201603 1

7238 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784885631849 周産期看護マニュアル：よくわかるリスクサインと病態
生理

中井章人 東京医学社 200811 1 追加

7239 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260013482 新生児ベ－シックケア：家族中心のケア理念をもとに 横尾京子 医学書院 201111 1 追加

7240 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784759922448 医療処置を受ける幼児の対処行動を高めるオノマトペの
効用

石舘美弥子 風間書房 201811 1 追加

7241 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784892696893 子どもの外来看護：病院・診療所における外来看護の役
割をめぐって

及川郁子 へるす出版 200908 1

7242 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784892695681 子どもの看護技術 野中淳子 改訂 へるす出版 200702 1 追加

7243 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263235942 子ども急性期看護：病態を見極め行動できる 伊藤龍子 医歯薬出版 201412 1

7244 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840462679 新生児の循環管理ビジュアル大図解：はじめてでもよく
わかる！

増谷聡 メディカ出版 201803 1

7245 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784892698811 ケアの基本がわかる重症心身障害児の看護：出生前の家
族支援から緩和ケアまで

倉田慶子：樋口和郎 へるす出版 201602 1 追加

7246 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784902630237 看護師が行なう２型糖尿病患者の療養支援 多留ちえみ：宮脇郁子 すぴか書房 201505 1 追加

7247 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784776015529 看護師だからできる抗がん剤曝露対策 照井健太郎：中島保明 日総研出版 201105 1 追加

7248 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784816360053 看護師のための早引き循環器疾患ハンドブック：ＡＬＬ
ＣＯＬＯＲ

半田俊之介 ナツメ社 201603 1

7249 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260016223 機能障害からみたからだのメカニズム：フィジカルアセ
スメントの根拠がわかる！

清村紀子：工藤二郎 医学書院 201402 1 追加

7250 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818015395 事例でわかる皮膚・排泄ケア：創傷・オストミ－・失禁 田中秀子 日本看護協会出版会 201008 1

7251 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840453295 循環器ナ－ス１年生自分でつくれるはじめての看護ノ－
ト：重要ポイントを書き込むことで、必要な知識が身に
つく

見並邦江：中川義久 メディカ出版 201502 1
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7252 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840455138 心臓血管外科手術器械出し・外回り完全マニュアル：写
真とイラストで手術・解剖・疾患すべてがわかる！

橋本和弘 メディカ出版 201602 1 追加

7253 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784776016564 心不全看護早見ガイド 石川幸司：高岡勇子 日総研出版 201304 1 追加

7254 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784890147359 神経筋難病看護マニュアル 国立療養所宇多野病院 日総研出版 200210 1 追加

7255 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818018983 多職種チ－ムで実践する頭頚部がんの化学放射線療法：
カラ－アトラス目で見て学ぶ！

丹生健一：佐々木良平 日本看護協会出版会 201506 1 追加

7256 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840454445 脳卒中看護実践マニュアル：脳神経ナ－ス必携 田村綾子：坂井信幸 新版 メディカ出版 201509 1

7257 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784796524025 排泄ケアガイドブック：コンチネンスケアの充実をめざ
して

日本創傷・オストミ－・失禁管理学会 照林社 201702 1

7258 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784902630176 がん看護へのことづて 武田悦子 すぴか書房 201107 1 追加

7259 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784806915911 看護と介護の連携ワ－クブック：チ－ム医療の核として
求められる《医療・福祉連携》の

大阪保健福祉専門学校 つちや書店 201609 1

7260 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818017931 急性期病院で治療を受ける認知症高齢者のケア：パ－ソ
ン・センタ－ドな視点から進める

鈴木みずえ 日本看護協会出版会 201312 1

7261 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818021556 最新老年看護学．２０１９年版 水野敏子：高山成子 第３版 日本看護協会出版会 201902 1 追加

7262 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784816364877 認知症のある患者さんのアセスメントとケア：看護師の
ための

六角僚子：種市ひろみ ナツメ社 201807 1 追加

7263 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263235843 認知症の人の生活行動を支える看護：エビデンスに基づ
いた看護プロトコル

高山成子 医歯薬出版 201402 1 追加

7264 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263235782 認知症の人々の看護 中島紀恵子：太田喜久子 新版 医歯薬出版 201303 1 追加

7265 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784907035105 認知症の方の想いを探る：認知症症状を関係性から読み
解く

伊東美緒 介護労働安定センタ－ 201311 1 追加

7266 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784779207839 練成ゼミ：看護学生用／教科書研究．９　老年看護学 メディカルレビュ－社 メディカルレビュ－社 201112 1 追加

7267 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784262145884 認知症の看護・介護に役立つよくわかるパ－ソン・セン
タ－ド・ケア

鈴木みずえ 池田書店（新宿区） 201705 1

7268 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784904363225 老年看護の縦横な語り：ライブ中島紀惠子と教え子たち 中島紀恵子：北川公子 クオリティケア 201106 1 追加

7269 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784878040900 老年看護学 川島みどり（看護学） 改訂版 看護の科学社 201509 1

7270 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784902085242 老年看護学．１ 奥野茂代：大西和子 第２版 ヌ－ヴェルヒロカワ 200301 1 追加

7271 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784902085259 老年看護学．２ 奥野茂代：大西和子 第２版 ヌ－ヴェルヒロカワ 200301 1 追加

7272 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784861740558 老年看護学：概論と看護の実践 奥野茂代：大西和子 第５版 ヌ－ヴェルヒロカワ 201401 1

7273 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263236932 老年看護学：高齢者の健康生活を支える看護 太田喜久子 第２版 医歯薬出版 201709 1

7274 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784805856598 心を病む人の生活をささえる看護 坂田三允 中央法規出版 201804 1

7275 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784902099706 人を信じつづける看護 山内眞知子 精神看護出版 200402 1 追加

7276 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784902630015 精神科における病的多飲水・水中毒のとらえ方と看護 木村英司 すぴか書房 200405 1 追加

7277 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784776010296 精神科看護のコミュニケ－ション技術：非言語的アプロ
－チ「動作・表情・タッチ」を活用した

平澤久一 日総研出版 200504 1 追加

7278 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784990090739 精神科看護の専門性をめざして．１（基礎編） 日本精神科看護技術協会 改訂版 精神看護出版 200205 1 追加

7279 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784990090746 精神科看護の専門性をめざして．２（専門基礎編） 日本精神科看護技術協会 改訂版 精神看護出版 200210 1 追加

7280 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784521731582 精神看護エクスペ－ル．１ 坂田三允：萱間真美 第２版 中山書店 200909 1 追加

7281 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784521019215 精神看護エクスペ－ル．１０ 坂田三允：萱間真美 中山書店 200505 1 追加

7282 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784521602516 精神看護エクスペ－ル．１２ 坂田三允：萱間真美 中山書店 200508 1 追加
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7283 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784521602714 精神看護エクスペ－ル．１４ 坂田三允：萱間真美 中山書店 200510 1 追加

7284 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784521602912 精神看護エクスペ－ル．１５ 坂田三允：萱間真美 中山書店 200512 1 追加

7285 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784521017518 精神看護エクスペ－ル．２ 坂田三允：萱間真美 中山書店 200405 1 追加

7286 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784521604312 精神看護エクスペ－ル．２０ 坂田三允：萱間真美 中山書店 200705 1 追加

7287 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784521731599 精神看護エクスペ－ル．３ 坂田三允：萱間真美 第２版 中山書店 200910 1 追加

7288 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784521017914 精神看護エクスペ－ル．４ 坂田三允：萱間真美 中山書店 200408 1 追加

7289 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784521018416 精神看護エクスペ－ル．６ 坂田三允：萱間真美 中山書店 200410 1 追加

7290 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784521019116 精神看護エクスペ－ル．９ 坂田三允：萱間真美 中山書店 200503 1 追加

7291 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818020504 精神看護キ－ワ－ド：多職種間で理解を共有するために
知っておきたい１１９

川野雅資 日本看護協会出版会 201705 1

7292 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784805821763 統合失調症・気分障害をもつ人の生活と看護ケア 坂田三允 中央法規出版 200406 1 追加

7293 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784902630008 統合失調症急性期看護マニュアル 阿保順子：急性期精神科看護研究会 すぴか書房 200405 1 追加

7294 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784805853702 認知行動理論に基づく精神看護過程：よくわかる認知行
動療法の基本と進め方

岡田佳詠 中央法規出版 201606 1 追加

7295 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260015660 服薬支援とケアプランに活かす非定型抗精神病薬Ｑ＆Ａ 萱間真美：稲田俊也 医学書院 201211 1 追加

7296 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260036993 「家に帰りたい」「家で最期まで」をかなえる：看護の
意味をさがして

藤田愛 医学書院 201812 1 追加

7297 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818010086 いま改めて公衆衛生看護とは：定義・役割と範囲・規範 アメリカ公衆衛生協会：アメリカ公衆衛生看護団体協議
会

日本看護協会出版会 200306 1 追加

7298 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784863510593 テレナ－シング実践ガイドライン 聖路加看護大学 ワ－ルドプランニング 201306 1 追加

7299 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784780911909 退院支援ガイドブック：「これまでの暮らし」「そして
これから」をみすえてか

坂井志麻：宇都宮宏子 学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201508 1

7300 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818019539 よりよい療養支援のために「生活を支える看護」を考え
る

生活を支える看護師の会 日本看護協会出版会 201611 1

7301 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784832706637 家で死ぬこと、考えたことありますか？：“プロフェッ
ショナル”訪問看護師が綴る看取りのため

秋山正子 保健同人社 201110 1 追加

7302 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818018488 看護がつながる在宅療養移行支援：病院・在宅の患者像
別看護ケアのマネジメント

宇都宮宏子：山田雅子 日本看護協会出版会 201406 1

7303 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784798146805 現場で使える訪問看護便利帖 介護と医療研究会：河村雅明 翔泳社 201606 1

7304 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818019683 在宅・施設での看取りのケア：自宅、看多機、ホ－ムホ
スピス、グル－プホ－ム、特養

宮崎和加子：竹森志穂 日本看護協会出版会 201606 1

7305 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260010474 在宅ケアの不思議な力 秋山正子 医学書院 201002 1

7306 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784880035963 在宅看護クイックマニュアル：基本からとっさのときま
で

藤原泰子 改訂第２
版

真興交易医書出版部 201304 1 追加

7307 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260028219 在宅現場の地域包括ケア：つながる・ささえる・つくり
だす

秋山正子 医学書院 201610 1

7308 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818018969 事例で考える訪問看護の倫理 医療人権を考える会：杉谷藤子 日本看護協会出版会 201505 1

7309 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784883384631 訪問看護の泣き笑い：あなたのお宅へ今日もゆく 洛和会ヘルスケアシステム 洛和会ヘルスケアシステム介護支援部
介護事(発売：出版文化社（千代田区)

201211 1 追加

7310 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260010559 訪問看護元気化計画：現場からの１５の提案 宮崎和加子：川越博美 医学書院 201006 1 追加

7311 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784805858257 事例でわかるアルコ－ル依存症の人と家族への看護ケ
ア：多様化する患者の理解と関係構築

重黒木一：世良守行 中央法規出版 201901 1 追加

7312 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840454568 周産期・子育て期の家族支援：家族を見つめ、ケアする
ための家族看護事例集

松原まなみ：田中千絵 メディカ出版 201509 1 追加

7313 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260012164 悲嘆とグリ－フケア 広瀬寛子 医学書院 201102 1 追加
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7314 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818016040 病の苦悩を和らげる家族システム看護：イルネスビリ－
フモデル：患者と家族と医療職のために

ロレイン・Ｍ．ライト：ジャニス・Ｍ．ベル 日本看護協会出版会 201106 1 追加

7315 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784525502614 演習で学ぶ災害看護 小原真理子 南山堂 201002 1

7316 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818016804 事例を通して学ぶ避難所・仮設住宅の看護ケア 黒田裕子：神崎初美 日本看護協会出版会 201207 1 追加

7317 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784434177552 東日本大震災に学ぶ災害時の感染管理：被災地ＩＣＮか
らの報告と提言

宮城ＩＣＮネットワ－ク ＥＤＩＸｉ出版部(発売：星雲社) 201302 1 追加

7318 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784862940421 回復のプロセスに沿った精神科救急・急性期ケア 阿保順子 精神看護出版 201112 1 追加

7319 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784780911916 回復期リハディジ－ズ：疾患ごとの看護実践がみえる 和田玲 学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201509 1 追加

7320 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263234846 がんサバイバ－シップ：がんとともに生きる人びとへの
看護ケア

近藤まゆみ：嶺岸秀子 医歯薬出版 200605 1 追加

7321 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840436588 がん性疼痛のケア：ハンディマニュアル 神奈川県立がんセンタ－ 改訂２版 メディカ出版 201103 1 追加

7322 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840411318 ホスピス医に聞く一般病棟だからこそ始める緩和ケア 池永昌之 メディカ出版 200408 1 追加

7323 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784524268290 クリティカルケアアドバンス看護実践：看護の意義・根
拠と対応の争点

山勢博彰 南江堂 201306 1 追加

7324 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818012783 クリティカルケア看護：理論と臨床への応用 寺町優子：井上智子 日本看護協会出版会 200706 1 追加

7325 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784521734378 クリティカルケア看護技術の実践と根拠 道又元裕 中山書店 201111 1 追加

7326 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784796522717 クリティカルケア実践の根拠 道又元裕：長谷川隆一 照林社 201209 1 追加

7327 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784521734903 ナ－ストリア－ジ 平尾明美：今明秀 中山書店 201206 1

7328 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784805838143 急変・院内救急対応マニュアル：フロ－チャ－トでわか
る看護ケアのポイント

東京医科大学病院 中央法規出版 201306 1 追加

7329 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840429092 救急・重症患者と家族のための心のケア：看護師による
精神的援助の理論と実践

山勢博彰 メディカ出版 201008 1

7330 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840406642 救急看護指導者教本 森田孝子（看護学） メディカ出版 200302 1 追加

7331 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784780911794 救命救急ディジ－ズ：疾患の看護プラクティスがみえる 山勢博彰：山勢善江 学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201507 1 追加

7332 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818019348 緊急・応急処置Ｑ＆Ａ：もしもの時に必ず役立つ！ 三上剛人 第２版 日本看護協会出版会 201603 1 追加

7333 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840454438 病態生理からみた先天性心疾患の周術期看護：疾患ごと
の病態・ケアがわかる看護チャ－ト付き

中西敏雄 新版 メディカ出版 201508 1 追加

7334 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818016507 がん終末期患者のスト－マケアＱ＆Ａ：実践のヒントに
つながる８０のＱ＆Ａを掲載！

祖父江正代：松浦信子 日本看護協会出版会 201204 1 追加

7335 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784762829673 シシリ－・ソンダ－ス初期論文集：１９５８－１９６
６：ト－タルペイン緩和ケアの源流をもとめて

シシリ－・ソンダ－ス：小森康永 北大路書房 201705 1 追加

7336 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260035507 トワイクロス先生の緩和ケア：ＱＯＬを高める症状マネ
ジメントとエンドオブライフ・

ロバ－ト・トワイクロス：武田文和 医学書院 201806 1 追加

7337 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840454582 高齢者の望む平穏死を支える医療と看護：医療否定でも
なく過剰医療でもない、適切な終末期医療

長尾和宏 メディカ出版 201510 1 追加

7338 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818018471 終末期がん患者の緩和ケア：一般病棟でもできる！ 岩崎紀久子：酒井由香 第３版 日本看護協会出版会 201406 1 追加

7339 第１年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784805833582 癒しのエンゼルケア：家族と創る幸せな看取りと死後の
ケア

角田直枝 中央法規出版 201008 1

7340 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781473912755 ケアにおけるコミュニケーション技能
（第３版）

Communication Skills in Health and Social Care Moss, Bernard 3RD Sage Pubns Ltd 201504 1

7341 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781446249284 保健医療評価（全４巻） Healthcare Evaluation (4-Volume Set) (Fundamentals
of Applied Research)

Bausell, R Barker (EDT) Sage Pubns Ltd 201206 1

7342 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780470672327 APAスタイル・ガイド APA Style Simplified : Writing in Psychology,
Education, Nursing, and Sociology

Beins, Barnard C. Wiley-Blackwell 201205 1

7343 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781416062578 ドーランド図説医学大辞典（第３２
版）

Dorland's Illustrated Medical Dictionary (Dorland's
Illustrated Medical Dictionary)

Dorland (COR) 32
HAR/CDR

W B Saunders Co 201105 1

7344 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781118761007 模擬患者プログラム：理論、エビデン
スと実践

Simulated Patient Methodology : Theory, Evidence
and Practice

Nestel, Debra, Ph.D. (EDT)/ Bearman, Margaret,
Ph.D. (EDT)

Blackwell Pub 201412 1
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7345 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781316618639 終末期のセデーション：倫理的・臨床
的・法的視点

Continuous Sedation at the End of Life : Ethical,
Clinical and Legal Perspectives (Cambridge
Bioethics and Law)

Sterckx, Sigrid (EDT)/ Raus, Kasper (EDT)/ Mortier,
Freddy (EDT)

Reprint Cambridge Univ Pr 201612 1

7346 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780199944941 ホスピス倫理 Hospice Ethics : Policy and Practice in Palliative
Care

Kirk, Timothy W. (EDT)/ Jennings, Bruce (EDT) Oxford Univ Pr 201409 1

7347 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781451186321 バートン保健科学のための微生物学
（第１０版）

Burton's Microbiology for the Health Sciences
(Microbiology for the Health Sciences)

Engelkirk, Paul G., Ph.D./ Duben-engelkirk, Janet 10
PAP/PSC

Lippincott Williams & Wilkins 201409 1

7348 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781975102012 メムラー健康・疾患における身体（第
１４版）

Memmler's the Human Body in Health and Disease Cohen, Barbara Janson/ Hull, Kerry L. 14TH Lippincott Williams & Wilkins 201809 1

7349 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496317735 メムラー人体の構造と機能（第１１
版）

Memmler's Structure and Function of the Human Body Cohen, Barbara Janson/ Hull, Kerry L. 11
HAR/PSC

Lippincott Williams & Wilkins 201510 1

7350 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323416351 ウィルキンズ呼吸器ケアにおける臨床
評価（第８版）

Wilkins' Clinical Assessment in Respiratory Care Heuer, Albert J./ Scanlan, Craig L. 8TH Mosby Inc 201711 1

7351 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323320092 ピルビーム人工呼吸（第６版） Pilbeam's Mechanical Ventilation : Physiological
and Clinical Applications

Cairo, J. M., Ph.D. 6TH Mosby Inc 201510 1

7352 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323299688 ロー呼吸器ケア薬理学（第９版） RAU's Respiratory Care Pharmacology Gardenhire, Douglas S. 9TH Mosby Inc 201509 1

7353 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323341127 人体の構造と機能（第１５版） Structure & Function of the Body Patton, Kevin T., Ph.D./ Thibodeau, Gary A., Ph.D. 15TH Mosby Inc 201511 1

7354 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323228367 疾病と病状エッセンシャル（第６版） Essentials of Human Diseases and Conditions Frazier, Margaret Schell, R. N./ Drzymkowski,
Jeanette Wist, R.N.

6TH W B Saunders Co 201510 1

7355 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781498772839 緩和医療・支持的ケア：テキスト（第
２版）

Textbook of Palliative Medicine and Supportive Care Bruera, Eduardo (EDT)/ Higginson, Irene (EDT)/ Von
Gunten, Charles F.

2ND CRC Pr I Llc 201604 1

7356 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780190456900 ホスピス必携（第３版） The Hospice Companion : Best Practices for
Interdisciplinary Care of Advanced Illness

Fine, Perry G., M.D./ Kestenbaum, Matthew, M.D.
(EDT)

3RD Oxford Univ Pr 201609 1

7357 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781437737967 エビデンスに基づく緩和医療の実践 Evidence-Based Practice of Palliative Medicine Goldstein, Nathan E., M.D./ Morrison, R. Sean, M.D. 1 PAP/PSC W B Saunders Co 201212 1

7358 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781451146813 Irwin & Rippe集中治療医学における手
技、手術（第５版）

Irwin and Rippe's Procedures, Techniques and
Minimally Invasive Monitoring in Intensive Care
Medicine

Irwin, Richard S., M.D. (EDT)/ Lisbon, Alan (EDT)/
Rippe, James M., M.

5TH Lippincott Williams & Wilkins 201109 1

7359 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781461474937 疼痛と緩和ケア・ハンドブック Handbook of Pain and Palliative Care :
Biobehavioral Approaches for the Life Course

Moore, R. J. (EDT) Springer 201310 1

7360 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780071624381 ＭＤアンダーソン心理社会腫瘍学マ
ニュアル

MD Anderson Manual of Psychosocial Oncology Duffy, James D. (EDT)/ Valentine, Alan D., M.D.
(EDT)

McGraw-Hill Professional Pub 201011 1

7361 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780199237807 認知症の終末期ケア・ハンドブック Dementia : From Advanced Disease to Bereavement
(Oxford Specialist Handbooks in End of Life Care)

Pace, Victor (EDT)/ Treloar, Adrian (EDT)/ Scott,
Sharon (EDT)

Oxford Univ Pr 201110 1

7362 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781414498881 ゲール看護学・保健医療百科事典（第
３版・全５巻）

The Gale Encyclopedia of Nursing and Allied Health
(6-Volume Set)

Narins, Brigham (EDT) 3RD Gale / Cengage Learning 201306 1

7363 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284102406 The Case Manager's Handbook 6 HAR/PSC Jones & Bartlett Learning 201605 1

7364 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284099331 Nurse's Drug Handbook 2017 16TH Jones & Bartlett Learning 201611 1

7365 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781451192421 看護師のための検査・診断クイック・
レファレンス（第６版）

Nurse's Quick Reference to Common Laboratory &
Diagnostic Tests

Fischbach, Frances Talaska, RN/ Fischbach, Margaret
A., RN

6TH Lippincott Williams & Wilkins 201501 1

7366 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780071845489 マグロウヒル看護辞典（第４版） McGraw-Hill Nurses' Dictionary : For Nurses and
Allied Healthcare Professionals

Panda, UN, M.D. 4TH McGraw-Hill 201503 1

7367 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780723433736 Ｍｏｓｂｙ看護学ポケット辞典（第３
３版）

Mosby Nurse's Pocket Dictionary Brooker, Christine (EDT) 33RD Mosby 200602 1

7368 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780199666379 看護学辞典（第６版） A Dictionary of Nursing (Oxford Paperback
Reference)

McFerran, Tanya 6TH Oxford Univ Pr 201403 1

7369 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781626239296 NANDA-I看護診断：定義と分類（2018-
20年版）

Nursing Diagnoses : Definitions & Classification
2018-2020

Herdman, T. Heather (EDT)/ Kamitsuru, Shigemi (EDT) 11TH Thieme 201706 1

7370 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781118745922 王立マースデン病院看護処置マニュア
ル（第９版）

The Royal Marsden Manual of Clinical Nursing
Procedures

Dougherty, Lisa, R.N. (EDT)/ Lister, Sara, R.N.
(EDT)

9 PRO Blackwell Pub 201503 1

7371 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781498731102 ライフケア設計とケース・マネジメン
ト：ハンドブック（第４版）

Life Care Planning and Case Management Handbook Berens, Debra E. (EDT)/ Weed, Roger O. (EDT) 4 Revised CRC Pr I Llc 201809 1

7372 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780702072765 ロス＆ウィルソン解剖生理学（第１３
版）

Ross & Wilson Anatomy and Physiology in Health and
Illness

Waugh, Anne/ Grant, Allison 13TH Elsevier Science Health Science 201808 1

7373 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323481847 看護実践エッセンシャル（第９版） Essentials for Nursing Practice Potter, Patricia A., R.N., Ph.D./ Perry, Anne
Griffin, R.N./ Stockert,

9 PAP/PSC Elsevier Science Health Science 201803 1

7374 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323533034 看護実践エッセンシャル：スタディガ
イド（第９版）

Essentials for Nursing Practice Castaldi, Patricia A., R.N. 9 CSM STG Elsevier Science Health Science 201803 1

7375 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323402248 看護理論家とその業績（第９版） Nursing Theorists and Their Work (Nursing Theorists
and Their Work)

Alligood, Martha Raile, Ph.D., R.N. 9TH Elsevier Science Health Science 201708 1
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7376 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284099430 ＥＢ看護（第４版） Evidence-Based Nursing Brown, Sarah Jo, Ph.D., R.N. 4 PAP/PSC Jones & Bartlett Learning 201611 1

7377 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284121001 スピリチュアリティと看護（第６版） Spirituality in Nursing : Standing on Holy Ground O'Brien, Mary Elizabeth, Ph.D., R.N. 6TH Jones & Bartlett Learning 201703 1

7378 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284142631 患者教育：理論と実際（第３版） Client Education : Theory and Practice Miller, Mary, R.N., Ph.D./ Stoeckel, Pamella Rae,
R.N., Ph.D.

3 PAP/PSC Jones & Bartlett Learning 201712 1

7379 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284088373 看護におけるEBPのための統計学（第２
版）

Statistics for Evidence-Based Practice in Nursing Kim, MyoungJin, Ph.D./ Mallory, Caroline, Ph.D.,
R.N.

2 PAP/PSC Jones & Bartlett Learning 201608 1

7380 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284067620 看護管理者のための管理とリーダー
シップ（第７版）

Management and Leadership for Nurse Administrators Roussel, Linda, Ph.D., R.N. (EDT)/ Thomas, Patricia
L., Ph.D., RN (EDT

7 PAP/PSC Jones & Bartlett Learning 201508 1

7381 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284141856 看護実践博士（DNP）の役割（第４版） The Doctor of Nursing Practice : A Guidebook for
Role Development and Professional Issues

Chism, Lisa Astalos (EDT) 4TH Jones & Bartlett Learning 201710 1

7382 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284044430 看護診断マニュアル（第１３版） Manual of Nursing Diagnosis (Manual of Nursing
Diagnosis)

Gordon, Marjory, Ph.D., R.N. 13TH Jones & Bartlett Learning 201411 1

7383 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284091502 看護理論家とその理論入門（第３版） Understanding the Work of Nurse Theorists : A
Creative Beginning

Sitzman, Kathleen, Ph. D. , R. N./ Eichelberger,
Lisa Wright, Ph.D., R

3 PAP/PSC Jones & Bartlett Learning 201510 1

7384 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780763766252 効果的患者教育（第４版） Effective Patient Education : A Guide to Increased
Adherence (Effective Patient Education)

Falvo, Donna R. 4TH Jones & Bartlett Learning 201002 1

7385 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284112245 高度実践看護のための哲学と理論（第
３版）

Philosophies & Theories for Advanced Nursing
Practice

Butts, Janie B., Ph.D., R.N. (EDT)/ Rich, Karen L.,
Ph.D., R.N. (EDT)

3RD Jones & Bartlett Learning 201703 1

7386 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284117165 Nurse Practitioner's Business Practice and Legal
Guide (Nurse Practitioners Business Practice and
Legal Guide)

6TH Jones & Bartlett Learning 201703 1

7387 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284107333 高度実践看護における倫理と責任（第
３版）

Nursing Ethics & Professional Responsibility in
Advanced Practice

3RD Jones & Bartlett Learning 201703 1

7388 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284105377 Advanced Health Assessment and Diagnostic Reasoning 3 HAR/PSC Jones & Bartlett Learning 201612 1

7389 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284093131 Clinical Guidelines for Advanced Practice Nursing :
An Interprofessional Approach

3RD Jones & Bartlett Learning 201603 1

7390 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284072570 Advanced Practice Nursing : Essential Knowledge for
the Profession

3RD Jones & Bartlett Learning 201503 1

7391 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284079708 The Doctor of Nursing Practice Essentials : A New
Model for Advanced Practice Nursing

3RD Jones & Bartlett Learning 201502 1

7392 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284075908 Leadership in Nursing Practice : Changing the
Landscape of Health Care

2 PAP/PSC Jones & Bartlett Learning 201502 1

7393 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284066272 Caring for the Vulnerable : Perspectives in Nursing
Theory, Practice and Research

4 PAP/PSC Jones & Bartlett Learning 201604 1

7394 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284099416 Leadership for Evidence-based Innovation in Nursing
and Health Professions

Jones & Bartlett Learning 201508 1

7395 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284031034 Financial Management for Nurse Managers : Merging
the Heart with the Dollar

3RD Jones & Bartlett Learning 201401 1

7396 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284041385 Critical Thinking Tactics for Nurses : Achieving
the IOM Competencies

3RD Jones & Bartlett Learning 201403 1

7397 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284104448 Essentials of Patient Education 2 PAP/PSC Jones & Bartlett Learning 201603 1

7398 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780857259752 看護学とは何か：理論と実践（第３
版）

What Is Nursing? (Transforming Nursing Practice) Hall, Carol/ Ritchie, Dawn 3RD Learning Matters 201306 1

7399 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496382733 LPNからＲＮへの移行（第５版） Lpn to Rn Transitions : Achieving Success in Your
New Role

Harrington, Nicki, R.N./ Terry, Cynthia Lee, R.N. 5 PAP/PSC Lippincott Williams & Wilkins 201802 1

7400 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496384256 ケース・マネジメント（第４版） Case Management Powell, Suzanne K./ Tahan, Hussein M. 4TH Lippincott Williams & Wilkins 201805 1

7401 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496347855 スパークス＆テイラー看護診断ポケッ
トガイド（第３版）

Sparks & Taylor's Nursing Diagnosis Pocket Guide Phelps, Linda Lee, R.N./ Ralph, Sheila Sparks/
Taylor, Cynthia M.

3 PAP/PSC Lippincott Williams & Wilkins 201702 1

7402 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496347817 スパークス＆テイラー看護診断レファ
レンスマニュアル（第１０版）

Sparks & Taylor's Nursing Diagnosis Reference
Manual (Nursing Diagnosis Reference Manual)

Phelps, Linda Lee, R.N. 10
PAP/PSC

Lippincott Williams & Wilkins 201702 1

7403 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496394736 やさしくできる看護記録（第５版） Nursing Documentation Made Incredibly Easy
(Incredibly Easy!)

Lippincott Williams & Wilkins (EDT) 5TH Lippincott Williams & Wilkins 201807 1

7404 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781451193978 看護ケアにおける通文化的概念（第７
版）

Transcultural Concepts in Nursing Care
(Transcultural Concepts in Nursing Care)

Andrews, Margaret M. , Ph. D. , R. N./ Boyle,
Joyceen S., Ph.D., R.N.

7 PAP/PSC Lippincott Williams & Wilkins 201509 1

7405 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780781796002 看護における定性調査（第５版） Qualitative Research in Nursing : Advancing the
Humanistic Imperative

Streubert, Helen J./ Carpenter, Dona Rinaldi 5TH Lippincott Williams & Wilkins 201009 1

7406 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496391001 看護の基礎：人間中心ケア（第９版） Fundamentals of Nursing, Taylor, Carol 9TH Lippincott Williams & Wilkins 201810 1
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7407 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496351203 看護の理論的基礎（第５版） Theoretical Basis for Nursing McEwen, Melanie/ Wills, Evelyn M. 5TH Lippincott Williams & Wilkins 201802 1

7408 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781609136970 看護過程の応用（第８版） Applying Nursing Process : The Foundation for
Clinical Reasoning

Alfaro-Lefevre, Rosalinda 8TH Lippincott Williams & Wilkins 201301 1

7409 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781469898605 看護学の基礎：ヒトの健康と機能（第
８版）

Fundamentals of Nursing : Human Health and Function Craven, Ruth F., R.N./ Hirnle, Constance J./
Henshaw, Christine M.

8TH Lippincott Williams & Wilkins 201602 1

7410 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781451190359 看護学の理論・推論入門（第４版） An Introduction to Theory and Reasoning in Nursing Johnson, Betty M., Ph.D./ Webber, Pamela B., Ph.D. 4 PAP/PSC Lippincott Williams & Wilkins 201312 1

7411 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496349262 看護計画（第７版） Nursing Care Plans : Transitional Patient & Family
Centered Care (Nursing Care Plans and
Documentation)

Carpenito, Lynda Juall, R.N. 7 PAP/PSC Lippincott Williams & Wilkins 201702 1

7412 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781609137489 看護理論の展望（第６版） Perspectives on Nursing Theory Reed, Pamela G., RN, Ph.D. (EDT)/ Shearer, Nelma B.
Crawford, RN, Ph.D

6TH Lippincott Williams & Wilkins 201110 1

7413 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781469894201 基礎看護テキスト（第１１版） Textbook of Basic Nursing : 50th Anniversary
Edition

Rosdahl, Caroline Bunker/ Kowalski, Mary T., R.N. 11
HAR/PSC

Lippincott Williams & Wilkins 201610 1

7414 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496327628 基礎看護技術・概念（第１１版） Fundamental Nursing Skills and Concepts Timby, Barbara K., R.N. 11
PAP/PSC

Lippincott Williams & Wilkins 201610 1

7415 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496308931 情報学と看護（第５版） Informatics and Nursing 5e Int Ed -- Paperback Lippincott Williams & Wilkins 201510 1

7416 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780060000424 理論看護学：発展と進歩（第６版） Theoretical Nursing : Development and Progress Meleis, Afaf Ibraham, Ph.D. 6 HAR/PSC Lippincott Williams & Wilkins 201701 1

7417 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781451193428 Collaborate for Professional Case Management : A
Universal Competency-Based Paradigm

Lippincott Williams & Wilkins 201505 1

7418 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496308900 ベイツ看護診察法ガイド（第２版） Bates' Nursing Guide to Physical Examination and
History Taking -- Hardback

Hogan-quigley, Beth, Msn, Rn, Crnp/ Palm, Mary
Louise/ Bickley, Lynn S

Second,
In

Lippincott Williams and Wilkins 201610 1

7419 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496361400 看護におけるリーダーシップの役割と
管理機能（第９版）

Leadership Roles and Management Functions in
Nursing : Theory and Application -- Paperback

Marquis, Bessie L./ Huston, Carol J. Ninth,
Int

Lippincott Williams and Wilkins 201702 1

7420 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496345875 看護ヘルスアセスメント（第６版） Health Assessment in Nursing -- Hardback Weber, Janet R., Rn, Msn, Edd/ Kelley, Jane H. Sixth,
Int

Lippincott Williams and Wilkins 201712 1

7421 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496345868 看護ヘルスアセスメント・ハンドブッ
ク（第９版）

Nurses' Handbook of Health Assessment -- Hardback Weber 9 Revised Lippincott Williams and Wilkins 201712 1

7422 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780071841139 レイニンガー看護論：文化ケアの多様
性と普遍性（第４版）

Leininger's Transcultural Nursing : Concepts,
Theories, Research & Practice

McFarland, Marilyn R., Ph.D., R.N./ Wehbe-Alamah,
Hiba B., Ph.D., R.N.

4TH McGraw-Hill 201804 1

7423 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780071740999 Kelly職業としての看護（第１０版） Kelly's Dimensions of Professional Nursing Joel, Lucille A., R. N. 10TH McGraw-Hill Professional Pub 201103 1

7424 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323034340 Ｍｏｓｂｙ看護記録（第２版） Mosby's Surefire Documentation : How, What, and
When Nurses Need to Document

2ND Mosby Inc 200601 1

7425 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323481953 セイデル身体検査ガイド（第９版） Seidel's Guide to Physical Examination : An
Interprofessional Approach (Mosby's Guide to
Physical Examination)

Ball, Jane W., R.N./ Dains, Joyce E., R.N./ Flynn,
John A., M.D./ Solo

9 HAR/PSC Mosby Inc 201801 1

7426 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323545327 セイデル身体検査ハンドブック（第９
版）

Seidel's Physical Examination Handbook : An
Interprofessional Approach (Mosbys Physical
Examination Handbook)

Ball, Jane W., R.N./ Dains, Joyce E., R.N./ Flynn,
John A., M.D./ Solo

9TH Mosby Inc 201801 1

7427 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323266253 プライマリーケアにおける高度な健康
評価と診断（第５版）

Advanced Health Assessment and Clinical Diagnosis
in Primary Care

Dains, Joyce E., R.N./ Baumann, Linda Ciofu, Ph.D./
Scheibel, Pamela,

5TH Mosby Inc 201506 1

7428 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323529105 モスビー看護スキルと手順ポケットガ
イド（第９版）

Mosby's Pocket Guide to Nursing Skills & Procedures
(Nursing Pocket Guides)

Perry, Anne Griffin, R.N./ Potter, Patricia A.,
Ph.D., R.N.

9 POC SPI Mosby Inc 201802 1

7429 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323523929 モスビー看護助手エッセンシャル（第
６版）

Mosby's Essentials for Nursing Assistants (Mosby's
Essentials for Nursing Assistants)

Sorrentino, Sheila A., Ph.D., R.N./ Remmert,
Leighann N., R.N.

6 PCK LAM Mosby Inc 201802 1

7430 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323390200 モスビー看護診断ガイド（第５版） Mosby's Guide to Nursing Diagnosis Ladwig, Gail B., R.N./ Ackley, Betty J., R.N./
Makic, Mary Beth Flynn,

5TH Mosby Inc 201604 1

7431 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323354103 看護におけるコミュニケーション（第
８版）

Communication in Nursing Riley, Julia Balzer, R.N. 8TH Mosby Inc 201601 1

7432 第１年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781446254585 看護学の理論とモデル（全３巻） Nursing Theories and Models (3-Volume Set) (Sage
Library of Nursing)

Murphy, Fiona (EDT)/ Smith, Christine (EDT) Sage Pubns Ltd 201309 1

7433 第１年次 洋書 看護専門 小児看護学 9780123704603 乳児・幼児発達百科事典（全３巻） Encyclopedia of Infant and Early Childhood
Development (3-Volume Set)

Haith, Marshall M. (EDT)/ Benson, Janette B. (EDT) Academic Pr 200802 1

7434 第１年次 洋書 看護専門 精神看護学 9780415530125 ラウトレッジ版 臨床自殺研究国際ハン
ドブック

Routledge International Handbook of Clinical
Suicide Research

Cutcliffe, John R. (EDT)/ Santos, Jose Carlos
(EDT)/ Links, Paul S. (E

Routledge 201310 1

7435 第１年次 洋書 看護専門 看護教育学 9781522554905 看護教育・運営・情報学：研究と実務
の進歩

Nursing Education, Administration, and Informatics
: Breakthroughs in Research and Practice

Information Resources Management Association (COR) Medical Info Science Reference 201803 1 追加

7436 第１年次 洋書 看護専門 看護研究 9780857027801 グラウンデッド・セオリーと状況分析
（全４巻）

Grounded Theory and Situational Analysis (4-Volume
Set) (Sage Benchmarks in Social Research Methods)

Clarke, Adele E. (EDT)/ Charmaz, Kathy (EDT) Sage Pubns Ltd 201312 1
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7437 第１年次 洋書 看護専門 看護史 9784902454802 女性と医学教育：19～20世紀初頭英国
文献集成（18文献・合本5巻 + 日本語
別冊解説）

Women and Medical Education : Collected Writings of
Female Pioneers in the United Kingdom

Kagawa, Setsuko (EDT) Eureka Press 201402 1

7438 第１年次 洋書 看護専門 看護史 9780415712002 看護の歴史：医療・社会福祉の主要
テーマ（全４巻）

The History of Nursing (4-Volume Set) (Major Themes
in Health and Social Welfare)

Hallett, Christine (EDT) Routledge 201511 1

7439 第１年次 洋書 看護専門 公衆衛生看護学 9781138708846 ライフスタイル医学（第３版） Lifestyle Medicine Rippe, James M. (EDT) 3 New CRC Pr I Llc 201904 1 追加

7440 第２年次 和書 総記 知識．学問．学術 9784163905365 勉強の哲学：来たるべきバカのために 千葉雅也 文藝春秋 201704 1 追加

7441 第２年次 和書 総記 知識．学問．学術 9784422414171 イラストで学ぶスタディスキル図鑑：自ら学習する力を
つける

キャロル・ヴォ－ダマン：山崎正浩 創元社（大阪） 201707 1 追加

7442 第２年次 和書 総記 情報科学 9784766425475 サイバ－セキュリティ入門：図解×Ｑ＆Ａ 〓室英太郎 慶応義塾大学出版会 201810 1 追加

7443 第２年次 和書 総記 情報科学 9784274222740 コンピュ－タハイジャッキング 酒井和哉 オ－ム社 201810 1 追加

7444 第２年次 和書 総記 情報科学 9784865103458 情報リテラシ－入門編：Ｗｉｎｄｏｗｓ１０／Ｏｆｆｉ
ｃｅ２０１６対応

富士通エフ・オ－・エム 改訂版 富士通エフ・オ－・エム 201803 1

7445 第２年次 和書 総記 情報科学 9784295004813 スラスラ読めるＥｘｃｅｌ　ＶＢＡふりがなプログラミ
ング

リブロワ－クス インプレス 201809 1 追加

7446 第２年次 和書 総記 情報科学 9784062578509 ブル－バックス 入門者のＪａｖａＳｃｒｉｐｔ：作りながら学ぶＷｅｂ
プログラミング

立山秀利 講談社 201401 1 追加

7447 第２年次 和書 図書館．図書館
学

図書館．図書館学 9784622086505 情報リテラシ－のための図書館：日本の教育制度と図書
館の改革

根本彰 みすず書房 201712 1 追加

7448 第２年次 和書 哲学各論 人生観．世界観 9784480068705 ちくま新書 プラグマティズム入門 伊藤邦武 筑摩書房 201601 1 追加

7449 第２年次 和書 哲学各論 人間学 9784623032471 人生を物語る：生成のライフスト－リ－ やまだようこ ミネルヴァ書房 200007 1 追加

7450 第２年次 和書 哲学各論 論理学．弁証法［弁証法
的論理学］．方法論

9784062579070 ブル－バックス ロジックの世界：論理学の哲人たちがあなたの思考を変
える

ダン・クライアン：シャロン・シュアティル 講談社 201503 1 追加

7451 第２年次 和書 哲学各論 論理学．弁証法［弁証法
的論理学］．方法論

9784788515321 ワ－ドマップ 現代現象学：経験から始める哲学入門 植村玄輝：八重樫徹 新曜社 201708 1

7452 第２年次 和書 東洋思想 日本思想 9784623081615 シリ－ズ・人と文化の探究 吉野作造と柳田国男：大正デモクラシ－が生んだ「在野
の精神」

田澤晴子 ミネルヴァ書房 201803 1

7453 第２年次 和書 東洋思想 先秦思想．諸子百家 9784634431003 世界宗教史叢書 儒教史 戸川芳郎 山川出版社（千代田区） 198707 1 追加

7454 第２年次 和書 西洋哲学 西洋哲学 9784771027954 認識論から存在論へ：わかりやすい哲学入門 湯浅慎一 晃洋書房 201701 1 追加

7455 第２年次 和書 西洋哲学 西洋哲学 9784799106853 Ｙａｌｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐ
ｒｅｓｓ　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｈ

若い読者のための哲学史 ナイジェル・ウォ－バ－トン：月沢李歌子 すばる舎 201804 1

7456 第２年次 和書 西洋哲学 西洋哲学 9784124035186 哲学の歴史 哲学の歴史．第１巻（古代　１） 中央公論新社 200802 1

7457 第２年次 和書 西洋哲学 西洋哲学 9784124035193 哲学の歴史 哲学の歴史．第2巻（古代　２） 中央公論新社 200710 1 追加

7458 第２年次 和書 西洋哲学 西洋哲学 9784124035209 哲学の歴史 哲学の歴史．第３巻（中世） 中央公論新社 200801 1

7459 第２年次 和書 西洋哲学 西洋哲学 9784124035216 哲学の歴史 哲学の歴史．第４巻（１５－１６世紀） 中央公論新社 200705 1

7460 第２年次 和書 西洋哲学 西洋哲学 9784124035223 哲学の歴史 哲学の歴史．第５巻（１７世紀） 中央公論新社 200712 1

7461 第２年次 和書 西洋哲学 西洋哲学 9784124035230 哲学の歴史 哲学の歴史．第６巻（１８世紀） 中央公論新社 200706 1

7462 第２年次 和書 西洋哲学 西洋哲学 9784124035247 哲学の歴史 哲学の歴史．第７巻（１８－１９世紀） 中央公論新社 200707 1

7463 第２年次 和書 西洋哲学 西洋哲学 9784124035254 哲学の歴史 哲学の歴史．第８巻（１８－２０世紀） 中央公論新社 200711 1

7464 第２年次 和書 西洋哲学 西洋哲学 9784124035261 哲学の歴史 哲学の歴史．第９巻（１９－２０世紀） 中央公論新社 200708 1

7465 第２年次 和書 西洋哲学 西洋哲学 9784124035278 哲学の歴史 哲学の歴史．第１０巻（２０世紀　１） 中央公論新社 200803 1

7466 第２年次 和書 西洋哲学 西洋哲学 9784124035285 哲学の歴史 哲学の歴史．第１１巻（２０世紀　２） 中央公論新社 200704 1

7467 第２年次 和書 西洋哲学 西洋哲学 9784124035292 哲学の歴史 哲学の歴史．第１２巻（２０世紀　３） 中央公論新社 200804 1
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7468 第２年次 和書 西洋哲学 西洋哲学 9784124035308 哲学の歴史 哲学の歴史．別巻 中央公論新社 200808 1

7469 第２年次 和書 西洋哲学 中世哲学 9784000291323 岩波現代全書 エラスムス：人文主義の王者 沓掛良彦 岩波書店 201405 1

7470 第２年次 和書 西洋哲学 ドイツ・オーストリア哲
学

9784000291989 岩波現代全書 カント哲学の奇妙な歪み：『純粋理性批判』を読む 冨田恭彦 岩波書店 201701 1

7471 第２年次 和書 西洋哲学 ドイツ・オーストリア哲
学

9784861826832 カ－ル・マルクス入門 的場昭弘 作品社 201809 1 追加

7472 第２年次 和書 西洋哲学 ドイツ・オーストリア哲
学

9784812212066 ヤスパ－ス精神医学から哲学へ：人間学的歩み 桝井靖之 昭和堂（京都） 201207 1 追加

7473 第２年次 和書 西洋哲学 フランス・オランダ哲学 9784891766245 狂気と権力：フ－コ－の精神医学批判 佐々木滋子 水声社 200706 1 追加

7474 第２年次 和書 西洋哲学 ロシア哲学 9784000291996 岩波現代全書 ２０世紀ロシア思想史：宗教・革命・言語 桑野隆 岩波書店 201702 1

7475 第２年次 和書 西洋哲学 その他の哲学 9784588009976 叢書・ウニベルシタス 導きとしてのユダヤ哲学：ロ－ゼンツヴァイク、ブ－バ
－、レヴィナス、ウィトゲ

ヒラリ－・パトナム：佐藤貴史 法政大学出版局 201309 1 追加

7476 第２年次 和書 西洋哲学 その他の哲学 9784588140464 叢書・ウニベルシタス 悪しき造物主 Ｅ．Ｍ．シオラン：金井裕 新装版 法政大学出版局 201710 1 追加

7477 第２年次 和書 心理学 臨床心理学．精神分析学 9784535563520 その心理臨床、大丈夫？：心理臨床実践のポイント 遠藤裕乃：佐田久真貴 日本評論社 201809 1 追加

7478 第２年次 和書 心理学 臨床心理学．精神分析学 9784816363924 臨床心理士試験一問一答問題集＆最重要キ－ワ－ド：一
発合格！

心理学専門校ファイブアカデミ－ ナツメ社 201802 1 追加

7479 第２年次 和書 心理学 臨床心理学．精神分析学 9784535563728 布コラ－ジュ法の世界：回復への途を紡ぐ物語 藤井智美 日本評論社 201811 1 追加

7480 第２年次 和書 心理学 臨床心理学．精神分析学 9784623084531 〈前向きな諦め〉を促すインタ－ネット認知行動療法：
日本文化にそくした心理支援のために

下山晴彦：菅沼慎一郎 ミネルヴァ書房 201810 1 追加

7481 第２年次 和書 心理学 臨床心理学．精神分析学 9784753311408 精神力動的サイコセラピ－入門：日常臨床に活かすテク
ニック

セ－ラ・フェルス・アッシャ－：岡野憲一郎 岩崎学術出版社 201809 1 追加

7482 第２年次 和書 心理学 臨床心理学．精神分析学 9784753311378 ダンス・ム－ブメントセラピ－癒しの技法 フラン・Ｊ・レヴィ：町田章一 岩崎学術出版社 201807 1 追加

7483 第２年次 和書 倫理学．道徳 倫理学．道徳 9784771029194 倫理学基礎講座 マティアス・ルッツ・バッハマン：桐原隆弘 晃洋書房 201802 1

7484 第２年次 和書 倫理学．道徳 倫理学．道徳 9784815808686 ロボットからの倫理学入門 久木田水生：神崎宣次 名古屋大学出版会 201702 1 追加

7485 第２年次 和書 倫理学．道徳 倫理学．道徳 9784815805999 動物からの倫理学入門 伊勢田哲治 名古屋大学出版会 200811 1 追加

7486 第２年次 和書 倫理学．道徳 倫理学．道徳 9784326102624 メタ倫理学入門：道徳のそもそもを考える 佐藤岳詩 勁草書房 201708 1 追加

7487 第２年次 和書 倫理学．道徳 倫理学．道徳 9784588010767 叢書・ウニベルシタス 依存的な理性的動物：ヒトにはなぜ徳が必要か アラスデア・マッキンタイア：高島和哉 法政大学出版局 201805 1 追加

7488 第２年次 和書 倫理学．道徳 その他の特定主題 9784588009877 叢書・ウニベルシタス 根源悪の系譜：カントからア－レントまで リチャ－ド・Ｊ．バ－ンスタイン：阿部ふく子 法政大学出版局 201301 1 追加

7489 第２年次 和書 倫理学．道徳 人生訓．教訓 9784093878838 ２５歳の補習授業：学校で教わらなかったこれからいち
ばん大切なこと

小学館 200910 1

7490 第２年次 和書 倫理学．道徳 人生訓．教訓 9784426117535 平常心のコツ：「乱れた心」を整える９３の言葉 植西聡 自由国民社 201312 1

7491 第２年次 和書 倫理学．道徳 人生訓．教訓 9784492223871 まんがでわかるＬＩＦＥ　ＳＨＩＦＴ：１００年時代の
人生戦略

リンダ・グラットン：アンドリュ－・スコット 東洋経済新報社 201809 1 追加

7492 第２年次 和書 倫理学．道徳 人生訓．教訓 9784062206495 成長したければ、自分より頭のいい人とつきあいなさ
い：グロ－バル人材になるための９９のアドバイス

杉田敏 講談社 201706 1 追加

7493 第２年次 和書 宗教 宗教学．宗教思想 9784588099762 叢書・ウニベルシタス 聖と俗：宗教的なるものの本質について ミルチャ・エリア－デ：風間敏夫 新装版 法政大学出版局 201401 1 追加

7494 第２年次 和書 宗教 宗教学．宗教思想 9784588140075 叢書・ウニベルシタス 宗教とエロス ヴァルタ－・シュ－バルト：石川実 新装版 法政大学出版局 201503 1 追加

7495 第２年次 和書 宗教 宗教学．宗教思想 9784588010132 叢書・ウニベルシタス 無神論の歴史：始原から今日にいたるヨ－ロッパ世界の
信仰を持たざる

ジョルジュ・ミノワ：石川光一 法政大学出版局 201407 1 追加

7496 第２年次 和書 宗教 宗教学．宗教思想 9784588010422 叢書・ウニベルシタス 社会の宗教 ニクラス・ル－マン：土方透 法政大学出版局 201606 1 追加

7497 第２年次 和書 キリスト教 布教．伝道 9784818409491 希望の教育へ：子どもと共にいる神 レギ－ネ・シンドラ－：深谷潤 日本基督教団出版局 201610 1 追加

7498 第２年次 和書 歴史 世界史．文化史 9784046018489 中高６年間の世界史が１０時間でざっと学べる 宮崎正勝 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 201612 1 追加
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7499 第２年次 和書 歴史 世界史．文化史 9784872594690 市民のための世界史 大阪大学歴史教育研究会 大阪大学出版会 201404 1 追加

7500 第２年次 和書 日本史 日本史 9784046022271 世界史とつなげて学べ超日本史：日本人を覚醒させる教
科書が教えない歴史

茂木誠 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 201802 1 追加

7501 第２年次 和書 日本史 日本史 9784396616489 明治維新とは何だったのか：世界史から考える 半藤一利：出口治明 祥伝社 201805 1 追加

7502 第２年次 和書 日本史 日本史 9784634591127 もういちど読む山川日本近代史 鳥海靖 山川出版社（千代田区） 201304 1 追加

7503 第２年次 和書 日本史 日本史 9784255004853 それでも、日本人は「戦争」を選んだ 加藤陽子（日本近代史） 朝日出版社 200907 1 追加

7504 第２年次 和書 日本史 日本史 9784000291552 岩波現代全書 近代日本の「南進」と沖縄 後藤乾一 岩波書店 201502 1

7505 第２年次 和書 日本史 日本史 9784582765526 平凡社ライブラリ－ 逝きし世の面影 渡辺京二 平凡社 200509 1 追加

7506 第２年次 和書 日本史 日本史 9784000291118 岩波現代全書 明治日本の植民地支配：北海道から朝鮮へ 井上勝生 岩波書店 201308 1

7507 第２年次 和書 日本史 日本史 9784582454437 日露戦争史．１ 半藤一利 平凡社 201206 1 追加

7508 第２年次 和書 日本史 日本史 9784582454444 日露戦争史．２ 半藤一利 平凡社 201302 1 追加

7509 第２年次 和書 日本史 日本史 9784582454468 日露戦争史．３ 半藤一利 平凡社 201401 1 追加

7510 第２年次 和書 日本史 日本史 9784389441180 新・人と歴史拡大版 原敬・政党政治のあけぼの 山本四郎 新訂版 清水書院 201708 1

7511 第２年次 和書 日本史 日本史 9784582766714 平凡社ライブラリ－ 昭和史．１９２６－１９４５ 半藤一利【著】 平凡社 200906 1 追加

7512 第２年次 和書 日本史 日本史 9784582766721 平凡社ライブラリ－ 昭和史．戦後篇（１９４５－１９８９） 半藤一利【著】 平凡社 200906 1 追加

7513 第２年次 和書 日本史 関東地方 9784314011518 台湾人の歌舞伎町：新宿、もうひとつの戦後史 稲葉佳子：青池憲司 紀伊國屋書店 201709 1 追加

7514 第２年次 和書 社会科学 社会思想 9784757123694 思想家ドラッカ－を読む：リベラルと保守のあいだで 仲正昌樹 ＮＴＴ出版 201802 1

7515 第２年次 和書 政治 政治学．政治思想 9784000283281 ヒュ－マニティ－ズ 政治学 苅部直 岩波書店 201204 1 追加

7516 第２年次 和書 政治 政治学．政治思想 9784779305733 政治学のナビゲ－タ－ 甲斐祥子：宮田智之 北樹出版 201804 1

7517 第２年次 和書 政治 政治学．政治思想 9784779512803 入門政治学３６５日 中田晋自：松尾秀哉 ナカニシヤ出版 201804 1

7518 第２年次 和書 政治 政治学．政治思想 9784560096178 ポピュリズム：デモクラシ－の友と敵 カス・ミュデ：クリストバル・ロビラ・カルトワッセル 白水社 201804 1

7519 第２年次 和書 政治 政治史・事情 9784000291576 岩波現代全書 徹底討論日本の政治を変える：これまでとこれから 宮本太郎：山口二郎 岩波書店 201503 1

7520 第２年次 和書 政治 政治史・事情 9784000291699 岩波現代全書 宰相鈴木貫太郎の決断：「聖断」と戦後日本 波多野澄雄 岩波書店 201507 1

7521 第２年次 和書 政治 政治史・事情 9784000291675 岩波現代全書 現代フランス：「栄光の時代」の終焉，欧州への活路 渡辺啓貴 岩波書店 201506 1

7522 第２年次 和書 政治 議会 9784000291910 岩波現代全書 選挙と議会の比較政治学 岩崎美紀子 岩波書店 201606 1

7523 第２年次 和書 政治 国家と個人・宗教・民族 9784000292139 岩波現代全書 グロ－バル化する靖国問題：東南アジアからの問い 早瀬晋三 岩波書店 201803 1

7524 第２年次 和書 政治 行政 9784892698996 フライトナ－スハンドブック：救急現場での活動と搬送
のために

へるす出版 201701 1

7525 第２年次 和書 政治 外交．国際問題 9784588010231 叢書・ウニベルシタス 思想のグロ－バル・ヒストリ－：ホッブズから独立宣言
まで

デイヴィッド・ア－ミテイジ：平田雅博 法政大学出版局 201503 1 追加

7526 第２年次 和書 政治 外交．国際問題 9784000291897 岩波現代全書 戦後日本外交：軌跡と課題 栗山尚一 岩波書店 201606 1

7527 第２年次 和書 政治 外交．国際問題 9784000292016 岩波現代全書 中国政治からみた日中関係 国分良成 岩波書店 201704 1

7528 第２年次 和書 政治 外交．国際問題 9784000291569 岩波現代全書 対米依存の起源：アメリカのソフト・パワ－戦略 松田武 岩波書店 201502 1

7529 第２年次 和書 政治 外交．国際問題 9784000291415 岩波現代全書 中国国境熱戦の跡を歩く 石井明 岩波書店 201408 1
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7530 第２年次 和書 政治 外交．国際問題 9784588010309 叢書・ウニベルシタス 世界戦争 ミッシェル・セ－ル：秋枝茂夫 法政大学出版局 201508 1 追加

7531 第２年次 和書 政治 外交．国際問題 9784588010408 叢書・ウニベルシタス 核の脅威：原子力時代についての徹底的考察 ギュンタ－・アンデルス：青木隆嘉 法政大学出版局 201605 1 追加

7532 第２年次 和書 法律 法律 9784779305672 憲法と市民社会 横坂健治 増補版 北樹出版 201804 1

7533 第２年次 和書 法律 法学 9784797227703 法律の条文解釈入門：六法を引こう！ 小室百合 新版 信山社出版 201803 1

7534 第２年次 和書 法律 法学 9784771030121 入門法学：現代社会の羅針盤 竹下賢：角田猛之 第５版 晃洋書房 201804 1

7535 第２年次 和書 法律 法学 9784860311247 新・法と社会生活 有沢知子 第５版 尚学社（文京区） 201604 1 追加

7536 第２年次 和書 法律 法学 9784588140266 叢書・ウニベルシタス 社会の法．１ ニクラス・ル－マン：馬場靖雄 新装版 法政大学出版局 201601 1 追加

7537 第２年次 和書 法律 憲法 9784589037114 憲法の基本 小泉洋一：倉持孝司 第３版 法律文化社 201604 1 追加

7538 第２年次 和書 法律 民法 9784782305645 スタンダ－ル民法シリ－ズ 家族法 柳勝司：宮崎幹朗 第３版 嵯峨野書院 201607 1 追加

7539 第２年次 和書 経済 経済学．経済思想 9784535806115 日評ベ－シック・シリ－ズ ミクロ経済学：需要供給分析からの入門 上田薫 日本評論社 201803 1 追加

7540 第２年次 和書 経済 経済学．経済思想 9784860153786 経済学概論 矢口和宏：坂本直樹 みらい 201604 1 追加

7541 第２年次 和書 経済 経済学．経済思想 9784535555969 行動健康経済学ー人はなぜ判断を誤るのか 依田高典・後藤励・西村周三著 日本評論社 200903 1 追加

7542 第２年次 和書 経済 経済学．経済思想 9784794431899 マクロ経済分析：ケインズの経済学 佐々木浩二 第２版 創成社 201804 1

7543 第２年次 和書 経済 経済学．経済思想 9784883842742 ライブラリ経済学１５講　ＢＡＳＩＣ
編　９

計量経済学１５講 小巻泰之：山澤成康 新世社 201804 1

7544 第２年次 和書 経済 経済学．経済思想 9784883842674 ライブラリ経済学１５講　ＢＡＳＩＣ
編　１１

統計学１５講 山本庸平 新世社 201712 1

7545 第２年次 和書 経済 経済学．経済思想 9784873150017 経済学大系シリ－ズ 経済学を学ぶための微分積分学 戸瀬信之 エコノミスト社(発売：日本コンピュ
－タ協会)

200003 1 追加

7546 第２年次 和書 経済 人口．土地．資源 9784406062442 わたしたちの地球環境と天然資源：環境学習に役立
つ！．１

本間愼：こどもくらぶ 新日本出版社 201804 1 追加

7547 第２年次 和書 経済 人口．土地．資源 9784406062459 わたしたちの地球環境と天然資源：環境学習に役立
つ！．２

本間愼：こどもくらぶ 新日本出版社 201805 1 追加

7548 第２年次 和書 経済 人口．土地．資源 9784406062466 わたしたちの地球環境と天然資源：環境学習に役立
つ！．３

201807 1 追加

7549 第２年次 和書 経済 人口．土地．資源 9784406062473 わたしたちの地球環境と天然資源：環境学習に役立
つ！．４

本間愼：こどもくらぶ 新日本出版社 201807 1 追加

7550 第２年次 和書 経済 人口．土地．資源 9784406062480 わたしたちの地球環境と天然資源：環境学習に役立
つ！．５

本間愼：こどもくらぶ 新日本出版社 201808 1 追加

7551 第２年次 和書 経済 人口．土地．資源 9784406062497 わたしたちの地球環境と天然資源：環境学習に役立
つ！．６

本間愼：こどもくらぶ 新日本出版社 201808 1 追加

7552 第２年次 和書 経済 経営管理 9784876910397 環境立国日本を目指す　Part2 くらしのリサーチセンター くらしのリサーチセンター 201902 1 追加

7553 第２年次 和書 経済 経営管理 9784478015421 入社１年目の教科書 岩瀬大輔 ダイヤモンド社＊ 201105 1 追加

7554 第２年次 和書 経済 経営管理 9784492830581 Ｔｈｉｎｋ！：実践的ビジネストレ－ニング誌．ｎｏ．
５０

Ｔｈｉｎｋ！編集部 東洋経済新報社 201407 1 追加

7555 第２年次 和書 経済 経営管理 9784046023612 ビジネスモデル２．０図鑑 近藤哲朗 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 201809 1 追加

7556 第２年次 和書 経済 経営管理 9784774173238 スライドを極めればプレゼンは１００％成功する！：プ
レゼンテ－ションはスライドで変わる！

河合浩之 技術評論社 201505 1 追加

7557 第２年次 和書 経済 経営管理 9784756920041 ＡＳＵＫＡ　ＢＵＳＩＮＥＳＳ 仕事は「段取りとスケジュ－ル」で９割決まる！ 飯田剛弘 明日香出版社 201812 1 追加

7558 第２年次 和書 経済 経営管理 9784886476425 コミュニケ－ション力：コミュニケ－ション＆プレゼン
の基礎

関明浩 エスシ－シ－ 201711 1 追加

7559 第２年次 和書 経済 経営管理 9784588099779 叢書・ウニベルシタス 貨幣の哲学 エマニュエル・レヴィナス：ロジェ・ビュルグヒュラ－
ヴ

新装版 法政大学出版局 201404 1 追加

7560 第２年次 和書 経済 金融．銀行．信託 9784812217214 はじめての金融リテラシ－：お金のキホンを身につけよ
う！

奥田真之：大薮千穂 昭和堂（京都） 201805 1
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7561 第２年次 和書 経済 金融．銀行．信託 9784842917207 金融の基礎 沈徹 改訂増補
第２版

八千代出版 201804 1

7562 第２年次 和書 財政 租税 9784322132939 ＫＩＮＺＡＩバリュ－叢書 税から読みとく歴史・社会と日本の将来 栗原克文 金融財政事情研究会(発売：きんざい) 201808 1 追加

7563 第２年次 和書 財政 租税 9784754725396 図解組織再編税制．平成３０年版 中村慈美 大蔵財務協会 201810 1 追加

7564 第２年次 和書 財政 租税 9784324105146 要説固定資産税．平成３０年度版 固定資産税務研究会 ぎょうせい 201808 1 追加

7565 第２年次 和書 統計 統計 9784875117322 図説国民衛生の動向．２０１７／２０１８  特集：がん
対策

厚生労働統計協会 厚生労働統計協会 201710 1

7566 第２年次 和書 統計 統計 9784894300187 母子保健の主なる統計．平成２９年度刊行 母子衛生研究会 母子保健事業団 201803 1

7567 第２年次 和書 統計 統計 9784822340032 日本の統計．２０１８年版 総務省統計局 日本統計協会 201803 1

7568 第２年次 和書 統計 統計 9784822340049 世界の統計．２０１８ 総務省統計局 日本統計協会 201803 1

7569 第２年次 和書 統計 統計 9784000291613 岩波現代全書 国勢調査日本社会の百年 佐藤正広 岩波書店 201504 1

7570 第２年次 和書 社会 社会学 9784130520256 社会学 奥井智之 第２版 東京大学出版会 201403 1

7571 第２年次 和書 社会 社会学 9784588099809 叢書・ウニベルシタス 諸個人の社会：文明化と関係構造 ノ－ルベルト・エリアス：ミヒャエル・シュレ－タ－ 新装版 法政大学出版局 201402 1 追加

7572 第２年次 和書 社会 社会学 9784588010538 叢書・ウニベルシタス シンボルの理論 ノルベルト・エリアス：大平章 法政大学出版局 201703 1 追加

7573 第２年次 和書 社会 社会学 9784385162379 社会学大図鑑 クリストファ－・ソ－プ：沢田博 三省堂 201809 1 追加

7574 第２年次 和書 社会 社会学 9784588009983 叢書・ウニベルシタス 複数的人間：行為のさまざまな原動力 ベルナ－ル・ライ－ル：鈴木智之 法政大学出版局 201310 1 追加

7575 第２年次 和書 社会 社会学 9784588140174 叢書・ウニベルシタス 社会を越える社会学：移動・環境・シチズンシップ ジョン・ア－リ：吉原直樹 改装版 法政大学出版局 201506 1 追加

7576 第２年次 和書 社会 社会学 9784588140242 叢書・ウニベルシタス 自動車と移動の社会学：オ－トモビリティ－ズ マイク・フェザ－ストン：ナイジェル・スリフト 新装版 法政大学出版局 201511 1 追加

7577 第２年次 和書 社会 社会学 9784588140419 叢書・ウニベルシタス 社会の社会．２ ニクラス・ル－マン：馬場靖雄 新装版 法政大学出版局 201705 1 追加

7578 第２年次 和書 社会 社会学 9784588009624 叢書・ウニベルシタス 社会構造とゼマンティク．２ ニクラス・ル－マン：馬場靖雄 法政大学出版局 201307 1 追加

7579 第２年次 和書 社会 社会学 9784588009631 叢書・ウニベルシタス 社会構造とゼマンティク．３ ニクラス・ル－マン：高橋徹 法政大学出版局 201312 1 追加

7580 第２年次 和書 社会 社会学 9784414304176 影響力の武器：「イエス！」を引き出す５０の秘訣．実
践編

ノア・Ｊ．ゴ－ルドスタイン：スティ－ブ・Ｊ．マ－
ティン

誠信書房 200906 1 追加

7581 第２年次 和書 社会 社会学 9784414304220 影響力の武器：なぜ、人は動かされるのか ロバ－ト・Ｂ．チャルディ－ニ：社会行動研究会 第３版 誠信書房 201407 1 追加

7582 第２年次 和書 社会 社会学 9784779510595 社会心理学概論 北村英哉：内田由紀子 ナカニシヤ出版 201610 1 追加

7583 第２年次 和書 社会 社会学 9784496047695 トヨタ公聴会から学ぶ異文化●コミュニケ－ション 海野素央 同友館 201103 1 追加

7584 第２年次 和書 社会 社会学 9784198646356 最高の雑談力：結果を出している人の脳の使い方 茂木健一郎 徳間書店 201806 1 追加

7585 第２年次 和書 社会 社会学 9784791770625 「コミュ障」の社会学 貴戸理恵 青土社 201805 1

7586 第２年次 和書 社会 社会学 9784495537210 「共感」コミュニケ－ション：世界のどこでも、誰とで
もうまくいく

石川幸子 同文舘出版 201705 1 追加

7587 第２年次 和書 社会 社会学 9784120050671 共感スイッチ 浜崎慎治 中央公論新社 201810 1 追加

7588 第２年次 和書 社会 社会学 9784750347318 ＡＩ時代を生きる哲学：ライフケアコ－チング未知なる
自分に気づく１２の思考

北村妃呂惠 明石書店 201812 1 追加

7589 第２年次 和書 社会 社会学 9784469240566 欧米人が沈黙するとき：異文化間のコミュニケ－ション 直塚玲子 大修館書店 198011 1 追加

7590 第２年次 和書 社会 社会学 9784779305771 楽しく学んで実践できる対人コミュニケ－ションの心理
学

水國照充：青木智子 北樹出版 201804 1 追加

7591 第２年次 和書 社会 社会学 9784779124624 メディアと市民：責任なき表現の自由が社会を破壊する 前田朗 彩流社 201804 1 追加
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7592 第２年次 和書 社会 社会学 9784779304224 叢書現代の社会学とメディア研究 マスコミュニケ－ションの新時代 小田原敏：アンジェロ・イシ 北樹出版 201404 1 追加

7593 第２年次 和書 社会 社会学 9784779303593 叢書現代の社会学とメディア研究 メディアプロデュ－スの世界 中橋雄：松本恭幸 北樹出版 201304 1 追加

7594 第２年次 和書 社会 社会学 9784894490703 多様性ゲ－ム「エイリアンの住む惑星への旅立ち」：企
業人の異文化コミュニケ－ション能力向上のために

リチャ－ド・Ｂ．パワ－ズ：西野友善 バベル・プレス 200809 1 追加

7595 第２年次 和書 社会 社会学 9784887304239 異文化コミュニケ－ション教育におけるヒ－ロ－ 青木順子 大学教育出版 200103 1 追加

7596 第２年次 和書 社会 社会学 9784779301711 異文化間コミュニケ－ションへ向けて：英語への新しい
アプロ－チ

橋本満弘 改訂版 北樹出版 200904 1 追加

7597 第２年次 和書 社会 社会学 9784768468685 日本から文化力：異文化コミュニケ－ションのすすめ ジェフ・バ－グランド 現代書館 200310 1 追加

7598 第２年次 和書 社会 社会学 9784385364162 グロ－バル・コミュニケ－ション学入門 中西のりこ：仁科恭徳 三省堂 201805 1 追加

7599 第２年次 和書 社会 社会学 9784327421984 異文化コミュニケ－ションのＡｔｏＺ：理論と実践の両
面からわかる

小坂貴志 改訂版 研究社 201710 1 追加

7600 第２年次 和書 社会 社会学 9784893846730 異文化間コミュニケ－ションへの招待：異文化の理解か
ら異文化との交流に向けて

鍋倉健悦 北樹出版 199810 1 追加

7601 第２年次 和書 社会 社会学 9784422310268 異文化コミュニケ－ションを問いなおす：ディスコ－ス
分析・社会言語学的視点からの考察

イングリッド・ピラ－：高橋君江 創元社（大阪） 201404 1 追加

7602 第２年次 和書 社会 社会学 9784775401842 異文化コミュニケ－ション論：グロ－バル・マインドと
ロ－カル・アフェクト

八島智子：久保田真弓 松柏社 201210 1 追加

7603 第２年次 和書 社会 社会学 9784790716808 メディアは社会を変えるのか：メディア社会論入門 津田正太郎 世界思想社 201603 1 追加

7604 第２年次 和書 社会 社会学 9784888488655 市民メディア論：デジタル時代のパラダイムシフト 松野良一 ナカニシヤ出版 200508 1 追加

7605 第２年次 和書 社会 社会学 9784750340647 多文化共生のための異文化コミュニケ－ション 原沢伊都夫 明石書店 201409 1 追加

7606 第２年次 和書 社会 社会学 9784595318955 放送大学教材 メディア論 水越伸：飯田豊 放送大学教育振興会(発売：ＮＨＫ出
版)

201803 1 追加

7607 第２年次 和書 社会 社会学 9784762027925 アジェンダセッティング：マスメディアの議題設定力と
世論

マックスウェル・マコ－ムズ：竹下俊郎 学文社 201803 1 追加

7608 第２年次 和書 社会 社会学 9784384018516 異文化コミュニケ－ション・ワ－クブック 八代京子 三修社 200109 1 追加

7609 第２年次 和書 社会 社会学 9784788514805 理論で読むメディア文化：「今」を理解するためのリテ
ラシ－

松本健太郎 新曜社 201605 1 追加

7610 第２年次 和書 社会 社会学 9784874405581 異文化コミュニケ－ション教育：他者とのコミュニケ－
ションを考える教育

青木順子 渓水社（広島） 199904 1 追加

7611 第２年次 和書 社会 社会学 9784000291453 岩波現代全書 戦後韓国と日本文化：「倭色」禁止から「韓流」まで 金成みん 岩波書店 201410 1

7612 第２年次 和書 社会 社会学 9784623048601 現代文化の社会学入門：テ－マと出会う、問いを深める 小川伸彦：山泰幸 ミネルヴァ書房 200704 1 追加

7613 第２年次 和書 社会 社会学 9784384042283 共生社会の異文化間コミュニケ－ション：新しい理解を
求めて

ベイツ・ホッファ：本名信行 三修社 200903 1 追加

7614 第２年次 和書 社会 社会学 9784818824393 家族研究の最前線 家と共同性 加藤彰彦：戸石七生 日本経済評論社 201609 1 追加

7615 第２年次 和書 社会 社会学 9784623083640 生活環境主義のコミュニティ分析：環境社会学のアプロ
－チ

鳥越皓之：足立重和 ミネルヴァ書房 201810 1 追加

7616 第２年次 和書 社会 社会学 9784000291583 岩波現代全書 差別の日本近現代史：包摂と排除のはざまで 黒川みどり：藤野豊 岩波書店 201503 1

7617 第２年次 和書 社会 社会学 9784946509261 専門家の知恵：反省的実践家は行為しながら考える ドナルド・Ａ．ショ－ン：佐藤学（教育学） ゆみる出版 200105 1

7618 第２年次 和書 社会 社会学 9784260024051 初学者のための質的研究２６の教え 中嶌洋 医学書院 201507 1

7619 第２年次 和書 社会 社会保障 9784787823380 小児診療必携保険診療・社会保障テキスト：子どもの医
療に携わるすべてのスタッフのために

日本小児科学会社会保険委員会 診断と治療社 201805 1 追加

7620 第２年次 和書 社会 社会保障 9784870586666 外保連試案：手術・処置・生体検査・麻酔・内視鏡試案
ＣＤ－ＲＯ．２０１８

外科系学会社会保険委員会連合 医学通信社 201711 1

7621 第２年次 和書 社会 労働経済．労働問題 9784750347608 アスペルガ－症候群に特化した就労支援マニュアルＥＳ
ＰＩＤＤ：職業カウンセリングからフォロ－アップまで

梅永雄二：井口修一 明石書店 201811 1 追加

7622 第２年次 和書 社会 労働経済．労働問題 9784761009106 はじめてのナラティブ／社会構成主義キャリア・カウン
セリング：未来志向の新しいカウンセリング論

渡部昌平 川島書店 201607 1 追加
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7623 第２年次 和書 社会 労働経済．労働問題 9784760824182 グル－プ・キャリア・カウンセリング：効果的なキャリ
ア教育・キャリア研修に向けて

渡部昌平 金子書房 201809 1 追加

7624 第２年次 和書 社会 労働経済．労働問題 9784750345864 新移民時代：外国人労働者と共に生きる社会へ 西日本新聞社 明石書店 201711 1 追加

7625 第２年次 和書 社会 家族問題．男性・女性問
題．老人問題

9784787234193 なぜジェンダ－教育を大学でおこなうのか：日本と海外
の比較から考える

村田晶子：弓削尚子 青弓社 201706 1

7626 第２年次 和書 社会 家族問題．男性・女性問
題．老人問題

9784588009860 叢書・ウニベルシタス ジェンダ－の系譜学 ジェニファ－・ジャ－モン：左古輝人 法政大学出版局 201211 1 追加

7627 第２年次 和書 社会 家族問題．男性・女性問
題．老人問題

9784622049593 家族の政治学 ロナルド・デ－ヴィド・レイン：阪本良男 新装 みすず書房 199810 1 追加

7628 第２年次 和書 社会 家族問題．男性・女性問
題．老人問題

9784750341521 別れてもふたりで育てる：子どもを犠牲にしない離婚と
養育の方法

ジョアン・ペドロ・キャロル：丸井妙子 明石書店 201503 1 追加

7629 第２年次 和書 社会 社会病理 9784588010491 叢書・ウニベルシタス 犯罪・捜査・メディア：１９世紀フランスの治安と文化 ドミニク・カリファ：梅澤礼 法政大学出版局 201610 1 追加

7630 第２年次 和書 社会 社会病理 9784772416719 お母さんのためのアルコ－ル依存症回復ガイドブック ロ－ズマリ－・オコ－ナ－：今村扶美 金剛出版 201901 1 追加

7631 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784864395687 こころと身体で覚える介護技術：利用者の「自分らしい
生活」を支えるための介助マニュ

貝塚誠一郎 日本医療企画 201706 1

7632 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784434225048 社会福祉論：保育士・栄養士・看護師が学ぶ社会福祉 吉川知巳：小宅理沙 現代図書(発売：星雲社) 201610 1

7633 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784260006439 シリ－ズケアをひらく ニ－ズ中心の福祉社会へ：当事者主権の次世代福祉戦略 上野千鶴子（社会学）：中西正司 医学書院 200809 1 追加

7634 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784805855584 福辺流　力と意欲を引き出す介助術 福辺節子 中央法規出版 201708 1 追加

7635 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784260028776 ス－パ－バイズでお悩み解決！地域における支援困難事
例１５

吉岡京子：吉永陽子 医学書院 201612 1 追加

7636 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784641174429 福祉原理：社会はなぜ他者を援助する仕組みを作ってき
たのか

岩崎晋也（社会福祉学） 有斐閣 201812 1 追加

7637 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784422320557 対人援助ス－パ－ビジョン：日常場面で実践する 植田寿之 創元社（大阪） 201508 1 追加

7638 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784623054107 ストレングスモデルのケアマネジメント：いかに本人の
意欲・能力・抱負を高めていくか

白澤政和 ミネルヴァ書房 200906 1 追加

7639 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784414610086 対人援助のためのグル－プワ－ク 福山清蔵 誠信書房 201106 1 追加

7640 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784474056466 仕事がはかどるケアマネ術シリ－ズ これでバッチリ！生活保護：利用者サポ－トのための連
携と手続き

六波羅詩朗 第一法規出版 201611 1 追加

7641 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784798153087 これならわかる〈スッキリ図解〉介護保険 高野龍昭 第３版 翔泳社 201805 1

7642 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784818020078 コミュニティケア 新たな制度を生み出すコンセプト「まるごとケアの家」
の展開：「看護の醍醐味」を実感できる！

日本看護協会出版会 日本看護協会出版会 201706 1

7643 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784416518731 家族のためのユマニチュ－ド：“その人らしさ”を取り
戻す、優しい認知症ケア

イヴ・ジネスト：ロゼット・マレスコッティ 誠文堂新光社 201808 1

7644 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784104056088 「母親に、死んで欲しい」：介護殺人・当事者たちの告
白

ＮＨＫスペシャル取材班 新潮社 201710 1 追加

7645 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784416616819 「ユマニチュ－ド」という革命：なぜ、このケアで認知
症高齢者と心が通うのか

イヴ・ジネスト：ロゼット・マレスコッティ 誠文堂新光社 201608 1 追加

7646 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784863511200 認知症ケアの基礎：認知症ケア標準テキスト 日本認知症ケア学会 改訂４版 日本認知症ケア学会(発売：ワ－ルド
プランニング)

201611 1 追加

7647 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784490209587 高齢者介護に役立つハ－ブとアロマ 林真一郎：今知美 東京堂出版 201701 1 追加

7648 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784260009539 シリ－ズケアをひらく コ－ダの世界：手話の文化と声の文化 澁谷智子 医学書院 200909 1 追加

7649 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784791109715 自閉スペクトラム症の理解と支援：子どもから大人まで
の発達障害の臨床経験から

本田秀夫 星和書店 201712 1

7650 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784805856451 ＰＳＷのソ－シャルワ－クアセスメントスキル：失敗ポ
イントから学ぶ

大谷京子：田中和彦 中央法規出版 201804 1

7651 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784750345970 精神障がいのある親に育てられた子どもの語り：困難の
理解とリカバリ－への支援

横山恵子：蔭山正子 明石書店 201712 1 追加

7652 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784623075928 子どもの生活を支える児童家庭福祉 大塚良一：小野澤昇 ミネルヴァ書房 201604 1 追加

7653 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784750344348 児童相談所７０年の歴史と児童相談：“歴史の希望とし
ての児童”の支援の探究

加藤俊二 明石書店 201611 1 追加
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7654 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784750347530 子ども虐待とスク－ルソ－シャルワ－ク：チ－ム学校を
基盤とする「育む環境」の創造

西野緑 明石書店 201811 1 追加

7655 第２年次 和書 社会 社会福祉 9784772414289 子ども虐待と治療的養育：児童養護施設におけるライフ
スト－リ－ワ－クの展開

楢原真也 金剛出版 201506 1 追加

7656 第２年次 和書 教育 教育学．教育思想 9784839231309 新体系看護学全書　基礎科目 教育学 荒川智 第２版 メヂカルフレンド社 201011 1

7657 第２年次 和書 教育 教育学．教育思想 9784130513258 教育哲学の現場：物語りの此岸から 西村拓生 東京大学出版会 201306 1 追加

7658 第２年次 和書 教育 教育学．教育思想 9784861106149 教育と他者：非対称性の倫理に向けて 橋本憲幸 春風社 201812 1 追加

7659 第２年次 和書 教育 教育学．教育思想 9784762027772 教育社会とジェンダ－ 河野銀子：藤田由美子 新版 学文社 201803 1

7660 第２年次 和書 教育 教育学．教育思想 9784563052485 教育心理学：言語力からみた学び 福田由紀：平山祐一郎 培風館 201604 1 追加

7661 第２年次 和書 教育 教育学．教育思想 9784760824144 子どもの自己肯定感ＵＰコ－チング 神谷和宏 金子書房 201709 1 追加

7662 第２年次 和書 教育  教育史・事情 9784000292085 岩波現代全書 学童集団疎開：受入れ地域から考える 一條三子 岩波書店 201710 1

7663 第２年次 和書 教育 学校経営・管理．学校保
健

9784815807719 養護教諭の社会学：学校文化・ジェンダ－・同化 すぎむらなおみ 名古屋大学出版会 201406 1

7664 第２年次 和書 教育 大学．高等・専門教育．
学術行政

9784588140518 叢書・ウニベルシタス 廃墟のなかの大学 ビル・レディングズ：青木健 新装改訂
版

法政大学出版局 201809 1 追加

7665 第２年次 和書 教育 大学．高等・専門教育．
学術行政

9784588010613 叢書・ウニベルシタス 反教養の理論：大学改革の錯誤 コンラ－ト・パウル・リ－スマン：斎藤成夫 法政大学出版局 201707 1 追加

7666 第２年次 和書 教育 大学．高等・専門教育．
学術行政

9784762829789 学生を自己調整学習者に育てる：アクティブラ－二ング
のその先へ

リンダ・Ｂ．ニルソン：美馬のゆり 北大路書房 201707 1

7667 第２年次 和書 教育 大学．高等・専門教育．
学術行政

9784779508837 ＬＴＤ話し合い学習法 安永悟：須藤文 ナカニシヤ出版 201410 1

7668 第２年次 和書 化学 分析化学［化学分析］ 9784061543966 熱分析 吉田博久：古賀信吉 第４版 講談社 201702 1 追加

7669 第２年次 和書 化学 分析化学 9784524403431 パ－トナ－分析化学 パ－トナ－分析化学．１ 萩中淳：能田均 改訂第３
版

南江堂 201703 1

7670 第２年次 和書 化学 分析化学 9784524403448 パ－トナ－分析化学 パ－トナ－分析化学．２ 能田均：萩中淳 改訂第３
版

南江堂 201703 1

7671 第２年次 和書 化学 分析化学［化学分析］ 9784807909162 有機化合物のスペクトルによる同定法：ＭＳ，ＩＲ，Ｎ
ＭＲの併用

ロバ－ト・Ｍ．シルヴァ－スタイン：フランシス・Ｘ．
ウェブスタ－

第８版 東京化学同人 201612 1 追加

7672 第２年次 和書 化学 合成化学［化学合成］ 9784807908417 基礎から学ぶ有機合成 ロ－リ－・Ｓ．スタ－キ－：伊藤喬 東京化学同人 201312 1 追加

7673 第２年次 和書 化学 無機化学 9784526076640 数学フリ－の無機化学 齋藤勝裕 日刊工業新聞社 201702 1 追加

7674 第２年次 和書 化学 無機化学 9784860435318 分子は旅をする：空気の物語 岩村秀：吉田隆 エヌ・ティ－・エス 201805 1 追加

7675 第２年次 和書 化学 無機化学 9784759818376 無機化学の基礎 坪村太郎：川本達也 化学同人 201702 1 追加

7676 第２年次 和書 化学 天然物質の化学 9784826901932 カフェインの真実：賢く利用するために知っておくべき
こと

マリ－・カ－ペンタ－：黒沢令子 白揚社 201612 1 追加

7677 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784903814278 リベラル・ア－ツナチュラルサイエン
スシリ－ズ

天と地の理をさぐる地球学と宇宙学 福江純：小西啓之 プレアデス出版 200911 1 追加

7678 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784779305528 地球の科学：変動する地球とその環境 佐藤暢 改訂版 北樹出版 201710 1 追加

7679 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784766424003 自然地理学：地球環境の過去・現在・未来 松原彰子 第５版 慶応義塾大学出版会 201703 1 追加

7680 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784142309412 放送大学教材 基礎　宇宙地球科学 奈須紀幸：小尾信弥 放送大学教育振興会(発売：ＮＨＫ出
版)

198503 1 追加

7681 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784320047211 現代地球科学入門シリ－ズ 地球内部の物質科学 大谷栄治：長谷川昭 共立出版 201809 1 追加

7682 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784320047228 現代地球科学入門シリ－ズ 地球物質のレオロジ－とダイナミクス 唐戸俊一郎 共立出版 201108 1 追加

7683 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784320047204 現代地球科学入門シリ－ズ 地球化学 佐野有司：高橋嘉夫 共立出版 201304 1 追加

7684 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784788911772 図解世界自然遺産で見る地球４６億年 目代邦康 実務教育出版 201701 1 追加
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7685 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784860645625 シミュレ－ト・ジ・ア－ス：未来を予測する地球科学 河宮未知生 ベレ出版 201810 1 追加

7686 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784486013105 新版地学教育講座．１０巻 地学団体研究会 東海大学出版部 199503 1 追加

7687 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784486013112 新版地学教育講座．１１巻 地学団体研究会 東海大学出版部 199411 1 追加

7688 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784486013129 新版地学教育講座．１２巻 地学団体研究会 東海大学出版部 199509 1 追加

7689 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784486013136 新版地学教育講座．１３巻 地学団体研究会 東海大学出版部 199602 1 追加

7690 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784486013143 新版地学教育講座．１４巻 地学団体研究会 東海大学出版部 199505 1 追加

7691 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784486013150 新版地学教育講座．１５巻 地学団体研究会 東海大学出版部 199510 1 追加

7692 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784486013167 新版地学教育講座．１６巻 地学団体研究会 東海大学出版部 199409 1 追加

7693 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784486013013 新版地学教育講座．１巻 地学団体研究会 東海大学出版部 199409 1 追加

7694 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784486013020 新版地学教育講座．２巻 地学団体研究会 東海大学出版部 199602 1 追加

7695 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784486013037 新版地学教育講座．３巻 地学団体研究会 東海大学出版部 199502 1 追加

7696 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784486013044 新版地学教育講座．４巻 地学団体研究会 東海大学出版部 199503 1 追加

7697 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784486013051 新版地学教育講座．５巻 地学団体研究会 東海大学出版部 199505 1 追加

7698 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784486013068 新版地学教育講座．６巻 地学団体研究会 東海大学出版部 199509 1 追加

7699 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784486013075 新版地学教育講座．７巻 地学団体研究会 東海大学出版部 199510 1 追加

7700 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784486013082 新版地学教育講座．８巻 地学団体研究会 東海大学出版部 199502 1 追加

7701 第２年次 和書 地球科学．地学 地球科学．地学 9784486013099 新版地学教育講座．９巻 地学団体研究会 東海大学出版部 199411 1 追加

7702 第２年次 和書 地球科学．地学 岩石学 9784320047242 現代地球科学入門シリ－ズ 岩石学 榎並正樹 共立出版 201309 1 追加

7703 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784563078249 新しい生物科学 弥益恭：中尾啓子 培風館 201805 1 追加

7704 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

理論生物学．生命論 9784588010811 叢書・ウニベルシタス 生命倫理学：自然と利害関心の間 ディ－タ－・ビルンバッハ－：アンドレアス・ク－ルマ
ン

法政大学出版局 201806 1 追加

7705 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

理論生物学．生命論 9784759817300 ＤＯＪＩＮ　ＢＩＯＳＣＩＥＮＣＥ
ＳＥＲＩＥＳ

定量生物学：生命現象を定量的に理解するために 小林徹也 化学同人 201808 1 追加

7706 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

理論生物学．生命論 9784758120791 Ｒとグラフで実感する生命科学のための統計入門 石井一夫 羊土社 201703 1

7707 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

細胞学 9784788515772 利己的細胞：遺伝子と細胞の闘争と進化 帯刀益夫 新曜社 201804 1 追加

7708 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

細胞学 9784274207440 ベ－シックマスタ－ 細胞生物学 尾張部克志：神谷律 オ－ム社 200908 1

7709 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

細胞学 9784525134815 Ｔｈｅ　Ｆｒｏｎｔｉｅｒｓ　ｉｎ
Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ

オ－トファジ－：分子メカニズムの理解から病態の解明
まで

大隅良典：吉森保 南山堂 201801 1

7710 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

細胞学 9784274205996 ベ－シックマスタ－ 発生生物学 東中川徹：八杉貞雄 オ－ム社 200809 1

7711 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784807909193 エッセンシャル生化学 C.W.Pratt・K.Corneiy著　　　　　　　　須藤和夫・山
本啓一・樫田利明・渡辺遊井一郎 訳

第３版 東京化学同人 201807 1 追加

7712 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784860034658 放射線生物学 窪田宜夫：平山亮一 新版 医療科学社 201512 1

7713 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784339072440 放射線生物学 木村雄治 コロナ社 201809 1

7714 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784860450984 放射線双書 放射線生物学 杉浦紳之：鈴木崇彦 ５訂版 通商産業研究社 201702 1

7715 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784274214684 ベ－シックマスタ－ 分子生物学 東中川徹：大山隆 改訂２版 オ－ム社 201310 1
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7716 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784274211195 放射線技術学シリ－ズ 放射線生物学 江島洋介：木村博 改訂２版 オ－ム社 201111 1

7717 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784759813906 ＣＳＪカレントレビュ－ 生命機能に迫る分子化学：生命分子を真似る、飾る、超
える

日本化学会 化学同人 201808 1 追加

7718 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784339067491 ナノバイオとナノメディシン：医療応用のための材料と
分子生物学

生駒俊之：田中順三（材料工学） コロナ社 201510 1 追加

7719 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784759815771 見てわかる構造生命科学：生命科学研究へのタンパク質
構造の利用

中村春木 化学同人 201404 1 追加

7720 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784807909490 分子生物学：ゲノミクスとプロテオミクス Ｊ．ズラタノバ：Ｋ・Ｅ．ヴァンホ－ルデ 東京化学同人 201809 1 追加

7721 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784759815825 ベーシック分子生物学 米崎哲朗・升方久夫・金澤浩 化学同人 201411 1 追加

7722 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784781312453 抗菌ペプチドの機能解明と技術利用 長岡功 シ－エムシ－出版 201705 1

7723 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784781312675 医療・診断をささえるペプチド科学：再生医療・ＤＤ
Ｓ・診断への応用

平野義明 シ－エムシ－出版 201710 1

7724 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784781312927 バイオテクノロジ－ バイオマス分解酵素研究の最前線：セルラ－ゼ・ヘミセ
ルラ－ゼを中心として

近藤昭彦：天野良彦 普及版 シ－エムシ－出版 201809 1 追加

7725 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784320035942 生物学と医学のための物理学 ポ－ル・ダヴィドヴィッツ：曽我部正博 共立出版 201501 1 追加

7726 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

微生物学 9784320057395 シリ－ズ現代の生態学 微生物の生態学 大園享司：鏡味麻衣子 共立出版 201103 1 追加

7727 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

微生物学 9784320057463 シリ－ズ現代の生態学 感染症の生態学 川端善一郎：吉田丈人 共立出版 201603 1 追加

7728 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

微生物学 9784830041310 応用微生物学 横田篤：大西康夫 第３版 文永堂出版 201607 1 追加

7729 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

微生物学 9784814000470 微生物生態学：ゲノム解析からエコシステムまで デイビッド・Ｌ．カ－チマン：永田俊 京都大学学術出版会 201609 1 追加

7730 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

微生物学 9784486018445 フィ－ルドの生物学 共生細菌の世界：したたかで巧みな宿主操作 成田聡子 東海大学出版部 201106 1 追加

7731 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

微生物学 9784524268375 生命科学のためのウイルス学：感染と宿主応答のしく
み，医療への応用

デ－ヴィド・Ｒ．ハ－パ－：下遠野邦忠 南江堂 201502 1 追加

7732 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

微生物学 9784621062326 酵母のすべて：系統，細胞から分子まで 大隅良典：下田親 丸善出版 201203 1 追加

7733 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

微生物学 9784876989829 乳酸菌とビフィズス菌のサイエンス 日本乳酸菌学会 京都大学学術出版会 201011 1 追加

7734 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784563078225 遺伝学：遺伝子から見た生物 桂勲：鷲谷いづみ 培風館 201701 1

7735 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784779512919 遺伝学の知識と病いの語り：遺伝性疾患をこえて生きる 前田泰樹：西村ユミ ナカニシヤ出版 201808 1 追加

7736 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784785352370 基礎分子遺伝学・ゲノム科学 坂本順司 裳華房 201809 1 追加

7737 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784895928755 トンプソン＆トンプソン遺伝医学 ロバ－ト・Ｌ．ナスバウム：ロデリック・Ｒ．マキネス 第２版 エルゼビア・ジャパン(発売：メディ
カル・サイエン)

201703 1

7738 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784163908243 合成生物学の衝撃 須田桃子 文藝春秋 201804 1 追加

7739 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784320044180 化学の要点シリ－ズ 化学にとっての遺伝子操作 永島賢治：嶋田敬三 共立出版 201508 1 追加

7740 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784163908793 マンモスを再生せよ：ハ－バ－ド大学遺伝子研究チ－ム
の挑戦

ベン・メズリック：上野元美 文藝春秋 201807 1 追加

7741 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784621301937 デザイナ－・ベビ－：ゲノム編集によって迫られる選択 ポ－ル・ノフラ－：中山潤一 丸善出版 201708 1

7742 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784785358693 ゲノム編集の基本原理と応用：ＺＦＮ，ＴＡＬＥＮ，Ｃ
ＲＩＳＰＲ－Ｃａｓ９

山本卓 裳華房 201806 1 追加

7743 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784807909179 遺伝子発現制御機構：クロマチン、転写制御、エピジェ
ネティクス

田村隆明：浦聖恵 東京化学同人 201703 1

7744 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784829962077 種生物学研究 エピジェネティクスの生態学：環境に応答して遺伝子を
調節するしくみ

種生物学会：荒木希和子 文一総合出版 201702 1 追加

7745 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784320057401 シリ－ズ現代の生態学 エコゲノミクス：遺伝子からみた適応 森長真一：工藤洋 共立出版 201212 1 追加

7746 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784758120838 基礎から学ぶ遺伝子工学 田村隆明 第２版 羊土社 201711 1 追加
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7747 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784622079149 進化する遺伝子概念 ジャン・ドゥ－シュ：佐藤直樹 みすず書房 201509 1 追加

7748 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784758103572 遺伝子制御の新たな主役栄養シグナル：糖、脂質、アミ
ノ酸による転写調節・生体恒常性機構と

矢作直也 羊土社 201609 1

7749 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784759817294 ＤＯＪＩＮ　ＢＩＯＳＣＩＥＮＣＥ
ＳＥＲＩＥＳ

医療応用をめざすゲノム編集：最新動向から技術・倫理
的課題まで

真下知士：金田安史 化学同人 201806 1 追加

7750 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784501630300 ワトソン遺伝子の分子生物学 ジェ－ムズ・デュ－イ・ウォトソン：タニア・Ａ．ベ－
カ－

第７版 東京電機大学出版局 201701 1 追加

7751 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784621302729 環境とエピゲノム：からだは環境によって変わるのか？ 中尾光善 丸善出版 201801 1 追加

7752 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784895929011 Ｄｒ．Ｂｏｎｏの生命科学デ－タ解析 坊農秀雅 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201709 1

7753 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784766422511 バイオインフォマティクス入門：学会公認 日本バイオインフォマティクス学会 慶応義塾大学出版会 201508 1 追加

7754 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784562055784 ビジュアルで見る遺伝子・ＤＮＡのすべて：身近なト
ピックで学ぶ基礎構造から最先端研究まで

キャット・ア－ニ－：長谷川知子 原書房 201806 1 追加

7755 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784785358662 ゲノム編集入門：ＺＦＮ・ＴＡＬＥＮ・ＣＲＩＳＰＲ－
Ｃａｓ９

山本卓 裳華房 201612 1 追加

7756 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784588010842 叢書・ウニベルシタス 性そのもの：ヒトゲノムの中の男性と女性の探求 サラ・Ｓ・リチャ－ドソン：渡部麻衣子 法政大学出版局 201809 1 追加

7757 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784863240308 生物多様性１００問 盛山正仁：福岡伸一 木楽舎 201009 1

7758 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784833140881 地球からのおくりもの：生物多様性を理解するために 名古屋大学 風媒社 201103 1 追加

7759 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784860645335 生き物はどのように土にかえるのか：動植物の死骸をめ
ぐる分解の生物学

大園享司 ベレ出版 201801 1 追加

7760 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784540092992 〈図説〉生物多様性と現代社会：「生命の環」３０の物
語

小島望 農山漁村文化協会 201009 1 追加

7761 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784812211458 地球研叢書 生物多様性どう生かすか：保全・利用・分配を考える 山村則男 昭和堂（京都） 201110 1 追加

7762 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784874159422 生き物の環境科学 河内俊英 海鳥社 201505 1 追加

7763 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784274203428 ベ－シックマスタ－ 生態学 南佳典：沖津進 オ－ム社 200702 1

7764 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784769914815 海洋科学入門：海の低次生物生産過程 多田邦尚：一見和彦 恒星社厚生閣 201409 1 追加

7765 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784422430225 すばらしい海洋生物の世界 アレックス・マスタ－ド：カラム・ロバ－ツ 創元社（大阪） 201705 1 追加

7766 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

人類学 9784767825106 大英自然史博物館シリ－ズ サピエンス物語 ルイ－ズ・ハンフリ－：クリス・ストリンガ－ エクスナレッジ 201807 1 追加

7767 第２年次 和書 生物科学．一般
生物学

人類学 9784000291736 岩波現代全書 ＤＮＡで語る日本人起源論 篠田謙一 岩波書店 201509 1

7768 第２年次 和書 植物学 一般植物学 9784785358457 新・生命科学シリ－ズ 植物の成長 西谷和彦 裳華房 201105 1 追加

7769 第２年次 和書 植物学 一般植物学 9784274206634 ベ－シックマスタ－ 植物生理学 塩井祐三：井上弘（植物生理学） オ－ム社 200902 1

7770 第２年次 和書 植物学 一般植物学 9784829921760 種生物学研究 光と水と植物のかたち：植物生理生態学入門 種生物学会 文一総合出版 200305 1 追加

7771 第２年次 和書 動物学 動物学 9784409030783 動物の解放 ピ－タ－・シンガ－：戸田清 改訂版 人文書院 201105 1 追加

7772 第２年次 和書 動物学 一般動物学 9784785358464 新・生命科学シリ－ズ 動物の形態：進化と発生 八杉貞雄 裳華房 201105 1 追加

7773 第２年次 和書 動物学 一般動物学 9784767825243 大英自然史博物館シリ－ズ 動物が見ている世界と進化 スティ－ヴ・パ－カ－：蟻川謙太郎 エクスナレッジ 201809 1 追加

7774 第２年次 和書 動物学 一般動物学 9784785358495 新・生命科学シリ－ズ 動物の発生と分化 浅島誠：駒崎伸二 裳華房 201109 1 追加

7775 第２年次 和書 動物学 一般動物学 9784785358433 新・生命科学シリ－ズ 動物の性 守隆夫 裳華房 201004 1 追加

7776 第２年次 和書 動物学 昆虫類 9784254640465 蚊のはなし：病気との関わり 上村清 朝倉書店 201708 1

7777 第２年次 和書 技術．工学 工業基礎学 9784788514348 誰のためのデザイン？：認知科学者のデザイン原論 ドナルド・Ａ．ノ－マン：岡本明 増補・改
訂版

新曜社 201504 1 追加
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7778 第２年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784794431745 環境学への誘い 獨協大学環境共生研究所：浜本光紹 獨協大学環境共生研究所(発売：創成
社)

201609 1 追加

7779 第２年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784623073634 早稲田大学現代政治経済研究所研究叢
書

メディアは環境問題をどう伝えてきたのか：公害・地球
温暖化・生物多様性

関谷直也：瀬川至朗 ミネルヴァ書房 201504 1 追加

7780 第２年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784769910237 有明海の生態系再生をめざして 日本海洋学会 恒星社厚生閣 200509 1 追加

7781 第２年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784846109097 生物多様性と食・農 天笠啓祐 緑風出版 200909 1 追加

7782 第２年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784805833636 はじめて学ぶ生物多様性と暮らし・経済 林希一郎 中央法規出版 201009 1 追加

7783 第２年次 和書 機械工学 原子力工学 9784860451110 第一種放射線取扱主任者試験受験用 放射線概論 柴田徳思編 第１１版 通商産業研究社 201812 1 追加

7784 第２年次 和書 機械工学 原子力工学 9784621085974 放射線を科学的に理解する 鳥居寛之・小豆川勝見・渡辺雄一郎著　　　　　　　中
川恵一執筆協力

丸善出版 201210 1 追加

7785 第２年次 和書 電気工学 発電 9784409530504 曝された生：チェルノブイリ後の生物学的市民 アドリアナ・ペトリ－ナ：森本麻衣子 人文書院 201601 1 追加

7786 第２年次 和書 電気工学 通信工学．電気通信 9784779509513 「シリ－ズ」メディアの未来 音響メディア史 谷口文和：中川克志 ナカニシヤ出版 201505 1 追加

7787 第２年次 和書 電気工学 情報工学 9784140884867 ＮＨＫ出版新書 ＶＲビジネスの衝撃：「仮想世界」が巨大マネ－を生む 新清士 ＮＨＫ出版 201605 1 追加

7788 第２年次 和書 電気工学 情報工学 9784062579506 ブル－バックス 実例で学ぶＲａｓｐｂｅｒｒｙ　Ｐｉ電子工作：作りな
がら応用力を身につける

金丸隆志 講談社 201512 1 追加

7789 第２年次 和書 電気工学 情報工学 9784339018202 電子情報通信レクチャ－シリ－ズ 論理回路 安浦寛人 コロナ社 201510 1 追加

7790 第２年次 和書 電気工学 情報工学 9784788514041 ロボットの悲しみ：コミュニケ－ションをめぐる人とロ
ボットの生態学

岡田美智男：松本光太郎 新曜社 201408 1 追加

7791 第２年次 和書 電気工学 情報工学 9784260016735 シリ－ズケアをひらく 弱いロボット 岡田美智男 医学書院 201208 1 追加

7792 第２年次 和書 製造工業 その他の雑工業 9784492046173 ＳＨＯＥ　ＤＯＧ：靴にすべてを。 フィル・ナイト：大田黒奉之 東洋経済新報社 201711 1 追加

7793 第２年次 和書 家政学．生活科
学

理容．美容 9784763136923 ゼロトレ 石村友見 サンマ－ク出版 201805 1 追加

7794 第２年次 和書 農業 農業経済 9784000291149 岩波現代全書 農業と人間：食と農の未来を考える 生源寺真一 岩波書店 201310 1

7795 第２年次 和書 畜産業 獣医学．比較医学 9784899958956 イラストレイテッド獣医代謝・内分泌学 Larry R Engelking著　米澤明洋訳 インターズー 201507 1 追加

7796 第２年次 和書 林業 森林立地．造林 9784320057364 シリ－ズ現代の生態学 森林生態学 正木隆：相場慎一郎 共立出版 201110 1 追加

7797 第２年次 和書 商業 広告．宣伝 9784484881041 アイデアのつくり方 ジェ－ムズ・ウェッブ・ヤング：今井茂雄 ＴＢＳブリタニカ(発売：ＣＣＣメ
ディアハウス)

198804 1 追加

7798 第２年次 和書 商業 マーケティング 9784062209441 ア－スダイバ－東京の聖地 中沢新一 講談社 201712 1 追加

7799 第２年次 和書 運輸．交通 観光事業 9784588010149 叢書・ウニベルシタス 観光のまなざし ジョン・ア－リ：ヨ－ナス・ラ－スン 増補改訂
版

法政大学出版局 201409 1 追加

7800 第２年次 和書 芸術．美術 芸術．美術 9784130830300 Ｌｉｂｅｒａｌ　ａｒｔｓ まなざしのレッスン．１ 三浦篤 東京大学出版会 200104 1 追加

7801 第２年次 和書 芸術．美術 芸術．美術 9784130830317 Ｌｉｂｅｒａｌ　ａｒｔｓ まなざしのレッスン．２ 三浦篤 東京大学出版会 201503 1 追加

7802 第２年次 和書 芸術．美術 芸術理論．美学 9784588010668 叢書・ウニベルシタス 図像の哲学：いかにイメ－ジは意味をつくるか ゴットフリ－ト・ベ－ム：塩川千夏 法政大学出版局 201709 1 追加

7803 第２年次 和書 芸術．美術 芸術理論．美学 9784588140457 叢書・ウニベルシタス 人間の美的教育について フリ－ドリヒ・フォン・シラ－：小栗孝則 改装版 法政大学出版局 201709 1 追加

7804 第２年次 和書 芸術．美術 芸術理論．美学 9784588140495 叢書・ウニベルシタス イメ－ジの前で：美術史の目的への問い ジョルジュ・ディディ＝ユベルマン：江澤健一郎 増補改訂
版

法政大学出版局 201804 1 追加

7805 第２年次 和書 芸術．美術 芸術理論．美学 9784000296212 岩波科学ライブラリ－ ヒトはなぜ絵を描くのか：芸術認知科学への招待 齋藤亜矢 岩波書店 201402 1 追加

7806 第２年次 和書 芸術．美術 芸術理論．美学 9784588010026 叢書・ウニベルシタス 自然美学 マルティン・ゼ－ル：加藤泰史 法政大学出版局 201312 1 追加

7807 第２年次 和書 芸術．美術 芸術史．美術史 9784336048172 ボディ・クリティシズム：啓蒙時代のア－トと医学にお
ける見えざるもののイメ－

バ－バラ・Ｍ．スタフォ－ド：高山宏 国書刊行会 200612 1 追加

7808 第２年次 和書 芸術．美術 芸術史．美術史 9784000292122 岩波現代全書 ダダイズム：世界をつなぐ芸術運動 塚原史 岩波書店 201802 1
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7809 第２年次 和書 芸術．美術 論文集．評論集．講演集 9784908429187 私の美術漫歩：広告からア－トへ、民から官へ 若林覚 生活の友社（中央区） 201808 1 追加

7810 第２年次 和書 芸術．美術 論文集．評論集．講演集 9784779124792 砂漠芸術論：環境と創造を巡る芸術人類学的論考 佐々木成明 彩流社 201810 1 追加

7811 第２年次 和書 芸術．美術 芸術政策．文化財 9784861527005 美術館と大学と市民がつくるソ－シャルデザインプロ
ジェクト

とびらプロジェクト：稲庭彩和子 青幻舎 201810 1 追加

7812 第２年次 和書 絵画 絵画の理論・美学 9784588099618 叢書・ウニベルシタス 絵画における真理．上 ジャック・デリダ：高橋允昭 新装版 法政大学出版局 201211 1 追加

7813 第２年次 和書 絵画 絵画 9784000291354 岩波現代全書 絵画の向こう側・ぼくの内側：未完への旅 横尾忠則 岩波書店 201406 1

7814 第２年次 和書 絵画 日本画 9784000292030 岩波現代全書 岩佐又兵衛と松平忠直：パトロンから迫る又兵衛絵巻の
謎

黒田日出男 岩波書店 201706 1

7815 第２年次 和書 絵画 洋画 9784844367628 名画の読解力：教養のある人は西洋美術のどこを楽しん
でいるのか！？

田中久美子（美術史） エムディエヌコ－ポレ－ション(発
売：インプレス)

201809 1 追加

7816 第２年次 和書 絵画 漫画．挿絵．童画 9784766132380 ＣＧ背景スケッチング：プロに学ぶ完成までのアプロ－
チ

グラフィック社：石田亜矢子 グラフィック社 201810 1 追加

7817 第２年次 和書 絵画 漫画．挿絵．童画 9784488014261 田中寛崇作品集ＥＮＣＯＵＮＴＥＲ 田中寛崇 東京創元社 201809 1 追加

7818 第２年次 和書 絵画 グラフィックデザイン．
図案

9784766132250 混沌をデザインするカオス・グラフィックス グラフィック社：小林豊子 グラフィック社 201810 1 追加

7819 第２年次 和書 絵画 書．書道 9784389441050 新・人と歴史拡大版 六朝貴族の世界　王羲之 吉川忠夫 新訂版 清水書院 201704 1

7820 第２年次 和書 版画 版画 9784763018267 ヨルク・シュマイサ－終わりなき旅 ヨルク・シュマイサ－：町田市立国際版画美術館 求龍堂 201809 1 追加

7821 第２年次 和書 版画 版画 9784947666765 駒井哲郎：煌めく紙上の宇宙 横浜美術館 玲風書房 201810 1 追加

7822 第２年次 和書 写真 写真 9784588099748 叢書・ウニベルシタス 写真論：その社会的効用 ロベ－ル・カステル：ドミニク・シュナペ－ル 新装版 法政大学出版局 201312 1 追加

7823 第２年次 和書 工芸 工芸 9784568506372 つなぐ日本のモノづくり：５１　Ｓｔｏｒｉｅｓ　ｏｆ
ＮＥＷ　ＴＡＫＵＭＩ

ＬＥＸＵＳＮＥＷＴＡＫＵＭＩＰＲＯ 美術出版社 201810 1 追加

7824 第２年次 和書 工芸 染織工芸 9784906913824 イヴァナヘルシンキ：テキスタイルデザイン・クロニク
ル

イヴァナ・ヘルシンキ：パオラ・スホネン キラジェンヌ 201810 1 追加

7825 第２年次 和書 工芸 木竹工芸 9784535787995 折る幾何学：約６０のちょっと変わった折り紙 前川淳 日本評論社 201609 1 追加

7826 第２年次 和書 音楽 声楽 9784000291767 岩波現代全書 童謡の近代：メディアの変容と子ども文化 周東美材 岩波書店 201510 1

7827 第２年次 和書 音楽 声楽 9784000291156 岩波現代全書 東アジア流行歌アワ－：越境する音交錯する音楽人 貴志俊彦 岩波書店 201310 1

7828 第２年次 和書 音楽 舞踊．バレエ 9784623082421 臨床舞踊学への誘い：身体表現の力 柴眞理子 ミネルヴァ書房 201805 1 追加

7829 第２年次 和書 演劇 能楽．狂言 9784846017101 「現代能楽集」の挑戦：錬肉工房１９７１－２０１７ 岡本章 論創社 201810 1 追加

7830 第２年次 和書 演劇 映画 9784588010651 叢書・ウニベルシタス 映画と経験：クラカウア－、ベンヤミン、アドルノ ミリアム・ブラトゥ・ハンセン：竹峰義和 法政大学出版局 201708 1 追加

7831 第２年次 和書 演劇 映画 9784588010279 叢書・ウニベルシタス 目に見えるものの署名：ジェイムソン映画論 フレドリック・ジェイムソン：椎名美智 法政大学出版局 201506 1 追加

7832 第２年次 和書 言語 言語学 9784758925020 開拓社言語・文化選書 言外の意味．下 安井稔 新版 開拓社 200710 1

7833 第２年次 和書 言語 言語学 9784758925013 開拓社言語・文化選書 言外の意味．上 安井稔 新版 開拓社 200710 1

7834 第２年次 和書 言語 言語学 9784758925174 開拓社言語・文化選書 認知言語学への誘い：意味と文法の世界 李在鎬 開拓社 201003 1

7835 第２年次 和書 言語 言語学 9784758925501 開拓社言語・文化選書 言語理論としての語用論：入門から総論まで 今井邦彦 開拓社 201503 1

7836 第２年次 和書 言語 言語学 9784758925563 開拓社言語・文化選書 修辞的表現論：認知と言葉の技巧 山梨正明 開拓社 201510 1

7837 第２年次 和書 言語 言語学 9784758925662 開拓社言語・文化選書 人生の意味論：価値評価をめぐって 河西良治 開拓社 201703 1

7838 第２年次 和書 言語 言語学 9784588099984 叢書・ウニベルシタス 言語起源論 ヨ－ハン・ゴトフリ－ト・フォン・ヘルダ－：大阪大学
ドイツ近代文学研究会

新装版 法政大学出版局 201501 1 追加

7839 第２年次 和書 言語 言語学 9784588099687 叢書・ウニベルシタス 言語の牢獄：構造主義とロシア・フォルマリズム フレドリック・ジェイムソン：川口喬一 新装版 法政大学出版局 201310 1 追加
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7840 第２年次 和書 言語 言語学 9784758925372 開拓社言語・文化選書 外国語はどこに記憶されるのか：学びのための言語学応
用論

中森誉之 開拓社 201303 1

7841 第２年次 和書 言語 言語学 9784758925594 開拓社言語・文化選書 外国語音声の認知メカニズム：聴覚・視覚・触覚からの
信号

中森誉之 開拓社 201606 1

7842 第２年次 和書 言語 言語学 9784788515994 ＳＡＧＥ質的研究キット．７ ティム・ラプリ－：大橋靖史 新曜社 201810 1 追加

7843 第２年次 和書 言語 言語学 9784588010415 叢書・ウニベルシタス 基本の色彩語：普遍性と進化について ブレント・バ－リン：ポ－ル・ケイ 法政大学出版局 201605 1 追加

7844 第２年次 和書 言語 言語学 9784758925075 開拓社言語・文化選書 ことばと論理：このままでいいのか言語分析 児玉徳美 開拓社 200810 1

7845 第２年次 和書 言語 言語学 9784758925280 開拓社言語・文化選書 レキシコンに潜む文法とダイナミズム 由本陽子 開拓社 201110 1

7846 第２年次 和書 言語 研究法．指導法．言語教
育

9784904595466 異文化コミュニケ－ション能力を問う：超文化コミュニ
ケ－ション力をめざして

佐藤慎司：熊谷由理 ココ出版 201312 1 追加

7847 第２年次 和書 言語 言語生活 9784800272348 論理的な話し方の極意 齋藤孝（教育学） 宝島社 201707 1 追加

7848 第２年次 和書 言語 言語生活 9784054066151 ２０代で人生が開ける「最高の語彙力」を教えよう。 千田琢哉 学研プラス 201712 1 追加

7849 第２年次 和書 言語 言語生活 9784046019424 たった一言で人を動かす最高の話し方 矢野香 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 201711 1 追加

7850 第２年次 和書 言語 言語生活 9784422112572 プロカウンセラ－の聞く技術 東山紘久 創元社 200009 1 追加

7851 第２年次 和書 言語 言語生活 9784046023667 パブリック・スピ－キング：最強の教科書 小山竜央 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 201808 1 追加

7852 第２年次 和書 言語 言語生活 9784864105316 最強のプレゼン：５分で聞き手の心を動かす技術 小峯隆生 飛鳥新社 201701 1 追加

7853 第２年次 和書 言語 言語生活 9784872997910 多様な市民とつくる合意：コミュニケ－ションとファシ
リテ－ションのレシピ

林加代子 イマジン出版 201806 1 追加

7854 第２年次 和書 言語 言語生活 9784779512421 大学生からのグル－プ・ディスカッション入門：ワ－ク
シ－ト課題付

中野美香 ナカニシヤ出版 201803 1

7855 第２年次 和書 言語 言語生活 9784766422672 論理的な考え方伝え方：根拠に基づく正しい議論のため
に

狩野光伸 慶応義塾大学出版会 201510 1 追加

7856 第２年次 和書 言語 言語生活 9784805854907 対人援助職のためのファシリテ－ション入門：チ－ムの
作り方・会議の進め方・合意形成のしかた

中村誠司 中央法規出版 201703 1 追加

7857 第２年次 和書 言語 言語生活 9784779513251 大学生のためのディベ－ト入門：論理的思考を鍛えよう 内藤真理子：西村由美（日本語教育） ナカニシヤ出版 201809 1 追加

7858 第２年次 和書 言語 言語生活 9784469213720 議論学への招待：建設的なコミュニケ－ションのために フランス・Ｈ．ファン・エイムレン：Ａ．フランシス
カ・スヌック・ヘンケマンス

大修館書店 201809 1 追加

7859 第２年次 和書 言語 言語生活 9784894769298 シリ－ズ話し合い学をつくる 話し合い研究の多様性を考える 村田和代 ひつじ書房 201809 1 追加

7860 第２年次 和書 日本語 日本語 9784407328653 日本語表現＆コミュニケ－ション：社会を生きるための
２１のワ－ク

石塚修：島田康行 実教出版 201209 1 追加

7861 第２年次 和書 日本語 日本語 9784782305751 キャリアアップ国語表現法 丸山顯徳 十八訂版 嵯峨野書院 201803 1

7862 第２年次 和書 日本語 日本語 9784758925525 開拓社言語・文化選書 日英語と文化の記号論 有馬道子 開拓社 201506 1

7863 第２年次 和書 日本語 日本語 9784758925167 開拓社言語・文化選書 日本語から見た日本人：主体性の言語学 廣瀬幸生：長谷川葉子 開拓社 201003 1

7864 第２年次 和書 日本語 日本語 9784894764712 ピアで学ぶ大学生・留学生の日本語コミュニケ－ショ
ン：プレゼンテ－ションとライティング

大島弥生：大場理恵子 ひつじ書房 201202 1 追加

7865 第２年次 和書 日本語 日本語 9784625704109 日本語語用論入門：コミュニケ－ション理論から見た日
本語

山岡政紀：牧原功 新版 明治書院 201808 1 追加

7866 第２年次 和書 日本語 日本語 9784384055726 日本語教師のための異文化理解とコミュニケ－ションス
キル

八代京子：世良時子 三修社 201010 1 追加

7867 第２年次 和書 日本語 日本語 9784874246399 「グロ－バル人材」再考：言語と教育から日本の国際化
を考える

西山教行：平畑奈美 くろしお出版 201412 1 追加

7868 第２年次 和書 日本語 文章．文体．作文 9784894763685 これから研究を書くひとのためのガイドブック：ライ
ティングの挑戦１５週間

佐渡島紗織：吉野亜矢子 ひつじ書房 200805 1 追加

7869 第２年次 和書 日本語 文章．文体．作文 9784874247839 大学と社会をつなぐライティング教育 村岡貴子：鎌田美千子 くろしお出版 201812 1 追加

7870 第２年次 和書 日本語 文章．文体．作文 9784766421071 思考を鍛えるレポ－ト・論文作成法 井下千以子 第２版 慶応義塾大学出版会 201403 1 追加
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7871 第２年次 和書 日本語 文章．文体．作文 9784761002237 レポ－ト・論文のまとめ方と書き方：保育・教育と看
護・福祉のために

宮内克男 増補版 川島書店 198402 1 追加

7872 第２年次 和書 日本語 文章．文体．作文 9784342774898 吉岡のなるほど小論文講義１０：書き方の基本からビ
ジュアル課題まで

吉岡友治 改訂版 桐原書店 201703 1 追加

7873 第２年次 和書 日本語 文章．文体．作文 9784894767003 はじめよう、ロジカル・ライティング 名古屋大学教育学部附属中・高等学校 ひつじ書房 201405 1 追加

7874 第２年次 和書 日本語 文章．文体．作文 9784766410129 レポ－ト・論文の書き方：上級 桜井雅夫 改訂版 慶応義塾大学出版会 200310 1 追加

7875 第２年次 和書 英語 英語 9784523265238 ＩＣＴ時代の英語コミュニケ－ション：基本ル－ル：グ
ロ－バル人材育成に役立ち日本人英語学習者・実務家

篠田義明 南雲堂 201403 1 追加

7876 第２年次 和書 英語 英語 9784766422139 グロ－バルコミュニケ－ションのための英語学概論 井上逸兵 慶応義塾大学出版会 201504 1 追加

7877 第２年次 和書 英語 英語 9784327490232 日本の英語、英文学 外山滋比古 研究社 201711 1 追加

7878 第２年次 和書 英語 英語 9784905194569 国際言語としての英語：文化を越えた伝え合い 本名信行 冨山房インタ－ナショナル 201305 1 追加

7879 第２年次 和書 英語 英語 9784792370831 世界のことばと文化シリ－ズ 英語世界のことばと文化 矢野安剛：池田雅之 成文堂 200804 1 追加

7880 第２年次 和書 英語 英語 9784887246133 英語の多動力：世界でビジネスするホリエモンの英語術 堀江貴文 ディ－エイチシ－ 201808 1 追加

7881 第２年次 和書 英語 英語 9784874247631 英語を学ぶ楽しみ：国際コミュニケ－ションのために 岡秀夫 くろしお出版 201804 1 追加

7882 第２年次 和書 英語 英語 9784758925099 開拓社言語・文化選書 レキシカル・グラマ－への招待：新しい教育英文法の可
能性

佐藤芳明：田中茂範 開拓社 200903 1

7883 第２年次 和書 英語 語源．意味 9784758925730 開拓社言語・文化選書 意味解釈の中のモダリティ．下 澤田治美 開拓社 201803 1

7884 第２年次 和書 英語 語源．意味 9784758925723 開拓社言語・文化選書 意味解釈の中のモダリティ．上 澤田治美 開拓社 201803 1

7885 第２年次 和書 英語 語彙 9784758925549 開拓社言語・文化選書 歴史的にみた英語の語形成 米倉綽 開拓社 201510 1

7886 第２年次 和書 英語 文法．語法 9784758925648 開拓社言語・文化選書 英語仮定法を洗い直す 中野清治 開拓社 201610 1

7887 第２年次 和書 英語 文法．語法 9784758925396 開拓社言語・文化選書 英語接辞の魅力：語彙力を高める単語のメカニズム 西川盛雄 開拓社 201306 1

7888 第２年次 和書 英語 読本．解釈．会話 9784759921304 リベラルア－ツのための英文精読演習 リベラルア－ツ英語教育研究会 風間書房 201603 1 追加

7889 第２年次 和書 英語 読本．解釈．会話 9784130821322 東京大学教養英語読本．１ 東京大学 東京大学出版会 201302 1 追加

7890 第２年次 和書 英語 読本．解釈．会話 9784130821339 東京大学教養英語読本．２ 東京大学 東京大学出版会 201307 1 追加

7891 第２年次 和書 英語 読本．解釈．会話 9784523177449 大学生のための『リスニングエレメント』 テリ－・オブライエン 南雲堂 201401 1 追加

7892 第２年次 和書 ドイツ語 ドイツ語 9784792370763 世界のことばと文化シリ－ズ 北欧世界のことばと文化 岡沢憲芙：村井誠人 成文堂 200701 1 追加

7893 第２年次 和書 ロシア語 語彙 9784757424456 キクタンロシア語：聞いて覚えるロシア語単語帳．入門
編

猪塚元 アルク（千代田区） 201412 1 追加

7894 第２年次 和書 日本文学 日本文学史 9784000291644 岩波現代全書 男の絆の比較文化史：桜と少年 佐伯順子 岩波書店 201506 1

7895 第２年次 和書 日本文学 日本文学史 9784130830386 Ｌｉｂｅｒａｌ　ａｒｔｓ 物語理論講義 藤井貞和 東京大学出版会 200408 1 追加

7896 第２年次 和書 日本文学 日本文学史 9784000291132 岩波現代全書 変格探偵小説入門：奇想の遺産 谷口基 岩波書店 201309 1

7897 第２年次 和書 日本文学 日本文学史 9784000291521 岩波現代全書 占領空間のなかの文学：痕跡・寓意・差異 日高昭二 岩波書店 201501 1

7898 第２年次 和書 日本文学 詩歌 9784623075416 シリ－ズ・人と文化の探究 斎藤茂吉悩める精神病医の眼差し 小泉博明 ミネルヴァ書房 201603 1

7899 第２年次 和書 日本文学 評論．エッセイ．随筆 9784622081814 神谷美恵子コレクション 生きがいについて 神谷美恵子 みすず書房 200410 1 追加

7900 第２年次 和書 日本文学 評論．エッセイ．随筆 9784622081821 神谷美恵子コレクション 人間をみつめて 神谷美恵子 みすず書房 200411 1 追加

7901 第２年次 和書 日本文学 評論．エッセイ．随筆 9784622081852 神谷美恵子コレクション 本、そして人 神谷美恵子 みすず書房 200507 1 追加
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7902 第２年次 和書 日本文学 記録．手記．ルポルター
ジュ

9784862656360 「健康からの医学」を求めて：農村医学から予防医学へ 小山和作 鳥影社 201710 1

7903 第２年次 和書 日本文学 記録．手記．ルポルター
ジュ

9784796525084 がんになった外科医元ちゃんが伝えたかったこと 西村元一 照林社 201708 1 追加

7904 第２年次 和書 日本文学 記録．手記．ルポルター
ジュ

9784062208888 されど愛しきお妻様：「大人の発達障害」の妻と「脳が
壊れた」僕の１８年間

鈴木大介 講談社 201801 1 追加

7905 第２年次 和書 日本文学 記録．手記．ルポルター
ジュ

9784874986233 わけあり記者：過労でウツ、両親のダブル介護、パ－キ
ンソン病に罹っ

三浦耕喜 高文研 201706 1 追加

7906 第２年次 和書 日本文学 記録．手記．ルポルター
ジュ

9784892402227 幸せはわたしの中にそしてあなたの中に：「乳癌」のわ
たしが「自閉症」の息子をのこしていく道

南裕子 ぶどう社 201503 1 追加

7907 第２年次 和書 日本文学 記録．手記．ルポルター
ジュ

9784794969309 週末介護 岸本葉子 晶文社 201607 1 追加

7908 第２年次 和書 日本文学 記録．手記．ルポルター
ジュ

9784750345420 イマイキテル　自閉症兄弟の物語：知ろうとするより、
感じてほしい

増田幸弘 明石書店 201707 1 追加

7909 第２年次 和書 日本文学 記録．手記．ルポルター
ジュ

9784800910721 ぼくの命は言葉とともにある：９歳で失明１８歳で聴力
も失ったぼくが東大教授となり

福島智 致知出版社 201505 1 追加

7910 第２年次 和書 日本文学 記録．手記．ルポルター
ジュ

9784163908670 選べなかった命：出生前診断の誤診で生まれた子 河合香織 文藝春秋 201807 1 追加

7911 第２年次 和書 日本文学 記録．手記．ルポルター
ジュ

9784903835686 トラウマティック・ブレイン：高次脳機能障害と生きる
奇跡の医師の物語

橘とも子 ＳＣＩＣＵＳ 201307 1 追加

7912 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784588009945 叢書・ウニベルシタス 文学的自叙伝：文学者としての我が人生と意見の伝記的
素描

サミュエル・テ－ラ－・コ－ルリッジ：東京コウルリッ
ジ研究会

法政大学出版局 201305 1 追加

7913 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784834253146 病気を描くシェイクスピア：エリザベス朝における医療
と生活

堀田饒 ホ－ム社（千代田区）(発売：集英社) 201610 1 追加

7914 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784883752263 ナイトランド叢書 〈グレン・キャリグ号〉のボ－ト ウィリアム・ホ－プ・ホジソン：野村芳夫 アトリエサ－ド(発売：書苑新社) 201604 1 追加

7915 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784883752195 ナイトランド叢書 エイルマ－・ヴァンスの心霊事件簿 アリス・アスキュ－：クロ－ド・アスキュ－ アトリエサ－ド(発売：書苑新社) 201512 1 追加

7916 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784883752157 ナイトランド叢書 異次元を覗く家 ウィリアム・ホ－プ・ホジソン：荒俣宏 アトリエサ－ド(発売：書苑新社) 201511 1 追加

7917 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784883752508 ナイトランド叢書 魔術師の帝国．１（ゾシ－ク篇） クラ－ク・アシュトン・スミス：安田均 アトリエサ－ド(発売：書苑新社) 201702 1 追加

7918 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784883752072 ナイトランド叢書 幽霊海賊 ウィリアム・ホ－プ・ホジソン：夏来健次 アトリエサ－ド(発売：書苑新社) 201507 1 追加

7919 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784883753390 ナイトランド叢書 メドゥ－サ Ｅ・Ｈ．ヴィシャック：安原和見 アトリエサ－ド(発売：書苑新社) 201901 1 追加

7920 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784883752096 ナイトランド叢書 失われた者たちの谷：ハワ－ド怪奇傑作集 ロバ－ト・ア－ヴィン・ハワ－ド：中村融 アトリエサ－ド(発売：書苑新社) 201508 1 追加

7921 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784883752560 ナイトランド叢書 魔術師の帝国．２　ハイパ－ボリア篇 クラ－ク・アシュトン・スミス：安田均 アトリエサ－ド(発売：書苑新社) 201704 1 追加

7922 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784883752744 ナイトランド叢書 魔女を焼き殺せ！ Ａ・メリット：森沢くみ子 アトリエサ－ド(発売：書苑新社) 201708 1 追加

7923 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784883753185 ナイトランド叢書 いにしえの魔術 アルジャ－ノン・ブラックウッド：夏来健次 アトリエサ－ド(発売：書苑新社) 201808 1 追加

7924 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784883752430 ナイトランド叢書 ウェンディゴ アルジャノン・ブラックウッド：夏来健次 アトリエサ－ド(発売：書苑新社) 201610 1 追加

7925 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784883752584 ナイトランド叢書 ジョ－ジおじさん：十七人の奇怪な人々 オ－ガスト・ダ－レス：中川聖 アトリエサ－ド(発売：書苑新社) 201704 1 追加

7926 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784883753000 ナイトランド叢書 見えるもの見えざるもの エドワ－ド・フレデリック・ベンスン：山田蘭 アトリエサ－ド(発売：書苑新社) 201802 1 追加

7927 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784883753369 ナイトランド叢書 紫の雲 マシュ－・フィリップス・シ－ル：南條竹則 アトリエサ－ド(発売：書苑新社) 201812 1 追加

7928 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784883752331 ナイトランド叢書 塔の中の部屋 エドワ－ド・フレデリク・ベンスン：中野善夫 アトリエサ－ド(発売：書苑新社) 201608 1 追加

7929 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784883752812 ナイトランド叢書 魔女王の血脈 サックス・ロ－マ－：田村美佐子 アトリエサ－ド(発売：書苑新社) 201710 1 追加

7930 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784883753246 ナイトランド叢書 ルクンドオ エドワ－ド・ル－カス・ホワイト：遠藤裕子 アトリエサ－ド(発売：書苑新社) 201810 1 追加

7931 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784883752126 ナイトランド叢書 七つ星の宝石 ブラム・スト－カ－：森沢くみ子 アトリエサ－ド(発売：書苑新社) 201509 1 追加

7932 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784883753116 ナイトランド叢書 ドラキュラ紀元一八八八 キム・ニュ－マン：鍛治靖子 アトリエサ－ド(発売：書苑新社) 201805 1 追加
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7933 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784883753277 ナイトランド叢書 鮮血の撃墜王：ドラキュラ紀元一九一八 キム・ニュ－マン：鍛治靖子 アトリエサ－ド(発売：書苑新社) 201810 1 追加

7934 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784622048282 大人の本棚 老年について エドワ－ド・モ－ガン・フォ－スタ－：小野寺健 みすず書房 200205 1 追加

7935 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784491036175 ＴＨＥ　ＬＡＳＴ　ＧＩＲＬ：イスラム国に囚われ、闘
い続ける女性の物語

ナディア・ムラド：ジェナ・クラジェスキ 東洋館出版社 201811 1 追加

7936 第２年次 和書 英米文学 英米文学 9784314011549 アウシュヴィッツの歯科医 ベンジャミン・ジェイコブス：上田祥士 紀伊國屋書店 201802 1 追加

7937 第２年次 和書 ドイツ文学 ドイツ文学 9784314011600 ゲッベルスと私：ナチ宣伝相秘書の独白 ブルンヒルデ・ポムゼル：ト－レ・Ｄ．ハンゼン 紀伊國屋書店 201806 1 追加

7938 第２年次 和書 フランス文学 フランス文学 9784588010774 叢書・ウニベルシタス ベラスケスのキリスト ミゲ－ル・デ・ウナム－ノ：執行草舟 法政大学出版局 201804 1 追加

7939 第２年次 和書 その他のスラヴ
文学

その他のスラヴ文学 9784588010316 叢書・ウニベルシタス 中欧の詩学：歴史の困難 ヨゼフ・クロウトヴォル：石川達夫 法政大学出版局 201508 1 追加

7940 第２年次 和書 医学 基礎医学 9784895906289 再生医療とリハビリテ－ション 再生医療とリハビリテ－ション研究会 三輪書店 201803 1

7941 第２年次 和書 医学 基礎医学 9784758103589 再生医療と疾患解明の鍵となる組織幹細胞：生体内の維
持・分化制御からオルガノイド形成、がん・

戸口田淳也：長澤丘司 羊土社 201610 1

7942 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784784956005 外来診療のＵｎｃｏｍｍｏｎ　Ｄｉｓｅａｓｅ 生坂政臣 日本医事新報社 201409 1

7943 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784784956012 外来診療のＵｎｃｏｍｍｏｎ　Ｄｉｓｅａｓｅ．ｖｏ
ｌ．２

生坂政臣 日本医事新報社 201709 1

7944 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784784955459 内分泌臨床検査マニュアル 肥塚直美 日本医事新報社 201702 1

7945 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784916166678 ＢＬＳプロバイダ－マニュアル：ＡＨＡガイドライン２
０１５準拠

アメリカ心臓協会 Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｈｅａｒｔ　Ａｓ
ｓｏｃ(発売：シナジ－（渋谷区）)

201609 1

7946 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784895929028 ＥＲ・救急９９９の謎：Ｆｒｏｍ　ＥＭ　Ａｌｌｉａｎ
ｃｅ

志賀隆：山上浩 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201710 1

7947 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784906502424 ＰＣＡＳトレ－ニング・マニュアル：追補：「心拍再開
後ケアと体温管理療法トレ－ニング・マニュ

日本蘇生協議会 日本蘇生協議会出版部(発売：学樹書
院)

201703 1

7948 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784895928892 ＳｉｍＷａｒｓ：救急シミュレ－ションシナリオ集 児玉貴光 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201707 1

7949 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784892699191 救急隊員による疾病の観察・処置の標準化　ＰＥＭＥＣ
ガイドブック２０１７：救急隊員による疾病の観察・処
置の標準化．２０１７

へるす出版 201702 1

7950 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784784945900 救命救急・集中治療エキスパ－トブックＲ３５ 三宅康史 日本医事新報社 201703 1

7951 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758317283 診療放射線技師ブル－・ノ－ト基礎編 福士政広 ４ｔｈ
ｅｄｉｔ

メジカルビュ－社 201708 1

7952 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758317290 診療放射線技師イエロ－・ノ－ト臨床編 福士政広 ４ｔｈ
ｅｄｉｔ

メジカルビュ－社 201708 1

7953 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784765317122 診療放射線技師国家試験対策全科 西谷源展：遠藤啓吾 第１２版 金芳堂 201704 1

7954 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784765315593 放射線基礎医学 第12版 青山 喬 (編さん) 第12版 金芳堂 201304 1 追加

7955 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784860034955 １８Ｆ－ＦＤＧ　ＰＥＴ基礎読本 渡邉直行 医療科学社 201711 1

7956 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784307071079 ＭＲ・超音波・眼底基礎知識図解ノ－ト 新津守：磯辺智範 第２版 金原出版 201803 1

7957 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758319072 Ｘ線撮影のポジショニングとテクニック：フルカラ－Ｃ
Ｇで学ぶ

神島保：杉森博行 メジカルビュ－社 201801 1

7958 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263731734 Ｘ線読影サバイバルガイド：アクシデント＆エマ－ジェ
ンシ－

金子和夫 原著第３
版

エルゼビア・ジャパン(発売：医歯薬
出版)

201702 1

7959 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758111836 画像診断に絶対強くなるワンポイントレッスン．２ 扇和之：堀田昌利 羊土社 201602 1

7960 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784895929127 画像診断を学ぼう：単純Ｘ線からＣＴ・ＭＲＩ・超音波
まで

ウィリアム・へリング：江原茂 第２版 エルゼビア・ジャパン(発売：メディ
カル・サイエン)

201804 1

7961 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784895929073 最新Ｂｏｄｙ　ＣＴ診断：検査の組み立てから読影まで 粟井和夫：陣崎雅弘 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201803 1

7962 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784861941948 比べて理解ＣＴ検査＆ＭＲＩ検査 木暮陽介：北川久 ＰＩＬＡＲ　ＰＲＥＳＳ 201803 1

7963 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758107914 血管イメ－ジング大動脈・末梢血管 天沼誠 羊土社 200808 1 追加
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7964 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758107907 血管イメ－ジング頭部・頸部 土屋一洋 羊土社 200802 1 追加

7965 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784521678313 血管造影のＡＢＣ：研修医レベルから始める２０エピソ
－ド

箕輪良行：七條祐治 中山書店 200704 1 追加

7966 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784787822475 フェルソン読める！胸部Ｘ線写真：楽しく覚える基礎と
実践

ベンジャミン・フェルソン：ロ－レンス・Ｒ．グッドマ
ン

改訂第３
版

エルゼビア・ジャパン(発売：診断と
治療社)

201612 1

7967 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758111843 圧倒的画像数で診る！胸部疾患画像アトラス：典型例か
ら応用例まで、２０００画像で極める読影力！

櫛橋民生 羊土社 201604 1

7968 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263731819 英語で伝える検査手順　胸部Ｘ線写真撮影編：もう焦ら
ない！！

ジェレミ－・ウイリアムス：小島多香子 医歯薬出版 201801 1

7969 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758111850 胸部Ｘ線・ＣＴの読み方やさしくやさしく教えます！ 中島啓 羊土社 201606 1

7970 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260030083 誰も教えてくれなかった胸部画像の見かた・考えかた 小林弘明（医師） 医学書院 201710 1

7971 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784765314909 肺癌を見逃さないための胸部Ｘ線写真の読影 畠中陸郎：池田貞雄 金芳堂 201106 1 追加

7972 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260025218 マイヤ－ス腹部放射線診断学：発生学的・解剖学的アプ
ロ－チ

モ－トン・アレン・マイヤ－ス：チュスイルプ・チャ－
ンサンガヴェフ

医学書院 201701 1

7973 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758111812 圧倒的画像数で診る！腹部疾患画像アトラス：典型例か
ら応用例まで、２０００画像で極める読影力！

後閑武彦 羊土社 201410 1

7974 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784895928779 腹部のＣＴ 陣崎雅弘 第３版 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201704 1

7975 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263215777 ＣＤ－ＲＯＭでレッスン脳画像の読み方 石原健司 第２版 医歯薬出版 201706 1

7976 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784765317108 これで解決！　ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ臨床実習まるごとガイ
ド

大塚裕一 金芳堂 201703 1

7977 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263265505 解剖学・生理学・運動学に基づく動作分析 奈良勲 医歯薬出版 201801 1

7978 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260021272 今日の理学療法指針 内山靖：網本和 医学書院 201506 1 追加

7979 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263240717 カラ－写真で学ぶ機能解剖学に基づく手技療法 竹内義享 医歯薬出版 201608 1 追加

7980 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784752931225 ビジュアルで学ぶ筋膜リリ－ステクニック：頸部、頭
部、体幹〔脊柱・肋骨〕．Ｖｏｌｕｍｅ２

ティル・ルチャウ：齋藤昭彦 医道の日本社 201706 1

7981 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784752911555 マンガ鍼灸臨床インシデント：覚えておきたい事故防止
の知識

山下仁：犬養ヒロ 増補改訂
版

医道の日本社 201707 1

7982 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784882829928 筋骨格系のオステオパシ－：基礎と実践をひとつにまと
めたわかりやすいチェックリ

アンドレアス・マ－スセン：平塚晃一 ガイアブックス 201710 1

7983 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784534050656 医療機器と検査・治療のしくみ：イラスト図解 八幡勝也：木村憲洋 日本実業出版社 201304 1 追加

7984 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784320061552 救急医療のための機器システム：循環と呼吸の管理 若松秀俊 共立出版 200606 1 追加

7985 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784416518243 多元計算解剖学の基礎と臨床への応用 橋爪誠 誠文堂新光社 201803 1

7986 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758109734 基礎から学ぶ遺伝看護学　「継続性」と「多様性」の看
護学

中込さと子監　西垣昌和・渡邉淳編 羊土社 201901 1 追加

7987 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784779221057 臨床薬理学 (看護師特定行為研修共通科目テキストブッ
ク)

鈴木 洋史 (編集) メディカルレビュー社 201807 1 追加

7988 第２年次 和書 医学 内科学 9784883788910 内科救急診療指針　2016 日本内科学会 日本内科学会 201605 1 追加

7989 第２年次 和書 医学 内科学 9784260000581 クロニックイルネス：人と病いの新たなかかわり アイリ－ン・モロフ・ラブキン：パマラ・Ｄ．ラ－セン 医学書院 200705 1 追加

7990 第２年次 和書 医学 内科学 9784787822956 原発性免疫不全症候群診療の手引き 日本免疫不全症研究会 診断と治療社 201704 1

7991 第２年次 和書 医学 内科学 9784880039176 痛み診療におけるオピオイド治療：ブプレノルフィン貼
付剤の可能性

山口重樹 真興交易医書出版部 201707 1

7992 第２年次 和書 医学 内科学 9784759921595 エイズ相談利用促進に関わる規定要因の心理学的検討 飯田敏晴 風間書房 201612 1

7993 第２年次 和書 医学 内科学 9784000063203 完治：ＨＩＶに勝利した二人のベルリン患者の物語 ナタ－リア・ホルト：矢野真千子 岩波書店 201502 1

7994 第２年次 和書 医学 内科学 9784818014466 糖尿病の患者さんによく聞かれる質問１２０ 古山景子：山地陽子 日本看護協会出版会 200909 1 追加
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7995 第２年次 和書 医学 内科学 9784263236529 １型糖尿病治療・ケアのエッセンス：シ－ムレスな診療
体制による患者アウトカム

内潟安子：馬場園哲也 医歯薬出版 201802 1

7996 第２年次 和書 医学 内科学 9784525236816 ＡＧＰ活用インスリン治療：高血糖低血糖を見逃さない 西村理明 南山堂 201706 1

7997 第２年次 和書 医学 内科学 9784498123663 Ａｎｎｕａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ糖尿病・代謝・内分泌．２
０１６

寺内康夫：伊藤裕 中外医学社 201601 1

7998 第２年次 和書 医学 内科学 9784521745237 これが知りたかった！糖尿病診療・療養指導Ｑ＆Ａ 岩本安彦：吉田洋子 中山書店 201706 1

7999 第２年次 和書 医学 内科学 9784906829859 スム－ズな血糖管理：病棟での血糖管理最新システム 目黒周 医学と看護社 201803 1

8000 第２年次 和書 医学 内科学 9784906394531 なるほど！そうだったのか！糖尿病教室Ｑ＆Ａ：糖尿病
と上手にお付き合いしていくために

金沢医科大学病院内分泌・代謝科 金沢医科大学出版局(発売：紀伊國屋
書店)

201706 1

8001 第２年次 和書 医学 内科学 9784254640458 ライフスタイル改善の成果を導くエンパワ－メントアプ
ロ－チ：メタボリック症候群と糖尿病の事例をもとに

安達美佐：山岡和枝 朝倉書店 201709 1

8002 第２年次 和書 医学 内科学 9784758117777 救急・ＩＣＵの体液管理に強くなる：病態生理から理解
する輸液、利尿薬、循環作動薬の考え

小林修三：土井研人 羊土社 201506 1

8003 第２年次 和書 医学 内科学 9784862701626 高齢者における糖尿病治療薬の使い方：新たなカテゴリ
－別目標値への適切な対応のために

稲垣暢也 フジメディカル出版 201706 1

8004 第２年次 和書 医学 内科学 9784830613913 高齢者糖尿病治療ガイド．２０１８ 日本糖尿病学会：日本老年医学会 文光堂 201802 1

8005 第２年次 和書 医学 内科学 9784753227358 東大病院糖尿病教室 東京大学医学部附属病院：門脇孝 医薬ジャ－ナル社 201506 1

8006 第２年次 和書 医学 内科学 9784521744063 糖尿病３Ｃワ－クブック：この１冊でカ－ボカウント・
インスリンポンプ・ＣＧＭ

村田敬 改訂第２
版

中山書店 201606 1

8007 第２年次 和書 医学 内科学 9784840460323 糖尿病ケア：患者とパ－トナ－シップをむすぶ！糖尿病
スタッフ応援．患者さんの足を守るフットケア

メディカ出版 201702 1

8008 第２年次 和書 医学 内科学 9784753228379 糖尿病と循環器病一歩進んだ糖尿病循環器学 桧垣實男 医薬ジャ－ナル社 201703 1

8009 第２年次 和書 医学 内科学 9784525234317 糖尿病におけるｍｕｌｔｉｍｏｒｂｉｄｉｔｙ 松岡健平 南山堂 201703 1

8010 第２年次 和書 医学 内科学 9784840749992 糖尿病の薬学管理必携：糖尿病薬物療法認定薬剤師ガイ
ドブック

清野裕：杉山雄一 じほう 201711 1

8011 第２年次 和書 医学 内科学 9784787823014 糖尿病学．２０１７ 門脇孝 診断と治療社 201705 1

8012 第２年次 和書 医学 内科学 9784524256167 糖尿病治療の手びき．２０１７ 日本糖尿病学会 改訂第５
７版

南江堂 201706 1

8013 第２年次 和書 医学 内科学 9784524255528 糖尿病診療をスッキリまとめました：むかしの頭で診て
いませんか？

森保道：大西由希子 南江堂 201712 1

8014 第２年次 和書 医学 内科学 9784524257676 糖尿病療養指導の手びき 日本糖尿病学会 改訂第５
版

南江堂 201505 1

8015 第２年次 和書 医学 内科学 9784254301144 アレルギ－のはなし：予防・治療・自己管理 秋山一男：大田健 朝倉書店 201703 1

8016 第２年次 和書 医学 内科学 9784758317757 日本医師会生涯教育シリ－ズ アレルギ－疾患のすべて 小川郁：片山一朗 日本医師会(発売：メジカルビュ－社) 201607 1

8017 第２年次 和書 医学 内科学 9784525245719 お母さんのアレルギ－診療と子どもの発症予防：妊娠の
準備から離乳食の進め方まで

今井孝成 南山堂 201801 1

8018 第２年次 和書 医学 内科学 9784498229020 アルコ－ル依存症治療革命 成瀬暢也 中外医学社 201709 1

8019 第２年次 和書 医学 内科学 9784791109722 高機能アルコ－ル依存症を理解する：お酒で人生を棒に
振る有能な人たち

セイラ・アレン・ベントン：水澤都加佐 星和書店 201801 1

8020 第２年次 和書 医学 内科学 9784907921118 Ｓｉｍｐｌｅ　Ｓｔｅｐ　ＳＥＲＩＥ
Ｓ

血液 西基：高橋茂樹 海馬書房 201610 1 追加

8021 第２年次 和書 医学 内科学 9784498125988 Ａｎｎｕａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ血液．２０１６ 高久史麿：小沢敬也 中外医学社 201601 1

8022 第２年次 和書 医学 内科学 9784524254224 血液疾患最新の治療．２０１７－２０１９ 小澤敬也：中尾眞二 南江堂 201702 1

8023 第２年次 和書 医学 内科学 9784498225060 血液内科グリ－ンノ－ト 木崎昌弘 中外医学社 201710 1

8024 第２年次 和書 医学 内科学 9784498225046 血液内科ただいま診断中！ 渡邉純一 中外医学社 201704 1

8025 第２年次 和書 医学 内科学 9784521743332 救急・集中治療アドバンス 重症患者における炎症と凝固・線溶系反応 松田直之 中山書店 201703 1
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8026 第２年次 和書 医学 内科学 9784263706282 フレイル：超高齢社会における最重要課題と予防戦略 葛谷雅文：雨海照祥 医歯薬出版 201406 1 追加

8027 第２年次 和書 医学 内科学 9784263219430 フレイルの予防とリハビリテ－ション 島田裕之 医歯薬出版 201509 1 追加

8028 第２年次 和書 医学 内科学 9784498059184 横断的に見る老年医学：基礎と臨床の間を流離う 山本章 中外医学社 201810 1 追加

8029 第２年次 和書 医学 内科学 9784830645198 高齢者のその人らしさを捉える作業療法：大切な作業の
実現

籔脇健司 文光堂 201503 1 追加

8030 第２年次 和書 医学 内科学 9784815807320 高齢者の痛みケア イボンヌ・ダ－シィ：波多野敬 名古屋大学出版会 201306 1 追加

8031 第２年次 和書 医学 内科学 9784898015575 高齢者診療のワンポイント・アドバイス 岩本俊彦 ライフ・サイエンス 201605 1 追加

8032 第２年次 和書 医学 内科学 9784784961689 転倒予防白書．２０１６ 武藤芳照：鈴木みずえ 日本医事新報社 201610 1 追加

8033 第２年次 和書 医学 内科学 9784784954414 オ－ダ－メイド医療をめざした生活習慣病の遺伝子診断
ガイド

山埼義光 第２版 日本医事新報社 201708 1

8034 第２年次 和書 医学 内科学 9784822239541 ここがポイント！高齢者救急：Ｇｅｒｉａｔｒｉｃ　Ｅ
ｍｅｒｇｅｎｃｙ

イオナ・マ－ドック：サラ・トュルパン 日経ＢＰ社(発売：日経ＢＰマ－ケ
ティン)

201705 1

8035 第２年次 和書 医学 内科学 9784498059160 フレイルのみかた 荒井秀典 中外医学社 201804 1

8036 第２年次 和書 医学 内科学 9784525203917 高齢者のポリファ－マシ－：多剤併用を整理する「知
恵」と「コツ」

秋下雅弘 南山堂 201604 1

8037 第２年次 和書 医学 内科学 9784990722135 高齢者診療で身体診察を強力な武器にするためのエビデ
ンス

上田剛士 シ－ニュ 201411 1

8038 第２年次 和書 医学 内科学 9784787821171 生活習慣病と健康管理：１００歳を元気に生きるために 斎藤征夫：柏原征子 診断と治療社 201410 1

8039 第２年次 和書 医学 内科学 9784784603138 生活習慣病のしおり．２０１８ 社会保険出版社 201803 1

8040 第２年次 和書 医学 内科学 9784758318037 慢性期医療のすべて 武久敬洋：北河宏之 メジカルビュ－社 201710 1

8041 第２年次 和書 医学 内科学 9784892699238 熱中症：～日本を襲う熱波の恐怖～ 日本救急医学会：三宅康史 改訂第２
版

へるす出版 201705 1

8042 第２年次 和書 医学 内科学 9784498134249 Ａｎｎｕａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ循環器．２０１６ 小室一成：佐地勉 中外医学社 201601 1

8043 第２年次 和書 医学 内科学 9784525249113 エキスパ－トが秘訣を語る循環器薬物治療の極意 山下武志 南山堂 201804 1

8044 第２年次 和書 医学 内科学 9784895929110 そうだったのか！症例でみる循環器病態生理 古川哲史 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201803 1

8045 第２年次 和書 医学 内科学 9784287860649 循環器ナ－シング．２０１６年１２月号 医学出版(発売：日本コンピュ－タ協
会)

201612 1

8046 第２年次 和書 医学 内科学 9784784955435 Ｎｅｗ専門医を目指すケ－ス・メソッ
ド・アプロ－チ

循環器疾患 近森大志郎：山科章 第３版 日本医事新報社 201710 1

8047 第２年次 和書 医学 内科学 9784524252183 循環器疾患最新の治療．２０１８－２０１９ 永井良三：伊藤浩（内科医） 南江堂 201801 1

8048 第２年次 和書 医学 内科学 9784830619410 循環器診療スマ－トブック 池田隆徳 文光堂 201803 1

8049 第２年次 和書 医学 内科学 9784895928953 循環器臨床のリアルワ－ルド 循環器臨床のリアルワ－ルド．１ 磯部光章：平尾見三 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201709 1

8050 第２年次 和書 医学 内科学 9784895928960 循環器臨床のリアルワ－ルド 循環器臨床のリアルワ－ルド．２ 磯部光章：平尾見三 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201709 1

8051 第２年次 和書 医学 内科学 9784787816573 日本医師会生涯教育シリ－ズ 心血管疾患診療のエクセレンス 相沢義房：今泉勉 日本医師会(発売：診断と治療社) 200807 1

8052 第２年次 和書 医学 内科学 9784830619359 ４５症例で極める冠動脈疾患の画像診断：最適なモダリ
ティを選び・活かす

赤阪隆史：久保隆史 文光堂 201703 1

8053 第２年次 和書 医学 内科学 9784498134232 ＣＣＵグリ－ンノ－ト 安田聡：国立循環器病研究センタ－レジテント 第２版 中外医学社 201803 1

8054 第２年次 和書 医学 内科学 9784753228300 Ｅｉｓｅｎｍｅｎｇｅｒ症候群：小児から成人まで 丹羽公一郎：村上智明 医薬ジャ－ナル社 201701 1

8055 第２年次 和書 医学 内科学 9784758118002 ＩＣＬＳ（あいしいえるえす）コ－スガイドブック：日
本救急医学会

日本救急医学会：山畑佳篤 改訂第４
版

羊土社 201611 1

8056 第２年次 和書 医学 内科学 9784904307854 エコ－で診る先天性心疾患 富松宏文 アトムス 201804 1

260 / 360 ページ



図書等目録 資料24

ID 年次 区分 大分類 中分類 ISBN(13桁)
シリーズ名

またはタイトル和訳
書名 著者名 版次 出版社 出版年月 冊数 備考

追加
チェック

8057 第２年次 和書 医学 内科学 9784758107570 これが伏見流！心房細動の診かた、全力でわかりやすく
教えます。

赤尾昌治 羊土社 201704 1

8058 第２年次 和書 医学 内科学 9784498136359 その心房細動、治しますか？　付き合いますか？ 山根禎一 第４版 中外医学社 201703 1

8059 第２年次 和書 医学 内科学 9784904136386 ハ－ト先生の心不全講座 市田聡：心臓病看護教育研究会 改訂第三
版

医学同人社 201802 1

8060 第２年次 和書 医学 内科学 9784498067134 眼でみる実践心臓リハビリテ－ション 安達仁 改訂４版 中外医学社 201703 1

8061 第２年次 和書 医学 内科学 9784521745831 循環器内科専門医バイブル 心不全：識る・診る・治す 小室一成 中山書店 201804 1

8062 第２年次 和書 医学 内科学 9784758314442 心不全管理をア－トする：脚本はどう作るのか 猪又孝元 メジカルビュ－社 201710 1

8063 第２年次 和書 医学 内科学 9784830619403 心不全緩和ケアの基礎知識３５ 心不全緩和ケア研究会：佐藤幸人 文光堂 201709 1

8064 第２年次 和書 医学 内科学 9784524259083 診断モダリティとしての心筋病理 心筋生検研究会 南江堂 201703 1

8065 第２年次 和書 医学 内科学 9784525245917 多職種カンファレンスで考える心不全緩和ケア 菅野康夫：安斉俊久 南山堂 201704 1

8066 第２年次 和書 医学 内科学 9784524245352 誰も教えてくれなかった心筋梗塞とコレステロ－ルの新
常識

伊苅裕二 南江堂 201803 1

8067 第２年次 和書 医学 内科学 9784779219238 Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｔｏｐｉｃｓ　Ｓｅ
ｒｉｅｓ

不整脈．２０１７ 杉本恒明：井上博（循環器内科学） メディカルレビュ－社 201707 1

8068 第２年次 和書 医学 内科学 9784787823113 抗血栓薬クリニカルクエスチョン１００：直接経口抗凝
固薬時代の抗血小板・抗凝固薬の使い方

幸原伸夫：古川裕 改訂第２
版

診断と治療社 201712 1

8069 第２年次 和書 医学 内科学 9784787820303 日本医師会生涯教育シリ－ズ 高血圧診療のすべて 苅尾七臣：斎藤能彦 日本医師会(発売：診断と治療社) 201307 1

8070 第２年次 和書 医学 内科学 9784990455279 高血圧診療のリアルワ－ルド 宮川政昭 Ａ・Ｍ・Ｓ 201708 1

8071 第２年次 和書 医学 内科学 9784830610226 誰も教えてくれなかった高血圧診療の極意：患者さんと
治療同盟を結ぶための高血圧医療学

宮川政昭 文光堂 201703 1

8072 第２年次 和書 医学 内科学 9784498130241 Ａｎｎｕａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ呼吸器．２０１６ 永井厚志：巽浩一郎 中外医学社 201601 1

8073 第２年次 和書 医学 内科学 9784521743295 その症状は“風邪”？：主訴から鑑別する・治療する 橋口一弘：石井恵美 中山書店 201602 1

8074 第２年次 和書 医学 内科学 9784498130340 咳のみかた、考えかた 倉原優 中外医学社 201704 1

8075 第２年次 和書 医学 内科学 9784758311489 呼吸ケア：リハ実践テクニック 塩谷隆信：高橋仁美 第３版 メジカルビュ－社 201112 1

8076 第２年次 和書 医学 内科学 9784771904736 呼吸器疾患：感染症・免疫アレルギ－・びまん性肺疾患
ほか．２．

川名明彦：江口研二 克誠堂出版 201701 1

8077 第２年次 和書 医学 内科学 9784784947423 在宅酸素療法をイチから学ぶ本：基礎から適応病態別の
処方まで

郷間厳 日本医事新報社 201802 1

8078 第２年次 和書 医学 内科学 9784525248819 非がん性呼吸器疾患の緩和ケア：全ての人にエンドオブ
ライフケアの光を！

津田徹：平原佐斗司 南山堂 201707 1

8079 第２年次 和書 医学 内科学 9784758117852 もう悩まない！喘息・ＣＯＰＤ・ＡＣＯＳの外来診療：
名医が教える吸入薬の使い分けと効果的な指導法

田中裕士 羊土社 201603 1

8080 第２年次 和書 医学 内科学 9784784966530 ｊｍｅｄ あなたも名医！肺癌を見逃さない！：画像読影のコツを
押さえよう

山田耕三 日本医事新報社 201712 1

8081 第２年次 和書 医学 内科学 9784260032322 誤嚥性肺炎の予防とケア：７つの多面的アプロ－チをは
じめよう

前田圭介 医学書院 201709 1

8082 第２年次 和書 医学 内科学 9784758118118 肺炎診療：どう見極め、まず何をすべきか 青島正大 羊土社 201707 1

8083 第２年次 和書 医学 内科学 9784498140424 Ａｎｎｕａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ消化器．２０１６ 竹原徹郎：金井隆典 中外医学社 201601 1

8084 第２年次 和書 医学 内科学 9784263445006 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 医歯薬出版 201706 1

8085 第２年次 和書 医学 内科学 9784865192421 伊藤病院ではこう診る！甲状腺疾患超音波アトラス：Ｗ
ｅｂ動画付き

伊藤公一（医学）：北川亘 全日本病院出版会 201802 1

8086 第２年次 和書 医学 内科学 9784830620454 リウマチ・膠原病アトラス 廣畑俊成 文光堂 201804 1

8087 第２年次 和書 医学 内科学 9784498328068 Ａｎｎｕａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ神経．２０１８ 鈴木則宏：荒木信夫 中外医学社 201801 1
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8088 第２年次 和書 医学 内科学 9784860034948 ＳＰＥＣＴ基礎読本 渡邉直行 医療科学社 201710 1

8089 第２年次 和書 医学 内科学 9784260030472 脳腫瘍臨床病理カラ－アトラス 日本脳腫瘍病理学会 第４版 医学書院 201710 1

8090 第２年次 和書 医学 内科学 9784787823205 ケトン食の基礎から実践まで：ケトン食に関わるすべて
の方へ

藤井達哉：永井利三郎 改訂第２
版

診断と治療社 201805 1

8091 第２年次 和書 医学 内科学 9784521730578 小児科臨床ピクシス．１ 五十嵐隆 中山書店 200810 1 追加

8092 第２年次 和書 医学 内科学 9784521739687 小児科臨床ピクシス．２ 五十嵐隆 改訂第２
版

中山書店 201408 1 追加

8093 第２年次 和書 医学 内科学 9784521739953 小児科臨床ピクシス．３ 五十嵐隆 改訂第２
版

中山書店 201411 1 追加

8094 第２年次 和書 医学 内科学 9784521739519 小児科臨床ピクシス．４ 五十嵐隆 全訂新版 中山書店 201404 1 追加

8095 第２年次 和書 医学 内科学 9784521741543 小児科臨床ピクシス．５ 五十嵐隆 全訂新版 中山書店 201505 1 追加

8096 第２年次 和書 医学 内科学 9784521731018 小児科臨床ピクシス．６ 五十嵐隆 中山書店 200903 1 追加

8097 第２年次 和書 医学 内科学 9784521731070 小児科臨床ピクシス．７ 五十嵐隆 中山書店 200904 1 追加

8098 第２年次 和書 医学 内科学 9784521731087 小児科臨床ピクシス．８ 五十嵐隆 中山書店 200906 1 追加

8099 第２年次 和書 医学 内科学 9784521740959 小児科臨床ピクシス．９ 五十嵐隆 全訂新版 中山書店 201504 1 追加

8100 第２年次 和書 医学 内科学 9784521731100 小児科臨床ピクシス．１０ 五十嵐隆 中山書店 200908 1 追加

8101 第２年次 和書 医学 内科学 9784521731834 小児科臨床ピクシス．１１ 五十嵐隆 中山書店 200911 1 追加

8102 第２年次 和書 医学 内科学 9784521731841 小児科臨床ピクシス．１２ 五十嵐隆 中山書店 200912 1 追加

8103 第２年次 和書 医学 内科学 9784521731858 小児科臨床ピクシス．１３ 五十嵐隆 中山書店 201002 1 追加

8104 第２年次 和書 医学 内科学 9784521731865 小児科臨床ピクシス．１４ 五十嵐隆 中山書店 201002 1 追加

8105 第２年次 和書 医学 内科学 9784521731872 小児科臨床ピクシス．１５ 五十嵐隆 中山書店 201004 1 追加

8106 第２年次 和書 医学 内科学 9784521731889 小児科臨床ピクシス．１６ 五十嵐隆 中山書店 201004 1 追加

8107 第２年次 和書 医学 内科学 9784521731896 小児科臨床ピクシス．１７ 五十嵐隆 中山書店 201004 1 追加

8108 第２年次 和書 医学 内科学 9784521731902 小児科臨床ピクシス．１８ 五十嵐隆 中山書店 201005 1 追加

8109 第２年次 和書 医学 内科学 9784521731919 小児科臨床ピクシス．１９ 五十嵐隆 中山書店 201007 1 追加

8110 第２年次 和書 医学 内科学 9784521731926 小児科臨床ピクシス．２０ 五十嵐隆 中山書店 201008 1 追加

8111 第２年次 和書 医学 内科学 9784521733081 小児科臨床ピクシス．２１ 五十嵐隆 中山書店 201010 1 追加

8112 第２年次 和書 医学 内科学 9784521733098 小児科臨床ピクシス．２２ 五十嵐隆 中山書店 201011 1 追加

8113 第２年次 和書 医学 内科学 9784521733104 小児科臨床ピクシス．２３ 五十嵐隆 中山書店 201012 1 追加

8114 第２年次 和書 医学 内科学 9784521733111 小児科臨床ピクシス．２４ 五十嵐隆 中山書店 201102 1 追加

8115 第２年次 和書 医学 内科学 9784521733128 小児科臨床ピクシス．２５ 五十嵐隆 中山書店 201103 1 追加

8116 第２年次 和書 医学 内科学 9784521733135 小児科臨床ピクシス．２６ 五十嵐隆 中山書店 201104 1 追加

8117 第２年次 和書 医学 内科学 9784521733142 小児科臨床ピクシス．２７ 五十嵐隆 中山書店 201105 1 追加

8118 第２年次 和書 医学 内科学 9784521733159 小児科臨床ピクシス．２８ 五十嵐隆 中山書店 201108 1 追加
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8119 第２年次 和書 医学 内科学 9784521733166 小児科臨床ピクシス．２９ 五十嵐隆 中山書店 201111 1 追加

8120 第２年次 和書 医学 内科学 9784521733173 小児科臨床ピクシス．３０ 五十嵐隆 中山書店 201205 1 追加

8121 第２年次 和書 医学 内科学 9784260032179 こどものリハビリテ－ション医学：発達支援と療育 伊藤利之：小池純子 第３版 医学書院 201712 1

8122 第２年次 和書 医学 内科学 9784062066051 こどもの病気の地図帳 鴨下重彦：柳沢正義 講談社 200211 1

8123 第２年次 和書 医学 内科学 9784787822932 スキルアップ！小児の総合診療：セイイクノスキル 窪田満 診断と治療社 201804 1

8124 第２年次 和書 医学 内科学 9784400527121 チャイルド・ライフの世界：こどもが主役の医療を求め
て

藤井あけみ 新教出版社 200012 1

8125 第２年次 和書 医学 内科学 9784860342937 ネルソン小児科学 ワルド－・Ｅ．ネルソン：ロバ－ト・Ｍ．クリ－グマン 原著第１
９版

エルゼビア・ジャパン 201504 1

8126 第２年次 和書 医学 内科学 9784525280512 実践！！小児在宅医療ナビ：地域で支えるみんなで支え
る

前田浩利 南山堂 201305 1

8127 第２年次 和書 医学 内科学 9784263215364 小児リハビリテ－ション医学 栗原まな 第２版 医歯薬出版 201505 1

8128 第２年次 和書 医学 内科学 9784758319003 子どもの感覚運動機能の発達と支援：発達の科学と理論
を支援に活かす

大城昌平：儀間裕貴 メジカルビュ－社 201801 1

8129 第２年次 和書 医学 内科学 9784885632891 小児症候学８９ アルバ－ト・Ｊ・ポマランツ：スバプナ・サブニス 原著第２
版

エルゼビア・ジャパン(発売：東京医
学社)

201804 1

8130 第２年次 和書 医学 内科学 9784902473186 赤ちゃんの歩行獲得：新生児から１歳までの動作・ＥＭ
Ｇ記録

岡本勉：岡本香代子 歩行開発研究所 201606 1

8131 第２年次 和書 医学 内科学 9784784943890 HAAP!こどものみかた 笠井正志：児玉和彦 2版 日本医事新報社 201607 1 追加

8132 第２年次 和書 医学 内科学 9784883783854 フロ－チャ－ト小児救急：緊急度に応じた診療の手順 山田至康 総合医学社 200904 1 追加

8133 第２年次 和書 医学 内科学 9784840748759 実践小児薬用量ガイド 田中文子：甲斐純夫 第２版 じほう 201609 1 追加

8134 第２年次 和書 医学 内科学 9784758117128 重症疾患を見逃さない小児の救急・当直診療：診療の技
術と心くばり

山田至康：市川光太郎 羊土社 201106 1 追加

8135 第２年次 和書 医学 内科学 9784524258543 要点をおさえる小児救急・プライマリケア：ピットフォ
－ル症例から学ぼう！

市川光太郎 南江堂 201511 1 追加

8136 第２年次 和書 医学 内科学 9784784966523 ｊｍｅｄ あなたも名医！徴候から見抜け！小児救急疾患：押さえ
ておきたい各徴候の病態と対応スキル

市川光太郎 日本医事新報社 201710 1

8137 第２年次 和書 医学 内科学 9784840750141 こどもと薬のＱ＆Ａ：現場の困った！をエキスパ－トが
解決

石川洋一（薬剤師）：小児薬物療法研究会 じほう 201709 1

8138 第２年次 和書 医学 内科学 9784498145528 こどもの「症状」から考える　外来小児診療の伝え方の
極意：Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｎｏｔｅ　Ｐｒｅｓｅｎｔｓ

井上信明：安藤恵美子 中外医学社 201704 1

8139 第２年次 和書 医学 内科学 9784892699276 これからの小児救急電話相談ガイドブック 福井聖子：白石裕子 へるす出版 201707 1

8140 第２年次 和書 医学 内科学 9784260035927 帰してはいけない小児外来患者．２ 東京都立小児総合医療センタ－ 医学書院 201803 1

8141 第２年次 和書 医学 内科学 9784765317054 子どもたちの笑顔を支える小児緩和ケア 多田羅竜平 金芳堂 201611 1

8142 第２年次 和書 医学 内科学 9784772415989 子どもの虐待とネグレクト：診断・治療とそのエビデン
ス

キャロル・ジェニ－：溝口史剛 金剛出版 201712 1

8143 第２年次 和書 医学 内科学 9784498145566 小児在宅医療・訪問リハビリテ－ション入門 橋本浩 中外医学社 201803 1

8144 第２年次 和書 医学 内科学 9784498145481 小児超音波検査のみかた，考えかた 市橋光：野中航仁 中外医学社 201704 1

8145 第２年次 和書 医学 内科学 9784830630392 小児臨床検査ガイド 水口雅：岡明 第２版 文光堂 201704 1

8146 第２年次 和書 医学 内科学 9784498145443 新しい小児外来疾患のみかた、考えかた 西村龍夫 中外医学社 201703 1

8147 第２年次 和書 医学 内科学 9784787823175 ＳＨＯＸ異常症：基礎から最新知見まで 緒方勤：神崎普 診断と治療社 201709 1

8148 第２年次 和書 医学 内科学 9784787813879 ５歳児健診：発達障害の診療・指導エッセンス 小枝達也 診断と治療社 200808 1 追加

8149 第２年次 和書 医学 内科学 9784787814395 ＡＤＨＤとして生きる：おりこうでない私の半生 石川真理子 診断と治療社 200504 1 追加

263 / 360 ページ



図書等目録 資料24

ID 年次 区分 大分類 中分類 ISBN(13桁)
シリーズ名

またはタイトル和訳
書名 著者名 版次 出版社 出版年月 冊数 備考

追加
チェック

8150 第２年次 和書 医学 内科学 9784260024716 こどもの神経疾患の診かた 新島新一：山本仁 医学書院 201605 1 追加

8151 第２年次 和書 医学 内科学 9784880027715 なぜ子どもは自殺するのか：その実態とエビデンスに基
づく予防戦略

傳田健三 新興医学出版社 201804 1

8152 第２年次 和書 医学 内科学 9784525285548 ベッドサイドの小児神経・発達の診かた 桃井眞里子：宮尾益知 改訂４版 南山堂 201705 1

8153 第２年次 和書 医学 内科学 9784791100644 ボウルビイ母子関係入門 ジョン・ボウルビィ：斎藤学 星和書店 198109 1

8154 第２年次 和書 医学 内科学 9784525288594 写真でみる乳幼児健診の神経学的チェック法 前川喜平：小枝達也 改訂９版 南山堂 201702 1

8155 第２年次 和書 医学 内科学 9784260028240 ネルソン小児感染症治療ガイド ジョン・Ｓ．ブラッドリ－：ジョン・Ｄ．ネルソン 第２版 医学書院 201701 1

8156 第２年次 和書 医学 内科学 9784621063460 ＭＤアンダ－ソン癌センタ－に学ぶ癌
診療

小児がん カ・ウォ－・チャン：Ｒ．ビバリ－・レイニ－ 丸善出版 201207 1 追加

8157 第２年次 和書 医学 内科学 9784498046023 小児心臓血管外科手術：血行動態と術式の図説・解説 藤原直 中外医学社 201107 1 追加

8158 第２年次 和書 医学 内科学 9784787822635 ダウン症児の学びとコミュニケ－ション支援ガイド 玉井浩：里見恵子 診断と治療社 201608 1

8159 第２年次 和書 医学 内科学 9784771904934 ポイントで学ぶ小児麻酔５０症例 蔵谷紀文：小原崇一郎 克誠堂出版 201711 1

8160 第２年次 和書 医学 内科学 9784946509445 もし五歳になったら：小さな者の大きな力 フレッド・エプスタイン：ジョシュア・ホルヴィッツ ゆみる出版 200907 1

8161 第２年次 和書 医学 内科学 9784525281410 実践力ＵＰ！ＮＣＰＲ　３７のポイント 水本洋 南山堂 201504 1 追加

8162 第２年次 和書 医学 内科学 9784765316958 ＮＩＣＵ：ベッドサイドの診断と治療 河井昌彦 第４版 金芳堂 201611 1

8163 第２年次 和書 医学 内科学 9784498145542 ＮＩＣＵグリ－ンノ－ト 内山温 中外医学社 201710 1

8164 第２年次 和書 医学 内科学 9784525232016 ＮＩＣＵにおける抗菌薬の使い方１０の秘訣 佐藤吉壮 南山堂 201504 1

8165 第２年次 和書 医学 内科学 9784765316767 ＮＩＣＵのギ・モ・ン９８＋２ 河井昌彦 金芳堂 201606 1

8166 第２年次 和書 医学 内科学 9784525288433 ベッドサイドの新生児の診かた 河野寿夫：伊藤裕司 改訂３版 南山堂 201605 1

8167 第２年次 和書 医学 内科学 9784840453714 新生児・小児ＭＥ機器サポ－トブック：きほんきづくき
わめる

松井晃 第２版 メディカ出版 201603 1

8168 第２年次 和書 医学 内科学 9784765316408 新生児医学 河井昌彦 金芳堂 201506 1

8169 第２年次 和書 医学 内科学 9784263235515 子どもの食と栄養：健やかに発育する食生活をめざして 赤塚順一：上野美保 医歯薬出版 201106 1 追加

8170 第２年次 和書 医学 内科学 9784787821423 子どもの食と栄養：健康なからだとこころを育む小児栄
養学

水野清子：南里清一郎 改訂第２
版

診断と治療社 201411 1 追加

8171 第２年次 和書 医学 内科学 9784263705902 子どもの食と栄養：理論と演習・実習 呉繁夫：広野治子 医歯薬出版 201102 1 追加

8172 第２年次 和書 医学 内科学 9784263705872 子どもの食と栄養演習書 小川雄二 医歯薬出版 201102 1 追加

8173 第２年次 和書 医学 内科学 9784260020701 母乳育児支援スタンダ－ド 日本ラクテ－ション・コンサルタント協会 第２版 医学書院 201502 1 追加

8174 第２年次 和書 医学 内科学 9784263236918 ＤＶＤで学ぶ助産師の「わざ」母乳育児支援：熟練の技
を求めて

宮下美代子 医歯薬出版 201709 1

8175 第２年次 和書 医学 外科学 9784498055308 こうすればうまくいく日帰り手術の麻酔 大嶽浩司：井上莊一郎 中外医学社 201706 1

8176 第２年次 和書 医学 外科学 9784263242612 神経ブロック・鍼療法 細川豊史：石丸圭荘 医歯薬出版 201007 1 追加

8177 第２年次 和書 医学 外科学 9784830628443 目でみるＥＲと麻酔 高崎眞弓：山内正憲 文光堂 201706 1

8178 第２年次 和書 医学 外科学 9784758117982 この一冊で全身攻略！救急での異物除去 千代孝夫 羊土社 201611 1

8179 第２年次 和書 医学 外科学 9784890447992 臓器移植とコーディネーション　―　基礎から応用まで 寺岡彗 日本医学館 221507 1 追加

8180 第２年次 和書 医学 外科学 9784765317016 ＰＯＣＴを活用した実践的治療輸血による止血戦略とそ
のエビデンス

山本晃士 金芳堂 201612 1
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8181 第２年次 和書 医学 外科学 9784524255238 映像で学ぶＭｉｃｒｏｓｕｒｇｅｒｙ：基礎と指再接着 黒島永嗣 南江堂 201705 1

8182 第２年次 和書 医学 外科学 9784525340513 まるわかり創傷治療のキホン 宮地良樹 南山堂 201409 1

8183 第２年次 和書 医学 外科学 9784260015226 がんサバイバ－：医学・心理・社会的アプロ－チでがん
治療を結いなおす

ケネス・Ｄ．ミラ－：勝俣範之 医学書院 201206 1 追加

8184 第２年次 和書 医学 外科学 9784498067189 がんのリハビリテ－ションＱ＆Ａ 辻哲也 中外医学社 201505 1

8185 第２年次 和書 医学 外科学 9784307771573 がんの痛みよ、さようなら！：こうすればとれる「がん
の痛み」

武田文和：高橋美賀子 金原出版 200801 1 追加

8186 第２年次 和書 医学 外科学 9784882829942 がんリハビリテ－ション：原則と実践完全ガイド マイクル・Ｄ・スタブフィ－ルド：マイクル・Ｗ・オデ
－ル

ガイアブックス 201801 1

8187 第２年次 和書 医学 外科学 9784263215791 がんリハビリテ－ション心理学 保坂隆 医歯薬出版 201706 1

8188 第２年次 和書 医学 外科学 9784260333061 がん患者と家族のためのサポ－トグル－プ デイヴィッド・スピ－ゲル：キャサリン・クラッセン 医学書院 200311 1 追加

8189 第２年次 和書 医学 外科学 9784260018319 がん患者の在宅ホスピスケア 川越厚 医学書院 201306 1 追加

8190 第２年次 和書 医学 外科学 9784830619434 がん患者の心臓を守る！腫瘍循環器学Ｑ＆Ａ 伊藤浩（内科医）：向井幹夫 文光堂 201803 1

8191 第２年次 和書 医学 外科学 9784525420239 がん治療エッセンシャルガイド 佐藤隆美：藤原康弘 改訂３版 南山堂 201511 1 追加

8192 第２年次 和書 医学 外科学 9784286180939 さよならのかたち 浅沼絵美 文芸社 201712 1

8193 第２年次 和書 医学 外科学 9784758120715 やさしく学べるがん免疫療法のしくみ 玉田耕治 羊土社 201610 1

8194 第２年次 和書 医学 外科学 9784877991159 医学生のための腫瘍学 西川祐司：鳥本悦宏 響文社 201603 1 追加

8195 第２年次 和書 医学 外科学 9784860031008 放射線治療科学概論：診療画像検査法 渡部洋一：金森勇雄 改訂２版 医療科学社 201803 1

8196 第２年次 和書 医学 外科学 9784861941931 放射線治療計画：準備から照射まで 成田浩人 ＰＩＬＡＲ　ＰＲＥＳＳ 201802 1

8197 第２年次 和書 医学 外科学 9784525421618 臨床で活かすがん患者のアピアランスケア 野澤桂子：藤間勝子 南山堂 201707 1

8198 第２年次 和書 医学 外科学 9784883522446 脳神経外科手術タクティクス：ＤＶＤ－ＲＯＭ付：本文
掲載の主要画像１８５点をカラ

堀智勝：竹信敦充 創風社 201802 1

8199 第２年次 和書 医学 外科学 9784840432955 脳神経血管内治療と看護のすべて：これからのニュ－ロ
ナ－ス必携バイブル

坂井信幸 メディカ出版 201102 1

8200 第２年次 和書 医学 外科学 9784758314350 ハ－トチ－ムのための心臓血管外科手術　周術期管理の
すべて

國原孝 メジカルビュ－社 201703 1

8201 第２年次 和書 医学 外科学 9784904136379 ハ－ト先生の心臓ペ－スメ－カ－講座 心臓病看護教育研究会 医学同人社 201706 1

8202 第２年次 和書 医学 外科学 9784758314466 ひとりでマスタ－心臓ペ－スメ－カ植込み術：透視＋手
元の動画ＤＶＤ付

岡村英夫 メジカルビュ－社 201802 1

8203 第２年次 和書 医学 外科学 9784260030366 フットケアと足病変治療ガイドブック 日本フットケア学会 第３版 医学書院 201704 1

8204 第２年次 和書 医学 外科学 9784784946303 外来で診る！手足のしびれ・痛み診療 寺尾亨：金景成 日本医事新報社 201707 1

8205 第２年次 和書 医学 外科学 9784260022026 今日の整形外科治療指針 土屋 弘行 第7版 医学書院 201605 1 追加

8206 第２年次 和書 医学 外科学 9784780912388 整形外科疾患ビジュアルブック 落合慈之 第２版 学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201802 1

8207 第２年次 和書 医学 外科学 9784498054783 日常診療でよく出会う足病変の診かた 桑原靖 中外医学社 201706 1

8208 第２年次 和書 医学 外科学 9784524259588 ヘルニアの外科 柵瀨信太郎：諏訪勝仁 南江堂 201712 1

8209 第２年次 和書 医学 外科学 9784895928793 股関節・骨盤の画像診断 川原康弘 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201709 1

8210 第２年次 和書 医学 外科学 9784758309653 ＰＴ・ＯＴが書いたリハビテ－ション英会話 三木貴弘：今本大地 メジカルビュ－社 201803 1

8211 第２年次 和書 医学 外科学 9784830645648 セラピストのための概説リハビリテ－ション 天満和人：奥村チカ子 第２版 文光堂 201802 1
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8212 第２年次 和書 医学 外科学 9784758319201 リハで読むべき運動器画像 塩野寛大：瀧田勇ニ メジカルビュ－社 201712 1

8213 第２年次 和書 医学 外科学 9784498076785 リハビリテ－ションのための臨床神経生理学 正門由久 中外医学社 201505 1 追加

8214 第２年次 和書 医学 外科学 9784758309615 リハビリテ－ションの基礎英語 清水雅子 第３版 メジカルビュ－社 201704 1

8215 第２年次 和書 医学 外科学 9784780911930 リハビリテ－ションビジュアルブック 稲川利光：落合慈之 第２版 学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201609 1 追加

8216 第２年次 和書 医学 外科学 9784758102230 リハビリに直結する！運動器画像の見かた 河村廣幸 羊土社 201711 1

8217 第２年次 和書 医学 外科学 9784263218754 リハ研究の進め方・まとめ方 志波直人 医歯薬出版 201705 1

8218 第２年次 和書 医学 外科学 9784307750523 現代リハビリテ－ション医学 千野直一：椿原彰夫 改訂第４
版

金原出版 201707 1

8219 第２年次 和書 医学 外科学 9784263217450 集中治療における早期リハビリテ－ション：根拠に基づ
くエキスパ－トコンセンサス　ダイジェスト

日本集中治療医学会 日本集中治療医学会(発売：医歯薬出
版)

201703 1

8220 第２年次 和書 医学 外科学 9784865192209 カラ－アトラス爪の診療実践ガイド 安木良博：田村敦志 全日本病院出版会 201610 1 追加

8221 第２年次 和書 医学 外科学 9784521737638 ポジショニング学：体位管理の基礎と実践 市岡滋：廣瀬秀行 中山書店 201307 1 追加

8222 第２年次 和書 医学 外科学 9784753228140 強皮症の基礎と臨床：病態の解明から最新の診療まで 佐藤伸一 医薬ジャ－ナル社 201608 1 追加

8223 第２年次 和書 医学 外科学 9784307400565 実践皮膚病理診断 新井栄一：土田哲也 金原出版 201706 1

8224 第２年次 和書 医学 外科学 9784830622281 腫瘍病理鑑別診断アトラス：角化細胞性腫瘍，付属器系
腫瘍と皮膚特有の間葉系腫瘍

文光堂 201012 1

8225 第２年次 和書 医学 外科学 9784796523936 進化を続ける！褥瘡・創傷治療・ケアアップデ－ト 真田弘美：市岡滋 照林社 201612 1

8226 第２年次 和書 医学 外科学 9784765316880 皮膚科学 上野賢一 第１０版
大塚藤

金芳堂 201610 1 追加

8227 第２年次 和書 医学 外科学 9784780910803 皮膚科疾患ビジュアルブック 五十嵐敦之：落合慈之 新版 学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201209 1 追加

8228 第２年次 和書 医学 外科学 9784498063624 美容皮膚科ガイドブック 川田暁 中外医学社 201704 1

8229 第２年次 和書 医学 外科学 9784780908305 アトラスでみる外陰部疾患プライベートパーツの診かた 尾上 泰彦 学研メディカル秀潤社 201009 1 追加

8230 第２年次 和書 医学 外科学 9784498224247 Ａｎｎｕａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ腎臓．２０１６ 富野康日己：柏原直樹 中外医学社 201601 1

8231 第２年次 和書 医学 外科学 9784498224230 いまさら訊けない！透析患者薬剤の考えかた、使いかた
Ｑ＆Ａ

加藤明彦 Ｖｅｒ．
２

中外医学社 201801 1

8232 第２年次 和書 医学 外科学 9784840461788 オンラインＨＤＦの基礎と臨床：透析患者の予後と合併
症の改善を目指して

土田健司 メディカ出版 201707 1

8233 第２年次 和書 医学 外科学 9784498066984 こういうことだったのか！！ＣＨＤＦ 小尾口邦彦 中外医学社 201803 1

8234 第２年次 和書 医学 外科学 9784765317283 こんな時どうすれば！？腎臓・水電解質コンサルタント 深川雅史：小松康宏 第２版 金芳堂 201711 1

8235 第２年次 和書 医学 外科学 9784765317351 こんな時どうすれば！？透析患者の内科管理コンサルタ
ント

深川雅史：常喜信彦 金芳堂 201712 1

8236 第２年次 和書 医学 外科学 9784885632846 なぜ？から学ぶ血液浄化７７ 酒井清孝：宮坂武寛 東京医学社 201706 1

8237 第２年次 和書 医学 外科学 9784260031691 なぜパタ－ン認識だけで腎病理は読めないのか？ 長田道夫：門川俊明 医学書院 201705 1

8238 第２年次 和書 医学 外科学 9784498124936 メディカルスタッフのための腎臓病学 富野康日己 改訂２版 中外医学社 201704 1

8239 第２年次 和書 医学 外科学 9784885632860 腎生検病理アトラス 日本腎病理協会：日本腎臓学会 改訂版 東京医学社 201708 1

8240 第２年次 和書 医学 外科学 9784263222836 透析スタッフのためのバスキュラ－アクセス超音波検査 春口洋昭 医歯薬出版 201706 1

8241 第２年次 和書 医学 外科学 9784883786299 透析療法パ－フェクトガイド：腎不全の基礎知識から学
べる

田部井薫 総合医学社 201602 1

8242 第２年次 和書 医学 外科学 9784758319089 リハスタッフのための排泄リハビリテ－ション実践アプ
ロ－チ

鈴木重行 メジカルビュ－社 201802 1
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8243 第２年次 和書 医学 外科学 9784000052030 患者さんと介護家族のための心地よい排泄ケア 西村かおる 岩波書店 200806 1

8244 第２年次 和書 医学 外科学 9784780909142 ＳＴＩ性感染症アトラス 安元慎一郎：今福信一 改訂第２
版

学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201609 1 追加

8245 第２年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784486020660 女性と生命 谷田泰枝 新版 東海大学出版部 201504 1 追加

8246 第２年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784779217975 女性医療のすべて 太田博明 メディカルレビュ－社 201611 1 追加

8247 第２年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784779217395 産婦人科へつなぐ日常診療での女性のミカタ 木村正 メディカルレビュ－社 201608 1 追加

8248 第２年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784525421410 乳癌診療のための分子病理エッセンシャル 津田均：木下貴之 南山堂 201606 1 追加

8249 第２年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784525424428 オンコロジ－クリニカルガイド 乳癌薬物療法 木下貴之：戸井雅和 改訂２版 南山堂 201610 1 追加

8250 第２年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784840407731 子どもを選ばないことを選ぶ：いのちの現場から出生前
診断を問う

大野明子 メディカ出版 200305 1 追加

8251 第２年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784758317375 胎児心エコ－のすべて：スクリ－ニング・精査・治療・
そして家族支援

川滝元良 メジカルビュ－社 201702 1

8252 第２年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784260030052 ＯＣＴアンギオグラフィコアアトラス：ケ－スで学ぶ読
影のポイント

吉村長久：加登本伸 医学書院 201704 1

8253 第２年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784758316330 全身病の眼病変早わかり便利帖 平形明人：岡田アナベルあやめ メジカルビュ－社 201803 1

8254 第２年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784758316309 どう診てどう治す？円錐角膜 島﨑潤：前田直之 メジカルビュ－社 201710 1

8255 第２年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784521745992 プライマリケアに活かす臨床耳鼻咽喉科学 白幡雄一 中山書店 201807 1 追加

8256 第２年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784521744322 見逃してはいけない耳・鼻・のどの危険なサイン 堀井新：浦野正美 中山書店 201610 1

8257 第２年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784498062801 めまいの起源を求めて 室伏利久 中外医学社 201803 1

8258 第２年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784498062788 めまいは寝てては治らない　実践！めまい・ふらつきを 新井基洋 中外医学社 201705 1

8259 第２年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784765317146 めまいを診る 北原糺 金芳堂 201704 1

8260 第２年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784787823335 新しいめまいの診断と治療：過性めまいからメニエ－ル
病まで

伊藤文英 改訂第２
版

診断と治療社 201712 1

8261 第２年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784263216705 臨床の口腔生理学に基づく摂食嚥下障害のキュアとケア 舘村卓 第２版 医歯薬出版 201709 1

8262 第２年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784263445204 臨床家のための口腔疾患診断トレ－ニングブック 神部芳則 医歯薬出版 201804 1

8263 第２年次 和書 医学 歯科学 9784903553559 患者さんへの“ベストアンサ－”シリ
－ズ

子どもの歯と口のトラブルＱ＆Ａ：妊娠期・幼児期・学
童期の心配事

井上美津子 医学情報社 201503 1

8264 第２年次 和書 医学 歯科学 9784885104053 歯科医が押さえておきたい生活習慣病Ｑ＆Ａ７８ 富野康日己 デンタルダイヤモンド社 201804 1

8265 第２年次 和書 医学 歯科学 9784781206073 成功例・失敗例で学ぶ規格性のある口腔内写真撮影講座 須呂剛士 クインテッセンス出版 201803 1

8266 第２年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784764400726 ２１世紀の予防医学・公衆衛生：社会・環境と健康 町田和彦：岩井秀明 第３版 杏林書院 201604 1

8267 第２年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784883842841 医療経済学15講　ライブラリ経済学15講　APPLIED編　5 細谷圭・増原宏明・林行成著 新世社 201811 1 追加

8268 第２年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784524258536 医療情報の基礎知識　第10～15回医療情報基礎知識検定
試験問題付

日本医療情報学会 南江堂 201704 1 追加

8269 第２年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784595317200 放送大学教材 健康と社会 井上洋士：山崎喜比古 改訂版 放送大学教育振興会(発売：ＮＨＫ出
版)

201703 1

8270 第２年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784521739007 ス－パ－総合医 在宅医療のすべて 平原佐斗司 中山書店 201403 1

8271 第２年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784469268294 社会疫学 社会疫学．上 リサ・Ｆ．バ－グマン：イチロ－・カワチ 大修館書店 201709 1

8272 第２年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784469268300 社会疫学 社会疫学．下 リサ・Ｆ・バ－グマン：イチロ－・カワチ 大修館書店 201709 1

8273 第２年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784263223727 最新臨床検査学講座 保健医療福祉概論 高木康 医歯薬出版 201801 1

267 / 360 ページ



図書等目録 資料24

ID 年次 区分 大分類 中分類 ISBN(13桁)
シリーズ名

またはタイトル和訳
書名 著者名 版次 出版社 出版年月 冊数 備考

追加
チェック

8274 第２年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784758300407 チ－ムステップス日本版医療安全：チ－ムで取り組む
ヒュ－マンエラ－対策

東京慈恵会医科大学附属病院：落合和徳 メジカルビュ－社 201212 1

8275 第２年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784870585256 医療事故ゼロのための６０の鉄則：事例・判例から学ぶ
ケ－ススタディ６０

柴田義朗 医学通信社 201311 1

8276 第２年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784621084953 シリ－ズ生命倫理学 医療事故と医療人権侵害 池田典昭：加藤良夫 丸善出版 201207 1

8277 第２年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784864394444 チ－ム医療と現場力：強い組織と人材をつくる病院風土
改革

白髪昌世 日本医療企画 201603 1

8278 第２年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784878040733 チ－ム医療時代のナレッジマネジメント：動くチ－ム・
動く組織への挑戦

陣田泰子 看護の科学社 201307 1

8279 第２年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784794424976 ナ－スのためのヘルスケアＭＢＡ 羽田明浩 創成社 201704 1

8280 第２年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784521744872 子どもの保健 渡辺博 改訂第３
版

中山書店 201702 1

8281 第２年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784889242492 子どもの保健と支援 平山宗宏 第４版 日本小児医事出版社 201703 1

8282 第２年次 和書 医学 薬学 9784130624213 医薬品情報学 山崎幹夫：望月眞弓 第４版補
訂版

東京大学出版会 201803 1

8283 第２年次 和書 医学 薬学 9784840450201 新生児室・ＮＩＣＵで使う薬剤ノ－ト 北東功：伊東祐順 改訂４版 メディカ出版 201412 1

8284 第２年次 和書 医学 薬学 9784498060517 妊婦・授乳婦の薬 杉本充弘 改訂２版 中外医学社 201803 1

8285 第２年次 和書 医学 薬学 9784524261857 失敗しない処方のしかた：８４ケ－スから学ぶ有害反応
と適正使用

藤村昭夫 南江堂 201702 1

8286 第２年次 和書 医学 薬学 9784860343118 基礎から学ぶ製剤化のサイエンス：第十七改正日本薬局
方対応

高山幸三：寺田勝英 第３版 エルゼビア・ジャパン 201608 1

8287 第２年次 和書 医学 薬学 9784498069268 つまずきから学ぶ漢方薬：構造主義と番号順の漢方学習 岩田健太郎：西本隆 中外医学社 201804 1

8288 第２年次 和書 医学 薬学 9784524403622 新訂生薬学 木村孟淳：酒井英二 改訂第８
版増補

南江堂 201802 1

8289 第２年次 和書 医学 薬学 9784263731772 内科医のための漢方製剤の使い方：１１８症状別　選択
と処方のポイント

篠原誠：趙基恩 医歯薬出版 201708 1

8290 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260332156 ロイ適応モデルにもとづく看護アセスメントツ－ル ジョ－ン・Ｍ．セオ・チョウ：レナルド・ノロ 医学書院 200206 1 追加

8291 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784902085617 ロイ適応モデル看護過程と記録の実際 小田正枝 第２版 ヌ－ヴェルヒロカワ 200301 1 追加

8292 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784776018506 看護が見える患者に見せる看護記録を書こう 石綿啓子：鈴木明美 日総研出版 201711 1

8293 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784776017882 看護シミュレ－ション教育基本テキスト：設計・実践・
評価のプロセス

織井優貴子 日総研出版 201606 1 追加

8294 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784254330069 看護を測る：因子分析による質問紙調査の実際 柳井晴夫：井部俊子 朝倉書店 201205 1 追加

8295 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784621303689 看護過程から理解する看護診断 滝島紀子 改訂３版 丸善出版 201902 1 追加

8296 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784861740565 看護過程を使ったヘンダ－ソン看護論の実践 秋葉公子：江崎フサ子 第４版 ヌ－ヴェルヒロカワ 201312 1 追加

8297 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260333528 看護介入：ＮＩＣから精選した４３の看護介入 グロリア・Ｍ．ブレチェク：ジョアン・Ｃ．マクロスキ
－

第２版 医学書院 200406 1 追加

8298 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784860340032 看護介入分類（ＮＩＣ） ハワ－ド・Ｋ．ブッチャ－：グロリア・Ｍ．ブレチェク 原著第７
版

エルゼビア・ジャパン 201803 1

8299 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263234167 看護事故を予防するその視点とアセスメント事例集 土屋八千代 医歯薬出版 200304 1 追加

8300 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263235669 看護実践を証明するフォ－カスチャ－ティング：説明責
任を果たせる患者記録

川上千英子：山本隆一 医歯薬出版 201205 1 追加

8301 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784839215699 看護診断のアセスメント力をつける：臨床判断力をみが
く看護過程

岡崎美智子：道重文子 メヂカルフレンド社 201305 1 追加

8302 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260001670 看護成果分類（ＮＯＣ）：看護ケアを評価するための指
標・測定尺度

マリオン・ジョンソン：メリディ－ン・マ－ス 第３版 医学書院 200512 1 追加

8303 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784274223006 看護必要度Ｑ＆Ａ：平成３０年度診療報酬改定及び新評
価方式の必要度２に

田中彰子：筒井孝子 第３版 オ－ム社 201810 1 追加

8304 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784805857328 機能障害からみる看護過程．１ 今川詢子：長谷川真美 中央法規出版 201809 1 追加

268 / 360 ページ



図書等目録 資料24

ID 年次 区分 大分類 中分類 ISBN(13桁)
シリーズ名

またはタイトル和訳
書名 著者名 版次 出版社 出版年月 冊数 備考

追加
チェック

8305 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784805857335 機能障害からみる看護過程．２ 今川詢子：長谷川真美 中央法規出版 201809 1 追加

8306 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784805857342 機能障害からみる看護過程．３ 今川詢子：長谷川真美 中央法規出版 201901 1 追加

8307 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784890149162 記録開示時代における看護記録の書き方と評価の仕方 京都第一赤十字病院 改訂版 日総研出版 200404 1 追加

8308 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260020718 緊急度・重症度からみた症状別看護過程＋病態関連図 井上智子：稲瀬直彦 第２版 医学書院 201410 1 追加

8309 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260011358 根拠と急変対応からみたフィジカルアセスメント 清村紀子：工藤二郎 医学書院 201402 1 追加

8310 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784776018520 事故事例に学ぶ看護師の注意義務 土屋八千代 日総研出版 201802 1

8311 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784780912043 疾患・状況・看護場面別フィジカルアセスメントディシ
ジョン

佐藤憲明 学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201508 1 追加

8312 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784907176693 疾患別看護過程セミナ－．下巻 山田幸宏 サイオ出版 201808 1 追加

8313 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784907176686 疾患別看護過程セミナ－．上巻 山田幸宏 サイオ出版 201807 1 追加

8314 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784780912401 疾患別看護過程の展開 山口瑞穂子：関口恵子 第５版 学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201607 1

8315 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784890148295 実践に活かす褥瘡ケアガイドブック 田中マキ子 日総研出版 200310 1 追加

8316 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784902085549 実践に役立つ看護過程と看護診断：ヘンダ－ソン・ゴ－
ドンのデ－タベ－スに基づく事例展

三上れつ 第２版 ヌ－ヴェルヒロカワ 200301 1 追加

8317 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784861740435 実践看護アセスメント：ヘンダ－ソン・ゴ－ドンの考え
に基づく

渡辺トシ子 第３版 ヌ－ヴェルヒロカワ 201104 1 追加

8318 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784863261648 新人看護師と指導者で使う新人看護師「看護手順と評価
基準」

ＪＡとりで総合医療センタ－ 産労総合研究所出版部経営書院 201401 1 追加

8319 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784863260795 新人看護師指導・教育「実践評価基準・手順」：そのま
ま使える

河内総合病院 産労総合研究所出版部経営書院 201010 1 追加

8320 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784796522564 早わかり新看護観察・アセスメントノ－ト 池松裕子 照林社 201110 1 追加

8321 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784796524346 臨床で役立つ看護アセスメントスケ－ル＆ツ－ル 池松裕子 照林社 201804 1

8322 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784779219856 臨床推論：看護師特定行為研修共通科目テキストブック 錦織宏 メディカルレビュ－社 201711 1

8323 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784758308212 看護師画像検査フルコ－ス 長尾真澄：中澤靖夫 メジカルビュ－社 200402 1 追加

8324 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784542305397 看護思考プロセスナビゲ－タ－：ＩＴ化時代の臨床看護 水流聡子：渡邊千登世 日本規格協会 201108 1 追加

8325 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260028660 看護事故の舞台裏：２２事例から徹底的に学ぼう 長野展久 医学書院 201611 1 追加

8326 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260030229 看護者が行う意思決定支援の技法３０：患者の真のニ－
ズ・価値観を引き出すかかわり

川崎優子 医学書院 201702 1

8327 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784830646461 形成外科ナ－シングプラクティス：褥瘡から美容まで 大竹尚之：佐藤エキ子 文光堂 201205 1 追加

8328 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784780912319 経過がみえる疾患別病態関連マップ 山口瑞穂子：関口恵子 第２版 学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201602 1 追加

8329 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260024068 経験型実習教育：看護師をはぐくむ理論と実践 安酸史子 医学書院 201511 1 追加

8330 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784861866692 現代の看護におけるケアリングとしての技術力：実践の
ためのモデル

ロッツァ－ノ・Ｃ．ロクシン：谷岡哲也 第３版 ふくろう出版 201603 1 追加

8331 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263239995 高齢者と成人の周手術期看護：講義から実習へ．５ 竹内登美子 第２版 医歯薬出版 201410 1 追加

8332 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818010055 刷新してほしい患者移動の技術：患者・看護師・医療者
を身体損傷や医療事故から守るた

英国腰痛予防協会：加藤光宝 日本看護協会出版会 200306 1 追加

8333 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784905628996 実践的看護マニュアル．共通技術編 川島みどり（看護学） 改訂版 看護の科学社 200202 1

8334 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784861740602 周手術期看護論：成人看護学 雄西智恵美：秋元典子 第３版 ヌ－ヴェルヒロカワ 201404 1 追加

8335 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784899963707 周術期看護：安全・安楽な看護の実践 中村美知子：坂本文子 改訂版 インタ－メディカ 201709 1
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8336 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263731550 術後管理のチェックポイント：一般外科・消化器外科５
１術式別．下

大井田尚継 医歯薬出版 201309 1 追加

8337 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263731543 術後管理のチェックポイント：一般外科・消化器外科５
１術式別．上

大井田尚継 医歯薬出版 201309 1 追加

8338 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784765317436 障がい児・者の手術室看護マニュアル 重見研司 金芳堂 201801 1

8339 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784878040771 生活行動援助の技術：ありふれた営みを援助する専門性 川島みどり（看護学） 第３版 看護の科学社 201402 1

8340 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840435123 泌尿器ケアＢａｓｉｃ　＆　Ｐｒａｃｔｉｃｅ：治療・
ケア・検査がまるわかり！

篠原信雄：田中純子（看護学） メディカ出版 201111 1 追加

8341 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840450010 表情看護のすすめ：言葉の向こうのコミュニケ－ション 平澤久一 メディカ出版 201410 1 追加

8342 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784796524353 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 照林社 201805 1 追加

8343 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840456937 ３ステップで成果を上げる！チ－ムビルディング超入
門：看護管理者がリ－ドする

裴英洙：鈴木裕介 メディカ出版 201602 1 追加

8344 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784532322410 セル看護が医療現場を救う：患者本位のカイゼン型経営 麻生泰 日本経済新聞出版社 201810 1 追加

8345 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263236741 医療安全：患者を護る看護プロフェッショナル 石井トク 医歯薬出版 201511 1 追加

8346 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784839214975 医療安全に活かすＫＹＴ：危険予知トレ－ニング 兵藤好美：細川京子 メヂカルフレンド社 201206 1

8347 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260035880 医療安全ワ－クブック 川村治子 第４版 医学書院 201811 1 追加

8348 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784759922103 看護におけるｃｏｍｍｕｎｉｏｎの構造化 山下裕紀 風間書房 201801 1

8349 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784765317467 看護における危機理論・危機介入：フィンク／コ－ン／
アグィレラ／ム－ス／家族の危機モ

小島操子 第４版 金芳堂 201802 1

8350 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260018913 看護のためのポジティブ・マネジメント：スタッフの主
体性を高めチ－ムを活性化する！

手島恵 医学書院 201402 1 追加

8351 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260036320 看護のためのポジティブ・マネジメント：主体性を高め
チ－ムを活性化する！

手島恵 第２版 医学書院 201812 1 追加

8352 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784878040825 看護メンバ－シップ 「看護実践の科学」編集部 看護の科学社 201409 1

8353 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784521734576 看護管理に活かすベンチマ－キング：看護サ－ビスの質
改善のために

菅田勝也 中山書店 201203 1

8354 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818019300 看護管理のベ－スとなる統計デ－タの読み方入門：地域
包括ケア時代のニ－ズを読む！

森山幹夫 日本看護協会出版会 201511 1 追加

8355 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784780911886 看護管理ファ－ストブック：これから看護管理者になる
人へ

太田加世 学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201506 1

8356 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260008389 看護現場学の方法と成果：いのちの学びのマネジメント 陣田泰子 医学書院 200908 1 追加

8357 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784805836125 看護師が辞めない職場環境づくり：新人が育ち自分も育
つために

宮脇美保子 中央法規出版 201204 1 追加

8358 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818021099 看護必要度 岩澤和子：筒井孝子 第７版 日本看護協会出版会 201805 1

8359 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784863262638 看護補助者のための医療現場入門：看護補助実務マニュ
アル

千葉県民間病院協会看護管理者会 改訂８版 産労総合研究所出版部経営書院 201807 1 追加

8360 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263235805 現場を活かす看護マネジメント 田中彰子 医歯薬出版 201308 1

8361 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260013116 質が問われる時代の看護サ－ビスマネジメント 江藤かをる 医学書院 201105 1 追加

8362 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818015364 はじめての教育委員：研修企画のキホン 渋谷美香 日本看護協会出版会 201008 1 追加

8363 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260022101 異端の看護教育：中西睦子が語る 中西睦子：松沢和正 医学書院 201507 1 追加

8364 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260014861 活動性を高める授業づくり：協同学習のすすめ 安永悟 医学書院 201202 1

8365 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784839215026 看護の学びを支える授業デザインワ－クブック：実りあ
る院内研修・臨地実習・講義・演習に向けて

目黒悟：永井睦子 メヂカルフレンド社 201306 1 追加

8366 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784902099768 看護の知を紡ぐラベルワ－ク技法：参画型看護教育の理
論と実践

金城祥教：林義樹 精神看護出版 200409 1 追加
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8367 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784765317245 看護学臨地実習ハンドブック：基本的考え方とすすめ方 松木光子：宮地緑 第５版 金芳堂 201709 1

8368 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784878041051 看護教員の醍醐味：私のキャリアスト－リ－ 八木美智子 看護の科学社 201803 1

8369 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840445665 実践看護マネジメントリフレクション：師長業務の振り
返りに活用できる！院内研修に使える！

河野秀一 メディカ出版 201309 1 追加

8370 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818009172 調査研究ステップアップ：パソコンを使えばこんなにカ
ンタン

藤田和夫（臨床心理学）：藤田智恵子 日本看護協会出版会 200205 1 追加

8371 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784753226801 日本腎不全看護学会資格認定制度：透析療法指導看護師
の軌跡

水附裕子：下山節子 医薬ジャ－ナル社 201406 1 追加

8372 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784861867194 実践力を養う母性看護技術 大井伸子：江幡芳枝 ふくろう出版 201806 1 追加

8373 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784890148158 母性：症状分類別看護過程と援助技術 西村正子：湯舟貞子 改訂版 日総研出版 200307 1 追加

8374 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260348737 母性の心理社会的側面と看護ケア 新道幸恵：和田サヨ子 医学書院 199006 1

8375 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784260003810 小児看護ハンドブック：病態生理と看護診断 セシリ－・Ｌ．ベッツ：リンダ・Ａ．サウデン 第２版 医学書院 200705 1 追加

8376 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784274215230 小児看護学 市江和子：市江和子 オ－ム社 201403 1

8377 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263235447 小児看護学．１ 岡田洋子：茎津智子 第２版 医歯薬出版 201009 1

8378 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784862940391 発達障害への看護アプロ－チ 杉山登志郎 精神看護出版 201102 1 追加

8379 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784862940490 老年精神医学高齢患者の特徴を踏まえてケ－スに臨む 大塚恒子：仁明会精神衛生研究所 精神看護出版 201308 1 追加

8380 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784818021051 “看護の本質”を実感できる　実践から学ぶ　特別養護
老人ホ－ムの看護

鎌田ケイ子 日本看護協会出版会 201803 1

8381 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784944109043 「これ」だけは知っておきたい高齢者ケアにおける命を
守る知識と技術：超基礎編

高野真一郎 メディカルパブリッシャ－ 201409 1

8382 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784862940612 カンフォ－タブル・ケアで変わる認知症看護 南敦司 精神看護出版 201809 1 追加

8383 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784904136393 ハ－ト先生の高齢者の循環器看護：身体所見を活用する
方法

市田聡：心臓病看護教育研究会 心臓病看護教育研究会(発売：医学同
人社)

201803 1

8384 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784765314824 看護・介護のための基本から学ぶ高齢者ケア 生野繁子：城ケ端初子 第３版 金芳堂 201104 1

8385 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784776016557 系統別高齢者フィジカル・メンタルアセスメント 堀内園子 日総研出版 201306 1 追加

8386 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784521733210 血圧に異常のある患者の理解と看護：高齢者ケアの常識 藤田英雄：假屋太郎 中山書店 201011 1 追加

8387 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784902630213 高齢者のせん妄：安心をとどけるケアと介護の心得 守本とも子：野中浩幸 すぴか書房 201410 1 追加

8388 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784805838082 高齢者のせん妄ケアＱ＆Ａ：急性期から施設・在宅ケア
まで

亀井智子 中央法規出版 201304 1 追加

8389 第２年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784862940308 精神科看護らしい口腔ケアへの探求 高橋清美：戸原玄 精神看護出版 201012 1 追加

8390 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323530613 看護における知識開発（第１０版） Knowledge Development in Nursing : Theory and
Process

Chinn, Peggy L., R.N., Ph.D./ Kramer, Maeona K.,
Ph.D.

10TH Mosby Inc 201712 1

8391 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780723436942 看護のエッセンシャル・スキル（第４
版）

Essential Nursing Skills : Clinical Skills for
Caring

Nicol, Maggie, RN/ Bavin, Carol/ Cronin, Patricia/
Rawlings-Anderson,

4TH Mosby Inc 201208 1

8392 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323327404 看護の基礎（第９版） Fundamentals of Nursing + Evolve Website
(Fundamentals of Nursing)

Potter, Patricia A., RN, Ph.D./ Perry, Anne
Griffin, Rn/ Stockert, Pat

9TH Mosby Inc 201602 1

8393 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323428187 看護計画：診断、介入、成果（第９
版）

Nursing Care Plans : Diagnoses, Interventions, &
Outcomes (Nursing Care Plans)

Gulanick, Meg, Ph.d./ Myers, Judith L., RN 9TH Mosby Inc 201612 1

8394 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323390224 今日の看護：問題、傾向と管理（第７
版）

Contemporary Nursing : Issues, Trends, & Management Cherry, Barbara, R.N./ Jacob, Susan R. , Ph. D. ,
R. N.

7 PAP/PSC Mosby Inc 201602 1

8395 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323482387 臨床看護スキルと技術：能力チェック
リスト（第９版）

Skills Performance Checklists for Clinical Nursing
Skills & Techniques

Perry, Anne Griffin/ Potter, Patricia Ann/
Ostendorf, Wendy

9 CSM Mosby Inc 201703 1

8396 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323400695 臨床看護のスキルと技術（第９版） Clinical Nursing Skills & Techniques Perry, Anne Griffin, R.N./ Potter, Patricia A.,
R.N., Ph.D./ Ostendorf

9TH Mosby Inc 201701 1

8397 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780199563104 看護調査と証拠に基づく実践技術 Nursing : Evidence-Based Practice Skills (Prepare
for Practice)

Holland, Karen/ Rees, Colin Oxford Univ Pr 201006 1
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8398 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781138958982 ラウトレッジ版 グローバル看護史ハン
ドブック

Routledge Handbook on the Global History of Nursing
(Routledge Handbooks)

D'Antonio, Patricia (EDT)/ Fairman, Julie A. (EDT)/
Whelan, Jean C. (E

Reprint Routledge 201510 1

8399 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781473902251 看護倫理（全３巻） Nursing Ethics (SAGE Libruary of Nursing) Johnstone, Megan-Jane (EDT) Sage 201509 1

8400 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781446252291 看護師のためのエビデンスに基づく実
践（第２版）

Evidence-Based Practice for Nurses Barker, Janet 2ND Sage Pubns Ltd 201303 1

8401 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781526424044 看護師のための臨床スキル（第２版） Essential Clinical Skills for Nurses : Step by Step Delves-Yates, Catherine (EDT)/ Everett, Fiona
(EDT)/ Wright, Wendy (ED

2ND Sage Pubns Ltd 201808 1

8402 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9783319747415 統合ケース・マネジメント・マニュア
ル（第２版）

The Integrated Case Management Manual : Value-Based
Assistance to Complex Medical and Behavioral Health
Patients

Kathol, Roger G/ Andrew, Rachel L./ Squire,
Michelle

2ND Springer 201805 1

8403 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781437701746 Ulrich & Canale看護計画ガイド（第７
版）

Ulrich & Canale's Nursing Care Planning Guides :
Prioritization, Delegation, and Critical Thinking

Haugen, Nancy/ Galura, Sandra 7TH W B Saunders Co 201008 1

8404 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323431125 プロフェッショナル看護：概念と課題
（第８版）

Professional Nursing : Concepts & Challenges Black, Beth Perry, Ph.d., Rn 8 PAP/PSC W B Saunders Co 201606 1

8405 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323389662 リーダーシップと看護管理（第６版） Leadership & Nursing Care Management Huber, Diane L., Ph.D., R.N. 6TH W B Saunders Co 201709 1

8406 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323396219 看護のための基礎概念とスキル（第５
版）

Dewit's Fundamental Concepts and Skills for Nursing Williams, Patricia, R.N. 5TH W B Saunders Co 201702 1

8407 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323242813 看護師のための対人関係スキル（第７
版）

Interpersonal Relationships : Professional
Communication Skills for Nurses (Interpersonal
Relationships)

Arnold, Elizabeth C., Ph.D., R.N./ Boggs, Kathleen
Underman, Ph.D.

7TH W B Saunders Co 201502 1

8408 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323446754 看護師のための批判的思考ワークブッ
ク（第６版）

Strategies, Techniques, & Approaches to Critical
Thinking : A Clinical Reasoning Workbook for Nurses

De Castillo, Sandra Luz Martinez, R.N. 6 CSM WKB W B Saunders Co 201702 1

8409 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323356312 看護師の職業的成功（第８版） Success in Practical / Vocational Nursing : From
Student to Leader (Success in Practical Nursing)

Knecht, Patricia 8TH W B Saunders Co 201609 1

8410 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323447751 高度実践看護：統合アプローチ（第６
版）

Hamric and Hanson's Advanced Practice Nursing : An
Integrative Approach

Tracy, Mary Fran, Ph.D., R.N./ O'Grady, Eileen T.,
Ph.D., R.N.

6TH W B Saunders Co 201801 1

8411 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323401685 今日の看護（第９版） Nursing Today : Transition and Trends Zerwekh, JoAnn, R.N./ Garneau, Ashley Zerwekh,
Ph.D., R.N.

9TH W B Saunders Co 201702 1

8412 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323358903 批判的思考、臨床推論と臨床判断（第
６版）

Critical Thinking, Clinical Reasoning, and Clinical
Judgment : A Practical Approach

Alfaro-Lefevre, Rosalinda, R. N. 6TH W B Saunders Co 201601 1

8413 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780198733720 緩和ケアにおけるシリンジポンプ（第
４版）

The Syringe Driver : Continuous subcutaneous
infusions in palliative care

Dickman, Andrew/ Schneider, Jennifer, Ph.D. 4TH Oxford Univ Pr 201611 1

8414 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780199694143 緩和医療：症例に基づくマニュアル
（第３版）

Palliative Medicine : A Case-based Manual Oneschuk, Doreen/ Hagen, Neil/ MacDonald, Neil 3RD Oxford Univ Pr 201205 1

8415 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323569101 生涯を通じた健康促進（第９版） Health Promotion Throughout the Life Span --
Paperback

Edelman, Carole Lium/ Kudzma, Elizabeth C. 9 Revised Elsevier - Health Sciences
Division

201710 1

8416 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323479141 アレクサンダー外科患者ケア（第１６
版）

Alexander's Care of the Patient in Surgery
(Alexanders Care of the Patient in Surgery)

Rothrock, Jane C., Ph.D., R.N. (EDT)/ McEwen, Donna
R., R.N. (EDT)

16
PAP/PSC

Elsevier Science Health Science 201802 1

8417 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780702054426 ヘルスプロモーションの基礎（第４
版）

Foundations for Health Promotion Naidoo, Jennie/ Wills, Jane 4TH Elsevier Science Health Science 201604 1

8418 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780803644090 解剖生理学の基礎（第７版） Essentials of Anatomy and Physiology Scanlon, Valerie C., Ph.D./ Sanders, Tina 7 PCK CSM F a Davis Co 201412 1

8419 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780803669383 基礎解剖学・生理学ワークブック（第
８版）

Essentials of Anatomy and Physiology Scanlon, Valerie C./ Sanders, Tina 8 REV STU F a Davis Co 201810 1

8420 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284128857 Lubkin慢性疾患（第１０版） Lubkin's Chronic Illness : Impact and Intervention Larsen, Pamala D., Ph.D., R.N. (EDT) 10TH Jones & Bartlett Learning 201712 1

8421 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780763781644 看護における水分・電解質バランス
（第５版）

Fluid and Electrolyte Balance : Nursing
Considerations

Metheny, Norma M. 5TH Jones & Bartlett Learning 201101 1

8422 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284141986 看護師のための薬理学（第２版） Pharmacology for Nurses + Premier Access Smith, Blaine T. 2 PCK
PAP/

Jones & Bartlett Learning 201809 1

8423 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284055979 癌看護：原理と実際（第８版） Cancer Nursing : Principles and Practice (Cancer
Nursing Principles and Practice)

Yarbro, Connie Henke, RN (EDT)/ Wujcik, Debra,
Ph.D., RN (EDT)/ Gobel,

8TH Jones & Bartlett Learning 201609 1

8424 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284068023 在宅ケア管理・運営ハンドブック（第
６版）

Handbook of Home Health Care Administration Harris, Marilyn D. (EDT) 6 Reprint Jones & Bartlett Learning 201509 1

8425 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284079821 周術期看護要説（第６版） Essentials of Perioperative Nursing Goodman, Terri, Ph. D. , R. N./ Spry, Cynthia, R.
N.

6 PAP/PSC Jones & Bartlett Learning 201603 1

8426 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284106565 Synergy for Clinical Excellence: The AACN Synergy
Model for Patient Care

Synergy for Clinical Excellence : The AACN Synergy
Model for Patient Care

2ND Jones & Bartlett Learning 201608 1 追加

8427 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284108392 Perianesthesia Nursing Care: A Bedside Guide for
Safe Recovery

Perianesthesia Nursing Care : A Bedside Guide for
Safe Recovery

2 SPI Jones & Bartlett Learning 201609 1 追加
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8428 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284117189 2017 Oncology Nursing Drug Handbook Oncology Nursing Drug Handbook 2017 (Oncology
Nursing Drug Handbook)

21ST Jones & Bartlett Learning 201611 1 追加

8429 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496355119 Wolters Kluwer (COR) Brunner & Suddarth 検査・診断ハンドブック（第３版） Brunner & Suddarth's Handbook of Laboratory and
Diagnostic Tests

3RD Lippincott Williams & Wilkins 201710 1 追加

8430 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781451146004 Grossman, Sheila C., Ph.D./ Porth,
Carol Mattson, R.N., Ph.D.

Porth病態生理学（第９版） Porth's Pathophysiology : Concepts of Altered
Health States

9 HAR/PSC Lippincott Williams & Wilkins 201310 1 追加

8431 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496343567 Ford, Susan M., R.N./ Lynn, Pamela,
R.N.

Roach看護臨床薬理学入門（第１１版） Roach's Introductory Clinical Pharmacology +
Lippincott Photo Atlas of Medication Administration

11 PCK
PAP

Lippincott Williams & Wilkins 201710 1 追加

8432 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496315625 Morton, Patricia Gonce, R.N.,
Ph.D./ Fontaine, Dorrie K., R.N.,
Ph.D.

クリティカルケア看護（第１１版） Critical Care Nursing : A Holistic Approach 11
HAR/PSC

Lippincott Williams & Wilkins 201702 1 追加

8433 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781451190939 Anderson, Elizabeth T., DrPH, RN/
McFarlane, Judith, DrPH, RN

パートナーとしてのコミュニティ：看護の理論と実践
（第７版）

Community as Partner : Theory and Practice in
Nursing

7 PAP/PSC Lippincott Williams & Wilkins 201409 1 追加

8434 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496377128 Fischbach, Frances Talaska, R.N./
Fischbach, Margaret A., R.N.

検査・診断テストマニュアル（第１０版） Fischbach's a Manual of Laboratory and Diagnostic
Tests (Manual of Laboratory and Diagnostic Tests)

10
PAP/PSC

Lippincott Williams & Wilkins 201712 1 追加

8435 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496354587 Timby, Barbara Kuhn, R.N./ Smith,
Nancy E., R.N.

成人看護ワークブック（第１２版） Introductory Medical-Surgical Nursing 12 CSM
WKB

Lippincott Williams & Wilkins 201710 1 追加

8436 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496351333 Timby, Barbara Kuhn, R.N./ Smith,
Nancy E., R.N.

成人看護入門（第１２版） Introductory Medical-Surgical Nursing 12
PAP/PSC

Lippincott Williams & Wilkins 201711 1 追加

8437 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496380012 Dudek, Susan G. 看護実践のための栄養学の基礎（第８版） Nutrition Essentials for Nursing Practice --
Paperback

Eighth,
In

Lippincott Williams and Wilkins 201706 1 追加

8438 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323447522 Urden, Linda D., R.N./ Stacy,
Kathleen M., Ph.D., R.N./ Lough,
Mary E.

クリティカルケア看護：診断と処置（第８版） Critical Care Nursing : Diagnosis and Management
(Critical Care Nursing Diagnosis)

8TH Mosby Inc 201702 1 追加

8439 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323187794 Baird, Marianne Saunorus, R.N. クリティカルケア看護マニュアル（第７版） Manual of Critical Care Nursing : Nursing
Interventions and Collaborative Management

7TH Mosby Inc 201510 1 追加

8440 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323399265 Phillips, Nancymarie, R.N., Ph.D. ベリー＆コーン手術室での技術（第１３版） Berry & Kohn's Operating Room Technique 13TH Mosby Inc 201603 1 追加

8441 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323226059 Patton, Kevin T., Ph.D./ Thibodeau,
Gary A., Ph.D.

モスビー解剖生理学ハンドブック（第２版） Mosby's Handbook of Anatomy & Physiology 2ND Mosby Inc 201312 1 追加

8442 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323446631 Pagana, Kathleen Deska, Ph.D.,
R.N./ Pagana, Timothy J., M.d.

モスビー看護のための診断・検査マニュアル（第６版） Mosby's Manual of Diagnostic and Laboratory Tests
(Mosby's Manual of Diagnostic and Laboratory Tests)

6 PAP/PSC Mosby Inc 201710 1 追加

8443 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323399579 Pagana, Kathleen Deska Ph.D., RN/
Pagana, Timothy J., M.d./ Pagana,
Th

モスビー看護のための臨床検査レファレンス（第１３
版）

Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference
(Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference)

13TH Mosby Inc 201609 1 追加

8444 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323549516 Zerwekh, Joann モスビー看護師のための薬物学記憶ノートカード（第５
版）

Mosby's Pharmacology Memory Notecards : Visual,
Mnemonic, and Memory AIDS for Nurses

5 SPI Mosby Inc 201806 1 追加

8445 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323416382 Gutierrez, Kathleen, Ph.D., R.N./
Nutz, Patricia A., R.N./ Albanese,
J

モスビー看護治療薬カード（第２４版） Mosby's Nursing Drug Cards 24 BOX
RFC

Mosby Inc 201803 1 追加

8446 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323375634 Newton, Susan, R.N./ Hickey,
Margaret, R.N./ Brant, Jeannine M.,
Ph.D.

モスビー癌看護アドバイザー（第２版） Mosby's Oncology Nursing Advisor : A Comprehensive
Guide to Clinical Practice

2ND Mosby Inc 201610 1 追加

8447 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323226110 Gamble, Rhonda, Ph.D. モスビー塗り絵で学ぶ解剖生理学（第２版） Mosby's Anatomy and Physiology Coloring Book 2 CLR Mosby Inc 201312 1 追加

8448 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323399920 Giger, Joyce Newman 異文化看護：アセスメントと介入（第７版） Transcultural Nursing : Assessment & Intervention 7TH Mosby Inc 201602 1 追加

8449 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323528900 Patton, Kevin T., Ph.D./ Thibodeau,
Gary A., Ph.D.

解剖生理学（第１０版） Anatomy & Physiology 10 PCK
HAR

Mosby Inc 201802 1 追加

8450 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323112802 Patton, Kevin T./ Patton, Kevin
(ILT)/ Colrus, Bill (ILT)/ Kulka,
Joe

解剖生理学サバイバルガイド（第２版） Survival Guide for Anatomy & Physiology : Tips,
Techniques, and Shortcuts for Learning about the
Structure and Function of the Human Body with

2ND Mosby Inc 201310 1 追加

8451 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323528924 Patton, Kevin T., Ph.D./ Bell,
Frank B. (CON)/ Matusiak, Daniel J.
(CO

解剖生理学ラボラトリー・マニュアル（第１０版） Anatomy & Physiology 10 CSM
PCK

Mosby Inc 201801 1 追加

8452 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323311120 Clayton, Bruce D./ Willihnganz,
Michelle J., R.N.

看護師のための薬理学（第１７版） Basic Pharmacology for Nurses 17TH Mosby Inc 201603 1 追加

8453 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323402118 Patton, Kevin T., Ph.D./ Thibodeau,
Gary A., Ph.D.

健康・疾患時の人体（第７版） The Human Body in Health & Disease 7 PAP/PSC Mosby Inc 201701 1 追加

8454 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323321532 Stanhope, Marcia, Ph.D., RN/
Lancaster, Jeanette, Ph.D., RN

公衆衛生看護（第９版） Public Health Nursing : Population-Centered Health
Care in the Community

9TH Mosby Inc 201510 1 追加

8455 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323041850 Langhorne, Martha E./ Fulton, Janet
S., Ph.D./ Otto, Shirley E.

腫瘍看護学（第５版） Oncology Nursing (Oncology Nursing) 5TH Mosby Inc 200704 1 追加

8456 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323087902 Edmunds, Marilyn Winterton, Ph.D./
Mayhew, Maren Stewart

初期診療看護師のための薬理学（第４版） Pharmacology for the Primary Care Provider 4 PAP/PSC Mosby Inc 201307 1 追加

8457 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323328524 Lewis, Sharon L., R.N., Ph.D./
Bucher, Linda R.N., Ph.D./
Heitkemper,

成人看護（第１０版・全２巻） Medical-Surgical Nursing : Assessment and
Management of Clinical Problems

10TH Mosby Inc 201609 1 追加
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8458 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323583473 Mccance, Kathryn L., Ph.d./
Huether, Sue E., Ph.d./ Brashers,
Valentin

病態生理学：成人・小児疾患の生物学的基礎（第８版） Pathophysiology : The Biologic Basis for Disease in
Adults and Children (Pathophysiology the Biologic
Basis)

8 HAR/PSC Mosby Inc 201802 1 追加

8459 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323354097 Huether, Sue E., Ph.d./ Mccance,
Kathryn L., Ph.d./ Brashers,
Valentin

病態生理学を理解する（第６版） Understanding Pathophysiology 6TH Mosby Inc 201601 1 追加

8460 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323066372 Lynch, Virginia A., R. N./ Duval,
Janet Barber (CON)

法看護学（第２版） Forensic Nursing Science 2ND Mosby Inc 201007 1 追加

8461 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323358286 Lilley, Linda Lane/ Collins, Shelly
Rainforth/ Snyder, Julie S.

薬理学と看護過程（第８版） Pharmacology and the Nursing Process 8 PAP/PSC Mosby Inc 201512 1 追加

8462 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323529112 Visovsky, Constance G., Ph.D.,
R.N./ Zambroski, Cheryl H., Ph.D.,
R.N.

臨床看護薬理学（第９版） Introduction to Clinical Pharmacology 9 PAP/PSC Mosby Inc 201803 1 追加

8463 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780826171764 Essential Procedures for Emergency, Urgent, and
Primary Care Settings, Second Edition: A Clinical
Companion Paperback – December 16, 2015

Essential Procedures in Emergency, Urgent, and
Primary Care Settings : A Clinical Companion

2 PAP/PSC Springer Pub Co 201512 1 追加

8464 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323377034 Sole, Mary Lou, Ph.D., R.N./ Klein,
Deborah G., R.N./ Moseley, Marthe

クリティカルケア看護入門（第７版） Introduction to Critical Care Nursing 7TH W B Saunders Co 201609 1 追加

8465 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323399845 Odom-Forren, Jan, Ph.D., RN ドレイン麻酔前後の看護（第７版） Drain's Perianesthesia Nursing : A Critical Care
Approach

7TH W B Saunders Co 201702 1 追加

8466 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323512275 Burchum, Jacqueline Rosenjack/
Rosenthal, Laura D., R.N.

レーヌ看護のための薬理学（第１０版） Lehne's Pharmacology for Nursing Care (Pharmacology
for Nursing Care)

10
PAP/PSC

W B Saunders Co 201804 1 追加

8467 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323290807 Fenstermacher, Karen, R. N./
Hudson, Barbara Toni, R.N.

家庭看護師のための実践ガイドライン（第４版） Practice Guidelines for Family Nurse Practitioners 4 SPI W B Saunders Co 201506 1 追加

8468 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781437703931 Applegate, Edith J. 解剖生理学：学習システム（第４版） The Anatomy and Physiology Learning System 4 PAP/CDR W B Saunders Co 201003 1 追加

8469 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781416037729 McQuillan, Karen A./ Makic, Mary
Beth Flynn, Ph.D./ Whalen, Eileen

外傷看護学（第４版） Trauma Nursing : From Resuscitation through
Rehabilitation

4TH W B Saunders Co 200807 1 追加

8470 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323443920 Nagelhout, John J., Ph.D./ Elisha,
Sass

看護のための麻酔学（第６版） Nurse Anesthesia 6TH W B Saunders Co 201707 1 追加

8471 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323443746 Sweet, Vicki, R.N. (EDT) 救急看護コア・カリキュラム（第７版） Emergency Nursing Core Curriculum 7TH W B Saunders Co 201708 1 追加

8472 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323498449 Herlihy, Barbara, Ph.D., R.N. 健康時と病時の人体（第６版） The Human Body in Health and Illness 6TH W B Saunders Co 201712 1 追加

8473 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781455758753 Good, Vicki S., R.N./ Kirkwood,
Peggy L.

高度クリティカルケア看護（第２版） Advanced Critical Care Nursing 2ND W B Saunders Co 201702 1 追加

8474 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781455776269 Itano, Joanne K., RN, Ph.D. (EDT)/
Brant, Jeannine M., Ph.D. (EDT)/ Co

腫瘍看護コア・カリキュラム（第５版） Core Curriculum for Oncology Nursing 5TH W B Saunders Co 201502 1 追加

8475 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323354813 Banasik, Jacquelyn L., Ph.D., R.N./
Copstead, Lee-Ellen C., Ph.D., R.N

病態生理学（第６版） Pathophysiology 6TH W B Saunders Co 201802 1 追加

8476 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781496324696 Timby, Barbara Kuhn, R.N./ Rupert,
Diana L., Ph.D., R.N.

リッピンコットNCLEX-PNレビュー（第１１版） Lippincott's Review for NCLEX-PN (Lippincott's
State Board Review for Nclex-pn)

11
PAP/PSC

Lippincott Williams & Wilkins 201703 1 追加

8477 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323078955 Nugent, Patricia M., R. N. (EDT)/
Green, Judith S., R. N. (EDT)/
Saul,

Mosby NCLEX-RN総合レビュー（第２０版） Mosby's Comprehensive Review of Nursing for NCLEX-
RN Examination (Mosby's Comprehensive Review of
Nursing for Nclex-rn)

20
PAP/CDR

Mosby Inc 201111 1 追加

8478 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780323280105 Zerwekh, JoAnn, R. N. NCLEX-RN図解スタディガイド（第９版） Illustrated Study Guide for the NCLEX-RN Exam
(Illustrated Study Guide for the Nclex-rn Exam)

9 PAP/PSC Mosby Inc 201511 1 追加

8479 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780124157668 Tulchinsky, Theodore H., M.D./
Varavikova, Elena A., M.D., Ph.D./
Bick

新しい公衆保健（第３版） The New Public Health 3RD Academic Pr 201404 1 追加

8480 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781284070668 Global Health Care: Issues and Policies Global Healthcare : Issues and Policies 3 PAP/PSC Jones & Bartlett Learning 201605 1 追加

8481 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9780801898396 Purtilo, Ruth B. (EDT)/ Ten Have,
Henk A. M. J., M.D., Ph.D. (EDT)/
Ca

アルツハイマーの緩和ケア：倫理的基盤 Ethical Foundations of Palliative Care for
Alzheimer Disease

Johns Hopkins Univ Pr 201008 1 追加

8482 第２年次 洋書 看護基礎 看護学基礎 9781975110253 Florence Nightingale 看護覚え書き NOTES ON NURSING Lippincott Williams & Wilkins 201901 1 追加

8483 第２年次 洋書 看護専門 看護過程 9780323529495 Lilley, Linda Lane, R.N., Ph.D./
Collins, Shelly Rainforth/ Snyder,
Ju

薬理学と看護過程（第９版） Pharmacology and the Nursing Process 9 PAP/PSC Mosby Inc 201901 1 追加

8484 第２年次 洋書 看護専門 看護過程 9780323531993 Urden, Linda D., R.N./ Stacy,
Kathleen M., Ph.D., R.N./ Lough,
Mary E.

クリティカルケア看護の優先順位（第９版） Priorities in Critical Care Nursing 8 PAP/PSC Mosby Inc 201901 1 追加

8485 第２年次 洋書 看護専門 看護過程 9781496384881 テイラー臨床看護スキル（第５版） Taylor's Clinical Nursing Skills : A Nursing
Process Approach (Taylor's Clinical Nursing Skills)

5TH Lippincott Williams & Wilkins 201811 1 追加

8486 第２年次 洋書 看護専門 看護過程 9781496387172 Skill Checklists for Taylor's Clinical Nursing
Skills

Skill Checklists for Taylor's Clinical Nursing
Skills : A Nursing Process Approach

5TH Lippincott Williams & Wilkins 201810 1 追加

8487 第２年次 洋書 看護専門 救急看護学 9780702076664 Harrison, Richard, M.D./ Daly,
Lynda, R.N.

救急看護サバイバル・ガイド（第３版） A Nurse's Survival Guide to Acute Medical
Emergencies (A Nurse's Survival Guide)

3 Updated Elsevier Science Health Science 201902 1 追加
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8488 第２年次 洋書 看護専門 救急看護学 9781591938514 Brighton, Patrick Outdoor Medicine: Treating Common Ailments,
Injuries, and Medical Emergencies (Adventure Skills
Guides)

Outdoor Medicine : Treating Common Ailments,
Injuries, and Medical Emergencies (Adventure Skills
Guides)

SPI Adventure Pubns 201904 1 追加

8489 第２年次 洋書 看護専門 救急看護学 9781684470051 American Dental Association (COR) Medical Emergencies in the Dental Office : Response
Guide

Medical Emergencies in the Dental Office : Response
Guide

PAP/DVD Amer Dental Assn 201901 1 追加

8490 第３年次 和書 総記 知識．学問．学術 9784255156118 実践プレゼンテ－ション・ワ－クブック［入門編］ 朝日出版社 201801 1 追加

8491 第３年次 和書 総記 知識．学問．学術 9784790717201 神戸女学院大学総文教育叢書 日常を拓く知古典を読む．２ 神戸女学院大学文学部総合文化学科：北川将之 世界思想社 201807 1 追加

8492 第３年次 和書 総記 知識．学問．学術 9784130430616 世界の語り方：東大エグゼクティブ・マネジメント．１ 東大ＥＭＰ：中島隆博 東京大学出版会 201809 1 追加

8493 第３年次 和書 総記 知識．学問．学術 9784130430623 世界の語り方：東大エグゼクティブ・マネジメント．２ 東大ＥＭＰ：中島隆博 東京大学出版会 201809 1 追加

8494 第３年次 和書 総記 知識．学問．学術 9784757608627 人文知のトポス：グロ－バリズムを超えてあるいは“世
界を毛羽立たせる

就実大学吉備地方文化研究所 和泉書院 201801 1 追加

8495 第３年次 和書 総記 知識．学問．学術 9784479796206 人生にゆとりを生み出す知の整理術 ｐｈａ 大和書房 201712 1 追加

8496 第３年次 和書 総記 知識．学問．学術 9784054066502 生き残るための、独学。 千田琢哉 学研プラス 201806 1 追加

8497 第３年次 和書 総記 知識．学問．学術 9784777821822 最強の経験学習 ケイ・ピ－タ－ソン：デイヴィッド・コルブ 辰巳出版 201809 1 追加

8498 第３年次 和書 総記 知識．学問．学術 9784756919953 Ｇ－ＰＤＣＡ勉強術：必ず目標達成できる方法 石川和男 明日香出版社 201810 1 追加

8499 第３年次 和書 総記 知識．学問．学術 9784813271550 ノルウェ－出身のス－パ－エリ－トが世界で学んで選び
抜いた王道の勉強法

オラヴ・シ－ヴェ：片山奈緒美 ＴＡＣ 201805 1 追加

8500 第３年次 和書 総記 知識．学問．学術 9784492502921 一流の学び方：知識＆スキルを最速で身につけ稼ぎにつ
なげる大人の勉

清水久三子 東洋経済新報社 201708 1 追加

8501 第３年次 和書 総記 知識．学問．学術 9784904419595 論文・プレゼンの科学：読ませる論文・卒論、聴かせる
プレゼン、優れたアイデ

河田聡 増補改訂
版

アドスリ－(発売：丸善出版) 201602 1 追加

8502 第３年次 和書 総記 知識．学問．学術 9784894767096 ピアで学ぶ大学生の日本語表現：プロセス重視のレポ－
ト作成

大島弥生：池田玲子 第２版 ひつじ書房 201407 1 追加

8503 第３年次 和書 総記 知識．学問．学術 9784894517905 自分の脳に合った勉強法：１０万人を見てわかった！ 小沼勢矢 フォレスト出版 201802 1 追加

8504 第３年次 和書 総記 知識．学問．学術 9784862762580 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－リック・ボ－ザ－：月谷真紀 英治出版 201807 1 追加

8505 第３年次 和書 総記 知識．学問．学術 9784788511088 ライブ講義・質的研究とは何か．ＳＣＱＲＭアドバンス
編

西條剛央 新曜社 200805 1 追加

8506 第３年次 和書 総記 知識．学問．学術 9784260010504 参加観察法入門 ジェ－ムズ・Ｐ．スプラドリ－：田中美恵子（看護学） 医学書院 201008 1 追加

8507 第３年次 和書 総記 情報科学 9784492762394 ＡＩ　ｖｓ．教科書が読めない子どもたち 新井紀子 東洋経済新報社 201802 1 追加

8508 第３年次 和書 総記 情報科学 9784130633680 自動人形の城：人工知能の意図理解をめぐる物語 川添愛 東京大学出版会 201712 1 追加

8509 第３年次 和書 総記 情報科学 9784062578813 ブル－バックス プログラミング２０言語習得法：初心者のための実践独
習ガイド

小林健一郎 講談社 201409 1 追加

8510 第３年次 和書 総記 情報科学 9784062579629 ブル－バックス 脱入門者のＥｘｃｅｌ　ＶＢＡ：自力でプログラミング
する極意を学ぶ

立山秀利 講談社 201603 1 追加

8511 第３年次 和書 西洋哲学 ドイツ・オーストリア哲
学

9784588010606 叢書・ウニベルシタス カントの自由論 ヘンリ－・Ｅ．アリソン：城戸淳 法政大学出版局 201708 1 追加

8512 第３年次 和書 心理学 臨床心理学．精神分析学 9784842915654 臨床心理的援助 加藤豊比古：本宮幸孝 八千代出版 201204 1 追加

8513 第３年次 和書 倫理学．道徳 倫理学．道徳 9784762828904 モラルの心理学：理論・研究・道徳教育の実践 有光興記：藤澤文 北大路書房 201503 1 追加

8514 第３年次 和書 宗教 イスラム 9784634431416 宗教の世界史 イスラ－ムの歴史．１ 山川出版社（千代田区） 201006 1 追加

8515 第３年次 和書 宗教 イスラム 9784634431423 宗教の世界史 イスラ－ムの歴史．２ 山川出版社（千代田区） 201010 1 追加

8516 第３年次 和書 仏教 経典 9784000247870 法華経：サンスクリット原典現代語訳．上 植木雅俊 岩波書店 201503 1 追加

8517 第３年次 和書 仏教 経典 9784000247887 法華経：サンスクリット原典現代語訳．下 植木雅俊 岩波書店 201503 1 追加

8518 第３年次 和書 仏教 経典 9784000258579 思想としての法華経 植木雅俊 岩波書店 201209 1 追加
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8519 第３年次 和書 仏教 各宗 9784623045648 シリ－ズ・人と文化の探究 太田覚眠と日露交流：ロシアに道を求めた仏教者 松本郁子（歴史学） ミネルヴァ書房 200612 1

8520 第３年次 和書 ヨーロッパ史．
西洋史

ヨーロッパ史．西洋史 9784389441067 新・人と歴史拡大版 ジャンヌ＝ダルクの百年戦争 堀越孝一 新訂版 清水書院 201704 1

8521 第３年次 和書 ヨーロッパ史．
西洋史

ヨーロッパ史．西洋史 9784000292092 岩波現代全書 日本人記者の観た赤いロシア 富田武 岩波書店 201711 1

8522 第３年次 和書 伝記 伝記 9784622081869 神谷美恵子の世界 みすず書房 みすず書房 200410 1 追加

8523 第３年次 和書 伝記 伝記 9784623067411 シリ－ズ・人と文化の探究 柳田國男の継承者福本和夫：「コトバ」を追い求めた知
られざる師弟の交遊抄

清水多吉 ミネルヴァ書房 201407 1

8524 第３年次 和書 伝記 伝記 9784623074181 シリ－ズ・人と文化の探究 清水幾太郎：異彩の学匠の思想と実践 庄司武史 ミネルヴァ書房 201510 1

8525 第３年次 和書 伝記 伝記 9784623063468 シリ－ズ・人と文化の探究 アジア独立論者福沢諭吉：脱亜論・朝鮮滅亡論・尊王論
をめぐって

平山洋 ミネルヴァ書房 201207 1

8526 第３年次 和書 伝記 伝記 9784000291873 岩波現代全書 梁啓超：東アジア文明史の転換 狭間直樹 岩波書店 201604 1

8527 第３年次 和書 伝記 伝記 9784000611497 精神病院のない社会をめざして：バザ－リア伝 ミケ－レ・ザネッティ：フレンチェスコ・パルメジャ－
ニ

岩波書店 201609 1

8528 第３年次 和書 歴史 伝記 9784621086032 ジュニアサイエンス パスツ－ルと微生物：伝染病の解明と治療につくした科
学者

アニック・ペロ：マクシム・シュワルツ 丸善出版 201303 1

8529 第３年次 和書 伝記 伝記 9784818019393 シシリ－・ソンダ－ス：近代ホスピス運動の創始者 シャ－リ－・ドゥブレイ：マリアン・ランキン 増補新装
版

日本看護協会出版会 201605 1

8530 第３年次 和書 伝記 伝記 9784887139466 ＩＣＵリベラルア－ツの心：回想のワ－ス先生 回想のワ－ス先生編集委員会 東信堂 200910 1 追加

8531 第３年次 和書 伝記 伝記 9784260138031 医の道を求めて：ウィリアム・オスラ－博士の生涯に学
ぶ

日野原重明 医学書院 199308 1

8532 第３年次 和書 社会科学 社会科学 9784779302398 社会科学の発想：リベラルア－ツの復権をもとめて 宮川典之 北樹出版 201009 1 追加

8533 第３年次 和書 社会科学 理論．方法論 9784894517806 問題解決大全 読書猿 フォレスト出版 201712 1 追加

8534 第３年次 和書 社会科学 政治・経済・社会・文化
事情

9784562041541 現代の世界：ヴィジュアル・デ－タ百科 ケンブリッジ現代社会国際研究所：猪口孝 原書房 200810 1 追加

8535 第３年次 和書 社会科学 論文集．評論集．講演集 9784762026638 共生社会の創出をめざして 淑徳大学 学文社 201608 1 追加

8536 第３年次 和書 社会科学 研究法．指導法．社会科
学教育

9784788515512 ＳＡＧＥ質的研究キット．６ グラハム・Ｒ・ギブス：砂上史子 新曜社 201712 1 追加

8537 第３年次 和書 社会科学 社会思想 9784000291187 岩波現代全書 日本の社会主義：原爆反対・原発推進の論理 加藤哲郎 岩波書店 201312 1

8538 第３年次 和書 社会科学 社会思想 9784000291903 岩波現代全書 戦後ドイツの抗議運動：「成熟した市民社会」への模索 井関正久 岩波書店 201606 1

8539 第３年次 和書 社会科学 社会思想 9784588010378 叢書・ウニベルシタス 哲学的急進主義の成立．１ エリ－・アレヴィ：永井義雄 法政大学出版局 201608 1 追加

8540 第３年次 和書 社会科学 社会思想 9784588010385 叢書・ウニベルシタス 哲学的急進主義の成立．２ エリ－・アレヴィ：永井義雄 法政大学出版局 201610 1 追加

8541 第３年次 和書 社会科学 社会思想 9784588010392 叢書・ウニベルシタス 哲学的急進主義の成立．３ エリ－・アレヴィ：永井義雄 法政大学出版局 201612 1 追加

8542 第３年次 和書 政治 外交．国際問題 9784000291668 岩波現代全書 原典でよむ２０世紀の平和思想 小菅信子 岩波書店 201506 1

8543 第３年次 和書 経済 企業．経営 9784771027695 なぜ、共生倫理なのか？：社会と市場経済 中村共一 市民科学研究所(発売：晃洋書房) 201602 1 追加

8544 第３年次 和書 経済 企業．経営 9784811561912 マレ－シア、フィリピン進出日系企業における異文化間
コミュニケ－ション摩擦

西田ひろ子 多賀出版 200202 1 追加

8545 第３年次 和書 経済 企業．経営 9784759921380 中国、ベトナム進出日系企業における異文化間コミュニ
ケ－ション考察

西田ひろ子 風間書房 201606 1 追加

8546 第３年次 和書 経済 企業．経営 9784759916164 米国、中国進出日系企業における異文化間コミュニケ－
ション摩擦

西田ひろ子 風間書房 200702 1 追加

8547 第３年次 和書 経済 経営管理 9784794601438 異文化摩擦を解消する英語ビジネスコミュニケ－ション
術

山久瀬洋二：アンセル・シンプソン ＩＢＣパブリッシング 201205 1 追加

8548 第３年次 和書 経済 経営管理 9784093884563 英語の仕事術：グロ－バル・ビジネスのコミュニケ－
ション

ヘレン・イワタ 小学館 201604 1 追加

8549 第３年次 和書 経済 経営管理 9784762027802 アイデアの発想・整理・発表 永松陽明：柳田義継 学文社 201803 1
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8550 第３年次 和書 社会 社会学 9784130520270 社会調査の考え方．下 佐藤郁哉 東京大学出版会 201507 1 追加

8551 第３年次 和書 社会 社会学 9784130520263 社会調査の考え方．上 佐藤郁哉 東京大学出版会 201505 1 追加

8552 第３年次 和書 社会 社会学 9784000291408 岩波現代全書 デ－タから読むアジアの幸福度：生活の質の国際比較 猪口孝 岩波書店 201408 1

8553 第３年次 和書 社会 社会保障 9784870586345 訪問診療・訪問看護のための在宅診療報酬Ｑ＆Ａ．２０
１６－１７年版

医学通信社：栗林令子 医学通信社 201610 1

8554 第３年次 和書 社会 社会保障 9784818019928 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

福井トシ子：齋藤訓子 第３版 日本看護協会出版会 201610 1

8555 第３年次 和書 社会 社会保障 9784870586680 診療報酬：ＢＡＳＩＣ点数表．２０１８ 医学通信社 201803 1

8556 第３年次 和書 社会 社会保障 9784758317412 産婦人科医のための社会保険ＡＢＣ 日本産科婦人科学会 第５版 メジカルビュ－社 201702 1

8557 第３年次 和書 社会 労働経済．労働問題 9784818020344 がん体験者との対話から始まる就労支援 小迫富美江：清水奈緒美 日本看護協会出版会 201702 1

8558 第３年次 和書 社会 労働経済．労働問題 9784414802092 職場で出会うユニ－ク・パ－ソン：発達障害の人たちと
働くために

原雄二郎：鄭理香 誠信書房 201705 1 追加

8559 第３年次 和書 社会 労働経済．労働問題 9784130634076 発達障害を職場でささえる：全員の本領発揮を目指すプ
レゼンティ－ズムという視点

宮木幸一 東京大学出版会 201810 1 追加

8560 第３年次 和書 社会 労働経済．労働問題 9784779511875 キャリアカウンセリング再考：実践に役立つＱ＆Ａ 渡辺三枝子 第２版 ナカニシヤ出版 201708 1 追加

8561 第３年次 和書 社会 労働経済．労働問題 9784779510922 キャリアカウンセリング実践：２４の相談事例から学ぶ 渡辺三枝子 ナカニシヤ出版 201608 1 追加

8562 第３年次 和書 社会 労働経済．労働問題 9784130430562 世界で働くプロフェッショナルが語る：東大のグロ－バ
ル人材講義

江川雅子：東京大学教養学部附属教養教育高度化機構 東京大学出版会 201407 1 追加

8563 第３年次 和書 社会 労働経済．労働問題 9784623081714 多様化する「キャリア」をめぐる心理臨床からのアプロ
－チ：青年期から老年期までのケ－スに学ぶ

長尾博 ミネルヴァ書房 201712 1 追加

8564 第３年次 和書 社会 労働経済．労働問題 9784772414142 働く人へのキャリア支援：働く人の悩みに応える２７の
ヒント

宮脇優子 金剛出版 201502 1 追加

8565 第３年次 和書 社会 労働経済．労働問題 9784779512995 キャリアを支えるカウンセリング：組織内カウンセリン
グの理論と実践

道谷里英 ナカニシヤ出版 201808 1 追加

8566 第３年次 和書 社会 労働経済．労働問題 9784414414714 キャリアカウンセリング：積極的関わりによる新たな展
開

ノ－マン・アムンドソン：高橋美保 誠信書房 201810 1 追加

8567 第３年次 和書 社会 労働経済．労働問題 9784845282739 すぐに使える衛生委員会の基本と実務：基礎知識から運
営方法、テ－マ例まで

村木宏吉 労務行政 201803 1

8568 第３年次 和書 社会 労働経済．労働問題 9784762829833 シリ－ズ心理学と仕事 産業・組織心理学 太田信夫：金井篤子 北大路書房 201707 1 追加

8569 第３年次 和書 社会 家族問題．男性・女性問
題．老人問題

9784760832682 母と娘の心理臨床：家族の世代間伝達を超えて 内田利広 金子書房 201809 1 追加

8570 第３年次 和書 社会 家族問題．男性・女性問
題．老人問題

9784130120401 家族心理学：社会変動・発達・ジェンダ－の視点 柏木恵子 東京大学出版会 200304 1 追加

8571 第３年次 和書 社会 家族問題．男性・女性問
題．老人問題

9784535563582 母性の研究：その形成と変容の過程：伝統的母性観への
反証

大日向雅美 新装版 日本評論社 201612 1 追加

8572 第３年次 和書 社会 家族問題．男性・女性問
題．老人問題

9784780308549 子ども・若者支援地域協議会のミッションと展望 竹中哲夫 かもがわ出版 201609 1 追加

8573 第３年次 和書 社会 家族問題．男性・女性問
題．老人問題

9784753310869 実践ひきこもり回復支援プログラム：アウトリ－チ型支
援と集団精神療法

宮西照夫 岩崎学術出版社 201411 1 追加

8574 第３年次 和書 社会 家族問題．男性・女性問
題．老人問題

9784022513250 おひとりさまの最期 上野千鶴子（社会学） 朝日新聞出版 201511 1 追加

8575 第３年次 和書 社会 家族問題．男性・女性問
題．老人問題

9784879546807 おひとりさまの老後 上野千鶴子（社会学） 法研 200707 1 追加

8576 第３年次 和書 社会 老人．老人問題 9784414311181 心理学叢書 超高齢社会を生きる：老いに寄り添う心理学 長田久雄：箱田裕司 誠信書房 201612 1

8577 第３年次 和書 社会 家族問題．男性・女性問
題．老人問題

9784843318218 シリ－ズこころとからだの処方箋 高齢期の心を活かす：衣・食・住・遊・眠・美と認知
症・介護予防

田中秀樹：田中秀樹 ゆまに書房 200606 1 追加

8578 第３年次 和書 社会 性問題．性教育 9784750346564 トランスジェンダ－と現代社会：多様化する性とあいま
いな自己像をもつ人たちの生活世

石井由香里 明石書店 201803 1

8579 第３年次 和書 社会 家族問題．男性・女性問
題．老人問題

9784414414608 あなたに伝えたいこと：性的虐待・性被害からの回復の
ために

シンシア・Ｌ．メイザ－：クリスティ－ナ・Ｅ．デバイ 誠信書房 201504 1 追加

8580 第３年次 和書 社会 社会病理 9784772415958 ひきこもりの心理支援：心理職のための支援・介入ガイ
ドライン

日本臨床心理士会：江口昌克 金剛出版 201711 1 追加
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8581 第３年次 和書 社会 社会病理 9784791769315 その島のひとたちは、ひとの話をきかない：精神科医、
「自殺希少地域」を行く

森川すいめい 青土社 201607 1 追加

8582 第３年次 和書 社会 自殺．自殺防止 9784525205713 生きると向き合う：わたしたちの自殺対策 今村弥生：宮崎仁 南山堂 201704 1

8583 第３年次 和書 社会 社会病理 9784772414043 リジリアンスを育てよう：危機にある若者たちとの対話
を進める６つの戦略

マイケル・ウンガ－：松嶋秀明 金剛出版 201501 1 追加

8584 第３年次 和書 社会 社会病理 9784843318232 シリ－ズこころとからだの処方箋 非行：彷徨する若者、生の再構築に向けて 影山任佐：影山任佐 ゆまに書房 200706 1 追加

8585 第３年次 和書 社会 社会病理 9784772411929 非行臨床の技術：実践としての面接・ケ－ス理解・報告 橋本和明 金剛出版 201103 1 追加

8586 第３年次 和書 社会 社会病理 9784750346885 ダルク回復する依存者たち：その実践と多様な回復支援 ダルク 明石書店 201806 1 追加

8587 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784264036234 しあわせな看取り：果樹園の丘の訪問看護ステ－ション
から

岸本みくに いのちのことば社 201703 1 追加

8588 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784863422353 介護福祉学概論：地域包括ケアの構築に向けて 松田美智子：北垣智基 クリエイツかもがわ 201804 1

8589 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784863453364 保健医療福祉職に必要な社会福祉学 川島芳雄 丸善プラネット(発売：丸善出版) 201706 1

8590 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784335611766 社会福祉士シリ－ズ 現代社会と福祉：社会福祉・福祉政策 塩野敬祐：福田幸夫 第４版 弘文堂 201701 1 追加

8591 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784762025969 新地域福祉の発展と構造 稲葉一洋 学文社 201602 1 追加

8592 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784758102292 地域包括リハビリテ－ション実践マニュアル：ライフス
テ－ジから学ぶ

河野眞 羊土社 201804 1

8593 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784903882918 社会福祉・介護福祉の尊厳論：福祉の思いをつなぐ 狭間孝 ウインかもがわ(発売：かもがわ出版) 201805 1

8594 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784326652860 福祉の人間学：開かれた自律をめざして 窪田暁子：高城和義 勁草書房 200402 1 追加

8595 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784335551062 グラウンデッド・セオリ－・アプロ－チ．分野別実践編 木下康仁：三毛美予子 弘文堂 200512 1 追加

8596 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784641174191 地域福祉の学びをデザインする 上野谷加代子：原田正樹 有斐閣 201606 1 追加

8597 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784863532304 地域のニ－ズにこたえる：社会福祉法人による地域公益
活動の取組み事例集

東京都社会福祉協議会 201606 1 追加

8598 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784805853603 対人援助職のためのジェノグラム入門：家族理解と相談
援助に役立つツ－ルの活かし方

早樫一男 中央法規出版 201604 1

8599 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784798152554 対人援助の現場で使える聴く・伝える・共感する技術便
利帖

大谷佳子 翔泳社 201708 1

8600 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784805850848 対人援助職に効くストレスマネジメント：ちょっとした
コツでココロを軽くする１０のヒント

竹田伸也 中央法規出版 201412 1

8601 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784414601541 援助者が臨床に踏みとどまるとき：福祉の場での論理思
考

稲沢公一 誠信書房 201509 1 追加

8602 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784422320601 対人援助職の燃え尽きを防ぐ：個人・組織の専門性を高
めるために

植田寿之 創元社（大阪） 201009 1 追加

8603 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784805857298 だいじをギュッと！ケアマネ実践力シ
リ－ズ

医療連携：医療ニ－ズの高い人への支援のポイント 鶴本和香 中央法規出版 201809 1 追加

8604 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784623080359 保健医療福祉行政論 府川哲夫：磯部文雄 ミネルヴァ書房 201706 1

8605 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784805854792 対人援助職に効く認知行動療法ワ－クショップ：専門職
としての力量を高める３つのチカラ

竹田伸也 中央法規出版 201702 1 追加

8606 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784816360671 今日から役立つケアプラン記載事例＆表現集 井上千津子 ナツメ社 201607 1

8607 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784805829608 福祉・介護に求められる生活アセスメント 生活アセスメント研究会 中央法規出版 200712 1

8608 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784805857564 地域共生社会に向けたソ－シャルワ－ク：社会福祉士に
よる実践事例から

日本社会福祉士会 中央法規出版 201810 1 追加

8609 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784326652969 ケアの社会学：臨床現場との対話 三井さよ 勁草書房 200408 1 追加

8610 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784260034449 インタ－ライ方式ガイドブック：ケアプラン作成・質の
管理・看護での活用

池上直己：石橋智昭 医学書院 201712 1

8611 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784750341712 ダイレクト・ソ－シャルワ－クハンドブック：対人支援
の理論と技術

ディ－ン・Ｈ．ヘプワ－ス：ロナルド・Ｈ．ル－ニ－ 明石書店 201503 1 追加
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8612 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784093108232 “訪問看護”で変わる希望の在宅介護 角田直枝【著】 小学館 201402 1

8613 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784798501321 地域包括ケアを実現する高齢者健康コミュニティ：いつ
までも自分らしく生きる新しい老いのかたち

馬場園明：窪田昌行 九州大学出版会 201406 1

8614 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784899963691 認知症の人の「想い」からつくるケア在宅ケア・介護施
設・療養型病院編

井藤英喜 インタ－メディカ 201707 1

8615 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784260015493 シリ－ズケアをひらく 驚きの介護民俗学 六車由実 医学書院 201203 1 追加

8616 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784805851456 施設ケアに役立つ多職種協働ハンドブック：専門的視点
と２４Ｈシ－トの活用

日本ユニットケア推進センタ－ 中央法規出版 201504 1 追加

8617 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784336062413 地域包括ケア 看取り方と看取られ方：第三次生活困難期における支援
策

小松秀樹：小松俊平 国書刊行会 201801 1

8618 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784263719442 高齢者援助における相談面接の理論と実際 渡部律子 第２版 医歯薬出版 201104 1

8619 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784750343341 高齢者福祉概説 黒田研二（社会福祉学）：清水弥生 第５版 明石書店 201604 1 追加

8620 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784805857076 訪問看護お悩み相談室：報酬・制度・実践のはてなを解
決．平成３０年版

日本訪問看護財団 中央法規出版 201808 1 追加

8621 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784805852453 セルフ・ネグレクトの人への支援：ゴミ屋敷・サ－ビス
拒否・孤立事例への対応と予防

岸恵美子：小宮山恵美 中央法規出版 201508 1 追加

8622 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784324101889 地域で支える認知症：事例に学ぶ地域連携サポ－ト 吉田輝美 ぎょうせい 201609 1 追加

8623 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784903773292 医療・介護・福祉の地域ネットワ－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 素朴社 201804 1

8624 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784818019379 訪問看護ステ－ション開設・運営・評価マニュアル 日本訪問看護財団 新版（第
３版）

日本看護協会出版会 201604 1

8625 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784758319140 訪問リハビリテ－ションアドバイスブック 青山朋樹：高橋紀代 メジカルビュ－社 201804 1

8626 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784130604109 地域包括ケアのすすめ：在宅医療推進のための多職種連
携の試み

東京大学高齢社会総合研究機構 東京大学出版会 201404 1 追加

8627 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784784961795 認知症者の転倒予防とリスクマネジメント：病院・施
設・在宅でのケア

日本転倒予防学会：武藤芳照 第３版 日本医事新報社 201710 1

8628 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784805854730 医療的ケア児等支援者養成研修テキスト 末光茂：大塚晃 中央法規出版 201706 1 追加

8629 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784339018851 電子情報通信レクチャ－シリ－ズ 福祉工学の基礎 伊福部達 コロナ社 201605 1 追加

8630 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784915814181 理学療法学テキスト　１０ 生活環境論 千住秀明監 九州神陵文庫 200602 1 追加

8631 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784946498107 精神衛生実践シリ－ズ 危険な賭け新しい創造へ：精神保健法にもとづく施設づ
くり

やどかりの里 やどかり出版（さいたま） 199107 1

8632 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784760826612 事例で学ぶ発達障害者のセルフアドボカシ－：「合理的
配慮」の時代をたくましく生きるための理論と

片岡美華：小島道生 金子書房 201709 1 追加

8633 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784260333887 シリ－ズケアをひらく べてるの家の「当事者研究」 浦河べてるの家 医学書院 200502 1 追加

8634 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784260332101 シリ－ズケアをひらく べてるの家の「非」援助論：そのままでいいと思えるた
めの２５章

浦河べてるの家 医学書院 200206 1 追加

8635 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784260009546 シリ－ズケアをひらく 技法以前：べてるの家のつくりかた 向谷地生良 医学書院 200910 1 追加

8636 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784260017732 シリ－ズケアをひらく 当事者研究の研究 石原孝二 医学書院 201301 1 追加

8637 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784335551215 ソ－シャルワ－ク感覚：グラウンデッド・セオリ－・ア
プロ－チ

横山登志子 弘文堂 200806 1 追加

8638 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784750344232 精神障がい者の家族への暴力というＳＯＳ：家族・支援
者のためのガイドブック

蔭山正子 明石書店 201610 1 追加

8639 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784750346908 当事者が語る精神障がいとリカバリ－：続・精神障がい
者の家族への暴力というＳＯＳ

ＹＰＳ横浜ピアスタッフ協会：蔭山正子 明石書店 201805 1 追加

8640 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784772416184 発達障害の早期発見と支援へつなげるアプロ－チ 市川宏伸 金剛出版 201804 1 追加

8641 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784772415514 触法障害者の地域生活支援：その実践と課題 生島浩 金剛出版 201704 1 追加

8642 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784835068008 精神障害者問題資料集成．戦前編　第１巻～第３巻 岡田靖雄：小峯和茂 編集復刻
版

不二出版 201012 1 追加
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8643 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784905421009 精神障害者問題資料集成．戦前編　第４巻～第６巻 岡田靖雄：小峯和茂 編集復刻
版

六花出版 201106 1 追加

8644 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784905421047 精神障害者問題資料集成．戦前編　第７巻～第９巻 岡田靖雄：小峯和茂 編集復刻
版

六花出版 201112 1 追加

8645 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784750103877 児童養護施設の事例分析法：グラウンデッド・セオリ－
による「経験」と「勘」の世

稲垣美加子 相川書房 201403 1 追加

8646 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784767950587 シ－ドブック 子ども家庭福祉 浅井春夫 第３版 建帛社 201706 1

8647 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784623076390 新・プリマ－ズ／保育／福祉 家庭支援論 高辻千恵：山縣文治 ミネルヴァ書房 201609 1 追加

8648 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784762026843 家庭支援論の基本と課題 井村圭壮：松井圭三 学文社 201701 1 追加

8649 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784830112980 家族支援の実証的研究 家族援助研究会 文化書房博文社 201705 1 追加

8650 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784623082339 児童家庭福祉：子どもと家庭を支援する 大津泰子 第３版 ミネルヴァ書房 201803 1 追加

8651 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784623082445 現代児童家庭福祉論 服部次郎 ミネルヴァ書房 201805 1

8652 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784750345932 性的虐待を受けた子どもの施設ケア：児童福祉施設にお
ける生活・心理・医療支援

八木修司：岡本正子 明石書店 201712 1 追加

8653 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784753310951 乳幼児虐待のアセスメントと支援 青木豊（精神科医） 岩崎学術出版社 201507 1 追加

8654 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784130111423 子どもの心をはぐくむ生活：児童心理治療施設の総合環
境療法

滝川一広：高田治 東京大学出版会 201605 1 追加

8655 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784750345666 子ども虐待　家族再統合に向けた心理的支援 千賀則史 明石書店 201709 1 追加

8656 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784414400762 子ども虐待への挑戦：医療、福祉、心理、司法の連携を
目指して

坂井聖二：西沢哲 誠信書房 201301 1 追加

8657 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784860154097 社会的養護の理念と実践 中野菜穂子：東俊一 第２版 みらい 201704 1 追加

8658 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784750347554 施設養育の新たな挑戦：ソ－シャルペダゴジ－から考え
る

マ－ク・スミス：レオン・フルチャ― 明石書店 201811 1 追加

8659 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784753311255 児童福祉施設の心理ケア：力動精神医学からみた子ども
の心

生地新 岩崎学術出版社 201710 1 追加

8660 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784414416497 児童養護施設の子どもへの精神分析的心理療法 平井正三：西村理晃 誠信書房 201811 1 追加

8661 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784623080038 しっかり学べる社会福祉 地域福祉論 川島ゆり子：永田祐 ミネルヴァ書房 201704 1 追加

8662 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784595318740 放送大学教材 地域福祉の現状と課題 上野谷加代子：斉藤弥生 放送大学教育振興会(発売：ＮＨＫ出
版)

201803 1 追加

8663 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784805855904 地域福祉のイノベ－ション：コミュニティの持続可能性
の危機に挑む

日本地域福祉学会地域福祉イノベ－ション研：宮城孝 中央法規出版 201711 1 追加

8664 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784805855249 保健医療ソ－シャルワ－ク：アドバンスト実践のために 日本医療社会福祉協会：日本社会福祉士会 中央法規出版 201706 1

8665 第３年次 和書 社会 社会福祉 9784571240683 アピアランス〈外見〉問題と包括的ケア構築の試み：医
療福祉連携と心理学領域とのコラボレ－ション

原田輝一：真覚健 福村出版 201805 1 追加

8666 第３年次 和書 教育 教育 9784866000480 社会力の時代へ：互恵的協働社会の再現に向けて 門脇厚司 冨山房インタ－ナショナル 201804 1

8667 第３年次 和書 教育 教育 9784766419818 「学ぶ力」を取り戻す：教育権から学習権へ 寺脇研 慶応義塾大学出版会 201305 1 追加

8668 第３年次 和書 教育 教育 9784000113915 （岩波講座）教育変革への展望．１ 佐藤学：秋田喜代美 岩波書店 201604 1 追加

8669 第３年次 和書 教育 教育 9784000113922 （岩波講座）教育変革への展望．２ 佐藤学：秋田喜代美 岩波書店 201606 1 追加

8670 第３年次 和書 教育 教育 9784000113939 （岩波講座）教育変革への展望．３ 佐藤学：秋田喜代美 岩波書店 201607 1 追加

8671 第３年次 和書 教育 教育 9784000113946 （岩波講座）教育変革への展望．４ 佐藤学：秋田喜代美 岩波書店 201608 1 追加

8672 第３年次 和書 教育 教育 9784000113953 （岩波講座）教育変革への展望．５ 佐藤学：秋田喜代美 岩波書店 201702 1 追加

8673 第３年次 和書 教育 教育 9784000113960 （岩波講座）教育変革への展望．６ 佐藤学：秋田喜代美 岩波書店 201611 1 追加
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8674 第３年次 和書 教育 教育 9784000113977 （岩波講座）教育変革への展望．７ 佐藤学：秋田喜代美 岩波書店 201610 1 追加

8675 第３年次 和書 教育 教育学．教育思想 9784787234155 教育とＬＧＢＴＩをつなぐ：学校・大学の現場から考え
る

三成美保 青弓社 201705 1

8676 第３年次 和書 教育 教育学．教育思想 9784766420357 教育心理学：教育の科学的解明をめざして 安藤寿康：鹿毛雅治 慶応義塾大学出版会 201305 1 追加

8677 第３年次 和書 教育 教育学．教育思想 9784595141027 放送大学教材 教育心理学特論 三宅芳雄：白水始 新訂 放送大学教育振興会(発売：ＮＨＫ出
版)

201803 1 追加

8678 第３年次 和書 教育 教育学．教育思想 9784753311491 精神科医の思春期子育て講義 皆川邦直：生田憲正 岩崎学術出版社 201812 1 追加

8679 第３年次 和書 教育 教育課程．学習指導．教
科別教育

9784798901756 主体的学びシリ－ズ 「主体的学び」につなげる評価と学習方法：カナダで実
践されるＩＣＥモデル

ス－・フォスタティ・ヤング：ロバ－ト・Ｊ．ウィルソ
ン

東信堂 201305 1

8680 第３年次 和書 教育 教育課程．学習指導．教
科別教育

9784864876841 教育課程論：２０２０年代に向けての教育方法論 梨木昭平 三恵社(発売：ＪＲＣ) 201705 1 追加

8681 第３年次 和書 教育 教育課程．学習指導．教
科別教育

9784762027185 「ＥＳＤでひらく未来」シリ－ズ 教育の課程と方法：持続可能で包括的な未来のために 鈴木敏正：降旗信一 学文社 201710 1 追加

8682 第３年次 和書 教育 教育課程．学習指導．教
科別教育

9784779512100 教育の方法と技術：学びを育てる教室の心理学 田中俊也 ナカニシヤ出版 201710 1 追加

8683 第３年次 和書 教育 大学．高等・専門教育．
学術行政

9784798913452 アクティブラ－ニング・シリ－ズ アクティブラ－ニングの技法・授業デザイン 安永悟：関田一彦 東信堂 201603 1

8684 第３年次 和書 教育 大学．高等・専門教育．
学術行政

9784798913476 アクティブラ－ニング・シリ－ズ アクティブラ－ニングの評価 松下佳代：石井英真 東信堂 201603 1

8685 第３年次 和書 教育 大学．高等・専門教育．
学術行政

9784798913469 アクティブラ－ニング・シリ－ズ アクティブラ－ニングとしてのＰＢＬと探究的な学習 溝上慎一：成田秀夫 東信堂 201603 1

8686 第３年次 和書 教育 大学．高等・専門教育．
学術行政

9784495649210 明治大学商学部グロ－バル人材育成シ
リ－ズ

これがアクティブラ－ニング 明治大学商学部 同文舘出版 201803 1 追加

8687 第３年次 和書 教育 大学．高等・専門教育．
学術行政

9784798912462 アクティブラ－ニングと教授学習パラダイムの転換 溝上慎一 東信堂 201409 1

8688 第３年次 和書 教育 大学．高等・専門教育．
学術行政

9784779305306 リベラルア－ツとしてのサ－ビスラ－ニング：シティズ
ンシップを耕す教育

逸見敏郎：原田晃樹 北樹出版 201704 1 追加

8689 第３年次 和書 教育 大学．高等・専門教育．
学術行政

9784472404771 高等教育シリ－ズ 大学教員のためのル－ブリック評価入門 ダネル・Ｄ．スティ－ブンス：アントニア・Ｊ．レビ 玉川大学出版部 201403 1

8690 第３年次 和書 教育 大学．高等・専門教育．
学術行政

9784130530873 アクティブラ－ニングのデザイン：東京大学の新しい教
養教育

永田敬：林一雅 東京大学出版会 201602 1

8691 第３年次 和書 教育 大学．高等・専門教育．
学術行政

9784779513015 アクティブラ－ニング批判的入門：大学における学習支
援への挑戦　４

中園篤典：谷川裕稔 ナカニシヤ出版 201808 1 追加

8692 第３年次 和書 教育 大学．高等・専門教育．
学術行政

9784326251018 ディ－プ・アクティブラ－ニング：大学授業を深化させ
るために

松下佳代：京都大学高等教育研究開発推進センタ－ 勁草書房 201501 1

8693 第３年次 和書 化学 分析化学［化学分析］ 9784567256131 わかりやすい機器分析学 片岡洋行：四宮一総 第４版 広川書店 201803 1 追加

8694 第３年次 和書 化学 分析化学［化学分析］ 9784909197191 構造解析プラクティス：Ｉｎｎｏｖａｔｅｄ　解説と演
習により深まる理解

川崎郁勇：森川敏生 第２版 京都廣川書店 201803 1 追加

8695 第３年次 和書 化学 合成化学［化学合成］ 9784621082874 有機合成化学入門：基礎を理解して実践に備える 西村淳：樋口弘行 丸善出版 201009 1 追加

8696 第３年次 和書 化学 合成化学［化学合成］ 9784061568099 有機合成化学：最先端の研究例から学ぶ合成戦略と反応
機構

東郷秀雄 講談社 201607 1 追加

8697 第３年次 和書 化学 合成化学［化学合成］ 9784759819618 最新有機合成法：設計と戦略 ジョルジュ・Ｓ．ツヴァイフェル：ミハエル・Ｈ．ナン
ツ

第２版 化学同人 201803 1 追加

8698 第３年次 和書 化学 金属元素とその化合物 9784887307698 金属間化合物の電子構造と磁性：３ｄ－ｐｎｉｃｔｉｄ
ｅｓを中心として

望月和子 大学教育出版 200706 1 追加

8699 第３年次 和書 化学 金属元素とその化合物 9784753656080 材料学シリ－ズ 水素と金属：次世代への材料学 深井有 内田老鶴圃 199812 1 追加

8700 第３年次 和書 化学 金属元素とその化合物 9784815808143 希土類の化学：量子論・熱力学・地球科学 川邊岩夫 名古屋大学出版会 201508 1 追加

8701 第３年次 和書 化学 有機化学 9784785334246 有機化学スタンダ－ド 有機反応・合成 小林進 裳華房 201805 1 追加

8702 第３年次 和書 化学 有機化学 9784621302132 有機反応機構：有機反応を深く理解する 奥山格 丸善出版 201711 1 追加

8703 第３年次 和書 化学 有機化学 9784254145724 基本化学シリ－ズ 構造解析学 唐津孝 朝倉書店 199505 1 追加

8704 第３年次 和書 化学 有機化学 9784807909070 有機化学命名法：ＩＵＰＡＣ２０１３勧告および優先Ｉ
ＵＰＡＣ名

日本化学会命名法専門委員会 東京化学同人 201704 1 追加
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8705 第３年次 和書 化学 環式化合物の化学 9784807908790 ヘテロ環の化学：基礎と応用 ジョン・Ａ．ジュ－ル：キ－ス・ミルズ 東京化学同人 201602 1 追加

8706 第３年次 和書 化学 環式化合物の化学 9784807908424 ヘテロ環化合物の化学 中川昌子 東京化学同人 201404 1 追加

8707 第３年次 和書 化学 天然物質の化学 9784320044524 資源天然物化学 秋久俊博：小池一男 改訂版 共立出版 201704 1 追加

8708 第３年次 和書 化学 天然物質の化学 9784759814187 ＤＯＪＩＮ　ＡＣＡＤＥＭＩＣ　ＳＥ
ＲＩＥＳ

アルカロイドの科学：生物活性を生みだす物質の探索か
ら創薬の実際まで

高山廣光 化学同人 201708 1

8709 第３年次 和書 天文学．宇宙科
学

天文学．宇宙科学 9784535607323 シリ－ズ現代の天文学 天体物理学の基礎．２ 観山正見：野本憲一 日本評論社 200805 1 追加

8710 第３年次 和書 天文学．宇宙科
学

天文学．宇宙科学 9784535607316 シリ－ズ現代の天文学 天体物理学の基礎．１ 観山正見：野本憲一 日本評論社 200912 1 追加

8711 第３年次 和書 地球科学．地学 地震学 9784320047150 現代地球科学入門シリ－ズ 火山学 吉田武義：西村太志 共立出版 201705 1 追加

8712 第３年次 和書 地球科学．地学 鉱物学 9784320047198 現代地球科学入門シリ－ズ 結晶学・鉱物学 藤野清志 共立出版 201506 1 追加

8713 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生物科学．一般生物学 9784320057449 シリ－ズ現代の生態学 集団生物学 巌佐庸：舘田英典 共立出版 201507 1 追加

8714 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

理論生物学．生命論 9784791770731 ゲノム編集と細胞政治の誕生 粥川準二 青土社 201806 1 追加

8715 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

数理生物学 9784902007947 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（神経内科学）：大野ゆう子 メディカル・パブリケ－ションズ 201811 1 追加

8716 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

細胞学 9784840750646 ヤミツキ細胞生物学 武村政春 じほう 201806 1 追加

8717 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

細胞学 9784260003933 Ｓｔａｎｄａｒｄ　ｔｅｘｔｂｏｏｋ 標準細胞生物学 近藤尚武：柴田洋三郎 第２版 医学書院 200902 1

8718 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

細胞学 9784254171624 分子細胞生物学 多賀谷光男 第２版 朝倉書店 201603 1 追加

8719 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784797384369 量子力学で生命の謎を解く ジム・アル・カリ－リ：ジョンジョ－・マクファデン ＳＢクリエイティブ 201509 1 追加

8720 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784785334253 有機化学スタンダ－ド 生物有機化学 北原武：石神健 裳華房 201808 1 追加

8721 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784274206047 ベ－シックマスタ－ 生化学 西川一八：清水光弘 オ－ム社 200811 1

8722 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784061568068 エキスパ－ト応用化学テキストシリ－
ズ

生体分子化学：基礎から応用まで 杉本直己：内藤昌信 講談社 201701 1 追加

8723 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784759815627 ク－パ－生物物理化学：生命現象への新しいアプロ－チ アラン・ク－パ－：有坂文雄 化学同人 201408 1 追加

8724 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784260008013 Ｓｔａｎｄａｒｄ　ｔｅｘｔｂｏｏｋ 標準生化学 藤田道也 医学書院 201208 1

8725 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784759819212 バイオ実験を安全に行うために 化学同人編集部：日本生物工学会 化学同人 201809 1 追加

8726 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784814000845 現代人のための放射線生物学 小松賢志 京都大学学術出版会 201703 1 追加

8727 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784061538993 エッセンシャルタンパク質工学 老川典夫：大島敏久 講談社 201802 1 追加

8728 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784807909186 レ－ダ－生物無機化学 ＤＩＥＴＥＲＲＥＨＤＥＲ：塩谷光彦 東京化学同人 201711 1 追加

8729 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生化学 9784860434502 生物学のための水と空気の物理 マ－ク・Ｗ．デニ－：下沢楯夫 エヌ・ティ－・エス 201602 1 追加

8730 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

微生物学 9784807908851 微生物学 大木理 東京化学同人 201601 1

8731 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784023316881 ゲノム編集からはじまる新世界：超先端バイオ技術がヒ
トとビジネスを変える

小林雅一 朝日新聞出版 201803 1 追加

8732 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784478028261 遺伝子は、変えられる。：あなたの人生を根本から変え
るエピジェネティクスの真

シャロン・モアレム：中里京子 ダイヤモンド社 201704 1 追加

8733 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784807909261 基礎講義遺伝子工学：アクティブラ－ニングにも対応．
１

山岸明彦 東京化学同人 201709 1

8734 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784785358563 新・生命科学シリ－ズ 遺伝子操作の基本原理 赤坂甲治：大山義彦 裳華房 201311 1 追加

8735 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784785358655 新・生命科学シリ－ズ エピジェネティクス 大山隆：東中川徹 裳華房 201609 1 追加
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8736 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784758101998 実験医学　別冊 エピジェネティクス実験スタンダ－ド：もう悩まない！
ゲノム機能制御の読み解き方

牛島俊和：眞貝洋一 羊土社 201706 1

8737 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784759815122 ＤＯＪＩＮ　ＢＩＯＳＣＩＥＮＣＥ
ＳＥＲＩＥＳ

エピジェネティクス：その分子機構から高次生命機能ま
で

田嶋正二 化学同人 201312 1 追加

8738 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784815701321 ゲノム：生命情報システムとしての理解 テレンス・Ａ．ブラウン：石川冬木 第４版 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201809 1 追加

8739 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

遺伝学 9784829962039 種生物学研究 系統地理学：ＤＮＡで解き明かす生きものの自然史 種生物学会：池田啓 文一総合出版 201307 1 追加

8740 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784320009226 共立スマ－トセレクション 生物多様性の多様性 森章：甲山隆司 共立出版 201801 1 追加

8741 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784779304910 競争から共生の社会へ：自然のメカニズムから学ぶ 中山智晴 改訂版 北樹出版 201609 1 追加

8742 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784563078102 身近な自然の保全生態学：生物の多様性を知る 根本正之 培風館 201009 1 追加

8743 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784535806573 日評ベ－シック・シリ－ズ 表現型可塑性の生物学：生態発生学入門 三浦徹 日本評論社 201606 1 追加

8744 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784563078201 生態学：基礎から保全へ 鷲谷いづみ：一ノ瀬友博 培風館 201605 1 追加

8745 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784833141215 環境生物学序論 南基泰：上野薫 改訂版 風媒社 201503 1 追加

8746 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784833141055 環境生物学序論 南基泰：山木昭平 風媒社 201304 1 追加

8747 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784254171648 生物多様性概論：自然のしくみと社会のとりくみ 宮下直：瀧本岳 朝倉書店 201703 1 追加

8748 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784595316449 放送大学教材 生物環境の科学 加藤和弘 放送大学教育振興会(発売：ＮＨＫ出
版)

201603 1 追加

8749 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784320057425 シリ－ズ現代の生態学 生態学と社会科学の接点 佐竹暁子：巌佐庸 共立出版 201403 1 追加

8750 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784829921708 種生物学研究 保全と復元の生物学：野生生物を救う科学的思考 種生物学会 文一総合出版 200212 1 追加

8751 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784130602280 保全生態学の挑戦：空間と時間のとらえ方 宮下直：西廣淳 東京大学出版会 201506 1 追加

8752 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784320057371 シリ－ズ現代の生態学 淡水生態学のフロンティア 吉田丈人：鏡味麻衣子 共立出版 201203 1 追加

8753 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784320057418 シリ－ズ現代の生態学 地球環境変動の生態学 原登志彦 共立出版 201402 1 追加

8754 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784320057005 これからの生命科学 環境生物学：地球の環境を守るには 針山孝彦：津田基之 共立出版 201003 1 追加

8755 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784130622257 草原生態学：生物多様性と生態系機能 大黒俊哉：吉原佑 東京大学出版会 201504 1 追加

8756 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784486018988 サステイニング・ライフ：人類の健康はいかに生物多様
性に頼っているか

ア－ロン・バ－ンスタイン：エリック・チヴィアン 東海大学出版部 201710 1 追加

8757 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784627261228 生態系生態学 フランシス・スチュア－ト・チェイピン３世：パメラ・
アン・マトソン

第２版 森北出版 201807 1 追加

8758 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784829962008 種生物学研究 種間関係の生物学：共生・寄生・捕食の新しい姿 種生物学会：川北篤 文一総合出版 201203 1 追加

8759 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784486021070 地上と地下のつながりの生態学：生物間相互作用から環
境変動まで

リチャ－ド・Ｄ．バ－ジェット：デイヴィッド・Ａ．ワ
－ドル

東海大学出版部 201609 1 追加

8760 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784320057456 シリ－ズ現代の生態学 海洋生態学 津田敦：森田健太郎 共立出版 201602 1 追加

8761 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

生態学 9784486020455 きずなの生態学：自然界の多様なネットワ－クを探る 土屋誠 東海大学出版部 201408 1 追加

8762 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

人類学 9784000291385 岩波現代全書 人類発祥の地を求めて：最後のアフリカ行 伊谷純一郎：伊谷原一 岩波書店 201407 1

8763 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

人類学 9784309227375 ホモ・デウス：テクノロジ－とサピエンスの未来．下 ユヴァル・ノア・ハラリ：柴田裕之 河出書房新社 201809 1 追加

8764 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

人類学 9784309227368 ホモ・デウス：テクノロジ－とサピエンスの未来．上 ユヴァル・ノア・ハラリ：柴田裕之 河出書房新社 201809 1 追加

8765 第３年次 和書 生物科学．一般
生物学

人類学 9784791771011 世界は美しくて不思議に満ちている：「共感」から考え
るヒトの進化

長谷川眞理子 青土社 201809 1 追加

8766 第３年次 和書 植物学 一般植物学 9784894792968 ビジュアルガイド植物成分と抽出法の化学：目的の成分
を効率よく抽出するための

長島司 フレグランスジャ－ナル社 201801 1
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8767 第３年次 和書 植物学 一般植物学 9784829921418 種生物学研究 花生態学の最前線：美しさの進化的背景を探る 種生物学会 文一総合出版 200001 1 追加

8768 第３年次 和書 植物学 一般植物学 9784829910801 種生物学研究 外来生物の生態学：進化する脅威とその対策 種生物学会：村中孝司 文一総合出版 201003 1 追加

8769 第３年次 和書 植物学 一般植物学 9784785358525 新・生命科学シリ－ズ 植物の系統と進化 伊藤元己 裳華房 201205 1 追加

8770 第３年次 和書 動物学 一般動物学 9784785351144 ホルモンから見た生命現象と進化シリ
－ズ

比較内分泌学入門：序 和田勝（動物学） 裳華房 201704 1

8771 第３年次 和書 動物学 一般動物学 9784254177435 シリ－ズ《生命機能》 記憶の細胞生物学 小倉明彦：冨永恵子 朝倉書店 201102 1 追加

8772 第３年次 和書 動物学 一般動物学 9784829962046 種生物学研究 視覚の認知生態学：生物たちが見る世界 種生物学会：牧野崇司 文一総合出版 201411 1 追加

8773 第３年次 和書 動物学 一般動物学 9784785358624 新・生命科学シリ－ズ 動物の生態：脊椎動物の進化生態を中心に 松本忠夫 裳華房 201502 1 追加

8774 第３年次 和書 動物学 一般動物学 9784320057388 シリ－ズ現代の生態学 行動生態学 沓掛展之：古賀庸憲 共立出版 201206 1 追加

8775 第３年次 和書 動物学 昆虫類 9784486021452 フィ－ルドの生物学 ミツバチの世界へ旅する 原野健一 東海大学出版部 201712 1 追加

8776 第３年次 和書 動物学 脊椎動物 9784785358648 新・生命科学シリ－ズ ゼブラフィッシュの発生遺伝学 弥益恭 裳華房 201509 1 追加

8777 第３年次 和書 技術．工学 工業基礎学 9784320010819 応用解析学 広池和夫 共立出版 198210 1 追加

8778 第３年次 和書 技術．工学 論文集．評論集．講演集 9784061565470 はじめての技術者倫理：未来を担う技術者・研究者のた
めに

北原義典 講談社 201509 1 追加

8779 第３年次 和書 技術．工学 研究法．指導法．技術教
育

9784872178432 製造現場の英語：世界中で通じる！ ディビッド・セイン アスク出版 201304 1 追加

8780 第３年次 和書 技術．工学 工業．工業経済 9784326602216 エ－ジェントベ－スの社会システム科学宣言：地球社会
のリベラルア－ツめざして

出口弘：木嶋恭一 勁草書房 200904 1 追加

8781 第３年次 和書 建設工学．土木
工学

橋梁工学 9784756251244 世界の美しい橋 パイインタ－ナショナル パイインタ－ナショナル 201812 1 追加

8782 第３年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784885554353 ３つの循環と文明論の科学：人類の未来を大切に思うあ
なたのためのリベラルア－ツ

岸田一隆 エネルギ－フォ－ラム 201409 1 追加

8783 第３年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784766424461 法学・経済学・自然科学から考える環境問題 青木淳一：秋山豊子 慶応義塾大学出版会 201708 1 追加

8784 第３年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784790710189 Ｓｅｋａｉｓｈｉｓｏ　ｓｅｍｉｎａ
ｒ

地球環境問題の人類学：自然資源へのヒュ－マンインパ
クト

池谷和信 世界思想社 200311 1 追加

8785 第３年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784879506306 クライメ－ト・チェンジ：新たな環境倫理の探究と対話 吉川成美：上廣倫理財団 清水弘文堂書房 201810 1 追加

8786 第３年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784862832184 関西学院大学研究叢書 環境メディア・リテラシ－：持続可能な社会へ向かって ガブリエレ・ハ－ド 関西学院大学出版会 201603 1 追加

8787 第３年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784807909339 環境と化学：グリ－ンケミストリ－入門 荻野和子：竹内茂彌 第３版 東京化学同人 201801 1 追加

8788 第３年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784785335137 現代の化学環境学：環境の理解と改善のために 御園生誠 裳華房 201709 1 追加

8789 第３年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784130603201 地域環境学：トランスディシプリナリ－・サイエンスへ
の挑戦

佐藤哲：菊地直樹 東京大学出版会 201801 1 追加

8790 第３年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784782707814 人間と環境 篠田純男 三共出版社 201902 1 追加

8791 第３年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784818514058 企業が伝える生物多様性の恵み：環境教育の実践と可能
性

石原博：岩渕真奈美 経団連出版 201410 1 追加

8792 第３年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784589038753 レイチェル・カ－ソンに学ぶ現代環境論：アクティブ・
ラ－ニングによる環境教育の試み

嘉田由紀子：新川達郎 法律文化社 201710 1 追加

8793 第３年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784769908937 明日の沿岸環境を築く：環境アセスメントへの新提言 日本海洋学会 恒星社厚生閣 199904 1 追加

8794 第３年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784000291330 岩波現代全書 環境の経済史：森林・市場・国家 斎藤修 岩波書店 201406 1

8795 第３年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784425513628 越境大気汚染の物理と化学 藤田慎一：三浦和彦 改訂増補
版

成山堂書店 201703 1 追加

8796 第３年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784769907893 海洋環境を考える：海洋環境問題の変遷と課題 日本海洋学会 恒星社厚生閣 199411 1 追加

8797 第３年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784840304924 わかる！ＥＳＤテキストブック 生物多様性を大切にした地域づくりをはじめよう 持続可能な開発のための教育の１０年推進会 持続可能な開発のための教育の１０年
推進会(発売：みくに出版)

201204 1 追加
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8798 第３年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784641164475 生物多様性保全の経済学 大沼あゆみ 有斐閣 201412 1 追加

8799 第３年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784805208540 世界自然遺産と生物多様性保全 吉田正人 地人書館 201211 1 追加

8800 第３年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784320057432 シリ－ズ現代の生態学 人間活動と生態系 森田健太郎：池田浩明 共立出版 201503 1 追加

8801 第３年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784907095369 ＭＣＬＳ－ＣＢＲＮＥテキスト：ＣＢＲＮＥ現場初期対
応の考え方

日本集団災害医学会：大友康裕 ぱ－そん書房 201702 1

8802 第３年次 和書 建設工学．土木
工学

公害．環境工学 9784764905634 シミュレ－ションで探る災害と人間 井田喜明 近代科学社 201807 1 追加

8803 第３年次 和書 機械工学 原子力工学 9784274211331 放射線技術学シリ－ズ 放射線安全管理学 西谷源展：鈴木昇一 改訂２版 オ－ム社 201111 1

8804 第３年次 和書 機械工学 原子力工学 9784860034849 放射線安全管理学：〈付録〉関係法規・測定機器 福士政広：井上一雅 第２版 医療科学社 201703 1

8805 第３年次 和書 電気工学 通信工学．電気通信 9784339028607 アクティブラ－ニングで学ぶ情報リテラシ－ 宇田隆哉：井上亮文 コロナ社 201610 1 追加

8806 第３年次 和書 製造工業 食品工業 9784524255610 新しい食品加工学：食品の保存・加工・流通と栄養 小川正（食品科学）：的場輝佳 改訂第２
版

南江堂 201712 1

8807 第３年次 和書 家政学．生活科
学

理容．美容 9784865192414 化粧医学：リハビリメイクの心理と実践 かづきれいこ 全日本病院出版会 201802 1

8808 第３年次 和書 家政学．生活科
学

理容．美容 9784865192247 Ｎｏｎ－Ｓｕｒｇｉｃａｌ美容医療超実践講座 宮田成章 全日本病院出版会 201707 1

8809 第３年次 和書 家政学．生活科
学

育児 9784776018469 特殊な型ＢＳケア：手の型ＤＶＤ付 寺田恵子：浅野美智留 日総研出版 201712 1

8810 第３年次 和書 畜産業 獣医学．比較医学 9784895312912 寄生虫病学 日本獣医寄生虫学会監 改定版 緑書房 201703 1 追加

8811 第３年次 和書 畜産業 獣医学．比較医学 9784000054652 史上最大の伝染病牛疫：根絶までの４０００年 山内一也 岩波書店 200908 1

8812 第３年次 和書 林業 森林立地．造林 9784829921500 種生物学研究 森の分子生態学：遺伝子が語る森林のすがた 種生物学会 文一総合出版 200102 1 追加

8813 第３年次 和書 林業 森林立地．造林 9784829962015 種生物学研究 森の分子生態学．２ 津村義彦：陶山佳久 文一総合出版 201203 1 追加

8814 第３年次 和書 商業 マーケティング 9784805111352 成熟消費時代の生活者起点マ－ケティング：流通・マ－
ケティングの新たな可能性

三村優美子：朴正洙 千倉書房 201804 1

8815 第３年次 和書 運輸．交通 観光事業 9784790709770 Ｓｅｋａｉｓｈｉｓｏ　ｓｅｍｉｎａ
ｒ

観光開発と文化：南からの問いかけ 橋本和也：佐藤幸男 世界思想社 200302 1 追加

8816 第３年次 和書 絵画 グラフィックデザイン．
図案

9784759101607 グラフィック・デザイナ－土方重巳の世界 古き良き文化を継承する会 開発社 201810 1 追加

8817 第３年次 和書 音楽 音楽 9784877587680 見えないものに、耳をすます：音楽と医療の対話 大友良英：稲葉俊郎 ＫＴＣ中央出版 201709 1 追加

8818 第３年次 和書 音楽 音楽の一般理論．音楽学 9784285145854 お年寄りの音楽療法実践の手引き 長谷部孝子：村松あずさ 改訂版３ ドレミ楽譜出版社 201707 1

8819 第３年次 和書 演劇 映画 9784766424287 大学生のための動画制作入門：言いたいことを映像で表
現する技術

黒岩亜純：宮徹 慶応義塾大学出版会 201704 1 追加

8820 第３年次 和書 スポーツ．体育 スポーツ．体育 9784800280374 育てる力：栗山英樹『論語と算盤』の教え 栗山英樹：小松成美 宝島社 201804 1

8821 第３年次 和書 言語 言語 9784000283274 ヒュ－マニティ－ズ 外国語学 藤本一勇 岩波書店 200911 1 追加

8822 第３年次 和書 言語 言語学 9784758925198 開拓社言語・文化選書 ひとのことばの起源と進化 池内正幸 開拓社 201006 1

8823 第３年次 和書 言語 言語学 9784758925297 開拓社言語・文化選書 ２０世紀新言語学は何をもたらしたか 安井稔 開拓社 201110 1

8824 第３年次 和書 言語 言語学 9784758925587 開拓社言語・文化選書 「人間らしさ」の言語学 織田哲司 開拓社 201603 1

8825 第３年次 和書 言語 言語学 9784758925426 開拓社言語・文化選書 ことばを読む、心を読む：認知語用論入門 内田聖二 開拓社 201310 1

8826 第３年次 和書 言語 言語学 9784758925389 開拓社言語・文化選書 対人関係の言語学：ポライトネスからの眺め 福田一雄 開拓社 201306 1

8827 第３年次 和書 言語 言語学 9784758925419 開拓社言語・文化選書 知覚と行為の認知言語学：「私」は自分の外にある 本多啓 開拓社 201310 1

8828 第３年次 和書 言語 言語学 9784534051370 本当にわかる言語学：フシギなくらい見えてくる！ 佐久間淳一 日本実業出版社 201312 1 追加
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8829 第３年次 和書 言語 言語学 9784327383039 シリ－ズ・日本語のしくみを探る 言語学のしくみ 町田健 研究社 200111 1 追加

8830 第３年次 和書 言語 言語学 9784000292078 岩波現代全書 思想としての言語 中島隆博 岩波書店 201709 1

8831 第３年次 和書 言語 言語学 9784758925457 開拓社言語・文化選書 ソシュ－ルとサピアの言語思想：現代言語学を理解する
ために

三輪伸春 開拓社 201406 1

8832 第３年次 和書 言語 言語学 9784758925181 開拓社言語・文化選書 ことばから文化へ：文化がことばの中で息を潜めている 安井泉 開拓社 201006 1

8833 第３年次 和書 言語 言語学 9784327383077 シリ－ズ・日本語のしくみを探る 社会言語学のしくみ 中井精一 研究社 200512 1 追加

8834 第３年次 和書 言語 言語学 9784563052317 言語心理学入門：言語力を育てる 福田由紀 培風館 201211 1 追加

8835 第３年次 和書 言語 言語学 9784758925105 開拓社言語・文化選書 日常言語に潜む音法則の世界 田中伸一 開拓社 200903 1

8836 第３年次 和書 言語 言語学 9784758925716 開拓社言語・文化選書 動詞の意味を分解する：様態・結果・状態の語彙意味論 出水孝典 開拓社 201803 1

8837 第３年次 和書 言語 言語学 9784422701080 なくなりそうな世界のことば 吉岡乾：西淑 創元社（大阪） 201708 1 追加

8838 第３年次 和書 言語 言語学 9784758925679 開拓社言語・文化選書 概念意味論の基礎 大室剛志 開拓社 201706 1

8839 第３年次 和書 言語 言語学 9784758925617 開拓社言語・文化選書 時間と言語を考える：「時制」とはなにか 溝越彰 開拓社 201606 1

8840 第３年次 和書 言語 言語学 9784865000405 通訳とはなにか：異文化とのコミュニケ－ションのため
に

近藤正臣 生活書院 201507 1 追加

8841 第３年次 和書 言語 言語学 9784622087403 コミュニティ通訳：多文化共生社会のコミュニケ－ショ
ン

水野真木子：内藤稔 みすず書房 201807 1 追加

8842 第３年次 和書 言語 言語史・事情．言語政策 9784422701042 翻訳できない世界のことば エラ・フランシス・サンダ－ス：前田まゆみ 創元社（大阪） 201604 1 追加

8843 第３年次 和書 言語 言語史・事情．言語政策 9784792370848 世界のことばと文化シリ－ズ ラテンアメリカ世界のことばと文化 畑恵子：山崎真次 成文堂 200907 1 追加

8844 第３年次 和書 言語 言語史・事情．言語政策 9784792370916 世界のことばと文化シリ－ズ 国際化の中のことばと文化 池田雅之：大場静枝 成文堂 201108 1 追加

8845 第３年次 和書 言語 言語史・事情．言語政策 9784792370749 世界のことばと文化シリ－ズ アジア世界のことばと文化 砂岡和子：池田雅之 成文堂 200603 1 追加

8846 第３年次 和書 言語 言語史・事情．言語政策 9784792370824 世界のことばと文化シリ－ズ イスラ－ム世界のことばと文化 佐藤次高：岡田恵美子（ペルシア文学） 成文堂 200803 1 追加

8847 第３年次 和書 言語 言語史・事情．言語政策 9784792370756 世界のことばと文化シリ－ズ ヨ－ロッパ世界のことばと文化 池田雅之：矢野安剛 成文堂 200605 1 追加

8848 第３年次 和書 言語 論文集．評論集．講演集 9784758925266 開拓社言語・文化選書 ことばワ－クショップ：言語を再発見する 大津由紀雄：池上嘉彦 開拓社 201106 1

8849 第３年次 和書 言語 研究法．指導法．言語教
育

9784758925570 開拓社言語・文化選書 第２言語ユ－ザのことばと心：マルチコンピテンスから
の提言

村端五郎：村端佳子 開拓社 201603 1

8850 第３年次 和書 言語 言語生活 9784758925082 開拓社言語・文化選書 ネ－ミングの言語学：ハリ－・ポッタ－からドラゴンボ
－ルまで

窪薗晴夫 開拓社 200810 1

8851 第３年次 和書 言語 言語生活 9784837927280 ちょっとしたことで“心が伝わる”話し方 福田健 三笠書房 201803 1 追加

8852 第３年次 和書 言語 言語生活 9784407337433 学生のためのプレゼンテ－ション・トレ－ニング：伝え
る力を高める１４ユニット

プレゼンテ－ション研究会：藤田直也 実教出版 201509 1 追加

8853 第３年次 和書 言語 言語生活 9784537215328 さすが！と言われる 心に響く名スピ－チのコツ＆実例集 生島ヒロシ 日本文芸社 201711 1 追加

8854 第３年次 和書 言語 言語生活 9784479795711 なぜこの人と「また」話したくなるのか 田中イデア 大和書房 201703 1 追加

8855 第３年次 和書 言語 言語生活 9784776209997 一流の人は、なぜ話し方よりも「声」を大切にするの
か：「人を動かす声」を手に入れる姿勢トレ－ニング

近藤名奈 アスコム 201808 1 追加

8856 第３年次 和書 言語 言語生活 9784800911605 楽しみながら日本人の教養が身につく速音読 齋藤孝（教育学） 致知出版社 201710 1 追加

8857 第３年次 和書 言語 言語生活 9784874247273 基礎からわかる話す技術 森口稔：中山詢子 くろしお出版 201705 1 追加

8858 第３年次 和書 言語 言語生活 9784534056245 言いたいことを１分にまとめる技術 山本昭生 日本実業出版社 201809 1 追加

8859 第３年次 和書 言語 言語生活 9784866670591 言葉の温度：話し方のプロが大切にしているたった１つ
のこと

馬場典子 あさ出版 201806 1 追加
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8860 第３年次 和書 言語 言語生活 9784426123796 人前で輝く！話し方 五戸美樹 自由国民社 201805 1 追加

8861 第３年次 和書 言語 言語生活 9784827210347 頭のいい人の話し方 増田剛己 ぱる出版 201612 1 追加

8862 第３年次 和書 言語 言語生活 9784881818572 きちんと伝わる「わかりやすい説明」 福田健 総合科学出版 201703 1 追加

8863 第３年次 和書 言語 言語生活 9784535586963 コミュニケ－ション力が上がる！伝わる声のつくり方 あらたに葉子 日本評論社 201607 1 追加

8864 第３年次 和書 言語 言語生活 9784478068618 会話がはずむ雑談力：１０秒でコミュニケ－ション力が
上がる

齋藤孝（教育学） ダイヤモンド社 201701 1 追加

8865 第３年次 和書 言語 言語生活 9784478069639 心に届く話し方６５のル－ル 松本和也 ダイヤモンド社 201707 1 追加

8866 第３年次 和書 言語 言語生活 9784847096167 頭の中を「言葉」にしてうまく伝える。 山口謠司 ワニブックス 201710 1 追加

8867 第３年次 和書 言語 言語生活 9784799107065 話がゼンゼン伝わらない・・・・・・が消えてなくなる
本

瓜生健一 すばる舎 201805 1 追加

8868 第３年次 和書 言語 言語生活 9784478105122 姿勢も話し方もよくなる声のつくりかた：自然とみんな
を惹きつける４３のレッスン

中西健太郎 ダイヤモンド社 201805 1 追加

8869 第３年次 和書 言語 言語生活 9784822259945 人を動かすスピ－チの法則：ソニ－歴代トップのスピ－
チライタ－が教える

佐々木繁範 日経ＢＰ社(発売：日経ＢＰマ－ケ
ティン)

201710 1 追加

8870 第３年次 和書 言語 言語生活 9784569834948 夢をかなえる質問 谷原誠 ＰＨＰ研究所 201703 1 追加

8871 第３年次 和書 言語 言語生活 9784903212623 リンカ－ンのように立ち、チャ－チルのように語れ：聞
く者の魂を揺さぶるスピ－チテクニック２１

ジェ－ムズ・ヒュ－ムズ：寺尾まち子 海と月社 201802 1 追加

8872 第３年次 和書 言語 言語生活 9784827210590 【ポイント図鑑】人を動かすファシリテ－ション思考 草地真 ぱる出版 201705 1 追加

8873 第３年次 和書 言語 言語生活 9784759223477 ファシリテ－タ－になろう！：６つの技術と１０のアク
ティビティ

ちょんせいこ：西村善美 解放出版社 201405 1 追加

8874 第３年次 和書 日本語 日本語 9784903822921 漫画異文化手習い帳：日本語で紡ぐコミュニケ－ション 文化庁文化部 改訂 京都国際マンガミュ－ジアム(発売：
コトコト)

200708 1 追加

8875 第３年次 和書 日本語 音声．音韻．文字 9784316804712 表記の手引き 松村明：教育出版編集局 第７版 教育出版 201712 1

8876 第３年次 和書 日本語 語源．意味 9784327383053 シリ－ズ・日本語のしくみを探る 認知意味論のしくみ 籾山洋介 研究社 200202 1 追加

8877 第３年次 和書 日本語 文法．語法 9784758925327 開拓社言語・文化選書 日本文法の系譜学：国語学史と言語学史の接点 斉木美知世：鷲尾竜一 開拓社 201206 1

8878 第３年次 和書 日本語 文法．語法 9784327383015 シリ－ズ・日本語のしくみを探る 日本語文法のしくみ 井上優 研究社 200204 1 追加

8879 第３年次 和書 日本語 文法．語法 9784327383060 シリ－ズ・日本語のしくみを探る 日本語語用論のしくみ 加藤重広 研究社 200407 1 追加

8880 第３年次 和書 日本語 文法．語法 9784758925259 開拓社言語・文化選書 受身と使役：その意味規則を探る 高見健一 開拓社 201106 1

8881 第３年次 和書 日本語 文章．文体．作文 9784534045881 文章力の基本：簡単だけど、だれも教えてくれない７７
のテクニック

阿部紘久 日本実業出版社 200908 1 追加

8882 第３年次 和書 日本語 文章．文体．作文 9784480816801 大人のための国語ゼミ 野矢茂樹 増補版 筑摩書房 201810 1 追加

8883 第３年次 和書 日本語 文章．文体．作文 9784766421774 学生による学生のためのダメレポ－ト脱出法：アカデ
ミック・スキルズ

慶應義塾大学日吉キャンパス学習相談員：慶應義塾大学
教養研究センタ－

慶応義塾大学出版会 201410 1 追加

8884 第３年次 和書 中国語 中国語 9784385361642 現代中国語総説 北京大学：松岡栄志 三省堂 200406 1 追加

8885 第３年次 和書 中国語 音声．音韻．文字 9784872175837 紹文周の中国語発音完全マスタ－：１０時間で発音のす
べてがわかる！

紹文周 改訂新版 アスク出版 200510 1 追加

8886 第３年次 和書 中国語 音声．音韻．文字 9784872179149 書き込み式中国語簡体字練習帳：日本の漢字・繁体字と
比べて覚える

ＡＬＡ中国語教室：楊志紅 アスク出版 201407 1 追加

8887 第３年次 和書 英語 英語 9784860642464 ＣＤ　ｂｏｏｋ みるみる英語力がアップする音読パッケ－ジトレ－ニン
グ

森沢洋介 ベレ出版 200911 1 追加

8888 第３年次 和書 英語 英語 9784764740112 Ｃｌｏｖｅｒ　Ｓｅｒｉｅｓ 映像で学ぶはじめてのＮＹホ－ムステイ 土屋武久：本多吉彦 金星堂 201601 1

8889 第３年次 和書 英語 英語 9784764740075 将来のキャリアに活かす大学生のためのコミュニケ－
ション英語

辻本智子：野口ジュディ－ 金星堂 201502 1 追加

8890 第３年次 和書 英語 英語 9784758925693 開拓社言語・文化選書 英語学を学ぼう：英語学の知見を英語学習に活かす 高橋勝忠 開拓社 201710 1
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8891 第３年次 和書 英語 英語 9784062817028 講談社＋α文庫 英語コンプレックスの正体 中島義道 講談社 201612 1 追加

8892 第３年次 和書 英語 英語 9784758925228 開拓社言語・文化選書 言葉をさかのぼる：歴史に閉ざされた英語と日本語の世
界

藤原保明 開拓社 201010 1

8893 第３年次 和書 英語 英語 9784758925273 開拓社言語・文化選書 英語教育に役立つ英語の基礎知識Ｑ＆Ａ 八木克正 開拓社 201110 1

8894 第３年次 和書 英語 英語 9784887246003 科学的に正しい英語勉強法 メンタリストＤａｉＧｏ ディ－エイチシ－ 201803 1 追加

8895 第３年次 和書 英語 英語 9784523177623 大学生のための生活英語チェックブック：Ａ　Ｃｈｅｃ
ｋｂｏｏｋ　ｆｏｒ　Ｓｕｒｖｉｖａｌ

金子光茂：リチャ－ド・Ｈ．シンプソン 南雲堂 201401 1 追加

8896 第３年次 和書 英語 英語 9784791770519 わたしたちの英語：地球市民のコミュニケ－ション力 宮武久佳 青土社 201803 1 追加

8897 第３年次 和書 英語 語彙 9784758925365 開拓社言語・文化選書 スペイン語とともに考える英語のラテン語彙の世界 山中和樹 開拓社 201303 1

8898 第３年次 和書 英語 語彙 9784758925143 開拓社言語・文化選書 単語の構造の秘密：日英語の造語法を探る 並木崇康 開拓社 200910 1

8899 第３年次 和書 英語 語彙 9784871382625 Ｌｉｂｅｒａｌ　Ａｒｔｓ：対話文から覚える英単語集 秋葉利治 創拓社出版 201407 1 追加

8900 第３年次 和書 英語 語彙 9784130821407 東大英単 東京大学 東京大学出版会 200903 1 追加

8901 第３年次 和書 英語 文法．語法 9784874246443 感じのよい英語感じのよい日本語：日英比較コミュニケ
－ションの文法

水谷信子 くろしお出版 201503 1 追加

8902 第３年次 和書 英語 文法．語法 9784758925471 開拓社言語・文化選書 文法化する英語 保坂道雄 開拓社 201410 1

8903 第３年次 和書 英語 文法．語法 9784758925631 開拓社言語・文化選書 機能・視点から考える英語のからくり 上山恭男 開拓社 201610 1

8904 第３年次 和書 英語 文法．語法 9784758925709 開拓社言語・文化選書 斜めからの学校英文法 中島平三 開拓社 201710 1

8905 第３年次 和書 英語 読本．解釈．会話 9784140885185 ＮＨＫ出版新書 サバイバル英文読解：最短で読める！２１のル－ル 関正生 ＮＨＫ出版 201706 1 追加

8906 第３年次 和書 英語 読本．解釈．会話 9784140885659 ＮＨＫ出版新書 サバイバル英会話：「話せるアタマ」を最速でつくる 関正生 ＮＨＫ出版 201810 1 追加

8907 第３年次 和書 英語 読本．解釈．会話 9784062579872 ブル－バックス 怖いくらい通じるカタカナ英語の法則：ネイティブも認
めた画期的発音術

池谷裕二 ネット対
応版

講談社 201610 1 追加

8908 第３年次 和書 英語 読本．解釈．会話 9784872178531 英語リスニング：４週間集中ジム．初級　１（海外旅行
編）

高橋教雄 改訂新版 アスク出版 201403 1 追加

8909 第３年次 和書 英語 読本．解釈．会話 9784756911100 ＣＤ　ｂｏｏｋ＊Ａｓｕｋａ　ｂｕｓ
ｉｎｅｓｓ　＆　ｌａｎｇｕ

英会話フレ－ズブック：リアルな日常表現２９００ 多岐川恵理 明日香出版社 200708 1 追加

8910 第３年次 和書 文学 文学 9784000283311 ヒュ－マニティ－ズ 文学 小野正嗣 岩波書店 201204 1 追加

8911 第３年次 和書 日本文学 日本文学史 9784000291460 岩波現代全書 古典注釈入門：歴史と技法 鈴木健一（文学） 岩波書店 201410 1

8912 第３年次 和書 日本文学 日本文学史 9784000291316 岩波現代全書 川端康成魔界の文学 富岡幸一郎 岩波書店 201405 1

8913 第３年次 和書 日本文学 日本文学史 9784000291361 岩波現代全書 特講漱石の美術世界 古田亮 岩波書店 201406 1

8914 第３年次 和書 日本文学 詩歌 9784130830621 Ｌｉｂｅｒａｌ　ａｒｔｓ 万葉集をどう読むか：歌の「発見」と漢字世界 神野志隆光 東京大学出版会 201309 1 追加

8915 第３年次 和書 日本文学 詩歌 9784000291590 岩波現代全書 俳人井月：幕末維新風狂に死す 北村皆雄 岩波書店 201503 1

8916 第３年次 和書 日本文学 詩歌 9784000291224 岩波現代全書 歌よみ人正岡子規：病ひに死なじ歌に死ぬとも 復本一郎 岩波書店 201402 1

8917 第３年次 和書 日本文学 詩歌 9784874740194 詩集病者・花：細川宏遺稿詩集 細川宏：小川鼎三 第１版 現代社（新宿区） 197712 1

8918 第３年次 和書 日本文学 小説．物語 9784054064546 現代語古事記 竹田恒泰 ポケット
版

学研プラス 201606 1 追加

8919 第３年次 和書 日本文学 小説．物語 9784130830447 Ｌｉｂｅｒａｌ　ａｒｔｓ 漢字テキストとしての古事記 神野志隆光 東京大学出版会 200702 1 追加

8920 第３年次 和書 日本文学 小説．物語 9784104013036 博士の愛した数式 小川洋子（小説家） 新潮社 200308 1

8921 第３年次 和書 日本文学 評論．エッセイ．随筆 9784897753621 人は、人を浴びて人になる：心の病にかかった精神科医
の人生をつないでくれた１２

夏苅郁子 ライフサイエンス出版 201708 1
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8922 第３年次 和書 日本文学 記録．手記．ルポルター
ジュ

9784106106736 新潮新書 脳が壊れた 鈴木大介 新潮社 201606 1 追加

8923 第３年次 和書 日本文学 記録．手記．ルポルター
ジュ

9784022514943 生きて、もっと歌いたい：片足のアイドル・木村唯さ
ん、１８年の軌跡

芳垣文子 朝日新聞出版 201710 1 追加

8924 第３年次 和書 日本文学 記録．手記．ルポルター
ジュ

9784816708534 ペコロスの母に会いに行く 岡野雄一 西日本新聞社 201207 1 追加

8925 第３年次 和書 日本文学 記録．手記．ルポルター
ジュ

9784946509353 人あかり：死のそばで 徳永進 ゆみる出版 200401 1

8926 第３年次 和書 日本文学 記録．手記．ルポルター
ジュ

9784822259457 母さん、ごめん。：５０代独身男の介護奮闘記 松浦晋也 日経ＢＰ社(発売：日経ＢＰマ－ケ
ティン)

201708 1 追加

8927 第３年次 和書 日本文学 記録．手記．ルポルター
ジュ

9784163709000 がんと闘った科学者の記録 戸塚洋二：立花隆 文藝春秋 200905 1

8928 第３年次 和書 日本文学 記録．手記．ルポルター
ジュ

9784260019453 シリ－ズケアをひらく 坂口恭平躁鬱日記 坂口恭平 医学書院 201312 1 追加

8929 第３年次 和書 日本文学 記録．手記．ルポルター
ジュ

9784905194958 泣くのはあした：従軍看護婦、九五歳の歩跡 大澤重人 冨山房インタ－ナショナル 201508 1 追加

8930 第３年次 和書 英米文学 英米文学 9784758925440 開拓社言語・文化選書 英語の構造からみる英詩のすがた：文法・リズム・押韻 岡崎正男 開拓社 201403 1

8931 第３年次 和書 ドイツ文学 ドイツ文学史 9784588010682 叢書・ウニベルシタス カフカ：マイナ－文学のために〈新訳〉 ジル・ドゥル－ズ：フェリックス・ガタリ 法政大学出版局 201710 1 追加

8932 第３年次 和書 ドイツ文学 ドイツ文学史 9784588009150 叢書・ウニベルシタス ム－ジル伝記．２ カ－ル・コリ－ノ：早坂七緒 法政大学出版局 201212 1 追加

8933 第３年次 和書 ドイツ文学 ドイツ文学史 9784588009167 叢書・ウニベルシタス ム－ジル伝記．３ カ－ル・コリ－ノ：早坂七緒 法政大学出版局 201512 1 追加

8934 第３年次 和書 ドイツ文学 ドイツ文学 9784588010699 叢書・ウニベルシタス エリアス回想録 ノルベルト・エリアス：大平章 法政大学出版局 201710 1 追加

8935 第３年次 和書 フランス文学 フランス文学 9784000291835 岩波現代全書 エドゥア－ル・グリッサン：〈全－世界〉のヴィジョン 中村隆之 岩波書店 201602 1

8936 第３年次 和書 フランス文学 フランス文学史 9784588010798 叢書・ウニベルシタス ボ－ヴォワ－ル ジュリア・クリステヴァ：栗脇永翔 法政大学出版局 201805 1 追加

8937 第３年次 和書 フランス文学 フランス文学史 9784588140273 叢書・ウニベルシタス 恐怖の権力：〈アブジェクシオン〉試論 ジュリア・クリステヴァ：枝川昌雄 新装版 法政大学出版局 201601 1 追加

8938 第３年次 和書 フランス文学 フランス文学 9784588140143 叢書・ウニベルシタス ポ－ル・ヴァレリ－：１８７１－１９４５ ドニ・ベルトレ：松田浩則 新装版 法政大学出版局 201505 1 追加

8939 第３年次 和書 フランス文学 フランス文学 9784588010781 叢書・ウニベルシタス アルペイオスの流れ：旅路の果てに〈改訳〉 ロジェ・カイヨワ：金井裕 法政大学出版局 201804 1 追加

8940 第３年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784307071062 核医学融合画像－基礎と臨床 西村恒彦 金原出版 201709 1

8941 第３年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784895928700 上肢の画像診断 岡本嘉一：橘川薫 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201704 1

8942 第３年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263219423 ＥＢＭ物理療法：全編オ－ルカラ－ ミッシェル・Ｈ．キャメロン：渡部一郎 原著第４
版

エルゼビア・ジャパン(発売：医歯薬
出版)

201509 1

8943 第３年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784254640441 自然セラピ－の科学：予防医学的効果の検証と解明 宮崎良文 朝倉書店 201610 1

8944 第３年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784830645532 身体が求める運動とは何か：法則性を活かした運動誘導 水口慶高：山岸茂則 文光堂 201705 1

8945 第３年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784895313162 腰部と骨盤の手技療法：機能解剖に基づく臨床技法とセ
ルフケア

ジョセフ・Ｅ．マスコリ－ノ：木戸正雄 緑書房（中央区） 201711 1

8946 第３年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263242834 実践小児はり法：子どもの健やかな成長へのアプロ－チ 尾崎朋文：山口創 医歯薬出版 201205 1 追加

8947 第３年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784263217467 内部機能障害への筋膜マニピュレ－ション理論編 ルイ－ジ・ステッコ：カ－ラ・ステッコ 医歯薬出版 201703 1

8948 第３年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784866540030 鍼療法図鑑　普及版：経穴、耳穴、トリガ－ポイント完
全収録！！

ハンス・ウルリッヒ・ヘッカ－：アンゲリカ・シュテ
フェリング

ガイアブックス 201803 1

8949 第３年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784542402799 ＩＳＯ１３４８５：２０１６医療機器における品質マネ
ジメントシステム実践ガイド：ＩＳＯ／ＴＣ２１０から
の助言

ＩＳＯ：日本医療機器産業連合会ＩＳＯ／ＴＣ２１０ 日本規格協会 201803 1

8950 第３年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784840813808 ドクタ－ゴンの知っておきたい在宅医療の機器・材料 泰川恵吾：東邦ホ－ルディングス株式会社 薬事日報社 201702 1

8951 第３年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784860921316 看護における医療器材の取り扱いガイドブック：器材の
再生処理・使用・保管管理

小野和代 ヴァンメディカル 201806 1 追加

8952 第３年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784815808648 最新人工心肺：理論と実際 上田裕一：碓氷章彦 第５版 名古屋大学出版会 201702 1
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8953 第３年次 和書 医学 内科学 9784260034289 慢性痛のサイエンス：脳からみた痛みの機序と治療戦略 半場道子 医学書院 201712 1

8954 第３年次 和書 医学 内科学 9784779218927 慢性疼痛とオピオイド依存症の患者マネジメント ドナルド・Ｒ．テイラ－：山口重樹 メディカルレビュ－社 201705 1

8955 第３年次 和書 医学 内科学 9784521742991 Ｄｒ．須藤の酸塩基平衡と水・電解質：ベッドサイドで
活かす病態生理のメカニズム

須藤博 中山書店 201511 1

8956 第３年次 和書 医学 内科学 9784758117623 ココに注意！高齢者の糖尿病：老年症候群を考えた治療
とＱＯＬを高める療養指導のコ

荒木厚 羊土社 201501 1

8957 第３年次 和書 医学 内科学 9784758103602 糖尿病研究の“いま”と治療の“これから” 綿田裕孝 羊土社 201701 1

8958 第３年次 和書 医学 内科学 9784621089453 膠原病学 塩沢俊一 改訂6版 丸善出版 201507 1 追加

8959 第３年次 和書 医学 内科学 9784784953455 膠原病診療ノート 三森明夫 第4版 日本医事新報社 201903 1 追加

8960 第３年次 和書 医学 内科学 9784498129948 ハ－ムリダクションとは何か：薬物問題に対する，ある
ひとつの社会的選択

松本俊彦：古藤吾郎 中外医学社 201708 1

8961 第３年次 和書 医学 内科学 9784779218699 画像から学ぶ血友病性関節症：～早期治療のために～ 血友病性関節症ＳｔｕｄｙＧｒｏｕｐ メディカルレビュ－社 201708 1

8962 第３年次 和書 医学 内科学 9784525245610 循環器診療のロジック：研修医・若手Ｄｒ．にエキスパ
－トが伝授する

小室一成：赤澤宏 南山堂 201710 1

8963 第３年次 和書 医学 内科学 9784779220425 循環器大規模臨床試験要約集．２０１７年版 小室一成：山崎力 メディカルレビュ－社 201804 1

8964 第３年次 和書 医学 内科学 9784525245818 日本の循環器診療現場への招待：Ｓｈｉｎｋｅｎ　Ｄａ
ｔａｂａｓｅから見えてきたもの

山下武志：鈴木信也（医師） 南山堂 201709 1

8965 第３年次 和書 医学 内科学 9784498134324 明日のアクションが変わる循環器救急の真髄教えます 川上将司 中外医学社 201703 1

8966 第３年次 和書 医学 内科学 9784830619366 心不全患者の失敗しない弁膜症治療 大門雅夫 文光堂 201704 1

8967 第３年次 和書 医学 内科学 9784758315579 パ－フェクトマスタ－頚動脈狭窄症 永田泉：中原一郎 メジカルビュ－社 201704 1

8968 第３年次 和書 医学 内科学 9784865770278 臨床脈管学 日本脈管学会 日本医学出版 201712 1

8969 第３年次 和書 医学 内科学 9784771904897 気管支肺胞洗浄（ＢＡＬ）法の手引き 日本呼吸器学会びまん性肺疾患学術部会：厚生労働省難
治性疾患政策研究事業びまん性

改訂第３
版

克誠堂出版 201710 1

8970 第３年次 和書 医学 内科学 9784521743325 救急・集中治療アドバンス 急性呼吸不全 藤野裕士 中山書店 201604 1

8971 第３年次 和書 医学 内科学 9784521745268 呼吸器疾患診断治療アプロ－チ 呼吸器感染症 三嶋理晃：藤田次郎 中山書店 201709 1

8972 第３年次 和書 医学 内科学 9784758111904 胸部X線カゲヨミ〜「異常陰影なし」と言い切るために 中島 幹男 羊土社 201903 1 追加

8973 第３年次 和書 医学 内科学 9784753228485 高齢者の肺炎：治療・リハビリテ－ション・予防 松本慶蔵：佐々木英忠 改訂版 医薬ジャ－ナル社 201710 1

8974 第３年次 和書 医学 内科学 9784753227990 高齢者肺がん治療の実際 大江裕一郎 医薬ジャ－ナル社 201606 1

8975 第３年次 和書 医学 内科学 9784521745275 呼吸器疾患診断治療アプロ－チ 肺癌 三嶋理晃：高橋和久 中山書店 201802 1

8976 第３年次 和書 医学 内科学 9784498131002 肺癌診療Ｑ＆Ａ：一つ上を行く診療の実践 弦間昭彦 第３版 中外医学社 201710 1

8977 第３年次 和書 医学 内科学 9784776018377 消化器疾患・病態のしくみと栄養サポ－ト：根拠に基づ
くアプロ－チ！

宮澤靖 日総研出版 201710 1

8978 第３年次 和書 医学 内科学 9784498140462 消化器疾患の診かた，考えかた 小林健二 中外医学社 201704 1

8979 第３年次 和書 医学 内科学 9784758315029 日本医師会生涯教育シリ－ズ 消化器疾患診療のすべて 跡見裕：井廻道夫 日本医師会(発売：メジカルビュ－社) 201211 1

8980 第３年次 和書 医学 内科学 9784765317153 内視鏡力をあげろ！クイズ消化管診療 喜多宏人：山本貴嗣 金芳堂 201705 1

8981 第３年次 和書 医学 内科学 9784784944965 ピロリ除菌治療パ－フェクトガイド 榊信廣 第２版 日本医事新報社 201710 1

8982 第３年次 和書 医学 内科学 9784888753005 胃炎の京都分類Ｑ　ａｎｄ　Ａ 春間賢：加藤元嗣 日本メディカルセンタ－ 201710 1

8983 第３年次 和書 医学 内科学 9784784945016 胃炎をどうする？：ＡＢＣ胃がんリスク層別化で・内視
鏡で・Ｘ線で　検診

三木一正 第２版 日本医事新報社 201710 1
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8984 第３年次 和書 医学 内科学 9784830618994 考える胃癌化学療法 胃癌化学療法の要点と盲点 島田安博：室圭 文光堂 201702 1

8985 第３年次 和書 医学 内科学 9784888752923 大腸疾患ＮＯＷ．２０１７－２０１８ 杉原健一：五十嵐正広 日本メディカルセンタ－ 201701 1

8986 第３年次 和書 医学 内科学 9784758315258 腸閉塞症 三毛牧夫 メジカルビュ－社 201703 1

8987 第３年次 和書 医学 内科学 9784753228430 Ｂ型・Ｃ型肝炎の抗ウイルス療法：最前線の治療エッセ
ンス

持田智 医薬ジャ－ナル社 201707 1

8988 第３年次 和書 医学 内科学 9784521743349 救急・集中治療アドバンス 重症患者における急性肝不全・急性腎傷害・代謝異常 森松博史 中山書店 201803 1

8989 第３年次 和書 医学 内科学 9784779220074 ホルモンのしくみ：疾患別ケアのポイント 赤水尚史 メディカルレビュ－社 201711 1 追加

8990 第３年次 和書 医学 内科学 9784784955077 Ｎｅｗ専門医を目指すケ－ス・メソッ
ド・アプロ－チ

内分泌疾患 肥塚直美 第３版 日本医事新報社 201603 1 追加

8991 第３年次 和書 医学 内科学 9784765316187 内分泌代謝学入門 青木矩彦・大野恭裕 改訂6版 金芳堂堂 201410 1 追加

8992 第３年次 和書 医学 内科学 9784787821928 甲状腺専門医ガイドブック 日本甲状腺学会 診断と治療社 201608 1

8993 第３年次 和書 医学 内科学 9784621075838 ネッタ－医学図譜：学生版．筋骨格系　１ フランク・Ｈ．ネッタ－：杉岡洋一 丸善出版 200503 1 追加

8994 第３年次 和書 医学 内科学 9784784964499 ｊｍｅｄ あなたも名医！もう悩まない！骨粗鬆症診療：あなたの
疑問にお答えします

竹内靖博 日本医事新報社 201704 1

8995 第３年次 和書 医学 内科学 9784865770285 ズバッと答える関節リウマチ：患者さんからの８５通の
挑戦状

松野博明：松原司 日本医学出版 201803 1

8996 第３年次 和書 医学 内科学 9784524258376 そうだったのか！腰痛診療：エキスパ－トの診かた・考
えかた・治しかた

松平浩：竹下克志 南江堂 201711 1

8997 第３年次 和書 医学 内科学 9784498027107 リウマチ足の診かた、考えかた 猪狩勝則：矢野紘一郎 中外医学社 201704 1

8998 第３年次 和書 医学 内科学 9784784947263 リハ栄養からアプロ－チするサルコペニアバイブル 若林秀隆：葛谷雅文 日本医事新報社 201801 1

8999 第３年次 和書 医学 内科学 9784260031301 ロジックで進めるリウマチ・膠原病診療 萩野昇 医学書院 201803 1

9000 第３年次 和書 医学 内科学 9784307251624 一問一答！腰痛のエビデンス 菊地臣一 金原出版 201802 1

9001 第３年次 和書 医学 内科学 9784893320704 栄養＋運動で筋肉減少症に勝つ：高齢者の転倒・骨折・
寝たきりを防ぐ

斎藤嘉美 ペガサス 201804 1

9002 第３年次 和書 医学 内科学 9784758314916 関節リウマチ：リハ実践テクニック 佐浦隆一：八木範彦 改訂第２
版

メジカルビュ－社 201412 1

9003 第３年次 和書 医学 内科学 9784758311298 骨・関節疾患の理学療法：リハ実践テクニック 島田洋一：高橋仁美 改訂第２
版

メジカルビュ－社 201010 1

9004 第３年次 和書 医学 内科学 9784787822871 骨関節画像診断入門：電子書籍付き クライド・Ａ．ヘルムズ：粟井和夫 第４版 エルゼビア・ジャパン(発売：診断と
治療社)

201704 1

9005 第３年次 和書 医学 内科学 9784335551048 ライフレビュ－ブック：高齢者の語りの本づくり 志村ゆず：伊波和恵 弘文堂 200512 1 追加

9006 第３年次 和書 医学 内科学 9784865192537 病院と在宅をつなぐ脳神経内科の摂食嚥下障害：病態理
解と専門職の視点

野崎園子 全日本病院出版会 201810 1 追加

9007 第３年次 和書 医学 内科学 9784254301120 不眠の科学 井上雄一：岡島義 朝倉書店 201206 1 追加

9008 第３年次 和書 医学 内科学 9784260013345 臨床の詩学 春日武彦 医学書院 201102 1 追加

9009 第３年次 和書 医学 内科学 9784525247669 臨床神経内科学 廣瀬源二郎：田代邦雄 改訂６版 南山堂 201602 1 追加

9010 第３年次 和書 医学 内科学 9784622086970 ＰＴＳＤの医療人類学 アラン・ヤング：中井久夫 新装版 みすず書房 201804 1

9011 第３年次 和書 医学 内科学 9784765313179 映画にみる心の世界：パノラマ精神医学 中村道彦 金芳堂 200710 1

9012 第３年次 和書 医学 内科学 9784260024358 災害時のメンタルヘルス 大塚耕太郎：加藤寛 医学書院 201603 1

9013 第３年次 和書 医学 内科学 9784791108930 災害精神医学 フレデリック・Ｊ．スタッダ－ド：アナンド・パ－ン
ディヤ

星和書店 201501 1

9014 第３年次 和書 医学 内科学 9784946509384 神経内科病棟 小長谷正明 ゆみる出版 200412 1
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9015 第３年次 和書 医学 内科学 9784791109791 精神医学講義ノ－ト：精神保健福祉士受験版 山根茂雄 第６版 星和書店 201804 1

9016 第３年次 和書 医学 内科学 9784535984622 精神科臨床を学ぶ：症例集 青木省三 日本評論社 201803 1

9017 第３年次 和書 医学 内科学 9784622079705 西欧精神医学背景史 中井久夫 新装版 みすず書房 201511 1

9018 第３年次 和書 医学 内科学 9784498129382 名作マンガで精神医学 林公一：村松太郎 中外医学社 201205 1

9019 第３年次 和書 医学 内科学 9784830645273 臨床精神科作業療法入門 田端幸枝：谷口英治 文光堂 201506 1 追加

9020 第３年次 和書 医学 内科学 9784765317160 Ｄｒ．塩尻の神経所見とり方トレ－ニング 塩尻俊明 金芳堂 201705 1

9021 第３年次 和書 医学 内科学 9784892699504 ＰＥＥＣガイドブック救急現場における精神科的問題の
初期対応

日本臨床救急医学会：日本臨床救急医学会 改訂第２
版

へるす出版 201805 1

9022 第３年次 和書 医学 内科学 9784865192230 ここからスタ－ト！睡眠医療を知る：－睡眠認定医の考
え方－

中山明峰 全日本病院出版会 201706 1

9023 第３年次 和書 医学 内科学 9784880024097 レジリエンスを引き出す心療内科漢方入門 筒井末春：芝山幸久 新興医学出版社 201711 1

9024 第３年次 和書 医学 内科学 9784521745688 子ども・大人の発達障害診療ガイドブック：年代別にみ
る症例と発達障害デ－タ集

内山登紀夫：宇野洋太 中山書店 201801 1

9025 第３年次 和書 医学 内科学 9784895905862 Ｄｙｎａｍｉｃ　ｄｉａｇｎｏｓｉｓに必要な脊椎脊髄
の神経症候学

三輪書店 201703 1

9026 第３年次 和書 医学 内科学 9784791109623 せん妄予防のコツ：静岡がんセンタ－の実践 松本晃明 星和書店 201706 1

9027 第３年次 和書 医学 内科学 9784263236895 チ－ムで取り組むせん妄ケア：予防からシステムづくり
まで　ＤＶＤ付

長谷川真澄：粟生田友子 医歯薬出版 201703 1

9028 第３年次 和書 医学 内科学 9784816927089 リアル脳卒中：患者２００人の生の声 結城俊也 日外アソシエ－ツ 201803 1

9029 第３年次 和書 医学 内科学 9784263217498 神経原性発声発語障害ｄｙｓａｒｔｈｒｉａ 苅安誠 医歯薬出版 201704 1

9030 第３年次 和書 医学 内科学 9784524252190 神経疾患最新の治療．２０１８－２０２０ 水澤英洋：山口修平 南江堂 201801 1

9031 第３年次 和書 医学 内科学 9784260021456 認知リハビリテ－ション実践ガイド マッケイ・ム－ア・ソ－ルバ－グ：リン・Ｓ．トルクス
トラ

医学書院 201506 1

9032 第３年次 和書 医学 内科学 9784758317788 日本医師会生涯教育シリ－ズ 脳血管障害診療のエッセンス 北川泰久：寺本明 日本医師会(発売：メジカルビュ－社) 201707 1

9033 第３年次 和書 医学 内科学 9784498067240 脳卒中の神経リハビリテ－ション：新しいロジックと実
践

宮井一郎 中外医学社 201709 1

9034 第３年次 和書 医学 内科学 9784263216712 脳卒中の摂食嚥下障害：Ｗｅｂ動画付 藤島一郎：谷口洋 第３版 医歯薬出版 201709 1

9035 第３年次 和書 医学 内科学 9784263218761 脳卒中後の自動車運転再開の手引き 武原格：一杉正仁 医歯薬出版 201710 1

9036 第３年次 和書 医学 内科学 9784525248512 脳卒中病態学のススメ 下畑享良 南山堂 201802 1

9037 第３年次 和書 医学 内科学 9784521743318 アクチュアル脳・神経疾患の臨床ＮＥ
ＸＴ

免疫性神経疾患病態と治療のすべて 吉良潤一 中山書店 201603 1

9038 第３年次 和書 医学 内科学 9784880027647 てんかんの診かた：エキスパ－トは何をみているか？ 兼子直 新興医学出版社 201610 1 追加

9039 第３年次 和書 医学 内科学 9784895928588 メキメキ上達する頭痛のみかた エリザベス・Ｗ．ロ－ダ－：レベッカ・Ｃ．バ－チ メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201606 1 追加

9040 第３年次 和書 医学 内科学 9784892402258 成人期てんかんの諸問題 大沼悌一：日本てんかん協会 ぶどう社 201602 1 追加

9041 第３年次 和書 医学 内科学 9784788512511 摂食障害の語り：〈回復〉の臨床社会学 中村英代 新曜社 201110 1 追加

9042 第３年次 和書 医学 内科学 9784525241919 エキスパ－トに学ぶパ－キンソン病・パ－キンソニズム
Ｑ＆Ａ

大江田知子：金子鋭 南山堂 201701 1

9043 第３年次 和書 医学 内科学 9784784945702 コウノメソッドでみる認知症の歩行障害・パ－キンソニ
ズム

河野和彦 日本医事新報社 201703 1

9044 第３年次 和書 医学 内科学 9784880027661 てんかんフロンティア：未来へのＮｅｗ　Ｔｒｅｎｄ 鶴紀子：池田昭夫 新興医学出版社 201706 1

9045 第３年次 和書 医学 内科学 9784863453524 てんかん分子生物学：絵でつなぐ－遺伝子変異と病態・
治療－

鬼頭正夫 丸善プラネット(発売：丸善出版) 201710 1

292 / 360 ページ



図書等目録 資料24

ID 年次 区分 大分類 中分類 ISBN(13桁)
シリーズ名

またはタイトル和訳
書名 著者名 版次 出版社 出版年月 冊数 備考

追加
チェック

9046 第３年次 和書 医学 内科学 9784498228801 パ－キンソン病発症機序に基づく治療 水野美邦 中外医学社 201703 1

9047 第３年次 和書 医学 内科学 9784791107544 羽のない天使たちへ：摂食障害の病理と治療 窪田三樹男：窪田庸子 星和書店 201012 1

9048 第３年次 和書 医学 内科学 9784260028523 あなたの患者さん，認知症かもしれません：急性期・一
般病院におけるアセスメントからＢＰＳＤ・

小川朝生 医学書院 201710 1

9049 第３年次 和書 医学 内科学 9784815808976 アルツハイマ－病の謎：認知症と老化の絡まり合い マ－ガレット・ロック：坂川雅子 名古屋大学出版会 201802 1

9050 第３年次 和書 医学 内科学 9784862701602 心に残る認知症の患者さんたち：認知症医療のスペシャ
リストがつづる

河野和彦 フジメディカル出版 201701 1

9051 第３年次 和書 医学 内科学 9784595315510 放送大学教材 認知症と生きる 井出訓 放送大学教育振興会(発売：ＮＨＫ出
版)

201503 1

9052 第３年次 和書 医学 内科学 9784818019805 認知症の語り：本人と家族による２００のエピソ－ド 健康と病いの語りディペックス・ジャパン 日本看護協会出版会 201606 1

9053 第３年次 和書 医学 内科学 9784899963684 認知症の人の「想い」からつくるケア急性期病院編 井藤英喜 インタ－メディカ 201707 1

9054 第３年次 和書 医学 内科学 9784784945450 かかりつけ医が認知症・ＭＣＩを診る 藤井直樹 第２版 日本医事新報社 201802 1

9055 第３年次 和書 医学 内科学 9784784943609 コウノメソッドでみる認知症処方セレクション 河野和彦 第２版 日本医事新報社 201803 1

9056 第３年次 和書 医学 内科学 9784498129801 妄想の医学と法学 村松太郎 中外医学社 201605 1 追加

9057 第３年次 和書 医学 内科学 9784907176396 うつ・せん妄・認知症の人へのアプロ－チ：３Ｄサポ－
トチ－ムの事例にみる

横浜市立みなと赤十字病院 サイオ出版 201510 1

9058 第３年次 和書 医学 内科学 9784498129924 うつ病の医学と法学 村松太郎 中外医学社 201706 1

9059 第３年次 和書 医学 内科学 9784422112831 こころが晴れるノ－ト：うつと不安の認知療法自習帳 大野裕（精神科医） 創元社（大阪） 200303 1

9060 第３年次 和書 医学 内科学 9784807908974 感染と免疫 ジョン・プレイフェア：グレゴリ－・バンクロフト 第４版 東京化学同人 201709 1

9061 第３年次 和書 医学 内科学 9784765317528 感染症クリスタルエビデンス治療編：こういうときはこ
うする！

岡秀昭 金芳堂 201804 1

9062 第３年次 和書 医学 内科学 9784595318702 放送大学教材 感染症と生体防御 田城孝雄：北村聖 改訂版 放送大学教育振興会(発売：ＮＨＫ出
版)

201803 1

9063 第３年次 和書 医学 内科学 9784524259939 感染症の診断って、こんなちょっとしたことで差がつい
ちゃうんですね。

柳原克紀 南江堂 201702 1

9064 第３年次 和書 医学 内科学 9784260012447 病院内／免疫不全関連感染症診療の考え方と進め方：Ｉ
ＤＡＴＥＮ感染症セミナ－

日本感染症教育研究会 医学書院 201102 1

9065 第３年次 和書 医学 内科学 9784931400726 ０歳からのワクチン接種ガイド：ワクチンで防げる子ど
もの病気

ＶＰＤを知って、子どもを守ろうの会：薗部友良 日経メディカル開発(発売：日経ＢＰ
マ－ケティン)

201408 1

9066 第３年次 和書 医学 内科学 9784787823434 わかりやすい予防接種 渡辺博（小児科医） 改訂第６
版

診断と治療社 201801 1

9067 第３年次 和書 医学 内科学 9784000062251 ワクチン学 山内一也：三瀬勝利 岩波書店 201402 1

9068 第３年次 和書 医学 内科学 9784784944729 予防接種の現場で困らないまるわかりワクチンＱ＆Ａ 中野貴司 ２版 日本医事新報社 201712 1

9069 第３年次 和書 医学 内科学 9784784966547 ｊｍｅｄ あなたも名医！外来でよく診るかぜ以外のウイルス性疾
患：自らウイルス性疾患の診療を実践するために　電子
版付

國松淳和 日本医事新報社 201802 1

9070 第３年次 和書 医学 内科学 9784784954780 インフルエンザ診療ガイド．２０１７－１８ 菅谷憲夫 日本医事新報社 201710 1

9071 第３年次 和書 医学 内科学 9784000058377 感染爆発にそなえる：新型インフルエンザと新型コロナ 岡田晴恵：田代眞人 岩波書店 201311 1

9072 第３年次 和書 医学 内科学 9784753228423 結核 光山正雄：鈴木克洋 改訂版 医薬ジャ－ナル社 201707 1

9073 第３年次 和書 医学 内科学 9784763940094 いのちのケア：子どもの生と死に向き合う医療と療育 武田康男 協同医書出版社 201204 1 追加

9074 第３年次 和書 医学 内科学 9784784942596 Ｐｒｉｍａｒｙ　ｃａｒｅ　ｎｏｔｅ こどもの病気 小野正恵 第２版 日本医事新報社 201209 1 追加

9075 第３年次 和書 医学 内科学 9784524268191 シンプル小児科学 香美祥二 南江堂 201604 1 追加

9076 第３年次 和書 医学 内科学 9784818017405 医療を受ける子どもへの上手なかかわり方：チャイル
ド・ライフ・スペシャリストが伝える子ども・

原田香奈：相吉恵 日本看護協会出版会 201304 1 追加
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9077 第３年次 和書 医学 内科学 9784524251780 最新育児小児病学 黒田泰弘：香美祥二 改訂第７
版

南江堂 201803 1

9078 第３年次 和書 医学 内科学 9784521743721 小児科外来の鑑別診断術：迷ったときの道しるべ 宮田章子：冨本和彦 中山書店 201605 1

9079 第３年次 和書 医学 内科学 9784498069053 小児科漢方１６の処方 黒木春郎 改訂２版 中外医学社 201710 1

9080 第３年次 和書 医学 内科学 9784498069220 小児漢方治療入門 橋本浩 中外医学社 201803 1

9081 第３年次 和書 医学 内科学 9784895929035 小児救命救急・ＩＣＵピックアップ．１ 日本小児集中治療研究会 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201711 1

9082 第３年次 和書 医学 内科学 9784787823106 新小児薬用量 岡明：木津純子 改訂第８
版

診断と治療社 201804 1

9083 第３年次 和書 医学 内科学 9784787822888 小児・成育循環器学 日本小児循環器学会 診断と治療社 201807 1 追加

9084 第３年次 和書 医学 内科学 9784883786473 徹底ガイド小児の呼吸管理Ｑ＆Ａ 植田育也 第３版 総合医学社 201610 1

9085 第３年次 和書 医学 内科学 9784787819246 専門医による新小児内分泌疾患の治療 横谷進：田中敏章 改訂第２
版

診断と治療社 201701 1

9086 第３年次 和書 医学 内科学 9784787823007 小児腎臓病学 日本小児腎臓病学会 改訂第２
版

診断と治療社 201712 1

9087 第３年次 和書 医学 内科学 9784498145429 プライマリケアで診る発達障害 黒木春郎 中外医学社 201605 1 追加

9088 第３年次 和書 医学 内科学 9784521743714 デ－タで読み解く発達障害 平岩幹男：岡明 中山書店 201605 1

9089 第３年次 和書 医学 内科学 9784791109654 ハイパ－アクティブ：ＡＤＨＤの歴史はどう動いたか マシュ－・スミス：石坂好樹 星和書店 201710 1

9090 第３年次 和書 医学 内科学 9784787821751 フェニチェル臨床小児神経学：徴候と症状からのアプロ
－チ

Ｊ．エリック・ピ－ニャ・ガル－サ：鳥取大学医学部附
属病院

エルゼビア・ジャパン(発売：診断と
治療社)

201503 1

9091 第３年次 和書 医学 内科学 9784750346410 ラタ－児童青年精神医学 マイケル・ラタ－：アニタ・タパ－ 原書第６
版

明石書店 201804 1

9092 第３年次 和書 医学 内科学 9784787818621 虐待を受けた子どものケア・治療 奥山真紀子：西沢哲 診断と治療社 201202 1

9093 第３年次 和書 医学 内科学 9784892699344 重症心身障害児のト－タルケア：新しい発達支援の方向
性を求めて

浅倉次男 改訂第２
版

へるす出版 201709 1

9094 第３年次 和書 医学 内科学 9784787822123 診療実践小児神経科：小児神経疾患のプライマリ・ケア 鳥取大学医学部附属病院 改訂第３
版

診断と治療社 201606 1

9095 第３年次 和書 医学 内科学 9784260028462 発達障害のリハビリテ－ション：多職種アプロ－チの実
際

宮尾益知：橋本圭司 医学書院 201703 1

9096 第３年次 和書 医学 内科学 9784883788996 ＦＡＱでわかりやすい！小児麻酔臨床実践ガイド 上園晶一：木山秀哉 第２版 総合医学社 201705 1

9097 第３年次 和書 医学 内科学 9784525321918 これが私の小児整形外科診療: 適切な診療への道しるべ 西須 孝 南山堂 201812 1 追加

9098 第３年次 和書 医学 内科学 9784758304658 スタンダ－ド小児がん手術：臓器別アプロ－チと手技の
ポイント

田口智章：黒田達夫 メジカルビュ－社 201708 1

9099 第３年次 和書 医学 内科学 9784260024495 小児緩和ケアガイド 大阪府立母子保健総合医療センタ－：井上雅美 医学書院 201511 1

9100 第３年次 和書 医学 内科学 9784787815651 新生児フォロ－アップガイド：健診からハイリスク児の
継続的支援まで

京都府立医科大学附属病院：長谷川功 改訂第２
版

診断と治療社 200704 1 追加

9101 第３年次 和書 医学 内科学 9784260036252 新生児学入門 仁志田博司 第５版 医学書院 201811 1 追加

9102 第３年次 和書 医学 内科学 9784840442220 新生児輸液管理なるほどＱ＆Ａ：水・電解質・糖の働き
がまるわかり！

中村友彦 メディカ出版 201303 1 追加

9103 第３年次 和書 医学 内科学 9784840446709 新生児の診療・ケアＱ＆Ａ．早産・ハイリスク編 メディカ出版 201403 1

9104 第３年次 和書 医学 内科学 9784840458986 新生児の代表的疾患と病態生理マスタ－ブック：保存版 大木茂 メディカ出版 201703 1

9105 第３年次 和書 医学 内科学 9784840449601 新生児集中治療クリニカルプラクティス：ＤＶＤで診療
手技をマスタ－

内山温：楠田聡 メディカ出版 201408 1

9106 第３年次 和書 医学 内科学 9784263731659 新生児集中治療室ＮＩＣＵ クリスティ－ン・Ａ．グリ－ソン：田中芳文 医歯薬出版 201505 1

9107 第３年次 和書 医学 内科学 9784260331500 親と子のきずなはどうつくられるか マ－シャル・Ｈ．クラウス：ジョン・Ｈ．ケネル 医学書院 200108 1
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9108 第３年次 和書 医学 内科学 9784787819789 育児考現学 巷野悟郎 診断と治療社 201301 1 追加

9109 第３年次 和書 医学 外科学 9784815918422 外科侵襲学ことはじめ 三村芳和 永井書店 200907 1 追加

9110 第３年次 和書 医学 外科学 9784525318338 ＴＥＸＴ形成外科学 波利井清紀：中塚貴志 改訂３版 南山堂 201703 1

9111 第３年次 和書 医学 外科学 9784771904804 フェイシャルフィラ－：注入の極意と部位別テクニック 岩城佳津美 克誠堂出版 201704 1

9112 第３年次 和書 医学 外科学 9784260036733 標準形成外科学 平林 慎一 (著) 第7版 医学書院 201901 1 追加

9113 第３年次 和書 医学 外科学 9784780909432 がん・放射線療法．２０１７ 大西洋：唐澤久美子 改訂第７
版

学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201707 1

9114 第３年次 和書 医学 外科学 9784000257831 がんの時代、心のケア：ルポ 上野玲 岩波書店 201002 1

9115 第３年次 和書 医学 外科学 9784902249897 がん緩和ケアガイドブック 日本医師会 新版 青海社 201707 1 追加

9116 第３年次 和書 医学 外科学 9784880038476 がん診療に携わるすべての医師のための心のケアガイド 清水研 真興交易医書出版部 201104 1

9117 第３年次 和書 医学 外科学 9784307101868 患者さんと家族のためのがんの痛み治療ガイド 日本緩和医療学会 増補版 金原出版 201706 1

9118 第３年次 和書 医学 外科学 9784130634014 緩和医療：痛みの理解から心のケアまで 小川節郎：鈴木勉（薬学） 東京大学出版会 201006 1

9119 第３年次 和書 医学 外科学 9784498117105 間違いだらけの緩和薬選び：費用対緩和を考える 大津秀一 Ｖｅｒ．
３

中外医学社 201801 1

9120 第３年次 和書 医学 外科学 9784524259793 苦い経験から学ぶ！緩和医療ピットフォ－ルファイル 森田達也：濱口恵子 南江堂 201706 1

9121 第３年次 和書 医学 外科学 9784774513911 幸せな最期：痛みも苦しみもなく、自宅で大往生するた
めの準備

井尾和雄 現代書林 201302 1 追加

9122 第３年次 和書 医学 外科学 9784260019392 実践がんサバイバ－シップ：患者の人生を共に考えるが
ん医療をめざして

山内英子：松岡順治 医学書院 201404 1 追加

9123 第３年次 和書 医学 外科学 9784784946259 症例を時間で切って深く知る！がん緩和医療 有賀悦子 日本医事新報社 201706 1

9124 第３年次 和書 医学 外科学 9784307203821 頭頚部癌取扱い規約 日本頭頚部癌学会 第６版 金原出版 201801 1

9125 第３年次 和書 医学 外科学 9784525270964 放射線治療学 井上俊彦：小川和彦 改訂６版 南山堂 201707 1

9126 第３年次 和書 医学 外科学 9784758303996 患者さんのための鎮静 濱口大輔 メジカルビュ－社 201703 1

9127 第３年次 和書 医学 外科学 9784787822680 脳血管内治療の進歩．２０１７ 坂井信幸：江面正幸 診断と治療社 201611 1

9128 第３年次 和書 医学 外科学 9784787823236 脳血管内治療の進歩－ブラッシュアップセミナ－：アク
セスのすべて－脳血管内治療成功の鍵－．２０１７

坂井信幸：江面正幸 診断と治療社 201803 1

9129 第３年次 和書 医学 外科学 9784895928861 Ａ．Ｍ．Ｃ．心臓手術と麻酔の手引：実践９症例 井出雅洋：吉田和則 メディカル・サイエンス・インタ－ナ
ショナ

201706 1

9130 第３年次 和書 医学 外科学 9784498136502 ＩＣＤ・ＣＲＴの考えかた，使いかた 清水昭彦 中外医学社 201802 1

9131 第３年次 和書 医学 外科学 9784524251551 ＰＣＩ医必携ガイドワイヤ－“秘伝”テクニック：こう
すれば必ず通過する！

村松俊哉 南江堂 201802 1

9132 第３年次 和書 医学 外科学 9784524251544 心臓デバイス植込み手技 石川利之：中島博 改訂第２
版

南江堂 201803 1

9133 第３年次 和書 医学 外科学 9784260009522 心臓ペ－スメ－カ－：個人授業 杉山裕章：今井靖 医学書院 201003 1

9134 第３年次 和書 医学 外科学 9784524255375 心臓弁形成手術書：スペシャリストのコツ、技とキレ
Ｗｅｂ動画付

磯村正：小宮達彦 南江堂 201709 1

9135 第３年次 和書 医学 外科学 9784498039162 成人心臓血管外科手術スキルアップガイド：滋賀医科大
学心臓血管外科編

鈴木友彰：浅井徹 中外医学社 201703 1

9136 第３年次 和書 医学 外科学 9784524258697 ＥＳＤのための食道癌術前診断 小山恒男 南江堂 201706 1

9137 第３年次 和書 医学 外科学 9784906829774 失敗しない食道・胃ＥＳＤ治療困難例のスキル＆テク
ニック

斎藤豊：小田一郎 医学と看護社 201709 1

9138 第３年次 和書 医学 外科学 9784758315319 エキスパ－トも唸る！進化する消化器治療内視鏡：症例
と動画で学ぶ独創的工夫から先進内視鏡治療まで

森宏仁 メジカルビュ－社 201711 1
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9139 第３年次 和書 医学 外科学 9784758110617 より上手く！より早く！大圃流ＥＳＤセミナ－ 大圃研：港洋平 羊土社 201610 1

9140 第３年次 和書 医学 外科学 9784758315272 一般消化器外科手術達人へのＳｕｃｃｅｓｓ　Ｒｏａ
ｄ：手術書をレビュ－する！

北野正剛：白石憲男 メジカルビュ－社 201704 1

9141 第３年次 和書 医学 外科学 9784263705889 胃ろうＰＥＧケアのすべて 合田文則 医歯薬出版 201102 1 追加

9142 第３年次 和書 医学 外科学 9784307701969 スト－マ装具選択ガイドブック：適切な装具の使い方 穴沢貞夫：大村裕子 金原出版 201202 1 追加

9143 第３年次 和書 医学 外科学 9784779219115 イラスト・術中写真から学ぶ脊椎内視鏡手術手技の実
際：ＤＶＤ付き

水野順一：西村泰彦 メディカルレビュ－社 201706 1

9144 第３年次 和書 医学 外科学 9784498128811 しびれ，痛みの外来Ｑ＆Ａ：脊椎脊髄外来の疑問に答え
る

井須豊彦：金景成 改訂２版 中外医学社 201707 1

9145 第３年次 和書 医学 外科学 9784758117593 教えて！救急整形外科疾患のミカタ：初期診療の見逃し
回避から適切なコンサルテ－ションま

斉藤究 羊土社 201410 1

9146 第３年次 和書 医学 外科学 9784753228393 チ－ムで診る高齢者脆弱性骨折手術と周術期管理 遠藤直人 医薬ジャ－ナル社 201705 1

9147 第３年次 和書 医学 外科学 9784865192216 髄内釘による骨接合術：全テクニック公開，初心者から
エキスパ－トまで

渡部欣忍 全日本病院出版会 201705 1

9148 第３年次 和書 医学 外科学 9784798053691 ひざ痛は治る 辻晋作 秀和システム 201802 1

9149 第３年次 和書 医学 外科学 9784763910820 認知とは何か 中村三夫：宮本省三 協同医書出版社 201703 1

9150 第３年次 和書 医学 外科学 9784796524148 これで治る！褥瘡「外用薬」の使い方 古田勝経 照林社 201709 1 追加

9151 第３年次 和書 医学 外科学 9784830634642 逃げない！攻める！皮膚科救急テキスト 出光俊郎 文光堂 201702 1

9152 第３年次 和書 医学 外科学 9784865172560 ガスレス・シングルポ－ト泌尿器手術［基盤・上級
編］：非気腹手技を修める先端型ミニマム創内視鏡下手
術

木原和徳 医学図書出版 201802 1

9153 第３年次 和書 医学 外科学 9784787822567 低形成・異形成腎を中心とした先天性腎尿路異常（ＣＡ
ＫＵＴ）の腎機能障害進行抑制の

「腎・泌 診断と治療社 201610 1

9154 第３年次 和書 医学 外科学 9784621301425 尿細胞診報告様式パリシステム 都築豊徳 丸善出版 201704 1

9155 第３年次 和書 医学 外科学 9784779219962 Ｙｅａｒ　Ｂｏｏｋ　ｏｆ　ＲＣＣ．２０１７ 冨田善彦：金山博臣 メディカルレビュ－社 201801 1

9156 第３年次 和書 医学 外科学 9784885632792 イラストレイテッドＰｏｄｏｃｙｔｏｐａｔｈｙ：尿か
らポドサイト障害を診る

原正則 東京医学社 201705 1

9157 第３年次 和書 医学 外科学 9784758319270 エコ－を使ったバスキュラ－アクセス穿刺法ガイド 木船和弥 メジカルビュ－社 201805 1

9158 第３年次 和書 医学 外科学 9784753227327 経験に学ぶ透析医療の災害対策 山川智之 医薬ジャ－ナル社 201505 1

9159 第３年次 和書 医学 外科学 9784521742694 腎・尿路／男性生殖器腫瘍：癌診療指針のための病理診
断プラクティス

青笹克之：都築豊徳 中山書店 201609 1

9160 第３年次 和書 医学 外科学 9784780911527 腎・泌尿器疾患ビジュアルブック 落合慈之：渋谷祐子 第２版 学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201710 1

9161 第３年次 和書 医学 外科学 9784524254217 腎疾患・透析最新の治療．２０１７－２０１９ 山縣邦弘：南学正臣 南江堂 201701 1

9162 第３年次 和書 医学 外科学 9784753228058 糖尿病腎症の治療のポイント：早期腎症から透析療法ま
で

絵本正憲：森克仁 医薬ジャ－ナル社 201608 1

9163 第３年次 和書 医学 外科学 9784904307830 透析医のための漢方薬テキスト：西洋医学で対応しきれ
ない透析合併症に漢方で挑む！

和田健太朗 アトムス 201802 1

9164 第３年次 和書 医学 外科学 9784753228195 透析運動療法：健康長寿を実現するために 稲葉雅章：庄司繁市 医薬ジャ－ナル社 201611 1 追加

9165 第３年次 和書 医学 外科学 9784840749756 透析患者への投薬ガイドブック：慢性腎臓病（ＣＫＤ）
の薬物治療

平田純生：古久保拓 改訂３版 じほう 201706 1

9166 第３年次 和書 医学 外科学 9784779216190 透析療法における様々な疑問に答える．ｓｅｒｉｅｓ
８

川口良人：岸本武利 メディカルレビュ－社 201606 1

9167 第３年次 和書 医学 外科学 9784521745244 南学腎臓病学 南学正臣 中山書店 201706 1

9168 第３年次 和書 医学 外科学 9784758117944 排尿障害で患者さんが困っていませんか？：泌尿器科医
が教える「尿が頻回・尿が出ない」の正しい

影山慎二 羊土社 201608 1

9169 第３年次 和書 医学 外科学 9784830610240 ジェネラリストのための性感染症入門 谷崎隆太郎 文光堂 201804 1
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9170 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784787821683 産婦人科手術シリ－ズ：臨床解剖学に基づいた．３ 関山健太郎：落合和徳 新版 診断と治療社 201611 1

9171 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784860034870 実践から学ぶ婦人科細胞診 加藤久盛：安田政実 医療科学社 201705 1

9172 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784907892166 中医学教科書シリ－ズ 中医婦人科学 辰巳洋 源草社 201804 1

9173 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784884123994 チ－ムで学ぶ女性がん患者のためのホルモンマネジメン
ト

青木大輔：上野直人 篠原出版新社 201707 1

9174 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784621301968 産後リハにおける腹部・骨盤へのアプロ－チ：腟・会陰
部のケア、尿失禁、骨盤臓器脱、会陰・骨盤痛

田舎中真由美：木野秀郷 丸善出版 201709 1

9175 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784860921279 女性のがんの治療 杉山徹 ヴァンメディカル 201706 1

9176 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784307301329 子宮頚癌取扱い規約病理編 日本産科婦人科学会：日本病理学会 第４版 金原出版 201707 1

9177 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784830622427 腫瘍病理鑑別診断アトラス 子宮体癌 森谷卓也：柳井広之 文光堂 201412 1

9178 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784906714544 Ｄｒ．辻本の乳腺診断：カテゴリ－分類ＵＳ　ＶＳ　Ｍ
ＭＧ

辻本文雄 ベクトル・コア 201711 1

9179 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784779123351 遺伝性乳がん・卵巣がんと生きる ス－・フリ－ドマン：レベッカ・サトフェン 彩流社 201707 1

9180 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784307203722 遺伝性乳癌卵巣癌症候群（ＨＢＯＣ）診療の手引き．２
０１７年版

「わが国における遺伝性乳癌卵巣癌の臨床遺 金原出版 201710 1

9181 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784906829750 失敗しない脂肪注入による乳房再建 志茂彩華：武藤真由 医学と看護社 201705 1

9182 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784307203708 乳がん患者の妊娠・出産と生殖医療に関する診療の手引
き．２０１７年版

日本がん・生殖医療学会 金原出版 201707 1

9183 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784307203524 乳腺腫瘍学 日本乳癌学会 第２版 金原出版 201604 1 追加

9184 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784758317405 デ－タから考える不妊症・不育症治療：希望に応える専
門外来の診療指針

竹田省：田中温 メジカルビュ－社 201703 1

9185 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784525336516 これからはじめる周産期メンタルヘルス：産後うつか
な？と思ったら

宗田聡 南山堂 201705 1

9186 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784260348997 ルヴァ・ル－ビン母性論：母性の主観的体験 ルヴァ・ル－ビン：新道幸恵 医学書院 199612 1

9187 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784830631191 最新産科学．正常編 荒木勤 改訂第２
２版

文光堂 200804 1 追加

9188 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784830631214 最新産科学．異常編 荒木勤 改訂第２
２版

文光堂 201202 1 追加

9189 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784840458399 産婦人科必修母体急変時の初期対応：Ｊ－ＣＩＭＥＬＳ
公認講習会ベ－シックコ－ステキスト

日本母体救命システム普及協議会：京都産婦人科救急診
療研究会

第２版 メディカ出版 201704 1

9190 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784840457538 周産期初期診療アルゴリズム：ＰＣピ－シ－キュ－ブ公
式コ－スガイド

荻田和秀：渡部広明 メディカ出版 201709 1 追加

9191 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784787822024 助産師と研修医のための産科超音波検査 梁栄治 改訂第２
版

診断と治療社 201509 1

9192 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784260035484 助産師のためのフィジカルイグザミネ－ション：アセス
メント力を磨く

我部山キヨ子：大石時子 第２版 医学書院 201803 1

9193 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784307301343 帝王切開の強化書：Ｋａｉｓｅｒを極める 吉田好雄：西島浩二 金原出版 201711 1

9194 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784525380618 クロスト－クから読み解く周産期メンタルヘルス 岡野禎治：鈴木利人 南山堂 201607 1

9195 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784758317337 図説ＣＴＧテキスト：助産実践能力習熟段階（クリニカ
ルラダ－）レベル３認

中井章人 メジカルビュ－社 201603 1 追加

9196 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784758317481 図説ＣＴＧテキストアドバンス 中井章人 メジカルビュ－社 201707 1

9197 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784840458221 胎児心拍数モニタリング講座：大事なサインを見逃さな
い！

藤森敬也 改訂３版 メディカ出版 201702 1 追加

9198 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784840412391 早産　その理解と管理 平野秀人 メディカ出版 200502 1 追加

9199 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784771904927 無痛分娩の極意 奥富俊之 克誠堂出版 201711 1

9200 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784260024822 産み育てと助産の歴史: 近代化の200年をふり返る 白井千晶 医学書院 201605 1

297 / 360 ページ



図書等目録 資料24

ID 年次 区分 大分類 中分類 ISBN(13桁)
シリーズ名

またはタイトル和訳
書名 著者名 版次 出版社 出版年月 冊数 備考

追加
チェック

9201 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784263237014 事例から学ぶ産科医療補償制度と助産リスクマネジメン
ト

村上明美 医歯薬出版 201803 1

9202 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784263236703 助産学実習プレブック：助産過程の思考プロセス 町浦美智子 医歯薬出版 201511 1

9203 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784260000918 助産師のための性教育実践ガイド 川島広江：大石時子 医学書院 200512 1

9204 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784260020893 助産実践能力習熟段階にもとづいた助産実践能力育成の
ための教育プログラム

日本助産実践能力推進協議会 医学書院 201503 1

9205 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784260332682 助産学研究入門：エビデンスにもとづく実践をめざして ス－・プロクタ－：メアリ－・レンフル－ 医学書院 200304 1 追加

9206 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784818021686 助産師業務要覧．１　２０１９年版 福井トシ子 新版（第
３版）

日本看護協会出版会 201901 1 追加

9207 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784818021693 助産師業務要覧．２　２０１９年版 福井トシ子 新版（第
３版）

日本看護協会出版会 201901 1 追加

9208 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784818021709 助産師業務要覧．３　２０１９年版 福井トシ子 新版（第
３版）

日本看護協会出版会 201901 1 追加

9209 第３年次 和書 医学 婦人科学．産科学 9784840405089 新助産学：実践における科学と感性 レズリ－・ペ－ジ：鈴井江三子 メディカ出版 200212 1 追加

9210 第３年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784896353822 あたらしい眼科．第３４巻　臨時増刊号 山本哲也：外園千恵 メディカル葵出版 201711 1

9211 第３年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784901767330 漢方眼科診療３５年―眼疾患に漢方は効く 山本昇吾 メディカルユ－コン 201701 1

9212 第３年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784521739267 専門医のための眼科診療クオリファイ 眼形成手術 嘉鳥信忠：渡辺彰英 中山書店 201604 1

9213 第３年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784758316293 うまい眼底画像を撮るためのテクニック 飯田知弘：石龍鉄樹 メジカルビュ－社 201704 1

9214 第３年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784840461580 目の疾患クイズ７７：写真・検査結果・主訴から解く 安川力 メディカ出版 201804 1

9215 第３年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784885632877 イラスト手術手技のコツ耳鼻咽喉科・頭頚部外科　咽喉
頭頚部編

村上泰：久育男 改訂第２
版

東京医学社 201711 1

9216 第３年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784885632754 イラスト手術手技のコツ耳鼻咽喉科・頭頚部外科　耳・
鼻編

村上泰：久育男 改訂第２
版

東京医学社 201703 1

9217 第３年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784498062825 ジェネラリストのための耳鼻咽喉科疾患の診かた 藤原崇志 中外医学社 201804 1

9218 第３年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784780912883 耳鼻咽喉科疾患ビジュアルブック 中尾一成：落合慈之 第２版 学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201809 1 追加

9219 第３年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784307371193 小児耳鼻咽喉科 日本小児耳鼻咽喉科学会 第２版 金原出版 201706 1

9220 第３年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784880027708 高齢者の摂食嚥下サポ－ト 若林秀隆 新興医学出版社 201702 1

9221 第３年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784263448915 日本摂食・嚥下リハビリテ－ション学
会ｅラ－ニング対応

小児の摂食嚥下障害 日本摂食・嚥下リハビリテ－ション学会 Ｖｅｒ．
２

医歯薬出版 201506 1 追加

9222 第３年次 和書 医学 眼科学．耳鼻咽喉科学 9784260020794 標準言語聴覚障害学 言語発達障害学 玉井ふみ：深浦順一 第２版 医学書院 201502 1 追加

9223 第３年次 和書 医学 歯科学 9784263422434 災害歯科医学 槻木恵一：中久木康一 医歯薬出版 201802 1

9224 第３年次 和書 医学 歯科学 9784263458068 最新口腔外科学 榎本 昭二 (監修),    道 健一 (監修),    天笠 光雄
(監修),    小村 健 (監修)

第5版. 医歯薬出版 201709 1 追加

9225 第３年次 和書 医学 歯科学 9784885103896 ライフステ－ジに沿ったこれからの予防実践ｂｏｏｋ 深川優子 デンタルダイヤモンド社 201710 1

9226 第３年次 和書 医学 歯科学 9784896053418 ライフステ－ジを考えた口腔ケア：スペシャルニ－ズの
ある人へ

日本口腔ケア学会：玄景華 口腔保健協会 201803 1

9227 第３年次 和書 医学 歯科学 9784263422427 土屋和子のプロフェショナルハイジニストワ－クアップ
デ－ト

土屋和子 医歯薬出版 201803 1

9228 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784657168016 早稲田大学エウプラクシス叢書 ヘルスコミュニケ－ション：健康行動を習慣化させるた
めの支援

島崎崇史 早稲田大学出版部 201612 1

9229 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784863994133 医療職のための公衆衛生・社会医学 長谷川友紀：長谷川敏彦 第６版 テコム出版事業部 201802 1

9230 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784260031684 在宅で出会う「なんとなく変」への対応法：この熱「様
子見」で大丈夫？

家研也 医学書院 201707 1

9231 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784260038232 在宅医療カレッジ：地域共生社会を支える多職種の学び
２１講

佐々木淳（在宅医療） 医学書院 201812 1 追加
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9232 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784525207519 在宅復帰支援：思いのほか自宅に帰れます 和田忠志 南山堂 201804 1

9233 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784764405394 在日外国人の健康支援と医療通訳 李節子 杏林書院 201809 1 追加

9234 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784260028042 多職種連携で支える災害医療：身につけるべき知識・ス
キル・対応力

小井土雄一：石井美恵子 医学書院 201702 1

9235 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784521739038 ス－パ－総合医 地域医療連携・多職種連携 岡田晋吾：田城孝雄 中山書店 201504 1

9236 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784764405387 地域保健の原点を探る 中村安秀 杏林書院 201807 1 追加

9237 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784326701070 地域包括ケアと医療・ソ－シャルワ－ク 二木立 勁草書房 201901 1 追加

9238 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784776018308 地域包括ケア時代の地域に根ざした医療の創り方：「患
者を生活に戻す」入退院支援！

櫃本真聿 日総研出版 201707 1 追加

9239 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784535586420 ソ－シャル・キャピタルと健康政策：地域で活用するた
めに

イチロ－・カワチ：高尾総司 日本評論社 201308 1

9240 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784496052583 医療供給政策の政策過程：地域医療計画の形成・決定・
実施過程と政策の変容

中島明彦 同友館 201701 1

9241 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784818003583 初期の看護行政：看護の灯たかくかかげて 金子光 日本看護協会出版会 199211 1

9242 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784797223552 ブリッジブックシリ－ズ ブリッジブック医事法 甲斐克則 第２版 信山社出版 201803 1

9243 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784260016636 医療事故の舞台裏：２５のケ－スから学ぶ日常診療の心
得

長野展久 医学書院 201208 1

9244 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784822200022 医療事故を減らす技術 ロバ－ト・Ｍ．ワクタ－：日経メディカル編集部 日経ＢＰ社(発売：日経ＢＰマ－ケ
ティン)

201511 1

9245 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784990722159 医療事故後の情報開示：患者・家族との対話のために ロバ－ト・Ｄ．トゥルオグ：デ－ビッド・Ｍ．ブラウニ
ング

シ－ニュ 201502 1

9246 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784840749633 院内医療事故調査の考え方と進め方：適切な判断と委員
会運営のために

飯田修平：西澤寛俊 じほう 201704 1

9247 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784903835815 動き出す医療事故調査制度：法律家と医師が解明する 比較法研究センタ－ ＳＣＩＣＵＳ 201512 1

9248 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784326701001 欧州医療制度改革から何を学ぶか：超高齢社会日本への
示唆

松田晋哉 201710 1

9249 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784765317177 『通じる力』医師のためのコミュニケ－ションスキル入
門

村田敬 金芳堂 201706 1

9250 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784818021020 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 日本看護協会出版会 201803 1

9251 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784946509124 それぞれの誇り：婦長は病棟の演出家 加納佳代子 ゆみる出版 199707 1

9252 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784805836118 メディカルサポ－トコ－チング：医療スタッフのコミュ
ニケ－ション力＋セルフケア力＋マネジメント力を伸ば
す

奥田弘美：木村智子 中央法規出版 201203 1

9253 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784899963738 Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ：［医療の質］を
測り改善する．２０１７

福井次矢：聖路加国際病院ＱＩ委員会 インタ－メディカ 201712 1

9254 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784890419302 クリニカルパス／地域医療連携：医療資源の有効活用に
よる医療の質向上と効率化

濃沼信夫 日本医療企画 201102 1

9255 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784753227112 災害に強い病院であるために：被災者であり救援者でも
ある病院

福田幾夫：池内淳子 医薬ジャ－ナル社 201412 1

9256 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784753228515 病院からの全患者避難：災害医療フォ－ラム全講演 福田幾夫 医薬ジャ－ナル社 201709 1

9257 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784787823076 日本医師会生涯教育シリ－ズ 環境による健康リスク 日本医師会：車谷典男 日本医師会(発売：診断と治療社) 201711 1

9258 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784498066885 高山病と関連疾患の診療ガイドライン 日本登山医学会高山病と関連疾患の診療ガイ 中外医学社 201706 1

9259 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784498109087 ＥＢＭのための臨床疫学 縣俊彦 改訂第２
版

中外医学社 201704 1

9260 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784874513064 証言で綴る結核対策公衆衛生の歴史 結核予防会 201612 1

9261 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784906844166 ５Ｗ１Ｈ×感染対策：６つの要素で対策の肝をつかも
う！

矢野邦夫 リ－ダムハウス 201812 1 追加

9262 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784263422519 ＣＤＣ歯科医療施設における感染予防の手引き 米国疾病管理予防センタ－：樋口勝規 医歯薬出版 201804 1 追加
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9263 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784622085997 アフリカ眠り病とドイツ植民地主義：熱帯医学による感
染症制圧の夢と現実

磯部裕幸 みすず書房 201807 1 追加

9264 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784812217375 ハンセン病家族の絆：隔離の壁に引き裂かれても 福西征子 昭和堂（京都） 201810 1 追加

9265 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784790716990 ハンセン病療養所を生きる：隔離壁を砦に 有薗真代 世界思想社 201705 1 追加

9266 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784750347486 ベトナムに生きるハンセン病の人々と自立への支援：
（元）患者の社会復帰支援の意味を問い直す

渡辺弘之 明石書店 201810 1 追加

9267 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784779123276 隔離の記憶：ハンセン病といのちと希望と 高木智子 増補新版 彩流社 201705 1 追加

9268 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784788515895 感染症と法の社会史：病がつくる社会 西迫大祐 新曜社 201808 1 追加

9269 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784639025979 近代日本と公衆衛生：都市社会史の試み 小林丈広 新装版 雄山閣 201807 1 追加

9270 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784890072071 手洗いの疫学とゼンメルワイスの闘い 玉城英彦 人間と歴史社 201702 1 追加

9271 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784093798990 宿命の戦記：笹川陽平、ハンセン病制圧の記録 〓山文彦 小学館 201712 1 追加

9272 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784771028258 戦後らい法制の検証 和田謙一郎 晃洋書房 201704 1 追加

9273 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784621302941 続・人類と感染症の歴史：新たな恐怖に備える 加藤茂孝 丸善出版 201805 1 追加

9274 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784750345697 世界人権問題叢書 日本の癩〈らい〉対策の誤りと「名誉回復」：今、改め
てハンセン病対策を考える

成田稔 明石書店 201709 1 追加

9275 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784801002593 〈叢書〉人類学の転回 流感世界：パンデミックは神話か？ フレデリック・ケック：小林徹 水声社 201705 1 追加

9276 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784764405370 虐待を防ぐ保健師訪問：介入困難な家族とかかわるコツ 上別府圭子：飛鳥田まり 杏林書院 201712 1

9277 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784885632761 子どものヘルス・ス－パ－ビジョン：正常ですで終わら
せない！

阪下和美 東京医学社 201704 1

9278 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784840458573 ペリネイタルケア 乳房ケア・母乳育児支援のすべて ペリネイタルケア編集委員会 メディカ出版 201707 1

9279 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784260015929 標準法医学 石津日出雄・高津光洋監　　　　　　　　　　　　　池
田典昭・鈴木廣一編

第７版 医学書院 201301 1

9280 第３年次 和書 医学 衛生学．公衆衛生．予防
医学

9784525190736 法医学 福島弘文 第３版 南山堂 201501 1 追加

9281 第３年次 和書 医学 薬学 9784621301784 衛生薬学：健康と環境 永沼章：姫野誠一郎 第６版 丸善出版 201802 1

9282 第３年次 和書 医学 薬学 9784884123963 業務フロ－モデルを用いた薬剤業務の質保証：入院注射
業務の比較・検討

飯田修平：成松亮 篠原出版新社 201706 1

9283 第３年次 和書 医学 薬学 9784840750288 ＯＴＣ医薬品販売のエッセンス：事例で学ぶ、適正な製
品選択のヒント

米山博史 第３版 じほう 201712 1

9284 第３年次 和書 医学 薬学 9784840750028 いちばん適切な薬剤が選べる同効薬比較ガイド：この患
者・この症例に．１

黒山政一：明石貴雄 第２版 じほう 201712 1

9285 第３年次 和書 医学 薬学 9784525704728 ジェネリック医薬品パ－フェクトＢＯＯＫ 日本ジェネリック製薬協会 改訂２版 南山堂 201807 1

9286 第３年次 和書 医学 薬学 9784840436892 Ｓｍａｒｔ　ｎｕｒｓｅ　Ｂｏｏｋｓ ナビトレ絶対に間違えてはいけないハイリスク薬：薬
剤・疾患別アセスメントと患者対応

古川裕之 メディカ出版 201107 1

9287 第３年次 和書 医学 薬学 9784796524322 病棟でよく使われる「くすり」：知らないと危ない！ 荒木博陽：愛媛大学医学部附属病院薬剤部 照林社 201805 1

9288 第３年次 和書 医学 薬学 9784898015810 漢方の科学化 北島政樹 ライフ・サイエンス 201704 1

9289 第３年次 和書 医学 薬学 9784525471217 漢方見ひらき整理帳：１４７処方を味方にする 井齋偉矢 南山堂 201802 1

9290 第３年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784780911954 看護過程に沿った対症看護：病態生理と看護のポイント 高木永子 第５版 学研メディカル秀潤社(発売：学研プ
ラス)

201810 1 追加

9291 第３年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784776010630 看護過程基本と事例展開：看護実践の物語としての看護
過程

鎌田美智子 日総研出版 200507 1 追加

9292 第３年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784860340049 看護成果分類（ＮＯＣ）：成果測定のための指標・測定
尺度

ス－・ムアヘッド：エリザベス・スワンソン 原著第６
版

エルゼビア・ジャパン 201803 1

9293 第３年次 和書 医学 臨床医学．診断・治療 9784907176709 看護必要度デ－タから始まる臨床看護マネジメント：医
療機関における患者評価と体制整備／ＤＶＤ付き

嶋森好子：筒井孝子 サイオ出版 201809 1 追加
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