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【資料36：校舎の棟別・使用目的別の面積一覧表】

36‐1

校舎の棟別・使用目的別の面積一覧表

登記面積 ▲ 地下駐車場他 ▲ 体育館(校舎基準外)

14,615.52㎡ 1,754.33㎡ 1,245.37㎡

建物面積
㎡

建物面積
㎡

建物面積
㎡

建物面積
㎡

校舎棟１階 1,459.66 校舎棟２階 1,404.33 校舎棟４階 1,296.71 校舎棟７階 1,296.71

多目的室 23.54 202教室 PT・OT 144.11 動作解析室 PT 142.78 事務室 21.00

学生ホール 43.78 203教室 PT・OT 139.37 機能訓練室 PT 173.67 学科長室1 21.94

応接室1 10.23 204教室 ST 69.24 治療室 PT 139.28 学科長室2 21.94

事務室1 98.34 205教室 共用 70.12 水治室 PT 74.35 学科長室3 21.94

事務室2 19.20 206教室 共用 68.99 金工・木工 OT 研究室1 19.80

事務室3 45.42 207教室 共用 73.94 装具加工室 PT・OT 研究室2 19.80

小会議室 45.54 陶工室 OT 109.74 402教室 PT・OT 81.49 研究室3 19.80

学長室 39.12 絵画室 OT 107.46 401教室 PT・OT 82.06 研究室4 19.80

副学長室 21.60 織物・手工芸室 OT 104.35 備品室1 PT・OT 30.09 研究室5 19.80

学部長室 21.60 ｽﾀｯﾌ室 21.11 備品室2 PT 35.26 研究室6 19.80

応接室2 21.60 ロッカー室1 29.18 女子便所 34.31 研究室7 19.80

大会議室 79.38 ロッカー室2 30.23 男子便所 28.79 研究室8 19.80

共同研究室 207.57 女子便所 34.31 HWC 6.33 研究室9 19.80

非常勤講師室 36.27 女子便所(連絡通路) 11.31 廊下、EVﾎｰﾙほか 281.17 研究室10 19.80

成績管理室 24.00 男子便所(連絡通路) 13.65 校舎棟５階 1,296.71 研究室11 19.80

教員印刷室 12.91 HWC 5.95 防音室1 ST 14.64 研究室12 19.80

保健休憩室(a) 17.25 ﾎｰﾙ、廊下、EVﾎｰﾙほか 371.27 防音室2 ST 13.98 研究室13 19.80

保健休憩室(b) 16.18 図書会議棟２階 577.70 防音室3 ST 13.58 研究室14 19.80

脱衣室 2.61 ホワイエ 101.89 観察室 ST 50.31 研究室15 19.80

ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ 1.97 201　ＩＴ教室 392.09 ST基礎実習室 ST 117.92 研究室16 19.80

面談室1 9.60 調整室・通訳室 31.46 備品庫 ST 24.68 研究室17 19.80

面談室2 9.60 空調機械室ほか 52.26 506教室 ST 73.67 研究室18 19.80

面談室3 9.60 福祉体育棟２階 1,093.27 教材作成室 ST 65.11 教材画像情報処理室 19.80

面談室4 9.60 (校舎基準外) 訓練室 ST 93.03 合同研究室1 39.60

面談室5 9.60 体育館 725.76 検査室 ST 97.42 合同研究室2 39.60

学生印刷室 13.05 ステージ 98.63 501教室 PT 82.06 合同研究室3 39.60

就職情報室 9.31 控室 25.10 502教室 PT 81.49 合同研究室4 41.48

事務印刷室 8.64 器具庫 66.57 503教室 PT 83.45 セミナー室1 39.71

職員更衣室1 18.60 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 73.45 504教室 OT 80.70 セミナー室2 35.04

職員更衣室2 17.04 男・女子・HWC便所各1 37.16 505教室 53.57 ラウンジ 22.74

男子便所 11.05 機械室ほか 66.60 女子便所 34.31 セミナー室3 41.49

女子便所 12.67 校舎棟３階 1,296.71 男子便所 28.79 セミナー室4 38.76

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ・EＶﾎｰﾙ・廊下2ほか 533.19 共同実験室 共用 213.35 HWC 6.33 保管室 35.28

図書会議棟１階 556.79 基礎医学実習室 共用 209.06 廊下､EVﾎｰﾙほか 281.67 サーバー室 25.03

学生ﾗｳﾝｼﾞ 183.52 準備・標本室 共用 114.45 校舎棟６階 1,296.71 印刷室 22.56

図書室・図書準備室 297.71 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ室 OT 107.05 視能訓練実習室 ORT 93.68 女子便所 11.08

男・女・HWC便所各１、ﾎｰﾙほか 75.56 日常動作訓練室 OT 157.44 眼科実習室 ORT 124.31 男子便所 8.35

福祉体育棟１階 461.32 器具庫 OT 55.81 情報処理室 213.65 HWC 6.24

(校舎基準外) 備品庫 PT・OT 28.50 604教室 ORT 82.62 EVﾎｰﾙ 49.63

学生食堂 216.46 ロッカー室3 29.18 603教室 ORT 80.55 廊下ほか 337.50

厨房ほか 97.73 ロッカー室4 29.77 602教室 ORT 81.49

男・女・HWC便所 16.47 女子便所 34.31 601教室 ORT 77.26 校舎棟地下1階 1,754.33 

風除室・廊下ほか 130.66 男子便所 28.79 暗室1 ORT 33.90 (その他)

福祉体育棟１階 672.47 HWC 6.33 暗室2 ORT 34.86 駐車場 1,606.37

(その他) 廊下、EVﾎｰﾙほか 282.67 暗室3 ORT 23.46 その他 147.96

福祉施設 672.47 福祉体育棟３階 152.10 ｼｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ ORT 20.48

(校舎基準外) ロッカー室5 29.18

男・女更衣・脱衣・ｼｬﾜｰほか 152.10 ロッカー室6 29.94

備品庫 ORT 21.76

女子便所 34.31

男子便所 28.79

HWC 6.33

廊下、EVﾎｰﾙほか 280.14

▲ 福祉施設 = 校舎面積 ＝基準内校舎面積

672.47㎡ 12,188.72㎡ 10,943.35㎡

使用目的 使用目的 使用目的 使用目的

187.13



資料 36-2：校舎の棟別・使用目的別の面積一覧表  (【資料 36】２ページから８ページ） 

  校舎内の各教室等の使用目的の変更前・変更後を、各階ごとに図面に表した。 
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曜
限 必選 時間 単位 科目 講師 教室 必選 時間 単位 科目 講師 教室 必選 時間 単位 科目 講師 教室 必選 時間 単位 科目 講師 教室 必選 時間 単位 科目 講師 教室 必選 時間 単位 科目 講師 教室

必 30 2 必 30 1 必前 15 1 理学療法概論 柊 501 必 30 2 必 45 1 基礎実習Ⅰ - -

必 30 2 必 30 1 必前 15 1 作業療法概論 丹羽 401 必 30 2 必 45 1 基礎実習Ⅰ - -

必 30 2 必 30 2

必 30 1 必 30 1 必 30/60 1 理学療法診断学Ⅰ（ 基礎） 藤田 機能訓練室 必 30 1 理学療法診断学Ⅱ( 神経診断学) 光武 502 必 30 1 整形外科学Ⅰ 諫山 502

必 30 1 必 30 1 必 30 1 作業分析学Ⅰ( 基礎） 佐野 402 必 30 1 生活機能論 丹羽 402 必 30 1 整形外科学Ⅰ 副島 402

必 30 1 必 30 1 必 30/60 1 視能検査学Ⅰ 石川 602 必 30/60 1 視能矯正学Ⅰ 中村( 佑) 602

必 30/60 1 神経系理学療法学Ⅰ 玉利 503 必 30/60 1 運動系理学療法学Ⅰ 谷口 503 必 30 1 PTスキルⅢ演習( 障害理解) 吉塚 503 必 18/90 2 検査測定実習 - -

必 30 1 自助具・ 福祉機器適用論 北島 504 必 30 1 住環境整備論 北島 504 必 30 1 高次脳機能障害作業療法学 中薗 504 必 30 1 内科系疾患作業療法学 松田 504

必 30 1 ロ ービ ジョ ン 学 潮井川 603 必 30 1 視能検査学総合演習Ⅰ 佐々木 603

必前 10/30 1 視能訓練学総合演習 松藤 眼科実習室 必前 10/30 1 視能検査学総合演習Ⅱ 橋本 眼科実習室

必前/ 15/ 1/ 大学入門講座/ 柊・ 北島・ 吉冨/ 201/

必後 15 1 バイ オメ カ ニク ス 吉塚 501

必前/ 15/ 1/ 大学入門講座/ 柊・ 北島・ 吉冨/ 201/

必後 15 1 作業学概論 菅原 401

必前/ 15/ 1/ 大学入門講座/ 柊・ 北島・ 吉冨/ 201/

必後 15 1 視機能概論 橋本 601

必 30 1 必 30 1 必 30/60 1 理学療法診断学Ⅰ（ 基礎） 藤田 機能訓練室 必 30 1 物理療法Ⅰ 光武 機能訓練室 必 30 1 装具学 柊 502

必前/ 15/ 1/ バリ アフ リ ー論/ 北島/ 402/

必後 15 1 作業療法評価学概論 丹羽 402

必 30 1 必 30 1 必 30 1 視能障害学Ⅰ 尾崎 602 必 30/60 1 視能検査学Ⅰ 石川 602 必 30/60 1 視能矯正学Ⅰ 中村( 佑) 602

必 30/60 1 神経系理学療法学Ⅰ 玉利 503 必 30/60 1 運動系理学療法学Ⅰ 谷口 503 必 30 1 理学療法治療学総論 谷口 503 必 30 2 呼吸理学療法学 藤田 503 必 18/90 2 検査測定実習 - -

必 30 1 生活技術学Ⅰ（ 総論） 佐野 ADL室 必 30 1 中枢神経疾患作業療法学Ⅰ（ 総論） 松田 504 必 30 1 運動器疾患作業療法学 吉田 504 必 30 1 職業関連技術学 北島 402

必前 15/ 1/ 研究と 文献Ⅰ/ 吉冨 603/

必後 15 1 視覚と 画像解析 吉冨 603

必前 10/30 1 視能訓練学総合演習 松藤 眼科実習室 必前 10/30 1 視能検査学総合演習Ⅱ 橋本 眼科実習室

必 30 2 必 30 2 リ ハビ リ テーショ ン 概論 柊 501 必 30 1 必 30 1 運動学Ⅰ 吉塚 501 必 45 1 基礎実習Ⅰ - -

必 30 2 必 30 1 医学英語Ⅰ 志岐 401 必 30 1 必 30 1 運動学Ⅰ 菅原 401 必 45 1 基礎実習Ⅰ - -

必 30 2 必 30 1 必 30 1 生理光学Ⅰ 中村 601 必 30 1 コ ミ ュ ニケーショ ン技術Ⅰ（ 手話） 中村( 京) 601

必前/ 15/ 1/ 海外保健福祉事情Ⅰ（ 講義） / 菅原/ 絵画室・ 織物・ 手工芸質/ 必前/ 15/ 1/ 生活環境学/ 吉村/ 502/ 必前/ 15/ 1/ 地域理学療法学/ 吉村/ 502/

選後 15 1 救急医学 後藤 絵画室・ 織物・ 手工芸質 選後 15 1 障害者スポーツ 概論 吉塚 202 必後 15 1 運動生理学 光武 502

必前/ 15/ 1/ 海外保健福祉事情Ⅰ（ 講義） / 菅原/ 絵画室・ 織物・ 手工芸質/

必後 15 1 救急医学 後藤 絵画室・ 織物・ 手工芸質

必前/ 15/ 1/ 海外保健福祉事情Ⅰ（ 講義） / 菅原/ 絵画室・ 織物・ 手工芸質/

選後 15 1 救急医学 後藤 絵画室・ 織物・ 手工芸質

選前/ 15/ 1/ 福祉住環境論/ 吉村/ 503/ 選前/ 15/ 1/ 産科理学療法学/ 漆川/ 503/

選後 15 1 救急医学 後藤 絵画室・ 織物・ 手工芸質 選後 15 1 障害者スポーツ 概論 吉塚 202

必 30 1 小児作業療法学Ⅰ（ 総論） 日田 504 必 30 1 精神疾患作業療法学Ⅰ（ 総論） 菅原 504 選 30 2

選前/ 15/ 1/ 視能矯正学特論/ 潮井川 603/ 必前/ 15/ 1/ 屈折矯正の実際/ 小山/ 603/

選後 15 1 救急医学 後藤 絵画室・ 織物・ 手工芸質 選前 15 1 視能障害学特論 佐々木 603

必前 10/30 1 視能訓練学総合演習 松藤 眼科実習室 必前 10/30 1 視能検査学総合演習Ⅱ 橋本 眼科実習室

必 30 2 必 45 1 基礎実習Ⅰ - -

必 30 2 必 30 1 作業工程技術学・ 基礎論 中薗 織物手工芸室 必 45 1 基礎実習Ⅰ - -

選 30 1 英語（ 基礎） 志岐 501 選 30 2 物理学 安本 202 必 30 2 選前 15 1 視能検査学入門 潮井川 601

必 30 2 運動療法学総論 吉塚 502

必 30/60 1 視能矯正学Ⅱ 浦 602 必 30 1 視能障害学Ⅱ 吉冨 602 必 30 1 生理光学Ⅱ 河﨑 602

選前 15 1 文学 武藤 203 選前 15 1 アジア比較文化論 杉原 203 必 18/90 2 検査測定実習 - -

選前 15 1 視能検査学特論 潮井川 603 必 30/60 2 卒業研究Ⅰ 佐々木 603

選後 15 1 法学 王 203 選後 15 1 哲学 吉原 203

必 45 1 基礎実習Ⅰ - -

選 30 2 保健医療福祉制度論 財津 202 必 45 1 基礎実習Ⅰ - -

選前 15 1 社会学 桑野 202

必 45 1 運動学実習 玉利 502

選前 15 1 カ ウン セリ ン グ論 堀川 203

必 30 1 視覚生理学Ⅱ 河﨑 602

選後 15 1 健康科学理論 中島 202 必 18/90 2 検査測定実習 - -

選後 15 1 ケアマネジメ ン ト 論 大谷 203

必 30/60 2 卒業研究Ⅰ 佐々木

選 30 2 人間工学 村木 203

【集中講義】 【実習】

・関連職種連携ワーク（全学科3年）・・・講義担当責任者：吉村、木村、潮井川 《PT学科》 《OT学科》 《ORT学科》

・解剖学実習（PT・OT1年）・・・講義担当責任者：小坂（全23回の内、8回のみ集中講義） ・基礎実習Ⅰ（1年） ・基礎実習Ⅰ（1年） ・臨地実習Ⅱ（4年）

・運動学実習（PT2年）・・・講義担当責任者：玉利（全24回の内、9回のみ集中講義） ・検査測定実習（3年） ・地域作業療法実習（2年）

・運動学実習（OT2年）・・・講義担当責任者：吉田（全23回の内、8回のみ集中講義） ・臨床実習Ⅰ（4年） ・検査・測定実習（3年）

・海外保健福祉事情Ⅱ（実習）（全学科2・3年）・・・講義担当責任者：菅原 ・臨床実習Ⅱ（4年） ・総合実習Ⅰ（4年）

・地域理学療法学実習（4年） ・総合実習Ⅱ（4年）

学科・ 学年 学科・ 学年 学科・ 学年 学科・ 学年 学科・ 学年 学科・ 学年

【資料37：新大学時間割】　　　　時　間　割　(前　期）
前期

月 火 水 木 金 土

PT 1年

臨床医学概論

ORT 1年 ORT 1年

1限

PT 1年

心理学 堀川 201

PT 1年

ORT 1年 ORT 1年

ORT 2年 ORT 2年

ORT 1年 ORT 1年

PT 2年

神経学Ⅰ 飛松
絵画室

織物・ 手工
芸質

PT 2年

精神医学Ⅰ 尾籠 201

今泉 201

PT 1年 PT 1年

OT 1年 OT 1年 OT 1年 OT 1年 OT 1年 OT 1年
解剖学Ⅰ 小坂 基礎医学

PT 1年

PT 2年 PT 2年 PT 2年 PT 2年

OT 2年 OT 2年 OT 2年 OT 2年 OT 2年 OT 2年

OT 3年 OT 3年 OT 3年 OT 3年 OT 3年 OT 3年

ORT 2年 ORT 2年 ORT 2年 ORT 2年

PT3年 PT3年 PT3年 PT3年 PT 3年 PT 3年

PT 4年 PT 4年 PT 4年 PT 4年 PT 4年 PT 4年

ORT3年 ORT3年 ORT3年 ORT3年 ORT 3年 ORT 3年

ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年

OT4年 OT4年 OT4年 OT4年 OT 4年 OT 4年

2限

PT 1年 必 30 1 医学英語Ⅰ

OT 2年 必 30 1

人間発達学 漆川 501 PT 1年 PT 1年 必志岐 501 PT 1年 必 30 2 1 基礎実習Ⅰ - -30/45 1 解剖学実習 小坂 基礎医学 PT 1年

30/45 1 解剖学実習 小坂 基礎医学 OT 1年OT 1年 必 30 2

リ ハビ リ テーショ ン 概論 菅原 202

OT 1年 必

PT 1年必 45

OT 1年 必 30 2

人間発達学 新川

必 30 2ORT 1年 必 30 2 ORT 1年 必 30

- - OT 1年

201

OT 1年 必 45 1 基礎実習Ⅰ

ORT 1年 必

PT 2年

内科学Ⅰ 田川 201

PT 2年

小児科学

解剖学 森 基礎医学1 医学英語Ⅰ 志岐 601 ORT 1年 ORT 1年 30 1

PT 2年

必 30 1 地域生活作業療法論

ORT 1年

30 1 OT 2年 OT 2年新居見 201

PT 2年 PT 2年 PT 2年

ORT 2年 ORT 2年 ORT 2年 ORT 2年 ORT 2年 ORT 2年

運動学実習 吉田 機能訓練室 OT 2年佐野 402 OT 2年 必 30/45 1OT 2年 必

OT 3年 OT 3年 OT 3年 OT 3年 OT 3年 OT 3年

PT 3年 PT 3年 PT 3年 PT 3年 PT 3年 PT 3年

必 30 1ORT 3年 必 30 1 視覚情報処理論Ⅱ 冨松 30 1 視能訓練学Ⅲ 松藤 603 ORT 3年

PT 4年 PT 4年 PT 4年 PT 4年 PT 4年 PT 4年

1 弱視斜視論Ⅲ 筒井 603 ORT 3年 必視能障害学Ⅳ 宇野 603 ORT 3年 必前 15603 ORT 3年 ORT 3年

ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年

OT 4年 OT 4年 OT 4年 OT 4年 OT 4年 OT 4年

3限

PT 1年

医療と I CT 山之口 201

PT 1年

ORT 1年 ORT 1年

OT 4年 OT 4年

PT 1年

OT 1年 OT 1年 OT 1年 OT 1年 OT 1年 OT 1年

PT 1年

生理学Ⅰ 森本 201

PT 1年 PT 1年

ORT 1年 ORT 1年 ORT 1年

2

関連職種連携論必後 15 1 運動生理学

ORT 1年

PT 2年 PT 2年 必 30 2

臨床心理学概論 堀川 201

PT 2年

OT 2年 OT 2年 必 30 2 OT 2年 柊・ 丹羽・ 潮
井川

201

PT 2年

OT 2年

PT 2年 PT 2年 必 30

ORT 2年 ORT 2年 必 30 2 ORT 2年 必

中薗 402 OT 2年 必 30 2OT 2年

PT 3年 PT 3年

ORT 2年 必 30 2 ORT 2年必前 15 1 弱視斜視論基礎 佐々木 60230/60 1 視能矯正学Ⅱ 浦

PT 3年PT 3年 PT 3年 選

602 ORT 2年

OT 3年 OT 3年 OT 3年 OT 3年 OT 3年 OT 3年

PT 3年必 18/90 2 検査測定実習 - -30 2

リ スク マネジメ ン ト 論 今泉 201

ORT 3年 ORT 3年 必 30 1 視能障害評価学 恒成 603 ORT 3年 603 ORT 3年ORT 3年 選 30 2 ORT 3年 必

PT 4年 PT 4年 PT 4年 PT 4年 PT 4年 PT 4年

30 1 視器解剖病態学Ⅱ 森

OT 4年 OT 4年 OT 4年 OT 4年

ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年

ORT 1年 ORT 1年

4限

1年 1年

PT 1年

社会保障制度論 財津

3年 3年

PT3年

ORT3年

OT 2年 OT 2年

ORT 2年 ORT 2年 ORT 2年 ORT 2年

ORT 1年 ORT 1年

2年 2年

PT 2年 PT 2年 PT 2年 PT 2年

OT 2年 OT 2年

201

PT 1年 PT 1年 PT 1年

OT 1年 OT 1年 OT 1年 OT 1年

4年 4年

PT 4年 PT 4年 PT 4年 PT 4年

OT4年

PT3年 PT 3年 PT 3年

OT 3年 OT 3年 OT 3年 OT 3年

OT4年 OT 4年 OT 4年

ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年

ORT3年 ORT 3年 ORT 3年

PT 1年

OT 1年 OT 1年 OT 1年

ORT 1年 ORT 1年 ORT 1年

5限

1年 1年 1年

PT 1年 PT 1年

2年 2年 2年

PT 2年

OT 3年

ORT 3年

PT 2年 PT 2年

OT 2年 OT 2年 OT 2年

ORT 2年 ORT 2年 ORT 2年

OT 4年 OT 4年

ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年

ORT 3年 ORT 3年

4年 4年 4年

PT 4年 PT 4年 PT 4年

OT 4年

3年 3年 3年

PT 3年 PT 3年 PT 3年

OT 3年 OT 3年



 2

曜

限 必選 時間 単位 科目 講師 教室 必選 時間 単位 科目 講師 教室 必選 時間 単位 科目 講師 教室 必選 時間 単位 科目 講師 教室 必選 時間 単位 科目 講師 教室 必選 時間 単位 科目 講師 教室

必 30 2 必 30 1 必 30 1 必 30 1 必 45 1 基礎実習Ⅱ - -

必 30 2 必 30 1 必 30 1 必 30 1 必 45 1 基礎実習Ⅱ - -

必 30 2 必 30 1 医学英語Ⅱ 志岐 601 必 30 1 選 30 1

必 30 1 必 30 2 小児理学療法学 漆川 502 必 30 1 必 30 1 PTスキルⅡ演習( 検査・ 測定) 吉村 502

必前/ 15/ 1/ 高次脳機能評価法/ 中薗/ 402/

必後 15 1 作業療法適用学概論 中薗 402

必 30 1 必 30 1 視能訓練学Ⅰ 佐々木 602 必 30 1 コ ミ ュ ニケーショ ン技術Ⅱ（ 点字） 広瀬 602 必 30/60 1 視能検査学Ⅳ 橋本 602 必 30/60 1 視能検査学Ⅱ 田中 602

必 30/60 1 卒業研究Ⅰ( 研究計画の立案) 柊 503 必 30/60 1 運動系理学療法学Ⅱ 藤田 503 必 30 2 神経系理学療法学Ⅱ 光武 503 必 30 1 病態運動学 谷口 503 必 30 1 PTスキルⅣ演習( 専門知識の確認) 藤田 機能訓練室

必後 15 1 作業療法応用学概論 菅原 504 必 30/60 2 卒業研究Ⅰ 丹羽 504 必 30 1 中枢神経疾患作業療法学Ⅱ（ 各論） 佐野 504 必 30 1 精神疾患作業療法学Ⅱ（ 各論） 多賀 504 必 30 1 小児作業療法学Ⅱ（ 各論） 日田 504

必前 15 1 視能矯正学総括論Ⅰ 松藤 603 選前 15/30 1 視覚情報処理論Ⅲ 須長 603 必前 15 1 眼科診療学 吉冨 603 必前 15/30 1 視能障害学実践演習 潮井川 眼実習室 必前 15/30 1 視能障害学実践演習 潮井川 眼実習室

必前 15 1 理学療法特論Ⅰ( 基礎) 光武 501 必前 15 1 理学療法特論Ⅱ( 応用) 光武 501 必 30/60 2 卒業研究Ⅱ( 研究の実践) 玉利 502

必 30 1 作業療法総括論 丹羽 402 選前 15 1 中枢神経疾患作業療法学Ⅲ( 特論) 吉田 401 必 30/60 2 卒業研究Ⅱ 中薗 402

必 30 1 視能矯正学総括論Ⅱ 潮井川 602 必 30/60 2 卒業研究Ⅱ 橋本 604

必 30 1 医学英語Ⅱ 志岐 501 必 30 1 運動学Ⅱ 吉塚 501 必前 15 1 PTスキルⅠ演習( キャ リ アデザイ ン) 吉塚 501 必 30 1 運動解剖学 谷口 501 必 45 1 基礎実習Ⅱ - -

必 30 1 運動学Ⅱ 菅原 401 必 30 1 医学英語Ⅱ 志岐 401 必 30 1 作業工程技術学・ 応用論 中薗 木工室 必前 15 1 地域生活支援論 丹羽 401 必 45 1 基礎実習Ⅱ - -

必 30 1 視器解剖病態学Ⅰ 吉冨 601 必 30 1 視能検査学基礎 佐々木 601 必 30 2 保育 大津 601

必 30 1 必 30 1 必 30 1 物理療法Ⅱ 光武 機能訓練室

必 30 1 必 30 1 作業療法評価学各論 松田 402 必 30 1 必 30 1 作業療法評価学演習 吉田 402 選 30 1 作業応用論 石橋 202

必 30 1 必 30 1 生理光学Ⅲ 潮井川 602 必 30 1 必 30/60 1 視能検査学Ⅳ 橋本 602 必 30/60 1 視能検査学Ⅱ 田中 602

必前/ 15/ 1/ 代謝系理学療法学/ 藤田/ 503/

必後 15 1 循環理学療法学 藤田 503

必 30 1 コ ミ ュ ニケーショ ン技術論 多賀 504 必 30/60 2 卒業研究Ⅰ 丹羽 504 必 30 1 老年期作業療法学 佐野 504 必 30 1 生活技術学Ⅱ（ 各論） 佐野 ADL室 選 30 1 作業応用論 石橋 202

選前 15 1 研究と 文献Ⅱ 吉冨 603 選前 15/30 1 視覚情報処理論Ⅲ 須長 603 必前 15 1 弱視斜視論Ⅳ 松藤 603 必前 15/30 1 視覚と 高次脳 光藤 603 選前 15/30 1 視覚と 注意 廣瀬 603

必 30/60 2 卒業研究Ⅱ( 研究の実践) 玉利 502

必 30/60 2 卒業研究Ⅱ 中薗 402

必 30/60 2 卒業研究Ⅱ 橋本 604

必 30 1 選前/選後 15/15 1/1 薬理学/栄養学 森/今井 201/201 必 30 1 必 45 1 基礎実習Ⅱ - -

必 30 1 必前/選後 15/15 1/1 薬理学/栄養学 森/今井 201/201 必 30 1 必選 30/60 1
中国語＊
韓国語＊

王/裵 401/402 必 45 1 基礎実習Ⅱ - -

必 30 1 選前/選後 15/15 1/1 薬理学/栄養学 森/今井 201/201 必 30 1 必 30 1 視覚生理学Ⅰ 吉冨 601

選前/ 15/ 1/ 薬理学/ 森/ 201/ 必前/ 15/ 1/ 理学療法診断学Ⅲ( 疾患別評価) / 谷口/ 502/

選後 15 1 栄養学 今井 201 選後 15 1 理学療法診断学Ⅳ（ 電気診断学） 光武 202

選前/ 15/ 1/ 作業療法諸理論/ 多賀/ 202/

必後 15 1 障害代償学概論 北島 402

選前/選後 15/15 1/1 薬理学/栄養学 森/今井 201/201 必 30 1 弱視斜視論Ⅰ 佐々木 602 必 30/60 1 視能検査学Ⅲ 橋本 602 必 30 1 視能訓練学Ⅱ 松藤 602

選前/ 15/ 1/ 薬理学/ 森/ 201/ 選前/ 15/ 1/ 理学療法技術学/ 谷口/ 503/ 選前/ 15/ 1/ 高次脳機能障害学/ 玉利/ 503/ 選前/ 15/ 1/ ク リ ニカ ルリ ーズニン グ/ 谷口/ 503/

選後 15 1 栄養学 今井 201 選後 15 1 理学療法診断学Ⅳ（ 電気診断学） 光武 202 選後 15 1 先端リ ハビ リ テーショ ン 科学 丸山 503 選後 15 1 癌のリ ハビ リ テーショ ン 丸山/黒岩 202

選前/ 15/ 1/ 作業療法諸理論/ 多賀/ 202/

選後 15 1 精神疾患作業療法学Ⅲ（ 特論） 多賀 504

選前/選後 15/15 1/1 薬理学/栄養学 森/今井 201/201 選前 15 1 視能訓練学特論 松藤 603 必前 15/30 1 視覚と 高次脳 光藤 603 選前 15/30 1 視覚と 注意 廣瀬 603

必選 30/60 1
中国語＊
韓国語＊

王/裵 501/502 必 30 1 理学療法評価学 吉塚 501 必 45 1 基礎実習Ⅱ -

選 30 2 教育学 飯田 202

選 30 1 英語（ 応用） 志岐 501 必 30 1 義肢学 柊 503 選 30 1

必 30 1

必 30 1 弱視斜視論Ⅱ 松藤 602 必 30/60 1 視能検査学Ⅲ 橋本 602 選 30 1

選前 15 1 経済学 今泉 203 選後 15 1 ボラ ン ティ ア論 松岡 202 必前/ 15/ 1/ リ ハビリ テーショ ン管理論/ 丹羽・ 丸山/ 202/

必後 15 1 医用画像診断学 黒岩 202

必前/ 15/ 1/ リ ハビリ テーショ ン管理論/ 丹羽・ 丸山/ 202/

選 30 2 国際医療福祉論 伊藤 202 必後 15 1 医用画像診断学 黒岩 202

選 30 1 英会話 志岐 OA室 選前 15/30 1 視覚と VR 妹尾 603 選 30 1 精神医学Ⅱ 尾籠 201

必選 30/60 1
中国語＊
韓国語＊

王/裵 501/502 必 45 1 基礎実習Ⅱ - -

必 45 1 基礎実習Ⅱ - -

選前 15 1 倫理学 土持 202 必選 30/60 1
中国語＊
韓国語＊

王/裵 601/602

選 30 2 公衆衛生学 財津 202 選前 15 1 動作分析学 玉利 基礎医学

（ 1〜3年次に開講）

選 30 1 健康スポーツ 実践 高原 体育館 必 30 1 視覚情報処理論Ⅰ 廣瀬 602 必 30 1 視能障害学Ⅲ 宇野 602

選前 15 1 動作分析学 玉利 基礎医学

選 30 2 コ ミ ュ ニケーショ ン 概論 志岐 203 選 30 2 生物学 世波 203 選前 15/30 1 視覚と VR 妹尾 603

【集中講義】 【実習】

・生理学実習（全学科1年）・・・講義担当責任者：飛松 《PT学科》 《OT学科》 《ORT学科》

・海外保健福祉事情Ⅱ（実習）（全学科2・3年）・・・講義担当責任者：菅原 ・基礎実習Ⅱ（1年） ・基礎実習Ⅱ（1年） ・臨地実習Ⅰ（3年）

・評価実習（3年） ・評価実習（3年）

学科・ 学年 学科・ 学年 学科・ 学年 学科・ 学年 学科・ 学年 学科・ 学年

　　　　　　　　　　　　　　　時　間　割　(後　期）
後期

月 火 水 木 金 土

1限

PT 1年

統計学 山之口 201

PT 1年

ORT 1年 ORT 1年

OT 3年 OT 3年

PT 1年

OT 1年 OT 1年 OT 1年 OT1年 OT 1年 OT 1年201

PT1年

リ ハビ リ テーショ ン 医学 松瀬 201

PT 1年

ORT1年 ORT 1年

解剖学Ⅱ 小坂 基礎医学
PT 1年

病理学 田川

ORT 1年 ORT 1年

PT 2年

内科学Ⅱ 田川
絵画室

織物・ 手工
芸質

PT 2年 PT 2年

整形外科学Ⅱ 佐伯 202

PT2年 PT 2年 PT 2年

OT 2年 必 30 1 OT 2年 必 30

ORT 2年 ORT 2年 ORT 2年 ORT2年 ORT 2年

OT 2年 OT 2年30 1 OT2年1 作業分析学Ⅱ（ 応用） 佐野 402

ORT 2年

PT 3年 PT 3年 PT 3年 PT3年 PT 3年 PT 3年

OT 2年 必

PT 4年 PT 4年 PT 4年 PT4年 PT 4年 PT 4年

OT 3年 OT3年 OT 3年 OT 3年

ORT 3年 ORT 3年 ORT 3年 ORT3年 ORT 3年 ORT 3年

ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年 ORT4年 ORT 4年 ORT 4年

OT 4年 OT 4年 OT 4年 OT4年 OT 4年 OT 4年

PT 1年

OT 1年 OT 1年 OT 1年 OT 1年 OT 1年 OT 1年

2限

PT 1年 PT 1年 PT 1年 PT 1年 PT 1年

ORT 1年 ORT 1年 ORT 1年 ORT 1年 ORT 1年 ORT 1年

PT 2年

神経学Ⅱ 飛松 201

PT 2年 PT 2年

老年学 堀川

ORT 2年 ORT 2年 ORT 2年

201

PT 2年 PT 2年 PT 2年

OT 2年 OT 2年 OT 2年 OT 2年 OT 2年 OT 2年

PT 3年 必 30/60 1 卒業研究Ⅰ( 研究計画の立案) 柊

ORT 2年 ORT 2年 ORT 2年

PT 3年503 PT 3年 必 30/60 1 運動系理学療法学Ⅱ

OT 3年 OT 3年 OT 3年 OT 3年 OT 3年

PT 3年PT 3年 PT 3年藤田 503

PT 4年 PT 4年 PT 4年 PT 4年 PT 4年 PT 4年

OT 3年

ORT 3年 ORT 3年 ORT 3年 ORT 3年 ORT 3年 ORT 3年

ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年

OT 4年 OT 4年 OT 4年 OT 4年 OT 4年 OT 4年

PT 1年

OT 1年 OT 1年 OT 1年 OT 1年 OT 1年

PT 1年

生理学Ⅱ 森 201

PT 1年 PT 1年

ORT 1年 ORT 1年 ORT 1年

PT 1年

ORT 1年

癌のリ ハビ リ テーショ ン

ORT 1年

2年

PT 2年 PT 2年 PT 2年 必 30 2 生活技術学 吉村

1年 生命倫理 小牧 201

1 基礎運動機能評価法 吉田OT 2年 選後 15 1 栄養学 今井 201

丸山/黒岩 202 PT 2年502 PT 2年 選後 15 1

ORT 2年 ORT 2年 ORT 2年 ORT 2年 ORT 2年

OT 2年機能訓練室 OT 2年 OT 2年OT 2年 必 30

必 30 1 装具・ 副子適用論OT 3年 選後 15 1 栄養学 今井

PT 3年 PT 3年 PT 3年 PT 3年PT 3年

ORT 3年 ORT 3年 ORT 3年 ORT 3年 ORT 3年

1 義肢適用論 北島 504 OT 3年北島 装具加工室 OT 3年 OT 3年 必 30201 OT 3年

PT 4年 PT 4年 PT 4年 PT 4年 PT 4年

OT 4年 OT 4年 OT 4年 OT 4年 OT 4年

ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年

4限

1年 1年

PT1年 PT1年

3限

3年

4年

1
中国語＊
韓国語＊

王/裵 401/402

PT1年 PT1年

OT 1年 OT 1年

ORT 1年 ORT 1年

- OT 1年OT 1年 必 45 1 基礎実習Ⅱ必選 30/60

2年 2年

PT 2年 PT 2年 PT 2年

精神医学Ⅱ 尾籠 201

601/602 ORT 1年ORT 1年 必選 30/60 1
中国語＊
韓国語＊

王/裵

15

PT 2年

OT 2年 OT 2年 OT 2年 OT 2年

ORT 2年 ORT 2年 ORT 2年 ORT 2年

30 1 精神医学Ⅱ 尾籠 201 PT 3年

OT 3年

4年 4年

PT 4年 PT 4年 PT 4年 PT 4年

1 小児作業療法学Ⅲ（ 特論） 日田 504 OT 3年
3年 3年

PT 3年 PT 3年 PT 3年 選

OT 3年 OT 3年 選前

OT 4年 OT 4年 OT 4年 OT 4年

ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年

ORT 3年 ORT 3年 ORT 3年 ORT 3年

5限

1年 1年

PT 1年 PT 1年 PT 1年

2年 2年

PT 2年 PT 2年

PT 1年

OT 1年 OT 1年 OT 1年 OT 1年

ORT 1年 ORT 1年 ORT 1年 ORT 1年

3年 3年

PT 3年 PT 3年 PT 3年 PT 3年

PT 2年 PT 2年

OT 2年 OT 2年 OT 2年 OT 2年

OT 3年 OT 3年 OT 3年 OT 3年

ORT 3年 ORT 3年 ORT 3年 ORT 3年

ORT 2年 ORT 2年 ORT 2年 ORT 2年

ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年 ORT 4年

4年 4年

PT 4年 PT 4年 PT 4年 PT 4年

OT 4年 OT 4年 OT 4年 OT 4年
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№ タイトル 著者名 出版者
1 現代哲学への招待 哲学は現代の課題にどう答えるか 有斐閣選書  919 城塚 登 著 片山 洋之介 著 星野 勉 著 有斐閣
2 哲学へ ヤスパースとともに 林田 新二 著 羽入 佐和子 著 佐藤 真理人 著 北樹出版
3 哲学とは何か わたくしであることの幸福 内田 克孝 著 ナカニシヤ出版
4 哲学入門 ヘルマン・ノール 著 三井 善止 訳 長谷川 洋二 訳 玉川大学出版部
5 哲学の森 ものの考え方の基礎 S．Ｅ．フロスト・ジュニア 著 岩垣 守彦 訳 玉川大学出版部
6 経験と言葉 その根源性と倫理性を求めて 宝積比較宗教・文化叢書 3 鍛治 哲郎 編 福井 一光 編 森 哲郎 編 大明堂
7 現代社会と哲学の欲求 いま人間として生きることと人権の思想 幸津 国生 著 弘文堂
8 言語・科学・人間 実在論をめぐって 藤田 晋吾 編 丹治 信春 編 朝倉書店
9 時間と存在 大森 荘蔵 著 青土社

10 意味の探求 人生論の哲学入門 オズワルド・ハンフリング 著 良峯 徳和 訳 玉川大学出版部
11 死生観 国嶋 一則 著 公論社
12 意識と世界のフィロソフィー <私>はいまどこにいるのか 石井 伸男 編著 島崎 隆 編著 青木書店
13 ｢自分の死｣にそなえる 近藤 裕 著 春秋社
14 生きることの解釈学 竹田 純郎 著 勁草書房
15 知覚のリアリズム 現象主義・相対主義を超えて 種村 完司 著 勁草書房
16 意識の進化と神秘主義 第2版 セオドア・ロｰザク 著 志村 正雄 訳 紀伊国屋書店
17 論理学の基礎 昭和堂入門選書 25 飯田 賢一 著 中才 敏郎 著 中谷 隆雄 著 昭和堂
18 唯物論哲学入門 新装 森 信成 著 新泉社
19 意味の現象学 フッサールからメルロ＝ポンティまで Minerva 21世紀ライブラリー 12 竹原 弘 著 ミネルヴァ書房
20 現象学の最前線 古代ギリシア哲学・政治・世界と文化 哲学叢書 クラウス・ヘルト 著 小川 侃 編訳 布施 伸生 〔ほか〕訳 晃洋書房
21 <文明>を営む人間 文明学のための基礎的研究 齋藤 博 著 東海大学出版会
22 人間の生き方 安岡 正篤 著 黎明書房
23 西田幾多郎 その思想と現代 Minerva 21世紀ライブラリー 17 小坂 国継 著 ミネルヴァ書房
24 中国哲学への招待 周 暁燕 著 慶応義塾大学出版会
25 東洋のアイデンティティ 中国古代の思想家に学ぶ 岡田 武彦 著 批評社
26 西洋哲学史 古代・中世編 フィロソフィアの源流と伝統 内山 勝利 編著 中川 純男 編著 ミネルヴァ書房
27 プラトニズムの水脈 熊田 陽一郎 著 世界書院
28 ヘラクレイトス 対話の論理の構築と実践を目指して 高橋 憲雄 著 晃洋書房
29 ソクラテス 岩田 靖夫 著 勁草書房
30 プラトン的探究 森 俊洋 編 中畑 正志 編 九州大学出版会
31 アウグスティヌス その生涯と思想 松田 禎二 著 行路社
32 トマス・アクィナス  新装版 稲垣 良典 著 勁草書房
33 トマス・ホッブズ リチャード・タック 著 田中 浩 訳 重森 臣宏 訳 未来社
34 カント  新装版 岩崎 武雄 著 勁草書房
35 シェリングとヘーゲルー シェリング論集 1 久保 陽一 〔 ほか〕著 高山 守 編著 藤田 正勝 編著 晃洋書房
36 否定弁証法 テオドール・Ｗ・アドルノ 著 木田 元 〔ほか〕訳 作品社
37 ニーチェを学ぶ人のために 青木 隆嘉 著 世界思想社
38 ハイデッガー  新装版 原 佑 著 勁草書房
39 スピノザの生涯と精神 Ｊ．Ｍ．リュカス 著 ヨハネス・コレルス 著 渡辺 義雄 訳 学樹書院
40 デカルトの自然哲学 小林 道夫 著 岩波書店
41 サルトル,最後の哲学者 叢書・ウニベルシタス 504 アラン・ルノー 著 水野 浩二 訳 法政大学出版局
42 イラストレート心理学入門 斎藤 勇 著 誠信書房
43 基礎心理学通論 丸山 欣哉 編 福村出版
44 現代心理学への招待 白樫 三四郎 編著 ミネルヴァ書房
45 現代心理学の基礎と応用 岩本 隆茂 著者代表 培風館
46 心の世界 現代を生きる心理学 生越 達美 編 二宮 克美 編 ナカニシヤ出版
47 こころの世界と人間関係  第2版 辻村 英夫 著 学文社
48 自己理解の心理学 柏原 惠龍 著 法政出版
49 心理学 鹿取 廣人 執筆・編 杉本 敏夫 執筆・編 東京大学出版会
50 心理学  第2版 辰野 千寿 日本文化科学社
51 心理学へのアプローチ・心理学からのアプローチ 東江 平之 著 北大路書房
52 心理学を愉しむ 宮原 英種 著 宮原 和子 著 ナカニシヤ出版
53 心理学と出会う 吉村 浩一 編著 吉村 順子 著 ナカニシヤ出版
54 心理学の世界 心を科学する 関根 忠直 〔他〕著 酒井書店
55 NEW心理学アスペクト 岡村 一成 執筆編 藤田 主一 〔他〕執筆 福村出版
56 人間理解の科学 心理学への招待 鈴木 清 執筆・編 ナカニシヤ出版
57 人間理解のための心理学 浅井 潔 編著 日本文化科学社
58 脳から心へ 心の進化の生物学 Ｇ．Ｍ．エーデルマン 著 金子 隆芳 訳 新曜社
59 はじめて学ぶこころの世界 山崎 晃 編 浜崎 隆司 編 北大路書房
60 人のこころ人のからだ 心理学がみた人の不思議 市川 典義  執筆・編 ミネルヴァ書房
61 メディアにまなぶ心理学 有斐閣ブックス 664 中島 義明 編 有斐閣
62 わかりやすい心理学 徳田 克己 編著 高見 令英 編 文化書房博文社
63 心理臨床アセスメント入門 心の治療のための臨床判断学 赤塚 大樹 著 森田 寛之 著 豊田 洋子 著 培風館
64 知性の進化 脳と心の潜在能力 ジョゼフ・チルトン・ピアス 著 西村 辨作 訳 大修館書店
65 意識 ユング心理学における意識形成 ユング心理学概説 3 Ｃ・Ａ・マイヤー 著 氏原 寛 訳 創元社
66 学習の心理学 現代心理学シリーズ 3 今田 寛 著 培風館
67 クリティカルシンキング入門篇 あなたの思考をガイドする40の原則 Ｕ．Ｂ．ゼックミスタ 著 Ｊ．Ｅ．ジョンソン 著 宮元 博章 編・〔他〕訳 北大路書房
68 認知心理学 現代心理学入門 1 守 一雄 著 岩波書店
69 認知心理学入門 その基礎理論と応用 岡林 春雄 著 金子書房
70 リーディングの認知心理学 基礎的プロセスの解明 マーカス・タフト 著 広瀬 雄彦 訳 川上 綾子 訳 信山社出版
71 EQ こころの知能指数 ダニエル・ゴールマン 著 土屋 京子 著 講談社
72 感情と行動・認知・生理 感情の社会心理学 対人行動学研究シリーズ 4 土田 昭司 編 竹村 和久 編 誠信書房
73 感情の発達と障害 高野 清純 著 福村出版
74 動機づけの発達心理学 有斐閣ブックス 661 速水 敏彦 著 有斐閣
75 パーソナリティ形成の心理学 青柳 肇 執筆・編 杉山 憲司 執筆・編 福村出版
76 生涯発達 人間のしなやかさ 前原 武子 編著 ナカニシヤ出版
77 生涯発達心理学のすすめ 人生の四季を考える 有斐閣選書 1622 子安 増生 著 有斐閣
78 人間関係の生涯発達 人間関係の発達心理学 1 関 ?一 他執筆 澤田 瑞也 執筆・編 培風館
79 乳幼児期の人間関係 人間関係の発達心理学 2 佐藤 眞子 執筆・編 竹内 伸宜 執筆 余部 千津子 執筆 培風館
80 児童期の人間関係 人間関係の発達心理学 3 小石 寛文 執筆・編 森下 正康 執筆 中村 雅彦 執筆 培風館
81 青年期の人間関係 人間関係の発達心理学 4 斉藤 誠一 執筆・編 松井 豊 執筆 伊藤 裕子 執筆 培風館
82 発達心理学 菅 俊夫 編著 法律文化社
83 発達心理学への招待 こころの世界を開く30の扉 柏木 惠子 著 古澤 賴雄 著 宮下 孝広 著 ミネルヴァ書房
84 発達心理学総論 エイジングの心理学 塩見 邦雄  編著 ナカニシヤ出版
85 発達心理学とフェミニズム 柏木 惠子 編著 高橋 惠子 編著 ミネルヴァ書房
86 ピアジェ心理学の世界 高取 憲一郎 著 法政出版
87 ピアジェ発生論の思想と基盤 現代技術における科学と倫理 市川 功 著 北樹出版
88 ピアジェ×ワロン論争 発達するとはどういうことか 加藤 義信 編訳著 日下 正一 編訳著 足立 自朗 ミネルヴァ書房
89 ライフサイクルからみた発達臨床心理学 川端 啓之 著 杉野 欽吾 著 後藤 晶子 著 ナカニシヤ出版
90 発達心理学辞典 岩田 純一 編 ミネルヴァ書房
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№ タイトル 著者名 出版者
91 発達心理学辞典 岩田 純一 編集 岡本 夏木 監修 ミネルヴァ書房
92 乳幼児心理学 University text book 東京都私立短期大学協会 編 育英堂
93 ライフ・キャリアの心理学 自己実現と成人期 中西 信男 著 ナカニシヤ出版
94 老人心理学 4訂版 介護福祉士選書 7 長嶋 紀一 編著 佐藤 清公 編著 建帛社
95 鏡の背面  3版 [再装版] 人間的認識の自然誌的考察 コンラート・ローレンツ 著 谷口 茂 訳 新思索社
96 心と道具 知的行動からみた比較心理学 本吉 良治 執筆・編 糸魚川 直祐 執筆 高橋 順一 執筆 培風館
97 無意識の現れ ユングの言語連想検査にふれて ユング心理学概説 1 C．A．マイヤー 河合 俊雄 訳 森谷 寛之 訳 創元社
98 自己愛とその変容 ナルシシズムとユング派心理療法 ネーサン・シュワルツーサラント 著 小川 捷之 監訳 穂苅 千恵 訳 新曜社
99 分析・多重人格のすべて 知られざる世界の探究 酒井 和夫 著 リヨン社

100 あいだの現象学 人間の研究 山口 勲 著 文化書房博文社
101 生き方について哲学は何が言えるか バナード・ウィリアムズ 著 森際 康友 訳 下川 潔 訳 産業図書
102 いま、なぜ、道徳なのか 小野 健知 著 大明堂
103 現代世界と倫理 加藤 尚武 執筆・編 松山 寿一 執筆・編 秋富 克哉 執筆 晃洋書房
104 現代倫理学の展望  増補版 伴 博 編著 遠藤 弘 編著 勁草書房
105 権力と倫理思想 関家 新助 著 法律文化社
106 実践の倫理  新版 ピーター・シンガー 著 山内 友三郎 監訳 塚崎 智 監訳 昭和堂
107 道徳とその外部 神話の解釈学 笹沢 豊 著 勁草書房
108 道徳についての思考 倫理と合理性 ウィリアム・K・フランケナ 著 飯田 亘之 訳 C．M．デウルフ 訳 東海大学出版会
109 道徳の社会学 アルベール・バイエ 著 久保田 勉 訳 名古屋大学出版会
110 人間と価値 青木教養選書 亀山 純生 著 青木書店
111 人間と倫理 青木教養選書 牧野 広義 青木書店
112 人間の学としての倫理学 岩波全書 19 和辻 哲郎 著 岩波書店
113 美徳なき時代 アラスディア・マッキンタイア 著 篠崎 栄 訳 みすず書房
114 平和への問いとしての倫理学  改訂版 大沼 栄穂 著 北樹出版
115 よりよく生きるために 人類的伝統と共生の間 宇佐神 正明 著 北樹出版
116 倫理・政治的ディスクール 哲学的基礎・政治倫理・生命医学倫理 叢書・ウニベルシタス 352 オトフリート・ヘッフェ 著 青木 隆嘉 訳 法政大学出版局
117 倫理のディアレクティーク  改訂第2版 人倫の花束 松村 健吾 著 文化書房博文社
118 倫理学 Ａ．Ｃ．ﾕーｲﾝｸﾞ 著 竹尾 治一郎 訳 山内 友三郎 訳 法律文化社
119 倫理学を学ぶ人のために  5版 宇都宮 芳明 執筆・編 熊野 純彦 執筆・編 田中 伸司 執筆 世界思想社
120 倫理学講義 大谷 愛人 著 勁草書房
121 倫理学とはなにか  新装版 その歴史と可能性 訓覇 嘩雄 執筆・編 有福 孝岳 執筆・編 山田 弘明 執筆 勁草書房
122 近代の社会倫理思想 堀 孝彦 著 青木書店
123 東洋倫理思想史  3訂増補版 木村 俊彦 著 学陽書房
124 イギリス道徳哲学の諸問題と展開 日本倫理学会論集 26 日本倫理学会 慶応通信
125 人間存在と倫理 現代思想選書 飯塚 勝久 著 北樹出版
126 現代倫理学の冒険 社会理論のネットワーキングへ 現代自由学芸叢書 川本 隆史 著 創文社
127 倫理は自然の中に根拠をもつか マルク・キルシュ 編 松浦 俊輔 訳 産業図書
128 意図と行為 合理性、計画、実践的推論 マイケル・Ｅ．ブラットマン 著 門脇 俊介 訳 高橋 久一郎 訳 産業図書
129 権威と自由 矢島 杜夫 著 御茶の水書房
130 宗教クライシス 21世紀問題群ブックス 11 上田 紀行 著 岩波書店
131 現代における人間と宗教 何故に人間は宗教を求めるのか 有福 孝岳 編著 京都大学学術出版会
132 近代日本人の宗教意識 山折 哲雄 著 岩波書店
133 現代日本の宗教社会学 世界思想ゼミナール 井上 順孝 執筆・編 岩井 洋 執筆 中野 毅 執筆 世界思想社
134 神の名は神 ユダヤ教・キリスト教・イスラム教・道教・ヒンドゥー教・アニミズム・仏教・神道 久保田 展弘 著 小学館
135 ｢他界｣論 死生観の比較宗教学 梅原 伸太郎 著 春秋社
136 比較宗教学 ウィリアム・Ｅ．ペイドン 著 阿部 美哉 訳 東京大学出版会
137 神社  新装5版 日本史小百科 岡田 米夫 著 東京堂出版
138 現代仏教思想入門 吉田 久一 編 筑摩書房
139 イエスの思想 道を求めている人たちへ 伊藤 周一 著 近代文芸社
140 歴史の時間 フィリップ・アリエス 著 杉山 光信 訳 みすず書房
141 都市と文明 寺尾 誠 編著 ミネルヴァ書房
142 20世紀の歴史 上巻 1 極端な時代 エリック・ホブズボーム 著 河合 秀和 訳 三省堂
143 20世紀の歴史 下巻 2 極端な時代 エリック・ホブズボーム 著 河合 秀和 訳 三省堂
144 古代人の精神世界  新装版 Minerva 21世紀ライブラリー 28 湯浅 泰雄 著 ミネルヴァ書房
145 鎖国と開国 山下 尚志 著 近代文芸社
146 近代史を視る眼 開国から現代まで 石井 孝 著 吉川弘文館
147 メソポタミア文明 ｢知の再発見｣双書 43 ジャン・ボッテロ 著 マリ=ジョゼフ・スティーヴ 著 高野 優 訳 創元社
148 西洋史入門  増補版 有斐閣双書 618 井上 幸治 編 有斐閣
149 古代ローマ 古代遺跡シリーズ ニュートンムック アンソニー・ブリアリー 畑 舜一郎 教育社
150 イギリス中世文化史 社会・文化・アイデンティティー Minerva 21世紀ライブラリー 22 富沢 霊岸 著 ミネルヴァ書房
151 フランス革命とヨーロッパ近代 遅塚 忠躬 編著 松本 彰 編著 同文館出版
152 ツタンカーメン秘話  新装版 トマス・ホーヴィング 著 屋形 禎亮 訳 榊原 豊治 訳 白水社
153 アメリカ黒人解放前史 奴隷制廃止運動(アボリショニズム) ジェームス・Ｂ・スチュワート 著 真下 剛 訳 明石書店
154 ゴールドアトラス 日本・世界地図 梅棹 忠夫 平凡社
155 広辞苑  第5版 新村 出 岩波書店
156 日本語大辞典  第2版 講談社カラー版 梅棹 忠夫 講談社
157 日本語大辞典  第2版 講談社カラー版 梅棹 忠夫 講談社
158 文学へのめざめ ロビン・メイヘッド 著 中内 正夫 訳 中央大学出版部
159 文学の方法 川本 皓嗣 執筆・編 小林 康夫 執筆・編 東京大学出版会
160 異文化への視線 新しい比較文学のために 一柳 廣孝 執筆 稲賀 繁美 執筆 岩田 和男 〔ほか〕執筆 名古屋大学出版会
161 比較文学を学ぶ人のために 松村 昌家 編 渡邉 洋 執筆 柳夫 章 執筆 世界思想社
162 現代ヨーロッパ文学の動向 中心と周縁 中央大学人文科学研究所研究叢書 15 鈴木 重生 執筆 水野 明道 執筆 杉村 裕史 〔ほか〕執筆 中央大学出版部
163 文学のなかの人間像 武蔵大学公開講座 宮崎 雄行 執筆 平林 和幸 執筆 小原 広忠 〔ほか〕執筆 御茶の水書房
164 世界が読む日本の近代文学 丸善ブックス 050 福岡ﾕﾈｽｺ協会 編 丸善
165 仮面の告白 初版本完全復刻版 三島 由紀夫 著 河出書房新社
166 たけくらべ 現代語訳 樋口 一葉 著 松浦 理英子 現代語訳 河出書房新社
167 一茶の手紙 村松 友次 著 大修館書店
168 デボラの世界 分裂病の少女 ハナ・グリーン 著 佐伯 わか子 訳 笠原 嘉 訳 みすず書房
169 石川啄木大全 スーパー文庫 石川 啄木 著 岩城 之徳 編・解説 講談社
170 ギルガメシュ叙事詩 月本 昭男 訳 岩波書店
171 アメリカ文学史へのアプローチ 作品100選 多田 敏男 編著 中山 喜代市 編著 谷口 義朗 編著 関西大学出版部
172 謎解きシェイクスピア 橋本 侃 著 南雲堂フェニックス
173 ソフィーの世界 哲学者からの不思議な手紙 ヨースタイン・ゴルデル 著 池田 香代子 訳 日本放送出版協会
174 フランス文学史 田村 毅 編著 塩川 徹也 編著 東京大学出版会
175 イタリア文学史 岩倉 具忠 著 清水 純一 著 西本 晃二 著 東京大学出版会
176 神曲  新装版 アリギエーリ・ダンテ 著 平川 祐弘 訳 河出書房新社
177 社会科学概論  改訂版 寺尾 誠 著 慶応義塾大学出版会
178 パラダイム再考  新装版 Minerva 21世紀ライブラリー 30 中山 茂 執筆・編 吉田 忠 執筆 村上 陽一郎 執筆 ミネルヴァ書房
179 社会科学における比較の方法 比較文化論の基礎 Ｎ．Ｊ．スメルサー 著 山中 弘 訳 玉川大学出版部
180 アジアの時代 日本の孤立は避けられるか 田中 直毅 著 東洋経済新報社
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181 アメリカと日本 東京大学公開講座 59 吉川 弘之 著 東京大学出版会
182 私たちの異文化体験 留学生の見た素顔のアメリカ 塩沢 正 編著 大修館書店
183 高度産業社会の臨界点 新しい社会システムを遠望する 塩川 喜信 著 社会評論社
184 死産される日本語・日本人 ｢日本｣の歴史－地政的配置 酒井 直樹 著 新曜社
185 生命・人間・社会 人類はどこへ行くのか 小西 久也 著 近代文芸社
186 転機に立つ日本 21世紀へのストラテジー 横浜商科大学公開講座 12 横浜商科大学公開講座委員会 編 板垣 文夫 執筆 山田 晃久執筆 南窓社
187 未来へのビジョン 遠い過去、昨日、今日、明日 ロバート・Ｌ・ハイルブローナー 著 宮川 公男 訳 東洋経済新報社
188 イデオロギーとは何か テリー・イーグルトン 著 大橋 洋一 訳 平凡社
189 自由・平等・社会主義 新しい社会編成の原理を求めて 碓井 敏正 著 文理閣
190 ユートピア的なもの 空間の遊戯 叢書・ウニベルシタス 463 ルイ・マラン 著 梶野 吉郎 訳 法政大学出版局
191 空想の政治 北 国人 著 新風舎
192 平和・人権・福祉の政治学 石田 雄 著 明石書店
193 概説現代政治  第3版 その動態と理論 五十嵐 仁 著 法律文化社
194 現代政治の基礎理論 松下 圭一 著 東京大学出版会
195 国家と権力の経済理論 慶応義塾大学法学研究会叢書 61 田中 浩 著 慶応義塾大学出版会
196 政治学者のメチエ 猪口 孝 著 筑摩書房
197 自由と権利 政治哲学論集 ジョセフ・ラズ 著 森際 康友 編 宇佐見 誠 訳 勁草書房
198 自由主義の政治思想 ピエール・マナン 著 高橋 誠 訳 藤田 勝次郎 訳 新評論
199 ヨーロッパ近代政治社会思想史 多田 真鋤 慶応義塾大学出版会
200 モンテスキューの政治理論 自由の歴史的位相 政治思想研究叢書 6 押村 高 早稲田大学出版部
201 ルソーの政治思想 『社会契約論』から『ポーランド統治考』を読む 小林 浩 新曜社
202 戦後デモクラシーの源流 武田 清子 岩波書店
203 ドイツ現代政治史 名望家政治から大衆民主主義へ Minerva 21世紀ライブラリー 25 飯田 収治 ミネルヴァ書房
204 指導者たちの世界 Ｊ．ブロンデル 宮沢 健 三嶺書房
205 天皇制の政治思想史  増補版 岩間  一雄 未来社
206 参加民主主義の思想と実践 佐竹 寛 著 中央大学出版部
207 障害をもつ人々と参政権 井上 英夫 編著 法律文化社
208 現代政党の理論 ｢現代の政治学｣シリーズ 6 白鳥 令 執筆・編 砂田 一郎 執筆・編 加藤 一彦 執筆 東海大学出版会
209 異文化・異民族の交流と対立 武蔵大学公開講座 武蔵大学公開講座委員会 編 小川 正恭 執筆 平田 美和子 執筆 御茶の水書房
210 民族の政治学 田口 富久治 著 法律文化社
211 民族問題の現在 木村 直司 執筆・編 今井 圭子 執筆・編 ウェッセルズ・デヴィッド  執筆 彩流社
212 フランスの行政  新装版 下條 美智彦 著 早稲田大学出版部
213 美の条例 いきづく町をつくる 五十嵐 敬喜 学芸出版社
214 国際関係論 歴史的視点から 広岡 隆 著 ミネルヴァ書房
215 エッセンシャル法学  第2版 大谷 實 編著 成文堂
216 基礎法学講義 上田 純子 著 三枝 有 著 長尾 良子 著 法律文化社
217 現代の法学・憲法 三浦 隆 編著 石川 信 編著 北樹出版
218 新編 女性のための法学  2版 中川 淳 執筆・編 青野 透 執筆 川崎 和代 執筆 世界思想社
219 法学総論 金谷 重樹 著 晃洋書房
220 わかりやすい法学入門 山田 晟 著 有信堂高文社
221 法社会学講義 及川 伸 著 法律文化社
222 日本の歴史を読み解く 法制史家がみた歴史の光と影 石井 良助 明石書店
223 日本近代法論 山中 永之佑 執筆・編 三阪 佳弘 執筆 白石 玲子 〔ほか〕執筆 法律文化社
224 西欧近世法の基礎構造 黒田 忠史 著 晃洋書房
225 憲法を学ぶ  第3版 いまなぜ憲法を学ぶか 有斐閣選書 26 奥平 康弘 編 杉原 泰雄 編 有斐閣
226 ベーシック憲法入門 いま世界のなかの日本国憲法は 法律文化ベーシック・ブックス 山下 健次 編 畑中 和夫 編 法律文化社
227 民法入門  第3版補訂版 有斐閣双書 69 幾代 通 執筆・編 遠藤 浩 執筆・編 石田 喜久夫 執筆 有斐閣
228 刑法入門  第3版 大塚 仁 著 有斐閣
229 国際社会と法の適用 伊津野 重満 著 齊藤 功高 著 北樹出版
230 テキストブック国際人権法 阿部 浩己 著 今井 直 著 日本評論社
231 国際人道法の再確認と発展 竹本 正幸 著 東信堂
232 家族と国籍 国際化の進むなかで 有斐閣選書 181 奥田 安弘 著 有斐閣
233 最新経済 岸本 重陳 著 一橋出版
234 人間重視の社会経済 増田 祐司 編著 同文館出版
235 開放マクロ経済学 秋葉 弘哉 著 勁草書房
236 経済学原論 現代資本主義分析の基礎 長島 誠一 著 青木書店
237 資本主義の経済理論 法則と発展の原理論 鎌倉 孝夫 著 有斐閣
238 入門経済学  第2版 嶋村 紘輝 著 中央経済社
239 ミクロ経済学 現代経済学入門 西村 和雄 著 岩波書店
240 マルクスの逆襲 政治経済学の復活 伊藤 誠 編著 野口 真 編著 横川 信治 編著 日本評論社
241 シュンペーター再考 経済システムと民主主義の新しい展開に向けて 金指 基 著 現代書館
242 現代の日本経済  第5版 青木現代叢書 林 直道 著 青木書店
243 ゼミナール日本経済入門  15版 2000年度版 三橋 規宏 著 内田 茂男 著 池田 吉紀 著 日本経済新聞社
244 世界システムの経済地理 上野 登 著 大明堂
245 現代世界経済をとらえる Veｒ.3 杉本 昭七  執筆・編 関下 稔 執筆・編 藤原 貞雄 執筆・編 東洋経済新報社
246 国際経済学 現代経済学入門 若杉 隆平 著 岩波書店
247 現代人口論 岡田 実 中央大学出版部
248 現代ヨーロッパ経営史 ｢地域｣の視点から Y 21 渡辺 尚 編 作道 潤 編 有斐閣
249 日本の貨幣の歴史 日本歴史叢書 滝沢 武雄 著 吉川弘文館
250 景気循環論 長島 誠一 著 青木書店
251 現代保険論入門 前川 寛 著 中央経済社
252 社会変動と人間 坂田 義教 編 横山 滋 執筆 清水 浩昭 執筆 法律文化社
253 社会問題の社会学 ライブラリ社会学 8 副田 義也 執筆・編 牧園 清子 執筆 岡本 多喜子 〔ほか〕執筆 サイエンス社
254 共生社会の社会学  第2版 坂田 義教 編著 穴田 義孝 編著 田中 豊治 編著 文化書房博文社
255 現代社会学のフロンティア 大鐘 武 編著 美ﾉ谷 和成 編著 学文社
256 システム社会の現代的位相 山之内 靖 著 岩波書店
257 社会学のエッセンス 世の中のしくみを見ぬく 有斐閣アルマ 友枝 敏雄 著 竹沢 尚一郎 著 正村 俊之 著 有斐閣
258 <やさしさ>の闘い 社会と自己をめぐる思索の旅路で 栗原 彬 著 新曜社
259 暴かれる嘘 虚偽を見破る対人学 Ｐ・エクマン 著 工藤 力 訳編 誠信書房
260 思いやりの人間関係スキル 一人でできるトレーニング Ｒ・ネルソン・ジョーンズ 相川 充 誠信書房
261 現代社会の人間関係 三輪 弘道 平林 進 黎明書房
262 心のネットワークを求めて 人間関係事例ノート 山内 隆久 ナカニシヤ出版
263 自分を見つめる自分 自己フォーカスの社会心理学 セレクション社会心理学 2 押見 輝男 サイエンス社
264 社会心理学 ベーシック現代心理学 ７ 明田 芳久 有斐閣
265 社会心理学への招待 若者の人間行動学 有斐閣ブックス 662 高木 修 有斐閣
266 社会的アイデンティティ理論 新しい社会心理学体系化のための一般理論 Ｍ．Ａ．ホッグ Ｄ．アブラムス 吉森 護 北大路書房
267 社会的スキルと対人関係 自己表現を援助する 対人行動学研究シリーズ 1 相川 充 津村 俊充 誠信書房
268 好きと嫌いの人間関係 魅力と愛の心理学 有斐閣選書 1609 古畑 和孝 有斐閣
269 対人心理学の最前線 松井 豊 サイエンス社
270 人間関係を学ぶ 本質・トレーニング・援助 安東 末広 佐伯 栄三 ナカニシヤ出版
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271 人間関係トレーニング 私を育てる教育への人間学的アプローチ 津村 俊充 山口 真人 ナカニシヤ出版
272 人間関係の心理と臨床 秋山 俊夫 北大路書房
273 人間この信じやすきもの 迷信・誤信はどうして生まれるか トーマス・ギロビッチ 守 一雄 新曜社
274 人とかかわる心理学  新装版 人間関係をどう理解するか 学陽選書 嘉部 和夫 松浦 健児 学陽書房
275 偏見解消の心理 対人接触による障害者の理解 山内 隆久 ナカニシヤ出版
276 病める現代社会と人間関係 久保田 信之 酒井書店
277 日本人の心理構造 脱日本病の視点 三好 隆史 ダイヤモンド社
278 コミュニケーション社会学 ライブラリ社会学 7 佐藤 毅 サイエンス社
279 人間とコミュニケーション 原岡 一馬 ナカニシヤ出版
280 理解の秘密 マジカル・インストラクション Books in form special リチャード・ソウル・ワーマン 松岡 正剛 NTT出版
281 第三世界のマスメディア ｱｼﾞｱ経済研究所 明石書店
282 マスメディアと社会 新たな理論的潮流 Ｊ．カラン Ｍ．グレヴィッチ 児島 和人 勁草書房
283 メディア・ファシズムの時代 浅野 健一 明石書店
284 家族社会学の展開 石原 邦雄 培風館
285 家族の構造 社会人類学的分析 中根 千枝 東京大学出版会
286 ジェンダーから世界を読む 関 啓子 木本 喜美子 明石書店
287 セクシュアリティ ジェフリー・ウィークス 上野 千鶴子 河出書房新社
288 いのちを輝かす教育 野村 新 二見 剛史 一茎書房
289 教育からの見直し  新訂版 政治・経済・法制・進化論 村井 実 東洋館出版社
290 教育の目的再考 21世紀問題群ブックス 10 西沢 潤一 岩波書店
291 現代学校と人格発達 教育の危機か、教育学の危機か 窪島 務 地歴社
292 個性を開く教育 片岡 徳雄 黎明書房
293 子どもと対等の教育 子ども観の転換と協同づくり 陽selection 尾木 直樹 学陽書房
294 実践的教育論 大久保 明夫 近代文芸社
295 誕生から死までの教育学  2版 北畠 知量 高文堂出版社
296 人間・教育・学校 ｢新時代の教育｣を展望して 村島 義彦 別惣 淳二 法律文化社
297 阪神大震災を教育に生かす 社会科の初志をつらぬく会 黎明書房
298 人が人に教えるとは 21世紀はあなたに変革を求める 上田 薫 医学書院
299 わかちあいの教育 地球時代の｢新しい｣教育の原理を求めて 岩間 浩 山西 優二 近代文芸社
300 一般教育学概説 ルドルフ・ラサーン 小笠原 道夫 東信堂
301 現代教育総論  改訂版 専修学校等教員資格のための教育学・心理学 西田 文夫 北樹出版
302 新・現代教育要論 教職教養の教育学 巽 幸孚 鈴木 三平 日本文化科学社
303 現代教育学を学ぶ 神田 修 北樹出版
304 現代の教育と学校  第2版 その基礎と展開 山崎 清男 川島書店
305 比較・国際教育学  補正版 石附 実 東信堂
306 教育の現象学 授業を育む子どもたち 中田 基昭 川島書店
307 人間理解からの教育 ルドルフ・シュタイナー 西川 隆範 筑摩書房
308 J.J.ルソーの教育論 五十嵐 良雄 現代書館
309 教育心理学へのアプローチ 教える者が考えること 古沢 頼雄 北樹出版
310 教育心理学への招待 児童・生徒への理解を深めるために 新心理学ライブラリ 11 岩脇 三良 サイエンス社
311 動機づけの学校心理学 クラスの動機づけの構造化に関する実証的研究 谷島 弘仁 風間書房
312 よくわかる発達と学習 杉原 一昭 福村出版
313 遊びの発達学 基礎編 高橋 たまき 培風館
314 遊びの発達学 展開編 高橋 たまき 培風館
315 児童心理学への招待 学童期の発達と生活 新心理学ライブラリ 3 小嶋 秀夫 サイエンス社
316 ピアジェの児童心理学  新装版 波多野 完治 国土社
317 青年期からの自己実現 関 しゅん一 ナカニシヤ出版
318 教育の比較文化誌 石附 実 玉川大学出版部
319 日本の教育システム 構造と変動 天野 郁夫 東京大学出版会
320 いま語る戦後教育 村田 栄一 三一書房
321 個のよさが生きる学校  2版 相互啓発学習  2 東京学芸大学教育学部附属世田谷 東洋館出版社
322 教育話法入門 野地 潤家 明治図書出版
323 教育・保育・施設実習の手引  3訂 松本 峰雄 建帛社
324 乳幼児教育 とくに心の教育 高井 修道 新評論
325 人間関係 かかわりあい・育ちあい 畠中 徳子 不昧堂出版
326 福祉保育実習 実践編 私のオリジナルノート 福祉・保育研究会 育英堂
327 保育原理  第4版 現代の保育学  4 待井 和江 ミネルヴァ書房
328 保育原理  第2版 実践的幼児教育論 関口 はつ江 手島 信雅 建帛社
329 幼児教育を考える22章 現代的課題を原点から問う 秋山和夫 北大路書房
330 幼児教育を学ぶ人のために  2版 岡本 夏木 河嶋 喜矩子 世界思想社
331 幼児教育産業と子育て 子どもと教育 汐見 稔幸 岩波書店
332 乳児保育 幼児教育・保育講座 12 小林 一 坂口 りつ子 福村出版
333 養護内容総論 幼児教育・保育講座 14 井上 肇 福村出版
334 障害児保育 幼児教育・保育講座 15 片山 義弘 片野 隆司 福村出版
335 小児保健  改訂版 幼児教育・保育講座 6 桑原 正彦 長谷川 仁志 福村出版
336 賢い赤ちゃん 乳児期における学習 Ｔ．Ｇ．Ｒ．バウアー 岩田 純一 ミネルヴァ書房
337 子どもが育てることばと知能 健常児と障害児に共通な発達の過程 《発達・障害・教育》叢書 中島 誠 アカデミア出版会
338 乳幼児心理学 人生最初期の発達を考える 若井 邦夫 サイエンス社
339 乳幼児精神発達診断法  増補版 0才～3才まで 津守 真 稲毛 教子 大日本図書
340 幼児心理学への招待 子どもの世界づくり 新心理学ライブラリ 2 内田 伸子 サイエンス社
341 幼児の発達運動学 小林 寛道 ミネルヴァ書房
342 遊びの教育的役割  新版 柴谷 久雄 森 楙 黎明書房
343 幼児の表現を育てる 音声とからだの動きから 現代保育選書 10 須藤 鶴子 文化書房博文社
344 障害児発達学研究 小川 再治 文化書房博文社
345 障害児発達学の基礎 障害児の発達と教育 村井 潤一 小山 正 培風館
346 障害者心理学  4改版 介護福祉士選書 8 市川 隆一郎 建帛社
347 心身障害児の心理と指導 田中 農夫男 福村出版
348 心身障害児(者)の心理・教育・福祉 精神薄弱児・重度重複児を中心として 吉田 辰雄 原田 信一 文化書房博文社
349 点字と朗読を学ぼう 本間 一夫 福村出版
350 現代民俗学入門 佐野 賢治 吉川弘文館
351 民俗学と自然科学 吉岡 郁夫 学生社
352 異界巡礼 小松 和彦 青玄社
353 現代社会と民俗 松崎 憲三 名著出版
354 色彩のフォークロア 都市のなかの基層感覚 小林 忠雄 雄山閣出版
355 水の原風景 自然と心をつなぐもの 福井 勝義 小林 達雄 TOTO出版
356 共生のフォークロア 民俗の環境思想 野本 寛一 青土社
357 海の文化誌 田村 勇 雄山閣出版
358 日本人の死生観 蛇 転生する祖先神 吉野 裕子 人文書院
359 野生児の記録 1 1 狼に育てられた子  カマラとアマラの養育日記 Ｊ．Ａ．Ｌ．シング 中野 善達 福村出版
360 野生児の記録 3 3 カスパー・ハウザー  地下牢の１７年 Ａ．ｖ．フォイエルバッハ 中野 善達 福村出版
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361 野生児の記録 5 5 野生児  その神話と真実 ルシアン・マルソン 中野 善達 福村出版
362 野生児の記録 6 6 野生児と自閉症児  狼っ子たちを追って ブルーノ・ベッテルハイム 中野 善達 福村出版
363 乳幼児を育てる 妊娠から小学校入学まで 子どもと教育 内田 伸子 岡村 佳子 岩波書店
364 ゆとりの子育て イライラ育児よさようなら シリーズ・子育てガイド 1 鈴木 美也子 明治図書出版
365 わかっていてもイライラするお母さんへ  8版 幼児の心が見えてくるセルフ・カウンセリング 渡辺 康麿 学陽書房
366 ベビーマッサージ 親と子の絆を高める アメリア・オーケット 小野 玲子 メディカ出版
367 岩波情報科学辞典 長尾 真 [ほか] 編 石田 晴久 [ほか] 編 稲垣 康善 [ほか] 編 岩波書店
368 岩波情報科学辞典 長尾 真 [ほか] 編 岩波書店
369 コンピュータビジョン 電子・情報・通信編 Maruzen advanced technology 谷内田 正彦 池内 克史 丸善
370 情報解析の基礎理論 武井 恵雄 著 小山田 正幸 著 朝倉書店
371 情報理論 情報数理シリーズ B－1 平沢 茂一 著 培風館
372 現実の脳人工の心 ジョン・Ｌ．カースティ アンダース・カールクビスト 中村 正郎 訳 共立出版
373 コンピュータと認知を理解する 人工知能の限界と新しい設計理念 テリー・ウィノグラード 著 フェルナンド・フローレス 著 平賀 譲 訳 産業図書
374 人工知能アルゴリズム論 アルゴリズム・シリーズ 4 原尾 政輝 著 近代科学社
375 知能工学概論 知能工学シリーズ 第1巻 広田 薫 編著 昭晃堂
376 ニューラルネットワーク 知識・情報・メディア/シリーズ 武藤 佳恭 著 産業図書
377 ニューロコンピューティングの周辺 脳とコンピュータ  2 松本 元 編 大津 展之 編 培風館
378 脳をつくる ロボット作りから生命を考える 中野 馨 著 共立出版
379 インターネット市民革命 情報化社会・アメリカ編 岡部 一明 御茶の水書房
380 インターネット社会論 赤木 昭夫 岩波書店
381 情報環境の経済学 城川 俊一 日本評論社
382 情報環境は進化する 2001年のコンピュータシステム 飯塚 肇 オ－ム社
383 情報社会と現代日本文化 社会学シリーズ 川崎 賢一 東京大学出版会
384 情報化と地域社会 社会と情報ライブラリ 大石 裕 福村出版
385 情報管理概論  2版 理論と応用 渡部 栄 白桃書房
386 統計ガイドブック  第2版 社会・経済 木下 滋 大月書店
387 現代統計学を学ぶ人のために  3版 吉田 忠 世界思想社
388 現代統計学の諸問題 大屋 祐雪 産業統計研究社
389 情報化社会の統計学  改訂版 パソコンによるアプローチ 岩井 浩 ミネルヴァ書房
390 人文・社会科学の統計学 基礎統計学 2 東京大学 東京大学出版会
391 続 統計学入門 杉田 暉道 医学書院
392 知の統計学 株価からアメリカンフットボールまで 福井 幸男 共立出版
393 統計科学入門 池田 貞雄 内田老鶴圃
394 統計情報論 大屋 祐雪 九州大学出版会
395 統計学総論 昭和堂入門選書 27 藪内 武司 昭和堂
396 統計学入門  第6版 杉田 暉道 栃久保 修 医学書院
397 統計学的発想法 物の見方・考え方の変革 広江 守俊 近代文芸社
398 PT･OTのための統計学入門 渡辺 宗孝 三輪書店
399 やさしい実践統計学  改訂 数式を使わない｢エクセル｣併用書 宮城 重二 光生館
400 日本統計発達史研究 岐阜経済大学研究叢書 7 藪内 武司 法律文化社
401 情報の基礎離散数学 演習を中心とした 小倉 久和 近代科学社
402 数学：新しい黄金時代 キース・デヴリン 新美 吉彦 森北出版
403 数学おもちゃ箱 志賀 弘典 日本評論社
404 数学の小径 古典数学散策 羽鳥 裕久 日本評論社
405 生命システム解析のための数学 清水 和幸 コロナ社
406 アルキメデスを読む 上垣 渉 日本評論社
407 数はどこから来たのか 数学の対象の本性に関する仮説 エンリーコ・ジュスティ 斎藤 憲 共立出版
408 数学の秘かな愉しみ 人間世界を数学で読む Ｋ．Ｃ．コール 大貫 昌子 白揚社
409 数学研究法 黒山 人重 日本評論社
410 医学・公衆衛生学のための統計学入門  第2版 永田 久紀 浅野 弘明 南江堂
411 意思決定の認知統計学 行動計量学シリーズ 11 繁桝 算男 朝倉書店
412 Excelによる統計入門  増補版 縄田 和満 朝倉書店
413 確率・統計 新数学入門シリーズ 7 楠岡 成雄 森北出版
414 確率・統計 理工系の数学入門コース 7 薩摩 順吉 岩波書店
415 確率統計 新・数学とコンピュータシリーズ 6 片桐 重延 室岡 和彦 東京電機大学出版局
416 確率・統計入門 使える数学 平居 孝之 共立出版
417 確率統計の数理  第2版 石井 博昭 裳華房
418 基本多変量解析 浅野 長一郎 江島 伸興 日本規格協会
419 基本統計学 浅野 長一郎 森北出版
420 極値問題 基礎数学シリーズ 8 竹中 淑子 培風館
421 空間データの数理 3次元コンピューティングに向けて 金谷 健一 朝倉書店
422 グラフ統計のはなし 石村 貞夫 東京図書
423 コンピュータ・シミュレーションによる物質科学 分子動力学とモンテカルロ法 川添 良幸 共立出版
424 自然科学の統計学 基礎統計学 3 東京大学 東京大学出版会
425 新統計入門  第7版 小寺 平治 裳華房
426 心理・教育のための統計学入門 渡部 洋 金子書房
427 心理・社会・教育系のための統計入門 肥田 野直 培風館
428 数理計画モデルの作成法 Ｈ．Ｐ．ウイリアムス 小林 英三 産業図書
429 数理計画法の基礎 アンソニ・Ｌ．ペレシーニ 仁木 滉 共立出版
430 数理統計学  第2版 基礎から学ぶデータ解析 鈴木 武 山田 作太郎 内田老鶴圃
431 多変量解析の実際 インフォメーション・アナリストのための 本多 正久 産能大学出版部
432 多変量統計分析  新版 ホントにやさしい 菅民郎 現代数学社
433 データ分析法要説 分散分析法を中心に 小牧 純爾 ナカニシヤ出版
434 統計 マグロウヒル大学演習 マーリ・Ｒ．スピーゲル 氏家 勝巳 オ－ム社
435 統計・OR入門 情報処理技術者必携 黒沢 和人 共立出版
436 統計解析ハンドブック多変量解析 Windows版 田中 豊 垂水 共之 共立出版
437 統計データ解析  第3版 小野瀬 宏 内田老鶴圃
438 統計の基礎 水本 久夫 培風館
439 統計的方法のしくみ 正しく理解するための30の急所 永田 靖 日科技連出版社
440 入門多変量解析の実際  第2版 朝野 煕彦 講談社
441 入門統計学 橋本 智雄 共立出版
442 入門統計学 有斐閣ブックス 388 木下 宗七 有斐閣
443 パソコン統計学 跡田 直澄 有斐閣
444 確率モデル入門 尾崎 俊治 朝倉書店
445 自然現象と確率過程  増補版 福島 正俊 石井 一成 日本評論社
446 シナイ確率論入門コース ヤーコヴ・Ｇ．シナイ 森 真 シュプリンガー・フェアラーク東京
447 やさしい確率論 野本 久夫 現代数学社
448 宇宙のからくり ロジャー・Ｇ．ニュートン 松浦 俊輔 青土社
449 基礎の物理 大石 和男 丹生 慶四郎 裳華房
450 基礎物理学 佐藤 清雄 三共出版
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451 計算物理 早野 竜五 高橋 忠幸 共立出版
452 現代物理とわたしたち 大槻 義彦 学術図書出版社
453 現代物理読本 素粒子から宇宙まで 町田 茂 理工学社
454 初歩の物理学 福田 覚 東洋書店
455 日常の物理事典  6版 近角 聡信 東京堂出版
456 日常の物理事典  6版 近角 聡信 東京堂出版
457 パソコンによるシミュレーション物理 矢部 孝 朝倉書店
458 <物質>という神話 ポール・デイビス ジョン・グリビン 松浦 俊輔 青土社
459 物理科学への招待  第4版 武田 暁 裳華房
460 物理と実在 創り出された自然像 ブルース・グレゴリー 亀淵 迪 丸善
461 物理入門  増補版 林 憲二 白藤 孟志 共立出版
462 物理学概論  改訂新版 大槻 義彦 学術図書出版社
463 物理学入門15講 物理学とはどんな学問か 桜井 邦朋 東京教学社
464 物理学の考え方 物理的発想の原点を探る 桜井 邦朋 朝倉書店
465 物理学の基礎 身近なアプローチ 木下 紀正 東京教学社
466 物理学の広場  新装版 時間の話・空間の話 小山 慶太 丸善
467 躍動の時空 物理入門 永田 達郎 創言社
468 リフレッシュ物理学 大塚 穎三 朝倉書店
469 アインシュタインの時代 物理学が世界史になる アーミン・ヘルマン 杉元 賢治 地人書館
470 ガリレイの17世紀 ガリレイ,ホイヘンス,パスカルの物語 シュプリンガー数学クラブ Ｓ．Ｇ．ギンディキン 三浦 伸夫 シュプリンガー・フェアラーク東京
471 日本の物理学者 辻 哲夫 東海大学出版会
472 自然科学的世界像  新装第2版 Ｗ．ハイゼンベルク 田村 松平 みすず書房
473 基礎物理学実験 高橋 重雄 三共出版
474 物理学実験 野木 靖之 裳華房
475 宇宙のスカラー的構造 “見えない世界”を観る科学の構想 実藤 遠 技術出版
476 物理と対称性 クォークから進化まで Science break 5 坂東 昌子 丸善
477 アインシュタインの相対性理論  改訂版新装 河出・現代の名著 エルンスト・カッシーラー 山本 義隆 河出書房新社
478 一般相対論 物理学教科書シリーズ 佐々木 節 産業図書
479 世界を変えた式 アインシュタインVSニュートン ハラルド・フリッチ 青木 薫 丸善
480 相対性理論の常識的転回 光力学の復活 浜岡 泰治 新風舎
481 なっとくする相対性理論 松田 卓也 二間瀬 敏史 講談社
482 量子のさいころ 量子力学歴史読本 レオニード・Ｉ．ポノマリョフ 沢見 英男 シュプリンガー・フェアラーク東京
483 物理統計学 基礎と応用 宗像 豊哲 朝倉書店
484 物理数学 物理学基礎シリーズ 11 佐々木 隆 培風館
485 キーポイント力学 物理のキーポイント 1 吉田 春夫 岩波書店
486 なっとくする解析力学 都筑 卓司 講談社
487 パラドックスとしての流体 科学精神の冒険 4 巽 友正 培風館
488 原子・分子の流れ 希薄気体力学とその応用 日本機械学会 共立出版
489 生活に生かす音の科学 音と上手につきあう サイエンス・シリーズ 山田 伸志 パワー社
490 身の回りの光と色 ポピュラー・サイエンス 加藤 俊二 裳華房
491 色彩工学 大田 登 東京電機大学出版局
492 基礎物理学 波動・光・熱 嶋村修二 荻原千聡 朝倉書店
493 絵でわかる熱力学 小暮 陽三 オーム社
494 熱現象30講 物理学30講シリーズ 4 戸田 盛和 朝倉書店
495 熱・統計力学の考え方 物理の考え方 3 砂川 重信 岩波書店
496 極低温のはなし テクノライフ選書 荻原 宏康 中込 秀樹 オーム社
497 図でわかる電磁気学 伊藤 彰義 講談社
498 超伝導電磁気学 大沼 俊朗 コロナ社
499 超伝導物理入門 御子柴 宣夫 鈴木 克生 培風館
500 基礎物性物理 基本化学シリーズ 4 落合 勇一 関根 智幸 朝倉書店
501 分子運動30講 物理学30講シリーズ 5 戸田 盛和 朝倉書店
502 固体はなぜ固いか パリティ物理学コース 星野 公三 丸善
503 やさしく語る放射線 新コロナシリーズ 22 菅野 卓治 関 晋 コロナ社
504 素粒子物理 パリティ物理学コース 牧 二郎 林 浩一 丸善
505 “超”への挑戦 素粒子物理とスーパー・スターの物語 バリー・パーカー 小林 てつ郎 丸善
506 一般化学 化学教科書シリーズ 竹本 喜一 伊藤 克子 丸善
507 化学 バイオテクノロジーテキストシリーズ 今村 昌 講談社
508 化学に活かすコンピュータ 基礎からインターネット・LATEXまで 成沢 芳男 宮前 雄一 海文堂出版
509 化学の基礎 化学入門コース 1 竹内 敬人 岩波書店
510 化学者のための人工知能入門 化学セミナー ヒュー・Ｍ．カートライト 西川 利男 丸善
511 環境と人にやさしい化学 田中 春彦 培風館
512 教養としての化学  改訂第22版 富田 功 目良 誠二 裳華房
513 暮らしの化学  第4版 国本 宏喜 裳華房
514 現代の基礎化学 野本 健雄 田中 文夫 三共出版
515 マイクロ化学 微小空間の反応を操る 増原極微変換ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 化学同人
516 よくわかる化学の情報技術 吉村 忠与志 坂上 秀男 オーム社
517 ライフサイエンス系の化学 三浦 敏明 三共出版
518 化学の生い立ち 新化学ライブラリー 竹内 敬人 山田 圭一 大日本図書
519 錬金術の世界 ヨハンネス・ファブリキウス 大滝 啓裕 青土社
520 構造式と化学名 高橋 浩 三共出版
521 現代の生活と物質 西口 毅 化学同人
522 現代物理化学講義 化学熱力学と反応速度 秀島 武敏 培風館
523 元素の王国 サイエンス・マスターズ 6 ピーター・アトキンス 細矢 治夫 草思社
524 入門高分子科学  第5版 大沢 善次郎 裳華房
525 楽しい化学の実験室 日本化学会 東京化学同人
526 機器分析におけるコンピュータ利用 入門分析化学シリーズ 日本分析化学会 朝倉書店
527 分析化学の基礎 佐竹 正忠 共立出版
528 有機合成法の考え方 高橋 浩 三共出版
529 おもしろい水のはなし 久保田 昌治 日刊工業新聞社
530 究極のシンメトリー フラーレン発見物語 ジム・バゴット 小林 繁樹 白揚社
531 基礎有機化学  第2版 向山 光昭 丸善
532 有機化学のフロンティア 日本化学研究会 培風館
533 生き物をどう見るか 生き物と人間の関わり・倫理学的考察を加えて 芋生 紘志 共立出版
534 教養の生命科学 中村 方子 朝倉書店
535 生物科学の基礎 情報の流れから見た新しい生物学 吉里 勝利 培風館
536 生物としてのヒト 秘められたはたらき 藤本 輝夫 医歯薬出版
537 生命科学 中村 運 化学同人
538 なぜそれは起こるのか 過去に共鳴する現在 喰代 栄一 サンマーク出版
539 バイオテクノロジー概論 池上 正人 朝倉書店
540 廃棄物のバイオコンバージョン 有機性廃棄物のリサイクル ニューエンジニアリングライブラリー 矢田 美恵子 地人書館
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541 ゆかいな生物学  改訂新版 ファーンズワース教授の講義ノート フランク・Ｈ．ヘプナー 黒田 玲子 朝倉書店
542 川の生物  2版 フィールド総合図鑑 リバーフロント整備センター 山海堂
543 都会の生物 小学館のフィールド・ガイドシリーズ 17 藤本 和典 亀田 竜吉 小学館
544 自然へのまなざし ナチュラリストたちの大地 岸 由二 紀伊国屋書店
545 森羅万象の旅 実重 重実 地湧社
546 生命科学と生命 知識と世論のはざま ポリロゴス叢書 アンリ・アトラン カトリーヌ・ブーケ 仲沢 紀雄 国文社
547 動物バイオテクノロジーの基礎実験 哺乳動物の配偶子操作の手引 石島 芳郎 三共出版
548 バイオテクノロジーへの基礎実験 桃木 芳枝 渡部 俊弘 三共出版
549 人工生命 デジタル生物の創造者たち スティーブン･レビー 服部 桂 朝日新聞社
550 生物の種多様性  第4版 バイオディバーシティ・シリーズ 1 岩槻 邦男 馬渡 峻輔 裳華房
551 生物の複雑さを読む 階層性の生物学 平凡社・自然叢書 30 団 まりな 平凡社
552 生命－その始まりの様式 多田 富雄 中村 雄二郎 誠信書房
553 生命とフェミニズム 言語・ジェンダー・科学 エヴリン・フォックス・ケラー 広井 良典 勁草書房
554 生命の起源 野田 春彦 培風館
555 バイオサイエンスの統計学 正しく活用するための実践理論 市原 清志 南江堂
556 動く大地とその生物 東京大学コレクション 2 大場 秀章 西野 嘉章 東京大学出版会
557 自然の諸時期 叢書・ウニベルシタス 456 ﾋﾞｭﾌｫﾝ 菅谷 暁 法政大学出版局
558 山原の自然 亜熱帯の森 湊 和雄 平凡社
559 アマゾン河の博物学者 完訳 ヘンリー・Ｗ．ベイツ 長沢 純夫 平凡社
560 遺伝学  第3版 医学要点双書 12 武部 啓 金芳堂
561 基礎遺伝学  第3版 21世紀への遺伝学 1 黒田 行昭 裳華房
562 人間の遺伝学 サム・シンガー 関谷 剛男 東京化学同人
563 発生遺伝学  第2版 21世紀への遺伝学 4 岡田 益吉 裳華房
564 遺伝子と脳 何が可能になったか ポップサイエンス リチャード・ファイフィールド 藤田 忍 丸善
565 遺伝子の川 サイエンス・マスターズ 1 リチャード・ドーキンス 垂水 雄二 草思社
566 心は遺伝子をこえるか 木下 清一郎 東京大学出版会
567 ＤＮＡとの対話  5版 遺伝子たちが明かす人間社会の本質 ロバート・ポラック 中村 桂子 早川書房
568 進化と倫理 トマス・ハクスリーの進化思想 ジェームズ・パラディス ジョージ・Ｃ．ウィリアムズ 小林 傳司 産業図書
569 進化論と倫理 Sekaishiso seminar 内井 惣七 世界思想社
570 化学生態学への招待 化学の言葉で生物の神秘を探る 古前 恒 三共出版
571 環境生物学への招待 地球生物圏と人間 鈴木 賢英 文化書房博文社
572 現代生態学とその周辺 沼田 真 東海大学出版会
573 指標生物  新装版 自然をみるものさし フィールドガイドシリーズ 3 日本自然保護協会 平凡社
574 生物環境論 細野 英夫 落合 進 学文社
575 生物界における共生と多様性 川那部 浩哉 人文書院
576 生物誌からのエコロジー 三島 次郎 玉川大学出版部
577 花・鳥・虫のしがらみ進化論 ｢共進化｣を考える 上田 恵介 築地書館
578 寄生から共生へ 昨日の敵は今日の友 シリーズ<共生の生態学> 6 山村 則男 平凡社
579 棲み場所の生態学 シリーズ<共生の生態学> 7 竹門 康弘 平凡社
580 生物海洋学入門 キャロル・Ｍ．ラリー ティモシー・Ｒ．パーソンズ 長沼 毅 講談社
581 自分をつくりだした生物 ヒトの進化と生態系 ジョナサン・キングドン 管 啓次郎 青土社
582 人間史をたどる 自然人類学入門 片山 一道 朝倉書店
583 ヒトの進化 カラースケッチ アドリエンヌ・Ｌ．チィールマン 木村 邦彦 広川書店
584 ミッシング・リンクの謎  新装版 人類の起原をさぐる レイモンド・Ａ．ダート 山口 敏 みすず書房
585 骨は語る ジェフリー・シュワルツ 渡辺 毅 河出書房新社
586 顔と表情の人間学 平凡社・自然叢書 25 香原 志勢 平凡社
587 基礎医学統計学  改訂第4版 加納 克己 高橋 秀人 南江堂
588 おはなし生活科学 佐藤 方彦 日本規格協会
589 家政学概論  第2版 社会福祉専門職ライブラリー 介護福祉士編 宮崎 礼子 誠信書房
590 家庭生活大事典 ホームパル 小学館
591 着装の科学 柳沢 澄子 近藤 四郎 光生館
592 住生活論 家族の自立と共生のために 人間生活シリーズ 町田 玲子 化学同人
593 新住居学概論  第3版 生活科学シリーズ 11 石堂 正三郎 中根 芳一 化学同人
594 豊かな住生活を考える－住居学  第2版 小沢 紀美子 彰国社
595 アトラス応急処置マニュアル セント・ジョン・アンビュランス 大塚 敏文 南江堂
596 岩波日中辞典 倉石 武四郎 折敷瀬 興 岩波書店
597 やさしくくわしい中国語文法の基礎 守屋 宏則 東方書店
598 英語なんでも情報事典 Q＆A 伊村 元道 研究社出版
599 英語のすべて ビル・ブライソン 小川 繁司 研究社出版
600 英語の法則と不思議 QuestionsAndAnswers－English 藤井 基精 南雲堂フェニックス
601 英語のまちがい 鈴木 弘志 英友社
602 英語表現のテクニック 推理小説に学ぶ英語らしさ 室井 久 大修館書店
603 英語らしさに迫る 日本語の発想・英語の視点 木村 哲也 研究社出版
604 知ってるようで知らない？英語表現144 首藤 訓宏 三修社
605 社会で役立つ英語習得のテクニック 実用英語習得のコツを平易に解説！ 篠田 義明 研究社出版
606 日本人英語へのちょっとしたアドヴァイス  新訂版 ピーター・シュナイダー ジェーン・シュナイダー 大修館書店
607 わかりますか？英語の歌の英語 やさしくくわしく有名曲 土屋 唯之 南雲堂フェニックス
608 私の英語開眼(かいがん) ｢英語らしさ｣をどう身につけるか 長谷川 潔 大修館書店
609 英語総合研究  改訂版 英語学への招待 長谷川 瑞穂 脇山 怜 研究社出版
610 英語の世界 英語学とその関連領域 藤井 健夫 昭和堂
611 英語学の基礎 Ｓ．Ｅ．グラムリー Ｋ．Ｍ．ペツォールト 新長 馨 北星堂書店
612 英語学の視点 開拓社叢書 3 安藤 貞雄 開拓社
613 学校文法から始める英語学 中田 康行 晃洋書房
614 入門英語学 田崎 勉 文化書房博文社
615 英語ことばあそび 秋保 慎一 藤田 孝 松柏社
616 英語の｢？(はてな)｣ オックスフォード辞書編集部が答える ジェレミー・マーシャル フレッド・マクドナルド 小黒 昌一 研究社出版
617 英語の名言名句 英米人の基礎教養を知る 本多 正英 研究社出版
618 辞書を読むと 長田 道昭 南雲堂フェニックス
619 英語コミュニケーションの理論と実際 スピーチ学からの提言 近江 誠 研究社出版
620 英語のヒアリングとその指導 小池生夫 大修館書店
621 これだけ英文法 どんな人でも必ず英語が読めるようになる 伊藤 悟 朝日出版社
622 やさしい英文法  新訂版 斎藤 誠毅 研究社出版
623 英語音声学 理論と学習 清水 克正 勁草書房
624 英語音声学演習  3版 根間 弘海 大修館書店
625 英語音声学・音韻論 ピーター・ローチ 島岡 丘 大修館書店
626 英語音声学入門 英語・英米文学入門シリーズ 松坂 ヒロシ 研究社出版
627 英語の発音 指導と学習 東書TMシリーズ 牧野 勤 東京書籍
628 英語の発音演習  4版 根間 弘海 大修館書店
629 英語の発音とリズム 理論と演習の英語音声学 根間 弘海 開拓社
630 現代英語の音声  改訂新版 リスニングと発音 島岡 丘 研究社出版
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631 ヒアリングの行動科学 実践的指導と評価への道標 竹蓋 幸生 研究社出版
632 英語イントネーション論 渡辺 和幸 研究社出版
633 英語のリズム・イントネーションの指導 渡辺 和幸 大修館書店
634 英語略語辞典  第3版 広永 周三郎 研究社出版
635 英語略語辞典  第3版 広永 周三郎 研究社出版
636 英語の意味  3版 テイクオフ英語学シリーズ 3 池上 嘉彦 大修館書店
637 新英和大辞典  第5版 小稲 義男 研究社
638 新英和大辞典  第5版 小稲 義男 研究社
639 新和英大辞典  第4版 増田 綱 研究社
640 新和英大辞典  第4版 増田 綱 研究社
641 米英俗語辞典  新訂版 内野 泰子 小西 和久 朝日出版社
642 英単語の使い方事典  第2版 辞典ではわからない  基本動詞編 ケリー伊藤 三修社
643 基本英単語の意味とイメージ コミュニケーションの核となる 阿部 一 研究社出版
644 カタカナ英語ハンドブック 英語の発想をつかむ 山口 百々男 佐原 正夫 三修社
645 英語の語彙史 借用語を中心に 不死鳥英語学叢書 三輪 伸春 南雲堂
646 英語の使い方  3版 テイクオフ英語学シリーズ 4 今井 邦彦 大修館書店
647 英語の文法  3版 テイクオフ英語学シリーズ 2 村田 勇三郎 成田 圭市 大修館書店
648 現代英文法総論 レナート・デクラーク 安井 稔 開拓社
649 日常のなかの英文法 岡田 慶子 南雲堂フェニックス
650 英語・英文法重要用語辞典 山口 昌彦 南雲堂フェニックス
651 英語らしい表現と英文法 意味のゆがみをともなう統語構造 福地 肇 研究社出版
652 英語の冠詞がわかる本 英語の冠詞の用法の｢なぜ？｣を考える 正保 富三 研究社出版
653 英語の動詞  新訂版 形とこころ 木下 浩利 九州大学出版会
654 英語法助動詞の意味論 ジェニファー・コーツ 沢田 治美 研究社出版
655 英語副詞の研究 副詞の多様性 三浦 敏明 文化書房博文社
656 英語前置詞活用辞典 小西 友七 大修館書店
657 英語文体論 池田 拓朗 研究社出版
658 英語論文に使う表現文例集 迫村 純男 ジェイムズ・レイサイド ナツメ社
659 英語の書式と手紙の書き方 秋山 登志之 南雲堂フェニックス
660 基礎からよくわかる英文読解 塩川 千尋 旺文社
661 病気になっても困らない英会話  改訂新版 尾崎 哲夫 南雲堂
662 楽しいドイツ語 会話までひとっ跳び 関口 一郎 白水社
663 プログレッシブ独和辞典 小野寺 和夫 小学館
664 プログレッシブ独和辞典 小野寺 和夫 小学館
665 やさしいドイツ文法 辞書なしでどこからでも読める 大岩 信太郎 三修社
666 ドイツ語で手紙を書こう  新訂版 大塚 綾 ハンス・ギュンター・クラウト 三修社
667 250語でできるやさしいドイツ会話  改訂版 小塩 節 白水社
668 楽しく学ぶフランス語 絵で記憶 安田 悦子 白水社
669 はじめてのフランス語 耳で覚える ファブリス・アルデュイニ 壺井 恵子 ナツメ社
670 プチ・ロワイヤル仏和辞典  改訂新版 倉方 秀憲 旺文社
671 プチ・ロワイヤル仏和辞典  改訂新版 倉方 秀憲 旺文社
672 衛生・公衆衛生学  第4版 New integrated medical lectures 和田 攻 医学書院
673 衛生公衆衛生学  第2版 園田 真人 津田 信夫 医歯薬出版
674 エレメンタル公衆衛生と体育理論 千葉 裕典 医歯薬出版
675 概説公衆衛生学  新版 野田 実治 建帛社
676 学生のための現代公衆衛生  3版 中村 泉 三浦 悌二 南山堂
677 患者の権利  改訂増補版 池永 満 九州大学出版会
678 救急医療と市民生活 阪神大震災とサリン事件に学ぶ 杉本 侃 へるす出版
679 健康科学概論 後閑 容子 蝦名 美智子 広川書店
680 健康科学概論 川上 吉昭 土井 豊 中央法規出版
681 健康心理学 健康の回復・維持・増進を目指して 岡堂 哲雄 誠信書房
682 健康生活の社会学  増補版 野原 忠博 朝野 聡 高文堂出版社
683 健康・保健の科学  第3版 出生前からの健康をめざして 坂口 洋 日本小児医事出版社
684 現代医療の社会学  4版 日本の現状と課題 Sekaishiso seminar 黒田 浩一郎 世界思想社
685 現代人の保健  新版 杉下 知子 杉崎 紀子 朝倉書店
686 公衆衛生マニュアル 2000  18版 2000 柳川 洋 中村 好一 南山堂
687 公衆衛生・予防医学 TEXT 大野 良之 南山堂
688 公衆衛生学概論  第3版 大和田 国夫 門奈 丈之 医歯薬出版
689 行動変容へのパフォーマンス 日本保健医療行動科学会年報 日本保健医療行動科学会 メヂカルフレンド社
690 最新公衆衛生  第2版 臼谷 三郎 西山 敬太郎 講談社
691 住民と共につくる保健計画 藤本 末美 日本看護協会出版会
692 新衛生公衆衛生学 館 正知 岡田 晃 南山堂
693 新衛生・公衆衛生学  第2版 Qシリーズ 横山 英世 日本医事新報社
694 新衛生学・公衆衛生学  第2版 西村 正雄 医歯薬出版
695 新簡明衛生公衆衛生  第3版 稲葉 裕 野崎 貞彦 南山堂
696 シンプル衛生公衆衛生学  改訂第9版 鈴木 庄亮 久道 茂 南江堂
697 地域保健福祉の展開 個人の多様性と地域社会をつなぐ 青木 慎一郎 川島書店
698 テキスト保健学  第2版 健康と環境の科学 三浦 悌二 中村 泉 南山堂
699 ドキュメント救急医療の試練阪神・淡路大震災 日本救急医学会災害医療検討委員会 メディカ出版
700 NEW衛生公衆衛生学  改訂第3版 Nankodo's essential well－advanced series 糸川 嘉則 南江堂
701 ヘルスサイエンス  6版 川上 雅之 不昧堂出版
702 薬学領域の公衆衛生学  第2版 沢村 良二 中村 健一 南山堂
703 要説公衆衛生  新版第2版 上延 富久治 川村 堅 建帛社
704 わたしたちのからだ シリーズ生活を学ぶ 6 緒方 直助 大井 清吉 福村出版
705 やさしい保健統計学  改訂第2版 縣 俊彦 南江堂
706 病む人、癒せぬ人 永井 明 朝日新聞社
707 健康の地図帳 大久保 昭行 講談社
708 わが国の母子保健 平成11年度 1999 母子衛生研究会 母子保健事業団
709 産業精神保健ハンドブック 1 1 産業精神保健の基礎 日本産業精神保健学会 中山書店
710 産業保健マニュアル  第3版 和田 攻 南山堂
711 産業医活動マニュアル  第3版 高田 勗 野見山 一生 医学書院
712 産業医ノートブック  第3版 的場 恒孝 医歯薬出版
713 職場のメンタルヘルス・ノート 粟野 菊雄 医歯薬出版
714 健康管理概論  第2版 新栄養士課程講座 苫米地 孝之助 福渡 靖 大谷 八峯 建帛社
715 健康管理概論 郡司 篤晃 西垣 克 医歯薬出版
716 健診データハンドブック 健診情報ﾃﾞーﾀﾍﾞーｽ研究会 医学書院
717 21世紀の災害医療体制 災害にそなえる医療のあり方 厚生省健康政策局指導課 へるす出版
718 災害医療ガイドブック 国際災害研究会 医学書院
719 事例から学ぶ災害医療 ｢進化する災害｣に対処するために 鵜飼 卓 南江堂
720 大震災における救急災害医療 阪神・淡路大震災から何を学ぶか  日本学術会議シンポジウムから 武下 浩 へるす出版
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721 高齢者のスポーツ・レクリエーション  5版 草川 一枝 吉川 喬子 遊戯社
722 スポーツ・インテリジェンス 科学・産業・行政を結ぶ 宮下 充正 大修館書店
723 スポーツScience  3版 川島 一明 弘学出版
724 スポーツのはなし 岡野 進 矢野 龍彦 創文企画
725 続・高齢者のスポーツ・レクリエーション  3版 草川 一枝 遊戯社
726 体育とレクリェーション  増補14版 獺口 彰 三和書房
727 スポーツ学の視点 二杉 茂 昭和堂
728 例解 健康・スポーツ科学のための統計学 出村 慎一 大修館書店
729 スポーツ上達の力学 イラストでわかるスポーツ動作の原理 大河サイエンス 八木 一正 大河出版
730 健康・スポーツの社会学 フィットネスシリーズ 1 山口 泰雄 建帛社
731 現代生活とスポーツ スポーツ社会学ノート 丸山 富雄 中央法規出版
732 健康・スポーツの心理学 フィットネスシリーズ 2 落合 優 建帛社
733 スーパーマインド メンタルトレーニング独習法 高橋 慶治 朝日出版社
734 トップレベルのメンタルトレーニング 世界の第一人者、テリー・オーリックの テリー・オーリック 高妻 容一 ベースボール・マガジン社
735 ベストプレイへのメンタルトレーニング 心理的競技能力の診断と強化 徳永 幹雄 大修館書店
736 健康・スポーツの測定 フィットネスシリーズ 6 川初 清典 建帛社
737 いまスポーツで子どもが危ない  改訂版 整形外科医の診察室から いきいきライフ 原瀬 瑞夫 五月書房
738 運動科学の演習問題 動くからだの基礎学習 PH選書 大道 等 大修館書店
739 運動処方の指針 運動負荷試験と運動プログラム ｱﾒﾘｶｽﾎﾟーﾂ医学会 宇佐美 暢久 南江堂
740 学校におけるスポーツ医学 実践スポーツクリニック 福田 濶 文光堂
741 健康運動のガイドライン 日本医師会 医学書院
742 健康・スポーツの医学－外科 フィットネスシリーズ 5 横江 清司 建帛社
743 健康・スポーツの医学－内科 フィットネスシリーズ 4 川久保 清 建帛社
744 高齢者の健康・体力科学 永田 晟 不昧堂出版
745 子どもの健康とスポーツ 小児のメディカル・ケア・シリーズ 浅見 俊雄 医歯薬出版
746 実践的スポーツ栄養学 競技力向上と健康づくりのための効果的な食べかた 鈴木 正成 文光堂
747 小児のスポーツ科学 オデッド・バー・オー 三村 寛一 金芳堂
748 小児のスポーツと健康 日本臨床ｽﾎﾟーﾂ医学会 診断と治療社
749 女性スポーツの医学 目崎 登 文光堂
750 図説・運動・スポーツの功と罪 運動生理・スポーツ医学・栄養 中野 昭一 医歯薬出版
751 スポーツ外傷・障害Q&A 小出 清一 南江堂
752 スポーツテーピング 巻くポイントがひと目でわかる 斎藤 隆正 高橋書店
753 スポーツとリハビリテーション医学  第2版 佐藤 揵 広川書店
754 スポーツのためのセルフケア からだの手入れとコンディショニング 実践スポーツクリニック 黒田 善雄 文光堂
755 スポーツ・リハビリテーション 栗山 節郎 川島 敏生 不昧堂出版
756 テーピングハンドブック 中嶋 寛之 全日本病院出版会
757 目でみる動きの解剖学  新装3版 スポーツにおける運動と身体のメカニズム ロルフ・ヴィルヘード 金子 公宥 大修館書店
758 イラスト運動生理学  第2版 朝山 正己 東京教学社
759 運動生理学  改訂第2版 栄養・健康科学シリーズ 杉 晴夫 南江堂
760 運動生理学  第2版 前田 如矢 金芳堂
761 運動生理学概論  新訂20版 宮下 充正 石井 喜八 大修館書店
762 運動とエネルギーの科学 日本運動生理学会運動生理学シリーズ 中野 昭一 竹宮 隆 杏林書院
763 からだと運動の科学  第2版 健康な生活のために 玉木 伸和 学術図書出版社
764 健康・スポーツの生理学 フィットネスシリーズ 3 角田 聡 建帛社
765 健康と運動の生理学  改訂第3版 堀 清記 金芳堂
766 コ・メディカルのための実用運動学 佐藤 和男 メヂカルフレンド社
767 発達運動生理学 大山 良徳 光生館
768 レクチャー運動生理学 島村 宗夫 山里 晃弘 建帛社
769 日本スポーツ文化の源流 成立期におけるわが国のスポーツ制度に関する研究 日下 裕弘 不昧堂出版
770 トレーニングサイエンス 川上 雅之 岩崎 英人 不昧堂出版
771 基本ストレッチ 体をほぐす Play sports！ 萱沼 文子 日本文芸社
772 新・ストレッチングの実際 栗山 節郎 川島 敏生 南江堂
773 ニコニコ体操  5版 長尾 正子 遊戯社
774 若返りの戦略 35歳からのフィットネス ルネ・カリエ レオナルド・グロス 荻島 秀男 医歯薬出版
775 レクリエーション 作業療法ジャーナル vol.28 no.11保存版 <作業療法ｼﾞｬーﾅﾙ編集部> 三輪書店
776 新しい解剖生理学  改訂第10版 山本 敏行 南江堂
777 新しい解剖生理学  改訂第10版 山本 敏行 南江堂
778 アトラスとテキスト人体の解剖 Ｊ．Ａ．ゴスリング 山内 昭雄 南江堂
779 生きている人体 エスペン・ディートリクス 後藤 仁敏 時空出版
780 イラスト解剖学  第2版 松村 讓兒 中外医学社
781 イラストでまなぶ解剖学 松村 讓兒 医学書院
782 医療のための人体解剖学 斎藤 基一郎 広川書店
783 医療のための人体解剖学 斎藤 基一郎 広川書店
784 おもしろ解剖学読本  第3版 加藤 征治 三浦 真弘 金芳堂
785 解剖実習の手びき  第10版 寺田 春水 藤田 恒夫 南山堂
786 解剖生理学 栄養士養成シリーズ 山王 義一 有国 富夫 光生館
787 解剖生理学 モダン・ナース・シリーズ 2 竹中 敏文 楠 豊和 培風館
788 解剖生理学概論 宇津木 良夫 建帛社
789 解剖生理学実験  新訂 川村 一男 建帛社
790 解剖生理学知識の整理  第5版 伊東 一郎 医歯薬出版
791 解剖学  改訂第7版 MINOR TEXTBOOK 清木 勘治 金芳堂
792 解剖学アトラス  第3版 ヴェルナー・カーレ 越智 淳三 文光堂
793 解剖学アトラス  第3版 ヴェルナー・カーレ 越智 淳三 文光堂
794 解剖学カラーアトラス  第4版 ヨハネス・ウィルヘルム・ローエン 医学書院
795 解剖学カラーアトラス  第4版 ヨハネス・ウィルヘルム・ローエン 医学書院
796 解剖学講義 伊藤 隆 南山堂
797 解剖学コメンタリー 佐々木 和信 中外医学社
798 解剖学実習アトラス 河西 達夫 南江堂
799 解剖学実習アトラス 河西 達夫 南江堂
800 解剖学の実習と要点  改訂第3版 福山 右門 南江堂
801 解剖学の手びき 寺田 春水 池田 敏子 南山堂
802 解剖学の要点  改訂2版 加藤 征治 金芳堂
803 解剖学はおもしろい 上野 正彦 医学書院
804 カラーアトラス人体  第3版 解剖と機能 横地千仭 医学書院
805 カラーアトラス人体  第3版 解剖と機能 横地 千仭 医学書院
806 カラースケッチ解剖学  第2版 ワイン・カピット ローレス・Ｍ・エルソン 嶋井 和世 広川書店
807 からだの機構  新版 小田嶋 梧郎 メヂカルフレンド社
808 からだの地図帳 講談社 高橋 長雄 講談社
809 局所解剖学アトラス ヴェルナー・プラッツァー ゲルハルト・スピッツァー 石川 春律 文光堂
810 局所解剖学アトラス ヴェルナー・プラッツァー ゲルハルト・スピッツァー 石川 春律 文光堂



図書等一覧（整備済）

-10-

№ タイトル 著者名 出版者
811 健康と病気のしくみがわかる解剖生理学 島田 達生 西村書店
812 現代の解剖学  改訂新版 山田 安正 金原出版
813 現代の解剖学  改訂新版 山田 安正 金原出版
814 コメディカルの解剖学 嶋井 和世 広川書店
815 コメディカルの解剖学 嶋井 和世 広川書店
816 実習人体解剖図譜  第48版 浦 良治 南江堂
817 新解剖学  第3版 Qシリーズ 加藤 征 日本医事新報社
818 人体解剖カラーアトラス ピーター・ハーバート・エーブラハム 佐藤 達夫 南江堂
819 人体解剖カラーアトラス ピーター・ハーバート・エーブラハム 佐藤 達夫 南江堂
820 人体解剖学  改訂第41版 藤田 恒太郎 南江堂
821 人体解剖学ノート  改訂第5版 清木 勘治 金芳堂
822 人体の解剖学 本陣 良平 南山堂
823 人体の構造と機能  第2版 エレイン・Ｎ．マリーブ 林正 健二 医学書院
824 人体の構造と機能 エレイン・Ｎ．マリーブ 林正 健二 医学書院
825 図説人体の構造 小田嶋 梧郎 メヂカルフレンド社
826 図説体表解剖学 窪田 金次郎 ゲルト・ホルスト・シューマッハー 朝倉書店
827 スネル臨床解剖学  第2版 リチャード・Ｓ．スネル 山内 昭雄 メディカル・サイエンス・インターナショナル

828 3Ｄ解剖アトラス 横地 千仭 医学書院
829 3Ｄ解剖アトラス 横地 千仭 医学書院
830 体表解剖カラーアトラス ケネス・Ｍ．バックハウス ラルフ・Ｔ．ハッチングズ 佐藤 達夫 南江堂
831 体表解剖学  第1版第8刷（補訂） 藤原 知 医歯薬出版
832 体表解剖学  第1版第8刷（補訂） 藤原 知 医歯薬出版
833 日本人体解剖学 上巻  改訂19版 1 骨格系・筋系・神経系 金子 丑之助 南山堂
834 日本人体解剖学 下巻  改訂19版 2 循環器系・内臓学・感覚器 金子 丑之助 南山堂
835 日本人体解剖学 3  18版 3 脈管学・神経系 金子 丑之助 南山堂
836 入門解剖図譜 三井 但夫 建帛社
837 入門人体解剖生理学 三井 但夫 建帛社
838 入門人体解剖学  改訂第4版 藤田 恒夫 南江堂
839 入門人体解剖学  改訂第4版 藤田 恒夫 南江堂
840 入門人体解剖学 カラーリングブック マーガレット・マット ジョー・ジェミアン 井上 芳郎 広川書店
841 人間生物学 解剖学と生理学の理解のために ジョン・Ｋ．イングリス 中村 隆一 三輪書店
842 ひとりで学べる解剖と生理 1 1 序説,生殖器系 Ｒ・リカード 依藤 宏 広川書店
843 ひとりで学べる解剖と生理 2 2 内分泌腺,神経系 Ｒ・リカード 中井 康光 広川書店
844 ひとりで学べる解剖と生理 3 3 運動系,特殊感覚 Ｒ・リカード 臼倉 治郎 広川書店
845 ひとりで学べる解剖と生理 4 4 呼吸器系,循環器系 Ｒ・リカード 沢田 元 広川書店
846 ひとりで学べる解剖と生理 5 5 泌尿器系,消化器系 Ｒ・リカード 月田 承一郎 広川書店
847 ビドロー解剖アトラス ゴヴァルト・ビドロー 中原 泉 南江堂
848 ビドロー解剖アトラス ゴヴァルト・ビドロー 中原 泉 南江堂
849 分冊解剖学アトラス 2  第4版 2 内臓 ヴェルナー・カーレ 越智 淳三 文光堂
850 分冊解剖学アトラス 3  第4版 3 神経系と感覚器 ヴェルナー・カーレ 越智 淳三 文光堂
851 分担 解剖学 1  第11版 1 総説・骨学・靱帯学・筋学 森 於莵 金原出版
852 分担 解剖学 1  第11版 1 総説・骨学・靱帯学・筋学 森 於莵 金原出版
853 分担 解剖学 2  改訂第11版 2 脈管学・神経系 平沢 興 岡本 道雄 金原出版
854 分担 解剖学 2  改訂第11版 2 脈管学・神経系 平沢 興 岡本 道雄 金原出版
855 分担 解剖学 3  第11版 3 感覚器学・内蔵学 小川 鼎三 金原出版
856 分担 解剖学 3  第11版 3 感覚器学・内蔵学 小川 鼎三 金原出版
857 分担 解剖学 続巻  第10版 組織学・発生学 森 優 山元 寅男 金原出版
858 分担 解剖学 続巻  第10版 組織学・発生学 森 優 山元 寅男 金原出版
859 目でみるからだのメカニズム  新訂版 堺 章 医学書院
860 やさしい解剖生理  改訂第2版 発生からはたらきまで 秋山 房雄 南山堂
861 やさしい解剖生理学  改訂3版 駒田 格知 今西 嘉男 金芳堂
862 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のための解剖学  第3版 渡辺 正仁 広川書店
863 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のための解剖学  第3版 渡辺 正仁 広川書店
864 臨床に役立つ生体の観察  第2版（縮刷版） 体表解剖と局所解剖 星野 一正 医歯薬出版
865 わかりやすい解剖生理 構造と機能への入門 アドルフ・ファラー 酒井 恒 文光堂
866 基準組織学  改訂第12版 山本 敏行 南江堂
867 現代の組織学  改訂第3版 山田 安正 金原出版
868 現代の組織学  改訂第3版 山田 安正 金原出版
869 人体組織図譜 マリアノ・Ｓ・Ｈ・デイ・フィオレ 藤田 恒夫 南江堂
870 組織学カラーアトラス レスリー・Ｐ．ガートナー ジェームズ・Ｌ．ハイアット 山内 昭雄 メディカル・サイエンス・インターナショナル

871 組織学カラーアトラス レスリー・Ｐ．ガートナー ジェームズ・Ｌ．ハイアット 山内 昭雄 メディカル・サイエンス・インターナショナル

872 組織学カラーアトラス Ｍ・Ｂ・Ｌ・クレイグミル 斎藤 脩 南江堂
873 入門組織学 牛木 辰男 南江堂
874 標準組織学 各論  第3版 藤田 尚男 藤田 恒夫 医学書院
875 標準組織学 総論  第3版 藤田 尚男 藤田 恒夫 医学書院
876 四肢・脊柱の機能解剖  第5版 ウィリアム・ヘンリ・ホリンズヘッド デーヴィド・Ｂ．ジェンキンズ 日本作業療法士協会 協同医書出版社
877 図解 関節・運動器の機能解剖 〔2〕 2 下肢編 ジーン・キャスティング 井原 秀俊 協同医書出版社
878 図解 関節・運動器の機能解剖 〔1〕 1 上肢・脊柱編 ジーン・キャスティング Ｊ．Ｊ．サンティニ 井原 秀俊 協同医書出版社
879 図解四肢と脊椎の診かた スタンレー・ホッペンフェルド 野島 元雄 医歯薬出版
880 リープマン神経解剖学  第2版 ミハエル・リープマン Ｓ．デーヴィド・ゲルツ 山内 昭雄 メディカル・サイエンス・インターナショナル

881 リープマン神経解剖学  第2版 ミハエル・リープマン Ｓ．デーヴィド・ゲルツ 山内 昭雄 メディカル・サイエンス・インターナショナル

882 ワトソン神経解剖学アトラス クレーグ・ウォトソン 山内 昭雄 メディカル・サイエンス・インターナショナル

883 脳解剖学 萬年 甫 原 一之 南江堂
884 イラスト人体発生学 キース・Ｌ．ムーア 星野 一正 医学書院
885 イラスト人体発生学 キース・Ｌ．ムーア 星野 一正 医学書院
886 イラスト人体発生学  第6版 Ｒ．ホイラー・ハイネス Ａ．モヒウディン 相川 英三 ユリシス
887 受精卵からヒトになるまで  第4版 基礎的発生学と先天異常 キース・Ｌ．ムーア Ｔ．Ｖ．Ｎ．ペルソード 瀬口 春道 医歯薬出版
888 受精卵からヒトになるまで  第4版 基礎的発生学と先天異常 キース・Ｌ．ムーア Ｔ．Ｖ．Ｎ．ペルソード 瀬口 春道 医歯薬出版
889 スネル臨床発生学 リチャード・Ｓ・スネル 山内昭雄 訳 メディカル・サイエンス・インターナショナル

890 スネル臨床発生学 リチャード・Ｓ・スネル 山内 昭雄 メディカル・サイエンス・インターナショナル

891 ムーア人体発生学  第5版 キース・Ｌ．ムーア Ｔ．Ｖ．Ｎ．ペルソード 山村 英樹 医歯薬出版
892 医科系学生のための生理学 永田 豊 広川書店
893 医科系学生のための生理学 永田 豊 広川書店
894 イラストでまなぶ生理学 田中 越郎 医学書院
895 イラストでまなぶ生理学 田中 越郎 医学書院
896 概説生理学  改訂第2版 植物的機能編 後藤 昌義 河田 溥 南江堂
897 概説生理学  改訂第2版 動物的機能編 大村 裕 大山 浩 南江堂
898 学生のための生理学 中野 昭一 医学書院
899 基礎人体生理学  第2版 二唐 東朔 安倍 紀一郎 広川書店
900 クロード・ベルナール 現代医学の先駆者 ジェームズ・Ｍ．Ｄ．オルムステド エヴァンジェリン・Ｈ．オルムステド 黒島 晨汎 文光堂
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№ タイトル 著者名 出版者
901 現代の生理学  改訂第3版 古河 太郎 本田 良行 金原出版
902 現代の生理学  改訂第3版 古河 太郎 本田 良行 金原出版
903 コメディカルの基礎生理学 佐々木 誠一 佐藤 健次 広川書店
904 コメディカルの基礎生理学 佐々木 誠一 佐藤 健次 広川書店
905 小生理学  第4版 本間 研一 南山堂
906 自律機能生理学 MINOR TEXTBOOK 佐藤 昭夫 金芳堂
907 新生理学  第3版 小幡 邦彦 文光堂
908 新生理学  第3版 Qシリーズ 竹内 昭博 日本医事新報社
909 新・生理学実習書 日本生理学会 南江堂
910 新生理学入門 高田 明和 高田 由美子 南山堂
911 人体機能生理学  改訂第3版 杉 晴夫 宮崎 俊一 南江堂
912 人体機能学 カラー&スタディー 二唐 東朔 広川書店
913 人体生理学提要  新版 吉村 寿人 光生館
914 人体生理学ノート  改訂第5版 真島 英信 金芳堂
915 人体の制御 人体と医療におけるフィードバックの役割 諏訪 邦夫 真興交易医書出版部
916 シンプル生理学  改訂第4版 貴邑 冨久子 根来 英雄 南江堂
917 シンプル生理学  改訂第4版 貴邑 冨久子 根来 英雄 南江堂
918 図解生理学  第2版 中野 昭一 医学書院
919 図説・からだの仕組みと働き  第2版 生理・生化学・栄養 中野 昭一 医歯薬出版
920 図説生理学  新版 市河 三太 建帛社
921 図説生理学テキスト  改訂2版 中山 沃 中外医学社
922 生理学  改訂第18版 真島 英信 文光堂
923 生理学  改訂第5版 MINOR TEXTBOOK 真島 英信 金芳堂
924 生理学通論  新版 川村 一男 和泉 勝夫 建帛社
925 生理学テキスト  第3版 大地 陸男 文光堂
926 生理学テキスト  第3版 大地 陸男 文光堂
927 生理学の夜明け 血液ガスと酸塩基平衡の歴史 ポール・アストラップ ジョン・Ｗ．セバリングハウス 吉矢 生人 真興交易医書出版部
928 生理学要説  3訂 解剖と生理 長田 泰公 光生館
929 標準生理学 1  改訂第3版 1 山本 長三郎 岩間 吉也 金原出版
930 標準生理学 2  改訂第2版 2 志賀 健 前田 信治 金原出版
931 目でみる人体生理学  第5版 アン・Ｂ．マクノート 嶋井 和世 広川書店
932 やさしい生理学  改訂第4版 岩瀬 善彦 森本 武利 南江堂
933 理学療法士・作業療法士のための生理学 太田 光明 広川書店
934 理学療法士・作業療法士のための生理学 太田 光明 広川書店
935 臨床症例への生理学的アプローチ 真島 英信 メディカル・サイエンス・インターナショナル

936 循環の生理  第2版 ジェームズ・Ｊ．スミス ジョン・Ｐ．カンパイン 村松 準 医学書院
937 循環の生理  第2版 ジェームズ・Ｊ．スミス ジョン・Ｐ．カンパイン 村松 準 医学書院
938 初学者のための水・電解質問答 柴垣 昌功 中外医学社
939 体液―電解質バランス 臨床教育のために ベルディング・ハイバード・スクリブナー 柴垣 昌功 中外医学社
940 電解質,輸液トレーニング 和田 孝雄 中外医学社
941 やさしい 電解質・血液ガス・酸塩基 柴垣 昌功 塚本 玲三 中外医学社
942 絵で学ぶ血液ガス入門 ゲーリー・Ｌ．ゼーゲルバーム 堀江 孝至 メディカル・サイエンス・インターナショナル

943 簡要血液学 Ａ．Ｖ．ホフブランド Ｊ．Ｅ．ペティット 畠 清彦 メディカル・サイエンス・インターナショナル

944 血液 けつえき New integrated medical fundamentals 高久 史麿 高田 明和 医学書院
945 血液学 小川 哲平 中外医学社
946 血管の分子生物学 永井 良三 平井 久丸 中外医学社
947 体外循環の実際 草川 実 南江堂
948 血圧モニタリングの臨床 川崎 晃一 医学書院
949 呼吸生理学入門 ハロルド・Ａ・ブラウン 太田 保世 メディカル・サイエンス・インターナショナル

950 呼吸生理学入門 ハロルド・Ａ・ブラウン 太田 保世 メディカル・サイエンス・インターナショナル

951 呼吸の生理  第3版 ジョン・Ｂ．ウエスト 笛木 隆三 医学書院
952 呼吸の生理  第3版 ジョン・Ｂ．ウエスト 笛木 隆三 医学書院
953 呼吸とその管理  第2版 基礎となる呼吸機能の理解 岡安 大仁 医学書院
954 血液ガスと酸塩基平衡の生理学  第2版 プログラム学習 ノーマン・Ｌ．ジョーンズ 太田 保世 医学書院
955 医学生・研修医のための消化器病学 吉田 豊 中外医学社
956 消化管機能 中村 孝司 片岡 勝子 中外医学社
957 腎臓の生理学 アーサー・Ｊ．ヴァンダー 白井 大禄 メディカル・サイエンス・インターナショナル

958 簡要内分泌学 Ｊ．Ｌ．Ｈ．オリオーダン 吉田 尚 メディカル・サイエンス・インターナショナル

959 ストレスを科学する 一億人の化学 9 日本化学会 大日本図書
960 成長ホルモン物語 鎮目 和夫 医歯薬出版
961 内分泌生理化学 矢内原 昇 南江堂
962 内分泌・代謝 New integrated medical fundamentals 吉田 尚 尾形 悦郎 医学書院
963 一目でわかる内分泌学 ホルモンと受容体の基礎知識 ベン・グリーンスタイン 麻生 芳郎 メディカル・サイエンス・インターナショナル

964 生殖医療技術の進歩と生命倫理 日本学術会議 メジカルビュー社
965 生殖革命 子供の新しい作り方 ピーター・シンガー ディーン・ウェールズ 加茂 直樹 晃洋書房
966 セックス・カウンセリング入門 日本性科学会 日本ｾｯｸｽｶｳﾝｾﾗー･ｾﾗﾋﾟｽﾄ協会 金原出版
967 トピックス生殖医学 鈴木 秋悦 医学書院
968 老化とはなにか 琵琶湖長寿科学シンポジウム 1 琵琶湖長寿科学ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ実行委員会 医歯薬出版
969 カパンディ関節の生理学 1 1 上肢 Ｉ．Ａ．カパンディ 嶋田 智明 医歯薬出版
970 カパンディ関節の生理学 1 1 上肢 Ｉ．Ａ．カパンディ 嶋田 智明 医歯薬出版
971 カパンディ関節の生理学 2  第2版 2 下肢 Ｉ．Ａ．カパンディ 嶋田 智明 医歯薬出版
972 カパンディ関節の生理学 2  第2版 2 下肢 Ｉ．Ａ．カパンディ 嶋田 智明 医歯薬出版
973 カパンディ関節の生理学 3 3 体幹・脊柱 Ｉ．Ａ．カパンディ 嶋田 智明 医歯薬出版
974 カパンディ関節の生理学 3 3 体幹・脊柱 Ｉ．Ａ．カパンディ 嶋田 智明 医歯薬出版
975 運動生理学 石河 利寛 杉浦 正輝 青木 純一郎 建帛社
976 神経生理を学ぶ人のために  第2版 柳沢 信夫 柴崎 浩 医学書院
977 神経生理を学ぶ人のために  第2版 柳沢 信夫 柴崎 浩 医学書院
978 手のなかの脳 鈴木 良次 東京大学出版会
979 瞬目反射の臨床応用 栢森 良二 医歯薬出版
980 神経生理学  改訂第2版 MINOR TEXTBOOK ロバート・Ｆ．シュミット 内薗 耕二 金芳堂
981 脳神経の機能解剖学 リンダ・ウィルソン・パウエルズ 斎藤 勇 医学書院
982 脳神経の機能解剖学 リンダ・ウィルソン・パウエルズ 斎藤 勇 医学書院
983 脳と行動のしくみ 八田 武志 医歯薬出版
984 脳の働きを科学する 一億人の化学 10 日本化学会 大日本図書
985 脳の分子生物学 ザック・Ｗ．ホール 吉本 智信 メディカル・サイエンス・インターナショナル

986 脳の分子生物学 ザック・Ｗ．ホール 吉本 智信 メディカル・サイエンス・インターナショナル

987 左の脳と右の脳  第2版 サリー・Ｐ．スプリンガー ゲオルク・ドイチュ 宮森 孝史 医学書院
988 左の脳と右の脳  第2版 サリー・Ｐ．スプリンガー ゲオルク・ドイチュ 宮森 孝史 医学書院
989 イラスト病理学  第3版 Ａ．Ｄ．Ｔ．ゴヴァン 細田 泰弘 文光堂
990 イラスト病理学  第3版 Ａ．Ｄ．Ｔ．ゴヴァン 細田 泰弘 文光堂
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991 エッセンシャル病理学  第5版 沢井 高志 医歯薬出版
992 エッセンシャル病理学  第5版 沢井 高志 医歯薬出版
993 からだの働きと病気  第2版 鈴木 秀郎 医学書院
994 現代の病理学 各論  改訂第3版 横山 武 金原出版
995 現代の病理学 総論  増補改訂第2版 横山 武 金原出版
996 新病理学 各論  第13版 菊地 浩吉 吉木 敬 南山堂
997 新病理学 各論  第13版 菊地 浩吉 吉木 敬 南山堂
998 新病理学 総論  16版 菊地 浩吉 編 吉木 敬 南山堂
999 新病理学 総論  16版 菊地 浩吉 吉木 敬 南山堂

1000 シンプル病理学  改訂第3版 綿貫 勤 南江堂
1001 シンプル病理学  改訂第3版 綿貫 勤 南江堂
1002 図解病理学  第2版 横山 武 文光堂
1003 図解病理学  第2版 横山 武 文光堂
1004 図説基礎病理学  第2版 赤井 契一郎 松尾 英一 メヂカルフレンド社
1005 図説基礎病理学  第2版 赤井 契一郎 松尾 英一 メヂカルフレンド社
1006 組織病理アトラス  第4版 藍澤 茂雄 文光堂
1007 病理学  第6版 居石 克夫 恒吉 正澄 医学書院
1008 病理学  第6版 居石 克夫 恒吉 正澄 医学書院
1009 病理学サマリーノート 桑尾 定仁 文光堂
1010 分子病理学テキスト 菅原 勇 中外医学社
1011 マクロ病理アトラス  第2版 西山 保一 文光堂
1012 マクロ病理アトラス  第2版 西山 保一 文光堂
1013 やさしい病態生理  第9版 主要症状のしくみ 秋山 房雄 南山堂
1014 やさしい臨床病理学 村井 哲夫 南山堂
1015 やさしい臨床病理学 村井 哲夫 南山堂
1016 よくわかる病理 クラールビジュアルテキストブック 江口 正信 医学芸術社
1017 臨床病態学  改訂第3版 佐藤 良暢 吉村 学 南江堂
1018 臨床病理学入門   第3版 只野 寿太郎 医歯薬出版
1019 臨床病理学入門  第3版 只野 寿太郎 医歯薬出版
1020 わかりやすい病理学  改訂第3版 岩田 隆子 南江堂
1021 わかりやすい病理学  改訂第3版 岩田 隆子 南江堂
1022 図説・病気の成立ちとからだ 1  第2版 1 病態生理・生化学・栄養   症候別病態生理編 中野 昭一 医歯薬出版
1023 図説・病気の成立ちとからだ 2  第2版 2 病態生理・生化学・栄養  疾患別病態生理編 中野 昭一 医歯薬出版
1024 ATLとAIDS 分子のレベルで医学をとらえる Molecular medicine series 畑中 正一 南江堂
1025 がんのベーシックサイエンス  第2版 イアン・Ｆ．タノック リチャード・Ｐ．ヒル 谷口 直之 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1026 癌化のシグナル伝達機構 Bioscience series 豊島 久真男 秋山 徹 中外医学社
1027 遺伝子治療Q＆A 小沢 敬也 医薬ジャーナル社
1028 遺伝子病入門 高久 史麿 南江堂
1029 失われし自己をもとめて 改訳版 ロロ・メイ 小野 泰博 誠信書房
1030 ケアの本質 生きることの意味 ミルトン・メイヤロフ 田村 真 ゆみる出版
1031 心理臨床入門  新版 臨床心理士をめざす人のために 岡堂 哲雄 新曜社
1032 心理臨床入門  新版 臨床心理士をめざす人のために 岡堂 哲雄 新曜社
1033 はじめての臨床心理学 森谷 寛之 竹松 志乃 北樹出版
1034 はじめての臨床心理学 森谷 寛之 竹松 志乃 北樹出版
1035 臨床心理学 ベーシック現代心理学 8 坂野 雄二 有斐閣
1036 臨床心理学 ベーシック現代心理学 8 坂野 雄二 有斐閣
1037 臨床心理学への招待 野島 一彦 ミネルヴァ書房
1038 臨床心理学への招待 野島 一彦 ミネルヴァ書房
1039 臨床心理学序説 高橋 雅春 高橋 依子 ナカニシヤ出版
1040 臨床心理学序説 高橋 雅春 高橋 依子 ナカニシヤ出版
1041 臨床心理学の源流 フロイト・スキナー・ロージャズ ロバート・Ｄ．ナイ 河合 伊六 二瓶社
1042 ｢甘え｣の思想 土居 健郎 弘文堂
1043 意味の彼方へ ラカンの治療学 新宮 一成 金剛出版
1044 自己の修復 ハインツ・コフート 本城 秀次 みすず書房
1045 自己の治癒 ハインツ・コフート 本城 秀次 みすず書房
1046 神話のなかの女たち 日本社会と女性性 横山 博 人文書院
1047 魂の隠れた深み 精神分析を超えて ルドルフ・シュタイナー 冥王 まさ子 河出書房新社
1048 斜めから見る 大衆文化を通してラカン理論へ スラヴォイ・ジジェク 鈴木 晶 青土社
1049 二十世紀を精神分析する 岸田 秀 著 文藝春秋
1050 フロムの遺産 ダニエル・バーストン 佐野 哲郎 紀伊国屋書店
1051 性愛と自我  新装復刊 ジークムント・フロイト 金森 誠也 白水社
1052 フロイトを読む 探求と逍遥 叢書・ウニベルシタス 467 ピーター・ゲイ 坂口 明徳 法政大学出版局
1053 フロイトを読む 探求と逍遥 叢書・ウニベルシタス 467 ピーター・ゲイ 坂口 明徳 法政大学出版局
1054 フロイトの書き方 パトリク・Ｊ．マホーニ 北山 修 誠信書房
1055 Ｃ.Ｇ.ユング 記録でたどる人と思想 ゲルハルト・ヴェーア 安田 一郎 青土社
1056 Ｃ.Ｇ.ユング 記録でたどる人と思想 ゲルハルト・ヴェーア 安田 一郎 青土社
1057 夢の道 ユング心理学による夢解釈 マリー・ルイゼ・フォン・フランツ フレイザー・ボア 氏原 寛 培風館
1058 ユング 講談社選書メチエ 42 アンソニ・スティーヴンズ 鈴木 晶 講談社
1059 ユングをめぐる女性たち マギー・アンソニー 宮島 磨 青土社
1060 ユング心理学への招待  新装版 ユング全集ツアーガイド ロバート・Ｈ．ホプケ 入江 良平 青土社
1061 ユング心理学への招待  新装版 ユング全集ツアーガイド ロバート・Ｈ．ホプケ 入江 良平 青土社
1062 愛とゆるしの心理学 罪の意識を解放する人生のレッスン ジョーン・ボリセンコ 中塚 啓子 日本教文社
1063 愛のストローク療法(セラピー)  8版 <ふれあい>がすべてを癒す 近藤 裕 日本教文社
1064 ありがちな心理療法の失敗例101 もしかして、逆転移？ リチャード・Ｃ．ロバーティエロ ジェラルド・シェインウルフ 児島 達美 星和書店
1065 イメージ自己体験法 心を味わい豊かにするために 門前 進 誠信書房
1066 癒しとやすらぎのミニ・コース ジェラルド・Ｇ．ジャンポルスキー 高見 恭子 春秋社
1067 癒しのパフォーマンス 他者にふれる自分を変える 松井 洋子 メディカ出版
1068 癒しの森 心理療法と宗教 加藤 清 創元社
1069 内なる子どもを癒す アダルトチルドレンの発見と回復 チャールズ・Ｌ．ウィットフィールド 鈴木 美保子 誠信書房
1070 音楽療法 ことばを超えた対話 レスリー・バント 稲田 雅美 ミネルヴァ書房
1071 音楽療法の実践 日米の現場から 加藤 美知子 星和書店
1072 カウンセリング  第4版 伊東 博 誠信書房
1073 カウンセリングを考える 上 1 河合 隼雄 創元社
1074 カウンセリングを考える 下 2 河合 隼雄 創元社
1075 カウンセリング辞典 国分 康孝 誠信書房
1076 カウンセリング辞典 国分 康孝 誠信書房
1077 カウンセリング心理学 変動する社会とカウンセラー 渡辺 三枝子 ナカニシヤ出版
1078 カウンセリング心理学 変動する社会とカウンセラー 渡辺 三枝子 ナカニシヤ出版
1079 カウンセリングと精神分析 国分 康孝 誠信書房
1080 カウンセリング・トピックス100 国分 康孝 誠信書房
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1081 カウンセリング入門  新装版 支援する心と技術 アルフレッド・ベンジャミン 林 義子 春秋社
1082 カウンセリングの技術  第2版 クライエント中心療法による 友田 不二男 誠信書房
1083 カウンセリングの技術  第2版 クライエント中心療法による 友田 不二男 誠信書房
1084 カウンセリングの基礎訓練 これからカウンセリングを始める人のために 稲村 博 誠信書房
1085 カウンセリングの心 氏原 寛 創元社
1086 カウンセリングの心 氏原 寛 創元社
1087 カウンセリングの成功と失敗 失敗事例から学ぶ 白石 大介 立木 茂雄 創元社
1088 カウンセリングはなぜ効くのか 心理臨床の専門性と独自性 氏原 寛 創元社
1089 交流分析のカウンセリング 対人関係の心理学 イアン・スチュアート 杉村 省吾 川島書店
1090 心の痛みのセルフコントロール ジョン・プレストン 岩坂 彰 創元社
1091 心の癒しマニュアル 気功健康法｢心｣編 李 敬烈 新泉社
1092 心の世界と現実の世界の出会い サイコドラマと対象関係論 ポール・ホームズ 台 利夫 ブレーン出版
1093 子どもと大人の心の架け橋 心理療法の原則と過程 村瀬 嘉代子 金剛出版
1094 コフートの心理療法 自己心理学的精神分析の理論と技法 中西 信男 ナカニシヤ出版
1095 自己コントロール法 成瀬 悟策 誠信書房
1096 自己変容の炎 愛・癒し・覚醒 Healing library ジョーン・ボリセンコ 片山 陽子 春秋社
1097 自分でできるカウンセリング 女性のためのメンタル・トレーニング 川喜田 好恵 創元社
1098 女性の怒りと憂うつ セルフ・エンパワメントのすすめ ルイス・Ｐ．フランケル 中山 美香 現代書館
1099 女性のためのグループ・トレーニング 出会いと回復のレッスン 河野 貴代美 学陽書房
1100 心理療法を学ぶ 秋谷 たつ子 金剛出版
1101 心理療法を学ぶ 秋谷 たつ子 金剛出版
1102 心理療法入門 金子書房 金子書房
1103 心理療法入門 金子書房 金子書房
1104 スピリチュアル・メディスン 十戒とイメージワークによる癒し Healing library ジェラルド・エプスタイン 高橋 照子 春秋社
1105 積極思考の心理学 ヴェラ・パイファー 杉田 峰康 創元社
1106 セルフ・カウンセリングの方法 本当の自分の姿が見える 渡辺 康麿 日本実業出版社
1107 どんなことがあっても自分をみじめにしないためには 論理療法のすすめ アルバート・エリス 国分 康孝 川島書店
1108 内観 理論と文化関連性 自己の臨床心理学 3 村瀬 孝雄 誠信書房
1109 認知行動療法 坂野 雄二 日本評論社
1110 認知療法への招待  改訂第2版 井上 和臣 金芳堂
1111 認知療法への招待  改訂第2版 井上 和臣 金芳堂
1112 認知療法ハンドブック 上巻 1 大野 裕 小谷津 孝明 星和書店
1113 認知療法ハンドブック 上巻 1 大野 裕 小谷津 孝明 星和書店
1114 認知療法ハンドブック 下巻 2 大野 裕 小谷津 孝明 星和書店
1115 認知療法ハンドブック 下巻 2 大野 裕 小谷津 孝明 星和書店
1116 箱庭療法の世界 東山 紘久 誠信書房
1117 箱庭療法の世界 東山 紘久 誠信書房
1118 風景構成法その後の発展 山中 康裕 岩崎学術出版社
1119 フォーカシングガイド・マニュアル アン・ワイザー・コーネル 大沢 美枝子 金剛出版
1120 フォーカシングガイド・マニュアル アン・ワイザー・コーネル 大沢 美枝子 金剛出版
1121 フォーカシング入門マニュアル アン・ワイザー・コーネル 大沢 美枝子 金剛出版
1122 フォーカシング入門マニュアル アン・ワイザー・コーネル 大沢 美枝子 金剛出版
1123 ブリーフサイコセラピーの発展 日本ﾌﾞﾘーﾌｻｲｺｾﾗﾋﾟー学会 金剛出版
1124 <ふれあい>療法 愛のコミュニケーション 近藤 裕 春秋社
1125 プレイ・セラピィ 山崎 晃資 金剛出版
1126 プレイ・セラピィ 山崎 晃資 金剛出版
1127 ミルトン・エリクソン入門 ウィリアム・ハドソン・オハンロン 森 俊夫 金剛出版
1128 ミルトン・エリクソン入門 ウィリアム・ハドソン・オハンロン 森 俊夫 金剛出版
1129 問題解決療法 臨床的介入への社会的コンピテンス・アプローチ トマス・Ｊ．ズリラ 丸山 晋 金剛出版
1130 夢とおとぎ話による母親援助の実際 今井 章子 今井 晥弌 三晃書房
1131 夢分析による心理療法 ユング心理学の臨床 渡辺 雄三 金剛出版
1132 力動指向的芸術療法 マーガレット・ナウムブルグ 内藤 あかね 金剛出版
1133 リラックスのしかた 鶴田 育子 明日香出版社
1134 老人と家族のカウンセリング 応用老年学のための実践技術 ジョン・Ｊ．ヘル ジョン・Ｈ．ウィークランド 小森 康永 金剛出版
1135 老人と家族のカウンセリング 応用老年学のための実践技術 ジョン・Ｊ．ヘル ジョン・Ｈ．ウィークランド 小森 康永 金剛出版
1136 わが子を愛するレッスン ｢傷ついた子ども｣だった両親へ マーガレット・ラインホルド 朝長 梨枝子 朝日新聞社
1137 心が痛い子どもたち 松岡 素子 松岡 洋一 日本評論社
1138 子どものアートセラピー 箱庭・描画・コラージュ 森谷 寛之 金剛出版
1139 子どもの心に出会うとき 心理療法の背景と技法 村瀬 嘉代子 金剛出版
1140 カウンセラーの<こころ> 佐治 守夫 みすず書房
1141 カウンセラーの仕事  第2版 三木 善彦 黒木 賢一 朱鷺書房
1142 学校カウンセリング  改訂第2版 新しい学校教育にむけて 長尾 博 ナカニシヤ出版
1143 教育相談の心理ハンドブック 中山 巌 北大路書房
1144 遊戯療法の世界 子どもの内的世界を読む 東山 紘久 創元社
1145 病気と患者の行動 ルース・ウー 岡堂 哲雄 医歯薬出版
1146 IDストレッチング 個別的筋ストレッチング 鈴木 重行 三輪書店
1147 IDストレッチング 個別的筋ストレッチング 鈴木 重行 三輪書店
1148 セラピストのための基礎研究論文集 1 1 運動制御と運動学習 蔵田 潔 協同医書出版社
1149 セラピストのための基礎研究論文集 1 運動制御と運動学習 蔵田 潔 協同医書出版社
1150 ADLとその周辺 評価・指導・介護の実際 伊藤 利之 鎌倉 矩子 医学書院
1151 ADLとその周辺 評価・指導・介護の実際 伊藤 利之 鎌倉 矩子 医学書院
1152 下肢切断者リハビリテーション 三上 真弘 栢森 良二 医歯薬出版
1153 下肢切断者リハビリテーション 三上 真弘 栢森 良二 医歯薬出版
1154 現代リハビリテーション医学 千野 直一 金原出版
1155 現代リハビリテーション医学 千野 直一 金原出版
1156 臨床動作学基礎 講座・臨床動作学 1 成瀬 悟策 学苑社
1157 最新リハビリテーション医学 石神 重信 米本 恭三 医歯薬出版
1158 最新リハビリテーション医学 石神 重信 米本 恭三 医歯薬出版
1159 姿勢と動作  新版第2版 ADLその基礎から応用 斎藤 宏 メヂカルフレンド社
1160 姿勢と動作  新版第2版 ADLその基礎から応用 斎藤 宏 メヂカルフレンド社
1161 実習ADL/APDL 学生のためのワークブック 原 和子 協同医書出版社
1162 実習ADL/APDL 学生のためのワークブック 原 和子 協同医書出版社
1163 実践リハ処方 『Journal of clinical rehabilitation』 別冊 米本 恭三 医歯薬出版
1164 図解リハビリテーション事典 竹内 孝仁 広川書店
1165 図解リハビリテーション事典 竹内 孝仁 広川書店
1166 早期リハビリテーションマニュアル 手の外科から呼吸・循環リハまで 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院 青木 治人 三輪書店
1167 早期リハビリテーションマニュアル 手の外科から呼吸・循環リハまで 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院 青木 治人 三輪書店
1168 理学療法士・作業療法士のための地域リハビリテーション入門 都市型地域リハビリテーションの例より TAKEUCHI実践ケア学 小川 恵子 協同医書出版社
1169 理学療法士・作業療法士のための地域リハビリテーション入門 都市型地域リハビリテーションの例より TAKEUCHI実践ケア学 小川 恵子 協同医書出版社
1170 手のリハビリテーション実践ガイドブック ゲーロード・Ｌ．クラーク 土井 一輝 南江堂
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1171 入門リハビリテーション医学  第2版 佐直 信彦 中村 隆一 医歯薬出版
1172 入門リハビリテーション医学  第2版 佐直 信彦 中村 隆一 医歯薬出版
1173 入門リハビリテーション概論  第3版第3刷（補訂） 中村 隆一 医歯薬出版
1174 入門リハビリテーション概論  第3版第3刷（補訂） 中村 隆一 医歯薬出版
1175 標準リハビリテーション医学  第2版 上田 敏 医学書院
1176 標準リハビリテーション医学  第2版 上田 敏 医学書院
1177 Face to face 英語で話せるリハビリテーション 佐藤 ﾃﾞーﾙｱﾝ 三輪書店
1178 訪問リハビリテーションの実際 山本 和儀 医歯薬出版
1179 目でみるリハビリテーション医学  第2版 上田 敏 東京大学出版会
1180 目でみるリハビリテーション医学  第2版 上田 敏 東京大学出版会
1181 リハビリテーション医学 三上 真弘 南江堂
1182 リハビリテーション医学 三上 真弘 南江堂
1183 リハビリテーション医学講座 第１巻  第2版 1 リハビリテーション医学概論 岩倉 博光 医歯薬出版
1184 リハビリテーション医学全書 1 1 リハビリテーション概論 砂原 茂一 医歯薬出版
1185 リハビリテーション医学の世界 科学技術としてのその本質、その展開、そしてエトス 上田 敏 三輪書店
1186 リハビリテーション医学の世界 科学技術としてのその本質、その展開、そしてエトス 上田 敏 三輪書店
1187 リハビリテーション概論  4訂版 介護福祉士選書 4 竹内 孝仁 建帛社
1188 リハビリテーション基礎医学  第2版 上田 敏 医学書院
1189 リハビリテーション基礎医学  第2版 上田 敏 医学書院
1190 リハビリテーション基本手技 ロバート・Ｄ・サイン 岩倉 博光 医学書院
1191 リハビリテーション基本手技 ロバート・Ｄ・サイン 岩倉 博光 医学書院
1192 リハビリテーションケーススタディ 45例のPO研修 PO case study 岩倉 博光 医学書院
1193 リハビリテーションケーススタディ 45例のPO研修 PO case study 岩倉 博光 医学書院
1194 リハビリテーション処方必携 運動療法・物理療法・作業療法 土肥 信之 医歯薬出版
1195 リハビリテーション処方必携 運動療法・物理療法・作業療法 土肥 信之 医歯薬出版
1196 リハビリテーション診療必携  第2版 縮刷版 渡辺 英夫 医歯薬出版
1197 リハビリテーション診療必携  第3版 渡辺 英夫 医歯薬出版
1198 リハビリテーションにおける評価 Ver.２ 『Journal of clinical rehabilitation』 別冊 米本 恭三 医歯薬出版
1199 リハビリテーションの思想 人間復権の医療を求めて 上田 敏 医学書院
1200 リハビリテーションの理論と実際 セミナー介護福祉 4 上田 敏 一番ヶ瀬 康子 ミネルヴァ書房
1201 リハビリテーションの臨床 荻島 秀男 南山堂
1202 リハビリテーションの臨床 荻島 秀男 南山堂
1203 リハビリテーションマニュアル 日本医師会生涯教育シリーズ 日本医師会 辻 陽雄 日本医事新報社
1204 リハビリテーション論 社会福祉専門職ライブラリー 介護福祉士編 寺山 久美子 池田 誠 誠信書房
1205 臨床家のためのベーネシュ運動記載法 自己学習テキスト ヘレン・アトキンソン 山口 和正 協同医書出版社
1206 臨床家のためのベーネシュ運動記載法 自己学習テキスト ヘレン・アトキンソン 山口 和正 協同医書出版社
1207 あなたが医療の主人公 患者の権利国際比較 患者の権利法をつくる会 大月書店
1208 医の道を求めて ウィリアム・オスラー博士の生涯に学ぶ 日野原 重明 医学書院
1209 医の道を求めて ウィリアム・オスラー博士の生涯に学ぶ 日野原 重明 医学書院
1210 医学への招待 生命・病気・医療 川喜田 愛郎 日本看護協会出版会
1211 医学概論 川喜田 愛郎 真興交易医書出版部
1212 医学の復権 医学体系の科学化へ向けて 瀬江 千史 現代社
1213 医療と人間 第1巻 1 医療と歴史 伊藤 幸郎 メディカ出版
1214 医療と人間 第2巻 2 医療と倫理 伊藤 幸郎 メディカ出版
1215 医療と人間 第3巻 3 医療とセクソロジー 伊藤 幸郎 メディカ出版
1216 英語で学ぶ医学入門  編注改訂版 園田 健二 南江堂
1217 終末期医療への願い がん患者になって知った死の現実 MINERVA21世紀福祉ライブラリー 1 宮尾 茂子 ミネルヴァ書房
1218 バリント方式による全人的医療の教育 マイケル・バリント 池見 酉次郎 医学書院
1219 癒しの原理 ホモ・クーランスの哲学 石井 誠士 人文書院
1220 医療心理学入門 医療の場における心理臨床家の役割 金沢 吉展 誠信書房
1221 医療心理学入門 医療の場における心理臨床家の役割 金沢 吉展 誠信書房
1222 インフォームド・コンセント 患者の選択 ルース・Ｒ．フェイドン トム・Ｌ．ビーチャム 酒井 忠昭 みすず書房
1223 ｢死ぬ瞬間｣と臨死体験 エリザベス・キューブラー・ロス 鈴木 晶 読売新聞社
1224 医の倫理 何をどう考えるか アラン・Ｇ．ジョンソン 森岡 恭彦 南江堂
1225 医の倫理 何をどう考えるか アラン・Ｇ．ジョンソン 森岡 恭彦 南江堂
1226 生きがい喪失とケアの哲学 死の意味づけを巡って 永見 勇 ハーベスト社
1227 生きる権利と死ぬ権利  新装 フランソア・サルダ 森岡 恭彦 みすず書房
1228 いのちの法と倫理  新版 Horitsu bunka basic books 葛生 栄二郎 河見 誠 法律文化社
1229 延命の医学から生命を与えるケアへ 日野原 重明 医学書院
1230 延命の医学から生命を与えるケアへ 日野原 重明 医学書院
1231 死とはなにか フランソワーズ・シュワッブ ヴラジーミル・ジャンケレヴィッチ 青弓社
1232 死生学のすすめ 山本 俊一 医学書院
1233 生命と倫理について考える 生命と倫理に関する懇談報告 厚生省健康政策局医事課 医学書院
1234 生命と倫理について考える 生命と倫理に関する懇談報告 厚生省健康政策局医事課 医学書院
1235 生命倫理 中山 愈 弘文堂
1236 バイオエシックス 生物学から倫理へ ジャン・アルフレッド・ベルナール 藤木 典生 医学書院
1237 バイオエシックス 生物学から倫理へ ジャン・アルフレッド・ベルナール 藤木 典生 医学書院
1238 人のいのちと法 生命倫理の周辺 虫明 満 法律文化社
1239 安楽死事件 模擬裁判を通してターミナルケアのあり方を問う 奥野 善彦 医学書院
1240 神の手・人の手 逆光の医学史 立川 昭二 人文書院
1241 医学英和大辞典  第11版 加藤 勝治 南山堂
1242 医学英和大辞典  第11版 加藤 勝治 南山堂
1243 最新医学大辞典  第2版 後藤 稠 医歯薬出版
1244 最新医学大辞典  第2版 後藤 稠 医歯薬出版
1245 南山堂医学大辞典  第18版 縮刷版 相川 直樹 南山堂
1246 南山堂医学大辞典  第18版 縮刷版 相川 直樹 南山堂
1247 文化現象としての医療 ｢医と時代｣を読み解くキーワード集 医療人類学研究会 メディカ出版
1248 医への想いしなやかに 小笠原 望 医学書院
1249 医学を変えた発見の物語 続 諏訪 邦夫 中外医学社
1250 癒しの技のパフォーマンス  新装版 日野原 重明 春秋社
1251 医療とことば 永井 友二郎 阿部 正和 永井 友二郎 中外医学社
1252 学生のための医療概論 千代 豪昭 黒田 健次 医学書院
1253 学生のための医療概論 千代 豪昭 黒田 健次 医学書院
1254 語り合う医療 患者のおもい、医療者のこころ ささえあい医療人権センターCOML 創元社
1255 現代医療の光と影 太田 富雄 晃洋書房
1256 ｢死の医学｣への日記 柳田 邦男 著 新潮社
1257 千里清話 岡村 純 メディカ出版
1258 話し言葉による医学と医療 58氏に聴く 沼田 稔 中島 伸子 医薬ジャーナル社
1259 平静の心  新訂 オスラー博士講演集 ウィリアム・オスラー 日野原 重明 医学書院
1260 平静の心  新訂 オスラー博士講演集 ウィリアム・オスラー 日野原 重明 医学書院
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1261 アメリカ医学留学ガイド  改訂第2版 吉岡 宏晃 南江堂
1262 PT・OTのための一般臨床医学 明石 謙 医歯薬出版
1263 PT・OTのための一般臨床医学 明石 謙 医歯薬出版
1264 プライマリ・ケア医学  第2版 包括医療実践のために 日野原 重明 医学書院
1265 プライマリ・ケア医学  第2版 包括医療実践のために 日野原 重明 医学書院
1266 今日の診断と治療 内科130症例に学ぶ 村田 和彦 中外医学社
1267 バイタルサイン そのとらえ方とケアへの生かし方 日野原 重明 医学書院
1268 バイタルサイン そのとらえ方とケアへの生かし方 日野原 重明 医学書院
1269 身体所見のとりかた  第2版 理論をふまえて進める効果的な診察法 川上 義和 文光堂
1270 イラスト心臓病診断 沢山 俊民 中外医学社
1271 心電図を学ぶ人のために  第3版 高階 経和 医学書院
1272 呼吸機能検査トレーニング  改訂第2版 大崎 饒 入江 正 中外医学社
1273 腹部エコー診断トレーニング 伊東 紘一 中外医学社
1274 腹部の超音波診断Q&A  改訂第5版 Ｂモード法からカラードプラ法まで 朝井 均 坂口 正剛 日本医事新報社
1275 筋電図・誘発電位マニュアル  改訂第3版 藤原 哲司 金芳堂
1276 図解脳波テキスト  第2版 脳波の系統的読解のための新しい懇切なアプローチ 江部 充 本間 伊佐子 文光堂
1277 図解脳波テキスト  第2版 脳波の系統的読解のための新しい懇切なアプローチ 江部 充 本間 伊佐子 文光堂
1278 ベッドサイドの筋電図ハンドブック  第2版 診断の要点と手技 ラゼッシュ・Ｋ．セシ ロウェリー・リー・トンプソン 白井 康正 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1279 臨床神経生理学 最近の検査法と臨床応用 島村 宗夫 柴崎 浩 真興交易医書出版部
1280 臨床神経生理学 最近の検査法と臨床応用 島村 宗夫 柴崎 浩 真興交易医書出版部
1281 血液ガステキスト わかりやすさを追求した絵による学習プログラム 工藤 翔二 文光堂
1282 ペインクリニック  第2版 神経ブロック法 大瀬戸 清茂 医学書院
1283 慢性疼痛 治療へのアプローチ 村山 良介 医歯薬出版
1284 整形外科自己血輸血マニュアル  改訂第2版 冨士 武史 桜井 隆 金原出版
1285 人工呼吸の基礎と臨床  新版 山村 秀夫 編集 真興交易医書出版部
1286 イラスト救急処置マニュアル 大塚 敏文 南江堂
1287 心肺(脳)蘇生法の実際  改訂増補第3版 心停止,呼吸停止における緊急処置 小浜 啓次 へるす出版
1288 骨・関節Ｘ線像の読み方 リハビリテーション・クリニックス 荻島 秀男 大田 仁史 医歯薬出版
1289 骨・関節Ｘ線像の読み方 リハビリテーション・クリニックス 荻島 秀男 大田 仁史 医歯薬出版
1290 今日の内科学  第3版第2刷（増補版） 宮本 昭正 医歯薬出版
1291 今日の内科学  第3版第2刷（増補版） 宮本 昭正 医歯薬出版
1292 新臨床内科学  第7版 橋本 信也 医学書院
1293 新臨床内科学  第7版 橋本 信也 医学書院
1294 内科サブノート  増補版 瀧野 辰郎 阿部 達生 南江堂
1295 必修内科学  改訂第5版 安田 寿一 南江堂
1296 必修内科学  改訂第5版 安田 寿一 南江堂
1297 よくわかる内科 福山 裕三 高杉 佑一 金原出版
1298 よくわかる内科 福山 裕三 高杉 佑一 金原出版
1299 わかりやすい内科学 井村 裕夫 文光堂
1300 わかりやすい内科学 井村 裕夫 文光堂
1301 糖尿病  改訂第2版 最近の展開 Common disease series 1 赤沼 安夫 南江堂
1302 糖尿病治療ハンドブック 72のガイドライン 山東 博之 医学書院
1303 アレルギー診療マニュアル 中村晋(1931生) 金原出版
1304 中毒救急ハンドブック  改訂版 大橋 教良 医薬ジャーナル社
1305 血液疾患診療マニュアル 松田 保 中外医学社
1306 白血病治療マニュアル 大野 竜三 小寺 良尚 南江堂
1307 医療は｢生活｣に出会えるか 竹内 孝仁 医歯薬出版
1308 高齢者の症例と治療 私のカルテから 大友 英一 平井 俊策 医薬ジャーナル社
1309 老人診療マニュアル 日本医師会生涯教育シリーズ 折茂 肇 大内 尉義 メジカルビュー社
1310 循環器疾患マニュアル  第3版 ジョーゼフ・Ｓ．アルパート ジェームズ・Ｍ．リップ 木下 安弘 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1311 循環器疾患マニュアル  第3版 ジョーゼフ・Ｓ．アルパート ジェームズ・Ｍ．リップ 木下 安弘 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1312 心臓病診療マニュアル キース・D.ドーキンズ 岩崎 勤 医学書院
1313 狭心症・心筋梗塞のリハビリテーション  改訂第3版 木全 心一 斎藤 宗靖 伊東 春樹 南江堂
1314 高血圧 Common disease series 3 猿田 享男 南江堂
1315 喘息の基礎から臨床まで 伊藤 幸治 医薬ジャーナル社
1316 ウイルス肝炎 病態・治療の最新の考え方 辻 孝夫 南江堂
1317 Ｃ型肝炎 林 紀夫 清沢 研道 医学書院
1318 内分泌病へのアプローチ  第2版 760のプログラム教程 入江 実 医学書院
1319 骨系統疾患マニュアル 日本整形外科学会 南江堂
1320 骨系統疾患マニュアル 日本整形外科学会 南江堂
1321 図説筋の機能解剖  第4版 ジョン・Ｈ．ウォーフィル 矢谷 令子 医学書院
1322 図説筋の機能解剖  第4版 ジョン･Ｈ.ウォーフィル 矢谷 令子 医学書院
1323 AIDS/HIV感染症の最新ガイド 木村 哲 山本 直樹 南江堂
1324 AIDS臨床診断アトラス : カラー版  第1版第2刷（増補版） エブ・Ｍ．マシェー 松田 重三 医歯薬出版
1325 TEXT外科学  第2版 杉町 圭蔵 南山堂
1326 NEW外科学  改訂第2版 Nankodo's essential well－advanced series 出月 康夫 南江堂
1327 標準外科学  第8版 Standard textbook 小柳 仁 医学書院
1328 麻酔科学 実践麻酔入門 斎藤 隆雄 真興交易医書出版部
1329 麻酔実践ハンドブック  改訂第3版 川田 繁 南江堂
1330 熱傷ハンドブック 島崎 修次 中外医学社
1331 ショック その病態と治療up－to－date 岡田 和夫 医薬ジャーナル社
1332 がん患者のクリティカルケア 土屋 了介 中外医学社
1333 ガイドライン脳神経外科学  改訂第3版 森 惟明 南江堂
1334 ガイドライン脳神経外科  改訂第3版 森 惟明 南江堂
1335 患者管理のための脳神経外科学  改訂第3版 森 惟明 南江堂
1336 脳神経外科ビジュアルノート  改訂第2版 窪田 惺 金原出版
1337 脳神経外科ビジュアルノート  改訂第2版 窪田 惺 金原出版
1338 TEXT脳神経外科学 戸谷 重雄 南山堂
1339 TEXT脳神経外科学 戸谷 重雄 南山堂
1340 標準脳神経外科学  第8版 山浦 晶 医学書院
1341 脊髄損傷 患者と家族の手引き リン・フィリップス 緒方 甫 医学書院
1342 脊髄損傷 患者と家族の手引き リン･フィリップス 緒方 甫 医学書院
1343 手の診察マニュアル ｱﾒﾘｶ手の外科学会 山内 裕雄 南江堂
1344 現代の泌尿器科学 小川 秋実 町田 豊平 金原出版
1345 腎臓病へのアプローチ 920のプログラム教程 長沢 俊彦 折田 義正 医学書院
1346 腎臓病食品交換表  第6版 治療食の基準 平田 清文 医歯薬出版
1347 イラスト耳鼻咽喉科  第2版 Bunkodo illustrated basic series 森満 保 文光堂
1348 エッセンシャル耳鼻咽喉科・頭頚部外科学 柳原 尚明 医歯薬出版
1349 歯科医のための耳鼻咽喉科学  第2版 飯沼 壽孝 医歯薬出版
1350 歯科医のための耳鼻咽喉科学  第2版 飯沼 壽孝 医歯薬出版
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1351 耳鼻咽喉科救急療法ハンドブック Practical handbooks 竹山 勇 岡本 健 南江堂
1352 耳鼻咽喉科診療マニュアル  増補第2版 専門医コース 野末 道彦 金原出版
1353 耳鼻咽喉科診療メモ 平出 文久 中外医学社
1354 耳鼻咽喉科・頭頸部外科クリニカルトレンド 野村 恭也 中山書店
1355 耳鼻咽喉科・頭頚部外科学 奥田 稔 医歯薬出版
1356 耳鼻咽喉科臨床実習の手びき 河本 和友 中外医学社
1357 小児耳鼻咽喉科臨床の実際 形浦 昭克 南山堂
1358 TEXT耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 神崎 仁 南山堂
1359 標準耳鼻咽喉科・頭頸部外科学  第3版 鈴木 淳一 医学書院
1360 免疫・アレルギー学からみる耳鼻咽喉疾患 石川 哮 南江堂
1361 治療薬マニュアル 2000年版 2000 関 顕 高久 史麿 医学書院
1362 TEXT形成外科学 藤野 豊美 南山堂
1363 実地医家のための外来手術アトラス 市田 正成 文光堂
1364 実地医家のための外来手術アトラス 市田 正成 文光堂
1365 小児外科・内科医に必要な皮膚の取扱い方 形成外科医からのアドバイス 前田 華郎 東京医学社
1366 鼻の修復と再建 形成外科手術手技選書 荻野 洋一 克誠堂出版
1367 標準形成外科学  第4版 Standerd textbook 秦 維郎 野崎 幹弘 医学書院
1368 足診療マニュアル 藤井 英夫 前沢 範明 医歯薬出版
1369 綾仁整形外科書  改訂10版 綾仁 冨弥 金芳堂
1370 綾仁整形外科書  改訂10版 綾仁 冨弥 金芳堂
1371 エッセンシャル整形外科学  第2版 腰野 富久 医歯薬出版
1372 エッセンシャル整形外科学  第2版 腰野 富久 医歯薬出版
1373 肩疾患保存療法 プラクティカルマニュアル 信原 克哉 金原出版
1374 頸診療マニュアル 森 健躬 医歯薬出版
1375 腰診療マニュアル  第2版 森 健躬 医歯薬出版
1376 新整形外科学入門  改訂3版 田中 清介 金芳堂
1377 図説整形外科基本手技  第2版 田村 清 中村 孝志 メジカルビュー社
1378 図説整形外科基本手技  第2版 田村 清 中村 孝志 メジカルビュー社
1379 整形外科外傷マニュアル  第2版 ラリー・Ｄ．アイバーセン マーク・Ｆ．スウィオントコウスキ 白井 康正 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1380 整形外科外傷マニュアル  第2版 ラリー･Ｄ.アイバーセン マーク･Ｆ.スウィオントコウスキ 白井 康正 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1381 整形外科サブノート  改訂第4版 東 博彦 南江堂
1382 整形外科サブノート  改訂第4版 東 博彦 南江堂
1383 整形外科手術後療法ハンドブック  改訂第3版 片田 重彦 南江堂
1384 整形外科手術後療法ハンドブック  改訂第3版 片田 重彦 南江堂
1385 整形外科診療プラクティス 大木 勲 金原出版
1386 整形外科診療プラクティス 大木 勲 金原出版
1387 整形外科診療マニュアル  第2版 廣島 和夫 文光堂
1388 整形外科診療マニュアル  第2版 廣島 和夫 文光堂
1389 整形外科診療メモ  改訂第2版 円尾 宗司 南江堂
1390 整形外科診療メモ  改訂第2版 円尾 宗司 南江堂
1391 整形外科治療成績評価基準ハンドブック 水野 耕作 南江堂
1392 整形外科病棟勤務ハンドブック  改訂第7版 林 浩一郎 南江堂
1393 整形外科学  改訂第2版 阿部 光俊 南江堂
1394 整形外科学  改訂第4版 MINOR TEXTBOOK 渡辺 良 金芳堂
1395 TEXT整形外科学 守屋 秀繁 新名 正由 南山堂
1396 手疾患保存療法 プラクティカルマニュアル 渡辺 好博 金原出版
1397 膝疾患保存療法 プラクティカルマニュアル 腰野 富久 金原出版
1398 標準整形外科学  第7版 Standard textbook 石井 清一 寺山 和雄 医学書院
1399 ベッドサイドの整形外科学  第2版 山本 真 医歯薬出版
1400 ポケット整形外科ハンドブック  改訂第4版 黒坂 昌弘 井口 哲弘 南江堂
1401 Macnab 腰痛   第3版 ジョン・Ａ．マククローチ 鈴木 信治 医歯薬出版
1402 Macnab 腰痛  第3版 ジョン･Ａ.マククローチ 鈴木 信治 医歯薬出版
1403 マニュアルメディシン ヘインツ・ディエター・ニューマン 富 雅男 医歯薬出版
1404 リハビリテーション整形外科学  第4版 大谷 清 医学書院
1405 リハビリテーション整形外科学  第4版 大谷 清 医学書院
1406 カラーアトラス整形外科診断のポイント リップマン・ケッセル Ｕ・Ｆ．バウンディ 立石 昭夫 医歯薬出版
1407 まんがバイオメカニクス 1 1 義肢装具に役立つ力学入門 日本義肢装具学会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄM 南江堂
1408 まんがバイオメカニクス 2 2 リハビリテーションに役立つ力学入門 日本義肢装具学会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄM 南江堂
1409 創外固定法テクニックマニュアル 井上 四郎 山野 慶樹 南江堂
1410 股関節症  第2版 分類と病因に基づく骨切り術の効果 レナート・ボンベリ 柏木 大治 協同医書出版社
1411 図解・膝の機能解剖と靭帯損傷 ジル・ブスケ 塩田 悦仁 協同医書出版社
1412 図解・膝の機能解剖と靭帯損傷 ジル･ブスケ 塩田 悦仁 協同医書出版社
1413 膝診療マニュアル  第4版 腰野 富久 医歯薬出版
1414 膝の整形外科  第2版 アーサー・Ｊ・ヘルフェット 黒沢 尚 協同医書出版社
1415 膝の整形外科  第2版 アーサー･Ｊ･ヘルフェット 黒沢 尚 協同医書出版社
1416 肘診療マニュアル 石井 清一 医歯薬出版
1417 変形性股関節症の人たちのために  10版 村瀬 鎮雄 吉田 和子 ぶどう社
1418 アトピー性皮膚炎テキスト  改訂第2版 正しい知識と治療、生活指導 西岡 清 南江堂
1419 アレルギー性皮膚疾患 病態生理と治療を中心に 浜田 稔夫 医薬ジャーナル社
1420 イラスト皮膚科 Bunkodo illustrated basic series 戸田 浄 文光堂
1421 カラーアトラス悪性黒色腫の臨床 5-S-Cysteinyldopaによる診断 森嶋 隆文 医歯薬出版
1422 カラーアトラス誤りやすい皮膚病変  追補改訂版 西山 茂夫 メジカルビュー社
1423 カラーでみる皮膚疾患 麻生 和雄 金原出版
1424 今日の皮膚疾患治療指針  第2版 池田 重雄 医学書院
1425 実地医家のための皮膚病診療Q&A 西岡 清 宮地 良樹 南江堂
1426 全身性疾患・内臓疾患の皮膚病変 北村 啓次郎 日本医事新報社
1427 専門医が語るアトピー性皮膚炎 西岡 清 宮地 良樹 医学書院
1428 一人で対処する皮膚科診療 宮地 良樹 南江堂
1429 皮膚外用剤療法の実際  改訂第2版 野波 英一郎 中外医学社
1430 皮膚疾患へのアプローチ  第2版 580のプログラム教程 大城戸 宗男 医学書院
1431 皮膚疾患最新の治療 1999-2000 ’99-2000 新村 真人 瀧川 雅浩 南江堂
1432 皮膚疾患治療マニュアル ケネス・Ａ．アーント 大城戸 宗男 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1433 カラーアトラス皮膚症状からみた内科疾患 石橋 康正 医薬ジャーナル社
1434 皮膚科外来患者の指導 大城戸 宗男 医歯薬出版
1435 皮膚科診療メモ 今村 貞夫 南江堂
1436 皮膚科治療ハンドブック 大城戸 宗男 南山堂
1437 皮膚科学  改訂第6版 MINOR TEXTBOOK 上野 賢一 金芳堂
1438 皮膚科学考え方学び方 山田 瑞穂 金原出版
1439 標準皮膚科学  第5版 Standard textbook 池田 重雄 医学書院
1440 免疫・アレルギー学からみる皮膚疾患 今村 貞夫 南江堂
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№ タイトル 著者名 出版者
1441 生きられる時間 1 1 現象学的・精神病理学的研究 Ｅ・ミンコフスキー 中江 育生 みすず書房
1442 イラスト神経内科 Bunkodo illustrated basic series 内科編 和田 攻 文光堂
1443 イラスト神経内科 Bunkodo illustrated basic series 内科編 和田 攻 文光堂
1444 イラストによる中枢神経系の理解  第3版 カラー版 杉浦 和朗 医歯薬出版
1445 エッセンシャル精神医学  第3版 十束 支朗 医歯薬出版
1446 エッセンシャル精神医学  第3版 十束 支朗 医歯薬出版
1447 簡要神経学  第3版 Ｉ．Ｍ．Ｓ．ウィルキンソン 岩田 誠 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1448 現代精神医学  第3版 中尾 弘之 朝倉書店
1449 現代の精神医学  改訂第2版 大原 健士郎 高橋 三郎 金原出版
1450 現代の精神医学  改訂第2版 大原 健士郎 高橋 三郎 金原出版
1451 現代臨床精神医学  改訂第8版 大熊 輝雄 金原出版
1452 現代臨床精神医学  改訂第8版 大熊 輝雄 金原出版
1453 最新神経病学  改訂第3版 荒木 淑郎 金芳堂
1454 最新神経病学  改訂第3版 荒木 淑郎 金芳堂
1455 最新精神医学  新改訂第40版 精神科臨床の基本 諏訪 望 南江堂
1456 最新精神医学  新改訂第40版 精神科臨床の基本 諏訪 望 南江堂
1457 症例より学ぶ神経内科学  改訂版 平井 俊策 医薬ジャーナル社
1458 症例より学ぶ神経内科学  改訂版 平井 俊策 医薬ジャーナル社
1459 新精神医学入門  改訂2版 志水 彰 井上 健 金芳堂
1460 神経局在診断  改訂第4版 その解剖,生理,臨床 ペーター・ドウース 花北 順哉 文光堂
1461 神経内科クリニカルカンファレンス Ｇ．Ｓ．ベナブルズ 山本 光利 医歯薬出版
1462 神経内科クリニカルカンファレンス Ｇ.Ｓ.ベナブルズ 山本 光利 医歯薬出版
1463 神経内科チェックリスト  第3版 高橋 和郎 文光堂
1464 神経内科治療ガイド  第2版 小川 紀雄 中外医学社
1465 神経内科治療ガイド  第2版 小川 紀雄 中外医学社
1466 神経内科の処方設計 小川 紀雄 山本 光利 医歯薬出版
1467 神経の臨床 1 1 臨床に必要な基礎知識 大友 英一 中外医学社
1468 神経の臨床 2 2 検査・診断 大友 英一 中外医学社
1469 神経の臨床 3 3 疾患各論 A 大友 英一 中外医学社
1470 神経の臨床 4 4 疾患各論B 大友 英一 中外医学社
1471 神経の臨床 5 5 疾患各論C 大友 英一 中外医学社
1472 神経病へのアプローチ  第4版 470のプログラム教程 本多 虔夫 医学書院
1473 整形外科医のための神経学図説 脊髄・神経根障害レベルのみかた,おぼえかた スタンレー･ホッペンフェルド 津山 直一 南江堂
1474 精神医学  第2版 New integrated medical lectures 三好 功峰 藤縄 昭 医学書院
1475 精神医学  第8版 MINOR TEXTBOOK 加藤 伸勝 金芳堂
1476 精神医学・行動神経学コンサイス・ガイド ジェフリ・Ｌ．カミングス マイケル・Ｒ．トリンブル 松浦 雅人 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1477 精神医学・行動神経学コンサイス・ガイド ジェフリ･Ｌ.カミングス マイケル･Ｒ.トリンブル 松浦 雅人 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1478 精神医学サブノート 武正 建一 南江堂
1479 精神医学サブノート 武正 建一 南江堂
1480 精神医学総論 精神医学 6 エーミール・クレペリン 西丸 四方 みすず書房
1481 精神医学総論 精神医学 6 エーミール･クレペリン 西丸 四方 みすず書房
1482 精神医学入門  第24版 西丸 四方 西丸 甫夫 南山堂
1483 精神医学入門  第24版 西丸 四方 西丸 甫夫 南山堂
1484 精神医学の人と書物 西丸四方の本 2 西丸 四方 近藤 廉治 みすず書房
1485 精神医学論集 1914-1962 エルンスト・クレッチマー 湯沢 千尋 みすず書房
1486 精神疾患へのアプローチ  第3版 616のプログラム教程 高橋 三郎 中村 道彦 医学書院
1487 精神疾患へのアプローチ  第3版 616のプログラム教程 高橋 三郎 中村 道彦 医学書院
1488 精神疾患と心理学 ミッシェル・フーコー 神谷 美恵子 みすず書房
1489 精神病 アルフォンソ・ドウ・ヴァーレン 塚本 嘉寿 みすず書房
1490 DSM－Ⅳ精神疾患の分類と診断の手引 米国精神医学会 高橋 三郎 医学書院
1491 DSM－Ⅳ精神疾患の分類と診断の手引 米国精神医学会 高橋 三郎 医学書院
1492 必修精神医学  改訂第2版 笠原 嘉 南江堂
1493 必修精神医学  改訂第2版 笠原 嘉 南江堂
1494 分子神経病学 中村 重信 南江堂
1495 分子神経病学 中村 重信 南江堂
1496 目でみる神経内科学 平井 俊策 医歯薬出版
1497 目でみる神経内科学 平井 俊策 医歯薬出版
1498 目でみる神経学的診察法 平井 俊策 医歯薬出版
1499 目でみる神経学的診察法 平井 俊策 医歯薬出版
1500 メンタルケース・ハンドブック 中根 晃 中央法規出版
1501 やさしい精神医学  第4版 西丸 四方 西丸 甫夫 南山堂
1502 やさしい精神医学  第4版 西丸 四方 西丸 甫夫 南山堂
1503 病める心の世界 8人の記録 人見 一彦 金原出版
1504 リハビリテーションのための神経内科学 安藤 一也 杉村 公也 医歯薬出版
1505 リハビリテーションのための神経内科学 安藤 一也 杉村 公也 医歯薬出版
1506 臨床神経内科学  第4版 平山 恵造 南山堂
1507 臨床神経内科学  第4版 平山 恵造 南山堂
1508 臨床神経学の基礎  第3版 メイヨー医科大学教材 ﾊﾞーﾊﾞﾗ・F.ｳｪｽﾄﾓｱﾗﾝﾄﾞ 大西晃生 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1509 臨床神経学の基礎  第3版 メイヨー医科大学教材 バーバラ・Ｆ．ウェストモアランド 大西 晃生 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1510 臨床精神医学 西村 健 南山堂
1511 臨床精神医学 西村 健 南山堂
1512 老年性精神疾患 精神医学 5 エーミール･クレペリン 伊達 徹 みすず書房
1513 精神の病理学 多様と凝集 新宮 一成 金芳堂
1514 精神の病理学 多様と凝集 新宮 一成 金芳堂
1515 精神病理学原論 カール・ヤスパース 西丸 四方 みすず書房
1516 精神病理学原論 カール･ヤスパース 西丸 四方 みすず書房
1517 一般外来における精神症状のみかた 浜田 晋 医学書院
1518 イラストによる神経検査法の理解 杉浦 和朗 医歯薬出版
1519 カラーアトラス神経内科診断のポイント マルカム・パーソンズ 高須 俊明 医歯薬出版
1520 救急スタッフのための精神科マニュアル 日本救急医学会精神保健問題委員会 へるす出版
1521 今日の神経疾患治療指針 亀山 正邦 高倉 公朋 医学書院
1522 神経疾患治療薬のより良い使い方 大友 英一 広川書店
1523 神経症候学を学ぶ人のために 岩田 誠 医学書院
1524 神経症候学を学ぶ人のために 岩田 誠 医学書院
1525 神経診断学入門 ケース・スタディによる自己学習 アーウィン･Ｂ.モンゴメリー･Ｊｒ. 平井 俊策 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1526 神経心理学入門 山鳥 重 医学書院
1527 神経心理学入門 山鳥 重 医学書院
1528 神経内科治療マニュアル  第4版 診断と治療の実際 マーティン・Ａ．サミュエルズ 平山 恵造 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1529 神経内科治療マニュアル  第4版 診断と治療の実際 マーティン・Ａ．サミュエルズ 平山 恵造 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1530 精神医学的面接 Ｈ．Ｓ．サリヴァン 中井 久夫 みすず書房
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1531 精神科救急ハンドブック アンドリュー・スレイビー 亀田 英明 星和書店
1532 精神科救急マニュアル スティーヴン・Ｅ．ハイマン 井上 令一 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1533 精神科診療ガイド 細川 清 中外医学社
1534 精神科診療ガイド 細川 清 中外医学社
1535 精神科・治療の発見 大原 健士郎 渡辺 昌祐 星和書店
1536 精神科治療マニュアル リチャード・Ｉ．シェーダー 井上 令一 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1537 精神科治療マニュアル リチャード・Ｉ．シェーダー 井上 令一 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1538 精神科のプログラム開発 リハビリテーションのすすめ方 ゲイル・Ｓ．フィドラー 冨岡 詔子 協同医書出版社
1539 精神科ベッドサイドマニュアル 人見 一彦 金原出版
1540 精神科薬物療法ハンドブック  第2版 ジョージ・Ｗ．アラナ スティーヴン・Ｅ．ハイマン 井上 令一 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1541 ニューロICU モニタリングの基礎と治療の実際 アラン・Ｈ．ロッパー ショーン・Ｆ．ケネディ 高倉 公朋 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1542 PATTEN神経診断学 ジョン・パッテン 後藤 文男 中外医学社
1543 PATTEN神経診断学 ジョン・パッテン 後藤 文男 中外医学社
1544 未知との遭遇 癒しとしての面接 奥川 幸子 三輪書店
1545 身ぶりで語ろう  第5版 適応・時間別54の治療ゲーム集 Ａ．ジェーン・リモッカー エリザベス・Ｔ．ストーク 篠田 峯子 協同医書出版社
1546 記憶力トレーニング ダニエル・Ｃ．ラップ 著 西村 健 監訳 医歯薬出版
1547 ケーススタディ100 神経疾患 浜口 勝彦 南江堂
1548 最新脳卒中学 その基礎から臨床まで 額田 忠篤 南山堂
1549 神経 機能と病態 杉田 秀夫 中外医学社
1550 神経疾患  第2版 専門医を目指すケース・メソッド・アプローチ 7 坂井 文彦 日本医事新報社
1551 神経疾患診断トレーニング 伊東 亨 中外医学社
1552 神経疾患の臨床 今日の論点 柳沢 信夫 中外医学社
1553 神経疾患の臨床 今日の論点 柳沢 信夫 中外医学社
1554 神経系のMRI診断 加川 瑞夫 赫 彰郎 中外医学社
1555 図解・脳神経疾患の基礎と臨床 各疾患の病態・診断・治療・予後  臨床編 大井 静雄 中住 礼子 メヂカルフレンド社
1556 脳血管障害 その臨床的アプローチ 山口 武典 高木 誠(1954生) 医学書院
1557 脳血管の臨床 後藤 文男 中外医学社
1558 脳蘇生 その現状と将来 新井 達潤 真興交易医書出版部
1559 脳損傷の理解 神経心理学的アプローチ ケヴィン・Ｗ．ウォールシュ 鈴木 匡子 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1560 脳障害者の心理臨床  3版 病める心のリハビリテーション 小山 充道 学苑社
1561 脳神経疾患領域スタッフの検査ハンドブック 金谷 春之 メディカ出版
1562 脳卒中 患者と家族の手引 ジャニス・フライ・ピアソン ジェームズ・Ｆ．ツール 藤島 正敏 医学書院
1563 脳卒中 ならないために,なってしまったときに アーサー・アンコヴィッツ 武田 克彦 診断と治療社
1564 脳卒中―最新の臨床 沓沢 尚之 医歯薬出版
1565 脳卒中と神経心理学 平山 恵造 田川 皓一 医学書院
1566 脳卒中の早期リハビリテーション  第2版 二木 立 上田 敏 医学書院
1567 脳卒中ビジュアルテキスト  第2版 高木 康行 医学書院
1568 脳卒中者のリハビリテーション  第2版増補 発症部位別にみた/入院から地域連携まで 長谷川 幹 日本医事新報社
1569 ハンドブック神経疾患 診断・治療の基礎知識 大井 静雄 メディカ出版
1570 病態別脳卒中治療マニュアル 亀山 正邦 医学書院
1571 ベッドサイドの神経の診かた  第15版 田崎 義昭 斎藤 佳雄 南山堂
1572 頭と顔の痛み レネ・カリエ 荻島 秀男 医歯薬出版
1573 ｢イラスト｣めまいの検査 日本平衡神経科学会 診断と治療社
1574 心の健康法 ノイローゼの治療と予防 ウイリアム・Ｂ．ターヒューン 池見 酉次郎 診断と治療社
1575 最新てんかんの診断と治療 クオリティ・オブ・ライフの改善をめざして Ｊ．キッフィン・ペンリー 細川 清 星和書店
1576 神経性食欲不振症・過食症の治療 ポーリン・Ｓ．パワーズ 保崎 秀夫 医学書院
1577 頭痛・めまい・しびれの臨床 病態生理学的アプローチ 植村 研一 医学書院
1578 てんかん学ハンドブック 兼本 浩祐 医学書院
1579 てんかん・行動・認知機能 マイケル・Ｒ．トリンブル エドワード・Ｈ．レノルズ 今野 金裕 星和書店
1580 てんかん診療マニュアル アンスガル・マッテス 岡部 稔 医学書院
1581 てんかんテキスト  改訂第2版 理解と対処のための100問100答 清野 昌一 八木 和一 南江堂
1582 てんかんと精神医学 細川 清 星和書店
1583 てんかんの薬物療法  16版 日本てんかん協会 ぶどう社
1584 てんかん学の臨床 久郷 敏明 星和書店
1585 パニック障害 一般臨床医のために ウェイン・ケイトン 道場 信孝 医学書院
1586 めまい トーマス・ブラント 寺本 純 診断と治療社
1587 めまい疾患の画像診断アトラス 松永 喬 神崎 仁 診断と治療社
1588 めまいの医学 神崎 仁 南山堂
1589 痴呆老人百科 村地 俊二 中央法規出版
1590 痴呆性老人のケアと対策 高年期の痴呆シリーズ 4 五島 ｼｽﾞ 長谷川 和夫 中央法規出版
1591 痴呆性老人の心のケア 仲間づくりで楽しく 室伏 君士 学苑社
1592 痴呆性老人の心理学 高年期の痴呆シリーズ 5 加藤 伸司 長谷川 和夫 中央法規出版
1593 老年期痴呆の診断と治療 痴呆の医学的対応について 高年期の痴呆シリーズ 2 清水 信 長谷川 和夫 中央法規出版
1594 心病む人への理解 家族のための分裂病講座 遠藤 雅之 田辺 等 星和書店
1595 精神分裂病の解釈 1 1 シルヴァーノ・アリエティ 阪田 恩 みすず書房
1596 精神分裂病の解釈 2 2 シルヴァーノ・アリエティ 猪子 香代 みすず書房
1597 精神分裂病はどこまでわかったか 町山 幸輝 樋口 輝彦 星和書店
1598 対談・初期分裂病を語る 中安 信夫 星和書店
1599 分裂病への理解と治療 人見 一彦 金原出版
1600 分裂病症状をめぐって 分裂病の精神病理と治療 6 村上 靖彦 星和書店
1601 分裂病は人間的過程である ハリー・スタック・サリヴァン 中井 久夫 みすず書房
1602 分裂病者の行動特性 昼田 源四郎 金剛出版
1603 分裂病者の社会生活支援 昼田 源四郎 金剛出版
1604 いやな気分よ、さようなら 自分で学ぶ｢抑うつ｣克服法  /  新しい認知療法の紹介 デビッド・Ｄ．バーンズ 野村 総一郎 星和書店
1605 痴呆 臨床的アプローチ Ｊ．Ｍ．Ｓ．ピアース 柄沢 昭秀 医学書院
1606 ガラスのこころ 思春期を考える 1 吉川 武彦 ユリシス
1607 看護のための精神保健  増補改訂第2版 神郡 博 看護の科学社
1608 高齢社会のメンタルヘルス 宗像 恒次 川野 雅資 金剛出版
1609 こころを育む 思春期を考える 2 吉川 武彦 ユリシス
1610 こころの健やかさとは 思春期を考える 3 吉川 武彦 ユリシス
1611 これからの地域精神保健 病院看護と地域看護の連携を求めて 吉川 武彦 医学書院
1612 これからのメンタルヘルス  増訂版 安藤 延男 村田 豊久 ナカニシヤ出版
1613 災害ストレスと心のケア 雲仙・普賢岳噴火災害を起点に 太田 保之 荒木 憲一 医歯薬出版
1614 在宅高齢者のためのメンタルヘルスケア 武藤 清栄 医学書院
1615 職場のストレス・マネジメント ケースに学ぶ実践メンタルヘルス術 福田 俊一 増井 昌美 メディカ出版
1616 女性のメンタルヘルス 心のシグナル 人見 一彦 金原出版
1617 精神保健入門  新版第2版 新福 尚武 医学出版社
1618 精神衛生 保育シリーズ 6 松原 達哉 学術図書出版社
1619 精神衛生  改訂新版 心の健康とライフ・サイクル 小杉 正太郎 川島書店
1620 精神保健  4訂版 介護福祉士選書 13 長谷川 和夫 建帛社
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1621 精神保健  第2版 セミナー介護福祉 11 加藤 雄司 一番ヶ瀬 康子 ミネルヴァ書房
1622 精神保健サマリーノート 関谷 透 文光堂
1623 精神保健マニュアル  第2版 吉川 武彦 南山堂
1624 精神保健マニュアル  第2版 吉川 武彦 南山堂
1625 大学生のためのメンタルヘルス 1 1 渡辺 久雄 医歯薬出版
1626 大学生のためのメンタルヘルス 2 2 渡辺 久雄 医歯薬出版
1627 地域精神保健 メンタルヘルスとリハビリテーション 村田 信男 医学書院
1628 悩む心の処方箋 メンタルヘルスを求めるあなたに 野中 猛 あけび書房
1629 阪神大震災のメンタルヘルス 子どものケアを中心に 人見 一彦 金原出版
1630 メンタルヘルス 病気と事例をめぐるこころの健康学 加藤 正明 創元社
1631 メンタルヘルス入門 事例と対応法 藤本 修 藤井 久和 創元社
1632 要説精神保健 林 幹男 牧 正興 吉川 武彦 建帛社
1633 イラスト小児科 Bunkodo illustrated basic series 守田 哲朗 文光堂
1634 こどものリハビリテーション医学 陣内 一保 医学書院
1635 こどものリハビリテーション医学 陣内 一保 医学書院
1636 最新育児小児病学  改訂第4版 黒田 泰弘 二木 武 南江堂
1637 最新育児小児病学  改訂第4版 黒田 泰弘 二木 武 南江堂
1638 小児科学  改訂第6版 MINOR TEXTBOOK 松村 忠樹 金芳堂
1639 NEW BED-SIDE MEMO 小児科 実地家医のためのﾉｳﾊｳ 鴨下 重彦 南山堂
1640 小児科サブノート  改訂第4版 守田 哲朗 南江堂
1641 小児科サブノート  改訂第4版 守田 哲朗 南江堂
1642 小児科学 TEXT 柳沢 正義 南山堂
1643 小児科学・新生児学テキスト  全面改訂 第3版 阿部 敏明 診断と治療社
1644 新小児科学 Qシリーズ 原田 研介 日本医事新報社
1645 必修小児科学アトラス 楠 智一 南江堂
1646 標準小児科学  第4版 Standard textbook 倉繁 隆信 医学書院
1647 見て学ぶ小児科臨床講義 衣笠 昭彦 診断と治療社
1648 見て学ぶ小児科臨床講義 衣笠 昭彦 診断と治療社
1649 機能的姿勢－運動スキルの発達 誕生から1歳まで ロナ・アレグザンダー 太田 真美 協同医書出版社
1650 機能的姿勢－運動スキルの発達 誕生から1歳まで ロナ・アレグザンダー 太田 真美 協同医書出版社
1651 写真でみる乳児の運動発達 生後10日から12カ月まで ロイス・ブライ 木本 孝子 協同医書出版社
1652 写真でみる乳児の運動発達 生後10日から12カ月まで ロイス・ブライ 木本 孝子 協同医書出版社
1653 小児生理学 改訂第2版 馬場 一雄 へるす出版
1654 小児生理学 改訂第2版 馬場 一雄 へるす出版
1655 乳児の発達 写真でみる０歳児 マルク・ヴァン・ブランケンシュタイン ウルスラ・Ｒ・ウェルベルゲン Ｊ・Ｈ・ド・ハース 医歯薬出版
1656 乳幼児突然死症候群 その解明とファミリーサポートのために メディカセレクション ジーン・ゴールディング 中里ﾋﾟﾆﾝｸﾞﾄﾝ京子 メディカ出版
1657 もう一度抱きしめたい 赤ちゃんの死を乗り越えるために SIDS家族の会 編著 メディカ出版
1658 お母さんに伝えたい子どものくすり安心ガイド 日本外来小児科学研究会 医歯薬出版
1659 今日の小児診断指針  第3版 前川 喜平 医学書院
1660 出生前診断 鈴森 薫 診断と治療社
1661 小児救急マニュアル 西村 昂三 医薬ジャーナル社
1662 小児救急マニュアル 水田 隆三 中外医学社
1663 小児診断学アトラス 大国 真彦 中外医学社
1664 小児診断学アトラス 大国 真彦 中外医学社
1665 小児日常診療マニュアル  第3版 中山 健太郎 文光堂
1666 小児の診断の進め方 白木 和夫 美濃 真 南江堂
1667 小児の診断の進め方 白木 和夫 美濃 真 南江堂
1668 小児プライマリケア 診察・検査・治療のポイント 鴨下 重彦 文光堂
1669 小児プライマリケア 診察・検査・治療のポイント 鴨下 重彦 文光堂
1670 小児科当直医マニュアル  改訂第8版 神奈川県立こども医療ｾﾝﾀー 診断と治療社
1671 新小児薬用量  新版改訂第2版 柳沢 正義 診断と治療社
1672 ボストン小児病院治療マニュアル  第3版 ジョン・Ｗ．グレーフ 山口 規容子 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1673 ボストン小児病院治療マニュアル  第3版 ジョン・Ｗ．グレーフ 山口 規容子 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1674 小児喘息･ｱﾚﾙｷﾞー疾患の予防と治療に役立つ栄養･食生活 今何がどこまで解明され残された課題は何か 鳥居 新平 医学書院
1675 小児糖尿病 治療と生活 佐々木 望 診断と治療社
1676 小児のアレルギー  改訂第2版 小児のメディカル・ケア・シリーズ 飯倉 洋治 早川 浩 医歯薬出版
1677 小児のアレルギー疾患生活ガイド  改訂第2版 南江堂ヘルスガイド 飯倉 洋治 南江堂
1678 研修医のための小児腎疾患の臨床 五十嵐 隆 診断と治療社
1679 赤ちゃんの運動発達 絵でみる治療アプローチ レジー・ボエーム 芝田 利生 協同医書出版社
1680 赤ちゃんの運動発達 絵でみる治療アプローチ レジー・ボエーム 芝田 利生 協同医書出版社
1681 ハイリスク新生児への早期介入 新生児行動評価 鶴崎 俊哉 大城 昌平 医歯薬出版
1682 ベッドサイドの小児神経の診かた 鴨下 重彦 南山堂
1683 ベッドサイドの小児神経の診かた 鴨下 重彦 南山堂
1684 自閉症の診療 安藤 春彦 星和書店
1685 自閉症の理解のために 小児精神科医の臨床と研究から 安藤 春彦 メディカ出版
1686 小児自閉症 改訂版 自閉性を再考する 平井 信義 日本小児医事出版社
1687 幼児期の自閉症 発達と診断および指導法 エリック・ショプラー 伊藤 英夫 学苑社
1688 小児感染症診療マニュアル 植田 浩司 南江堂
1689 アトピー性皮膚炎  改訂版 病態と治療 西岡 清 医薬ジャーナル社
1690 アトピー性皮膚炎Q&A 西岡 清 医薬ジャーナル社
1691 小児がん患者への精神的ケア 実践報告を中心として 前川 喜平 日本小児医事出版社
1692 小児外科ハンドブック 見て診て小児外科 岩川 真由美 医学書院
1693 小児外科ハンドブック 見て診て小児外科 岩川 真由美 医学書院
1694 新生児にみられる外表奇形 カラーアトラス 星野 一正 医歯薬出版
1695 図解小児の骨折 ピエール・クレスティアン 井原 和彦 協同医書出版社
1696 図解小児の骨折 ピエール・クレスティアン 井原 和彦 協同医書出版社
1697 標準小児外科学  第4版 岡田 正 医学書院
1698 NICUの感染防止ハンドブック 小川 雄之亮 メディカ出版
1699 症例に学ぶ新生児X線診断 藤岡 睦久 メディカ出版
1700 新生児医療の臨床手技 藤村 正哲 メディカ出版
1701 新生児医療の臨床手技 藤村 正哲 メディカ出版
1702 新生児学  第2版 小川 雄之亮 メディカ出版
1703 新生児学入門   第2版 仁志田 博司 医学書院
1704 新生児学入門   第2版 仁志田 博司 医学書院
1705 ハーバード大学関連病院 新生児マニュアル  第2版 ジョン・Ｐ．クロハーティ アン・Ｒ．スターク 奥山 和男 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1706 ハーバード大学関連病院 新生児マニュアル  第2版 ジョン・Ｐ．クロハーティ アン・Ｒ．スターク 奥山 和男 メディカル・サイエンス・インターナショナル

1707 ベビーサイエンス  増補版 赤ちゃんはすごい！ 戸苅 創 宮崎 雅子 メディカ出版
1708 ロバートン新生児集中治療マニュアル 竹内 徹 メディカ出版
1709 ロバートン新生児集中治療マニュアル 竹内 徹 メディカ出版
1710 超未熟児 改訂第2版 超低出生体重児の管理指針 仁志田 博司 メジカルビュー社
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1711 現代育児学  第12版 今村 栄一 医歯薬出版
1712 こどもの事故防止 母親の力で事故を防ごう お母さんシリーズ 7 田中 哲郎 日本小児医事出版社
1713 新 子どもの事故防止マニュアル 田中 哲郎 診断と治療社
1714 乳幼児健診マニュアル  第2版 福岡地区小児科医会乳幼児保健委員会 医学書院
1715 乳幼児健診マニュアル  第2版 福岡地区小児科医会乳幼児保健委員会 医学書院
1716 お母さんに知ってほしい子どもの口と歯のホームケア 緒方 克也 浜野 良彦 医歯薬出版
1717 お母さんたちの歯の基礎知識と病気の予防 丹羽 源男 日本小児医事出版社
1718 患者が書いた歯医者の本 歯科医療の裏側教えます 宮坂 朝子 現代書館
1719 乳幼児歯科診療の実際 木村 光孝 クインテッセンス出版
1720 歯を守る 100のQ&A 高橋 一祐 ブレーン出版
1721 歯と口の健康百科 家族みんなの健康のために 伊藤 公一 医歯薬出版
1722 歯と口の健康百科 家族みんなの健康のために 伊藤 公一 医歯薬出版
1723 幼若永久歯の歯内療法学 基礎と臨床 木村 光孝 松本 光吉 クインテッセンス出版
1724 臨床の達人 3 3 染谷成一郎 染谷 成一郎 デンタルダイヤモンド社
1725 歯の解剖学  第22版 藤田 恒太郎 金原出版
1726 アトラス歯周病の細菌学 ラヴィニア・フローレス・ド・ヤコビー 三宅 洋一郎 クインテッセンス出版
1727 外傷歯の診断と治療 月星 光博 クインテッセンス出版
1728 顎口腔の病変 組織診断アトラス 二階 宏昌 杏林書院
1729 歯科臨床の未来 名人芸からCAD/CAMへ 内山 洋一 医歯薬出版
1730 歯科臨床医のためのイザという時、この処方！ 伊藤 春生 クインテッセンス出版
1731 歯周病の予防と治療 加藤 熈 デンタルダイヤモンド社
1732 歯は命の根幹 Opitimum oral health 川村 泰雄 クインテッセンス出版
1733 むし歯の予防  改訂第2版 小児のメディカル・ケア・シリーズ 丸森 賢二 鈴木 祐司 医歯薬出版
1734 イラストで学ぶ有病高齢者歯科治療の実例集 西田 百代 クインテッセンス出版
1735 口腔外科学  改訂5版 MINOR TEXTBOOK 小野 尊睦 金芳堂
1736 口腔外科学  改訂5版 MINOR TEXTBOOK 小野 尊睦 金芳堂
1737 口腔外科マニュアル  改訂第3版 Manual of dentistry 泉 広次 南山堂
1738 口腔外科学 新藤 潤一 クインテッセンス出版
1739 口腔外科学 新藤 潤一 クインテッセンス出版
1740 子どもの顎関節症を防ぐ・治す かみ合わせはたいせつ 健康ライブラリー 荻原 和彦 河野 寿一 講談社
1741 最新口腔外科学 総論  第4版 1 榎本 昭二 〔ほか〕編集 医歯薬出版
1742 最新口腔外科学 総論  第4版 1 榎本 昭二 〔他〕編集 医歯薬出版
1743 標準口腔外科学  第2版 高橋 庄二郎 医学書院
1744 義歯と発音 無歯顎臨床でのポイント デンタルテクニックス 17 山縣 健佑 口腔保健協会
1745 初心者のための臨床的クラウンの製作法 QDTプラクティカルマニュアル 行田 良隆 クインテッセンス出版
1746 矯正のstep by step GPのための12の扉 青島 攻 デンタルダイヤモンド社
1747 歯列矯正これなら安心 健康ライブラリー 中島 栄一郎 講談社
1748 どうするの、矯正治療 ハロルド・Ｔ．ペリー デビット・Ｐ．フォーブス 保田 好隆 クインテッセンス出版
1749 抜かずに！治す｢歯並び｣ 学校検診の歯列・咬合・顎関節の指摘はここにあった 岸本 雅吉 現代書林
1750 オーラルヘルスプロモーション 歯科保健指導のすすめ方 江島 房子 島内 憲夫 垣内出版
1751 介護のための口腔保健マニュアル 日本口腔保健協会 医歯薬出版
1752 口腔ケア実践マニュアル 鈴木 俊夫 日総研出版
1753 口腔ケアの最前線 口で食べるから元気になる 加藤 武彦 雲母書房
1754 音の感性を育てる 聴能形成の理論と実際 岩宮 真一郎 大橋 心耳 音楽之友社
1755 音の評価のための心理学的測定法 音響テクノロジーシリーズ 4 難波 精一郎 桑野 園子 コロナ社
1756 視覚認知と聴覚認知 斎藤 英昭 森 晃徳 オーム社
1757 視聴覚の認知科学 淀川 英司 電子情報通信学会 電子情報通信学会
1758 心理音響学 エーベルハルト・ツヴィッカー 著 山田 由紀子 訳 西村書店
1759 聴覚心理学概論 ブライアン・Ｃ．Ｊ．ムーア 大串 健吾 誠信書房
1760 仮名の読字学習に関する教育心理学的研究 今井 靖親 風間書房
1761 言葉 言葉の獲得に関する領域 新幼児教育法シリーズ 高杉 自子 東京書籍
1762 ことばからの育ち 言葉 保育内容・実践と研修シリーズ 村石 昭三 フレーベル館
1763 ことばからの幼児教育 村石 昭三 フレーベル館
1764 ことばに探る心の不思議 子どもの育ちとことば 今井 和子 ひとなる書房
1765 保育内容言葉 保育講座 9 無藤 隆 高杉 自子 ミネルヴァ書房
1766 保育内容・言葉  改訂版 保育内容叢書 日名子 太郎 学芸図書
1767 幼児の言葉  3版 松山 とし子 小原 三枝子 不昧堂出版
1768 幼児の｢言葉遊び｣ 子どもの知能を伸ばす お母さんお父さんと遊ぶ学ぶ 松井 公男 明治図書出版
1769 幼児のことばの指導 福沢 周亮 池田 進一 教育出版
1770 幼児期のことばの教育 高橋 司 英伝社
1771 発話メカニズムの解剖と生理 ジョエル・Ｃ．カハン 西尾 正輝 インテルナ出版
1772 発話メカニズムの解剖と生理 ジョエル・Ｃ．カハン 西尾 正輝 インテルナ出版
1773 神経耳科学 高橋 正紘 武田 憲昭 金芳堂
1774 神経耳科学 高橋 正紘 武田 憲昭 金芳堂
1775 こえとことばの科学  増補第5版 林 義雄 鳳鳴堂書店
1776 音声(こえ)と声帯(のど)のすてきな関係 バリトンドクターが語る 萩野 昭三 音楽之友社
1777 単語と辞書 ﾀﾝｺﾞ ﾄ ｼﾞｼｮ 岩波講座言語の科学 3 松本 裕治 岩波書店
1778 教養のための言語学コース  14版 小泉 保 大修館書店
1779 言語学 菅沼 惇 晃洋書房
1780 言語学とコミュニケーション  第5版 小泉 保 大学書林
1781 言語学は何の役に立つか クロマニヨン人から遺伝子解読まで ウラジミール・コンスタンチノビッチ・ジュラヴリョフ 山崎 紀美子 大修館書店
1782 ことばの進化論 デレック・ビッカートン 筧 寿雄 勁草書房
1783 コミュニケーションの構図 ことばがわかること 宍戸 通庸 みらい
1784 入門ことばの科学  6版 田中 春美 大修館書店
1785 認知言語学入門 フリードリヒ・ウンゲラー Ｈ．Ｊ．シュミット 池上 嘉彦 大修館書店
1786 認知言語学入門 フリードリヒ・ウンゲラー Ｈ．Ｊ．シュミット 池上 嘉彦 大修館書店
1787 発話行為の言語理論へ向けて ジェラルド・Ｍ．セダック 木下 裕昭 文化書房博文社
1788 もし｢右｣や｢左｣がなかったら 言語人類学への招待 ドルフィン・ブックス 井上 京子 大修館書店
1789 言語論のランドマーク ソクラテスからソシュールまで ロイ・ハリス タルボット・Ｊ．テイラー 斎藤 伸治 大修館書店
1790 ことばの臨床社会学 宮原 浩二郎 ナカニシヤ出版
1791 格助詞獲得の時期と過程に関する発達的研究 就学前児の二項文理解の手がかりの検討から 瓜生 淑子 風間書房
1792 言語心理学 坂野 登 天野 清 新読書社
1793 言語心理学のすすめ  5版 入谷 敏男 大修館書店
1794 言語心理学のすすめ  5版 入谷 敏男 大修館書店
1795 言語と意識の起原 岩波現代選書 チャン・デュク・タオ 花崎 皋平 岩波書店
1796 言語発達心理学 読む書く話すの発達 放送大学教材 内田 伸子 放送大学教育振興会
1797 ことばの科学 単語の形成と機能 SAライブラリー 18 ジョージ・アーミテージ・ミラー 無藤 隆 東京化学同人
1798 ことばの学習のパラドックス 認知科学モノグラフ 5 今井 むつみ 共立出版
1799 言葉の心理 初めて言語心理学を学ぶ人のために 稗島 一郎 北樹出版
1800 子どもたちの言語獲得  5版 小林 春美 佐々木 正人 岩立 志津夫 大修館書店
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1801 初期言語発達と認知発達の関係 小椋 たみ子 風間書房
1802 マクニール 心理言語学 ｢ことばと心｣への新しいアプローチ デーヴィド・マクニール 鹿取 広人 サイエンス社
1803 心理言語学 生成文法の立場から ジェリー・Ａ・フォーダー 岡部 慶三 誠信書房
1804 心理言語学への招待 ダニー・Ｄ．スタインバーグ 竹中 龍範 大修館書店
1805 スピーチの言語心理学モデル 音声の生産と意味処理の関係の実証的検討 田中 敏 風間書房
1806 滞英中の子供の言語発達 両親のためのガイド 山本 麻子 リーベル出版
1807 人間の情報処理における聴覚言語イメージの果たす役割 その心理的リアリティを発達と障害の観点からとらえる 井上 智義 北大路書房
1808 人間の情報処理における聴覚言語イメージの果たす役割 その心理的リアリティを発達と障害の観点からとらえる 井上 智義 北大路書房
1809 発声・発語の呼吸における心理的セット運動に関する研究 蘭 香代子 風間書房
1810 幼児言語における語順の心理学的研究 岩立 志津夫 風間書房
1811 比較言語学を学ぶ人のために 堀井 令以知 世界思想社
1812 音声学提要 ヘンリ・スウィート 木原 研三 三省堂
1813 音声学入門  第4版 小泉 保 大学書林
1814 実験音声学研究 城生 佰太郎 勉誠社
1815 社会保障と社会福祉の法と法政策  第5版 佐藤 進 誠信書房
1816 社会保障法  第4版 有斐閣双書 西原 道雄 有斐閣
1817 社会保障法  第4版 有斐閣双書 西原 道雄 有斐閣
1818 社会保障論  第2版 Minerva社会福祉基本図書  9 古賀 昭典 ミネルヴァ書房
1819 社会保障論  第2版 Minerva社会福祉基本図書  9 古賀 昭典 ミネルヴァ書房
1820 テキストブック生活保障論  第2版 荒木 誠之 法律文化社
1821 図説日本の社会保障 坂寄 俊雄 法律文化社
1822 新しい社会福祉 地域福祉を考える 加藤 博史 杉本 敏夫 中央法規出版
1823 新しい社会福祉 地域福祉を考える 加藤 博史 杉本 敏夫 中央法規出版
1824 現代の社会福祉 山田 美津子 日本小児医事出版社
1825 社会福祉改革 そのスタンスと理論 古川 孝順 誠信書房
1826 社会福祉概論 社会福祉セミナー 1 保田井 進 中央法規出版
1827 社会福祉概論  4訂版 介護福祉士選書 1 重田 信一 建帛社
1828 社会福祉研究入門 田代 国次郎 大和田 猛 中央法規出版
1829 社会福祉原論  新版 Minerva社会福祉基本図書 7 岡本 栄一 ミネルヴァ書房
1830 社会福祉原論  新版 Minerva社会福祉基本図書  7 岡本 栄一 ミネルヴァ書房
1831 社会福祉と主体形成 90年代の理論的課題 現代の社会学・社会福祉シリーズ 河合 幸尾 宮田 和明 法律文化社
1832 社会福祉入門  第4版 宮脇 源次 ミネルヴァ書房
1833 社会福祉入門  第4版 宮脇 源次 ミネルヴァ書房
1834 社会福祉の基礎体系 視座の拡大とその展開 小笠原 正 中央法規出版
1835 社会福祉の基礎知識  新装版 概念・制度・課題の把握 有斐閣ブックス 小倉 襄二 有斐閣
1836 社会福祉の方法と実際 現代の保育学 2 大塚 達雄 ミネルヴァ書房
1837 社会福祉論 有斐閣Ｓシリーズ 51 古川 孝順 有斐閣
1838 住民自治と地域福祉 三塚 武男 法律文化社
1839 新社会福祉方法原論 21世紀福祉メソッドの展開 Minerva社会福祉基本図書 12 硯川 真旬 ミネルヴァ書房
1840 生活分析から福祉へ  改訂新版 社会福祉の生活理論 社会福祉選書  12 江口 英一 光生館
1841 地域福祉情報論序説 ｢情報化福祉｣の展開と方策 森本 佳樹 川島書店
1842 人間発達と社会福祉 自立と連帯と参加の基盤を求めて 岡田 武世 川島書店
1843 福祉サービスの理論と体系 転換期をみすえて 仲村 優一 誠信書房
1844 福祉実習ハンドブック  改訂 岡本 栄一 中央法規出版
1845 福祉の経済思想 厳しさと優しさの接点 京極 高宣 ミネルヴァ書房
1846 福祉文化論 有斐閣ﾌﾞｯｸｽ 669 一番ヶ瀬 康子 有斐閣
1847 福祉レクリエーション援助の実際 福祉レクリエーションシリーズ 3 薗田 碩哉 日本ﾚｸﾘｴーｼｮﾝ協会 中央法規出版
1848 福祉レクリエーション援助の実際 福祉レクリエーションシリーズ 3 薗田 碩哉 日本ﾚｸﾘｴーｼｮﾝ協会 中央法規出版
1849 福祉レクリエーション援助の方法 福祉レクリエーションシリーズ 2 薗田 碩哉 日本ﾚｸﾘｴーｼｮﾝ協会 中央法規出版
1850 福祉レクリエーション援助の方法 福祉レクリエーションシリーズ 2 薗田 碩哉 日本ﾚｸﾘｴーｼｮﾝ協会 中央法規出版
1851 福祉レクリエーション・実践マニュアル 福祉ﾚｸﾘｴーｼｮﾝ・ﾜーｶー研究協議会 中央法規出版
1852 福祉レクリエーション総論 福祉レクリエーションシリーズ 1 薗田 碩哉 日本ﾚｸﾘｴーｼｮﾝ協会 中央法規出版
1853 福祉レクリエーション総論 福祉レクリエーションシリーズ 1 薗田 碩哉 日本ﾚｸﾘｴーｼｮﾝ協会 中央法規出版
1854 私たちの生活と福祉  第2版 福田 志津枝 古橋 ｴﾂ子 ミネルヴァ書房
1855 私たちの生活と福祉  第2版 福田 志津枝 古橋 ｴﾂ子 ミネルヴァ書房
1856 社会福祉の歴史 慈善事業・救貧法から現代まで Minerva社会福祉基本図書 11 高島 進 ミネルヴァ書房
1857 社会福祉の歴史 慈善事業・救貧法から現代まで Minerva社会福祉基本図書 11 高島 進 ミネルヴァ書房
1858 世界の社会福祉  3版 小島 蓉子 岡田 徹 学苑社
1859 地域福祉史序説 地域福祉の形成と展開 日本地域福祉学会地域福祉史研究会 中央法規出版
1860 日本における社会福祉のあゆみ 池田 敬正 法律文化社
1861 日本の社会福祉思想 吉田 久一 勁草書房
1862 アジアの社会福祉 萩原 康生 中央法規出版
1863 現代イギリス社会福祉研究 日本からみた理論・政策・実践と課題 小田 兼三 川島書店
1864 社会福祉基本用語辞典 日本社会福祉実践理論学会 川島書店
1865 社会福祉基本用語辞典 日本社会福祉実践理論学会 川島書店
1866 社会福祉用語辞典  改訂版 厚生省社会・援護局 厚生省児童家庭局 中央法規出版
1867 社会福祉用語辞典  改訂版 厚生省社会・援護局 厚生省児童家庭局 中央法規出版
1868 社会福祉の現代的展開 高度成長期から低成長期へ 日本社会事業大学 勁草書房
1869 社会福祉の専門教育 シリーズ福祉教育 6 一番ヶ瀬 康子 光生館
1870 社会福祉基本六法  第2版 佐藤 進 誠信書房
1871 社会福祉基本六法  第2版 佐藤 進 誠信書房
1872 新しい社会福祉の法と行政  新版 宇山 勝儀 光生館
1873 社会福祉法制要説  第3版 桑原 洋子 有斐閣
1874 社会福祉法制要説  第3版 桑原 洋子 有斐閣
1875 ソーシャル・ケースワーク論 社会福祉実践の基礎 Minerva社会福祉基本図書 10 大塚 達雄 ミネルヴァ書房
1876 福祉実践演習ブック 事例でみる・学ぶ 黒沢 貞夫 中央法規出版
1877 老人六法 平成12年版 2000 老人保健福祉法制研究会 中央法規出版
1878 障害者福祉論  第4版 セミナー介護福祉 3 手塚 直樹 加藤 博臣 ミネルヴァ書房
1879 障害者福祉論  第4版 セミナー介護福祉 3 手塚 直樹 加藤 博臣 ミネルヴァ書房
1880 障害保健福祉六法 平成12年版 2000 障害者福祉研究会 中央法規出版
1881 精神障害者への偏見とスティグマ ソーシャルワークリサーチからの報告 白石 大介 中央法規出版
1882 知的障害・発達障害を持つ人のQOL ノーマライゼーションを超えて ロバート・Ｌ．シャーロック 三谷 嘉明 医歯薬出版
1883 知的障害者福祉六法 平成13年版 2001 知的障害者等法規研究会 中央法規出版
1884 これからの児童福祉 第2版 福田 志津枝 ミネルヴァ書房
1885 児童福祉の援助技術 改訂版 養護活動論の視座と実践 米山 岳広 文化書房博文社
1886 児童福祉のすすめ 下田 正 中央法規出版
1887 医療経済学 臨床医の視角から 二木 立 医学書院
1888 厚生行政の経済学 病院経営・医薬品・有料老人ホーム 勁草―医療・福祉シリーズ 52 滝上 宗次郎 勁草書房
1889 わかりやすい医療経済学 野村 拓 松田 亮三 看護の科学社
1890 医師に必要な実務、法的知識  第3版 五十嵐 勝朗 中外医学社
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1891 医事紛争 臨床医の対応策と先例教訓 大城 孟 金芳堂
1892 医療過誤から患者の人権を守る 加藤 良夫 ぶどう社
1893 医療事故防止のためのガイドライン 東京警察病院医療事故防止委員会 篠原出版新社
1894 医療福祉関係法規 やさしい医療福祉シリーズ 7 猪尾 卓也 森川 祐一郎 嵯峨野書院
1895 医療福祉関係法規 やさしい医療福祉シリーズ 7 猪尾 卓也 森川 祐一郎 嵯峨野書院
1896 消化器系インフォームド・コンセント  改訂第2版 臨床医の心得と実践資料 進藤 勝久 金芳堂
1897 基本医療六法 平成12年版 2000 基本医療六法編纂委員会 中央法規出版
1898 基本医療六法 平成12年版 2000 基本医療六法編纂委員会 中央法規出版
1899 健康政策六法 平成12年版 2000 医療法制研究会 中央法規出版
1900 健康政策六法 平成12年版 2000 医療法制研究会 中央法規出版
1901 現代医事法学  改訂第2版 金川 琢雄 金原出版
1902 現代医事法学  改訂第2版 金川 琢雄 金原出版
1903 現代医療と医事法制 大野 真義 世界思想社
1904 コ・メディカルの医療行為と法律  2版 富田 功一 南山堂
1905 新衛生法規の概説 今村 晋 高野 健人 南山堂
1906 精解 衛生法規 5版 保健・医療・栄養関係者のための 野崎 貞彦 大井田 隆 第一出版
1907 精神保健法 その実務のすべて 仙波 恒雄 高柳 功 植田 孝一郎 星和書店
1908 精神保健法 大谷 実 有斐閣
1909 毒物劇物取扱の手引 改訂新版 厚生省医薬安全局 時事通信社
1910 フォーラム医事法学 追補版 宇都木 伸 平林 勝政 服部 篤美 尚学社
1911 保健医療六法 平成12年版 2000 保健医療法規研究会 中央法規出版
1912 保健医療六法 平成12年版 2000 保健医療法規研究会 中央法規出版
1913 予防接種と法 西埜 章 一粒社
1914 アメリカの医療政策と日本 科学・文化・経済のインターフェイス 勁草―医療・福祉シリーズ 47 広井 良典 勁草書房
1915 医療科学 第2版 江川 寛 医学書院
1916 医療経済学 改訂第2版 三木 毅 金原出版
1917 医療制度はこれでいいのか 暖かい血の通った国民医療をめざして 埼玉県医師会 日本医事新報社
1918 医療の社会化 第2版 佐口 卓 勁草書房
1919 医療学入門 第3版 高橋 政祺 医学書院
1920 技術進歩と医療費 医療経済論 川上 武 勁草書房
1921 岐路に立つ医療問題 勁草－医療・福祉シリーズ 19 川上 武 勁草書房
1922 「世界一」の医療費抑制政策を見直す時期 勁草―医療・福祉シリーズ 60 二木 立 著 勁草書房
1923 世界の医療改革 政権交代は医療を変えるか 勁草－医療・福祉シリーズ 42 姉崎 正平 編著 池上 直己 編著 勁草書房
1924 占領期の医療改革 勁草－医療・福祉シリーズ 61 杉山 章子 勁草書房
1925 日本の医療費 国際比較の視角から 二木 立 医学書院
1926 保健医療政策の将来 勁草－医療・福祉シリーズ 64 ヴィクター・ロバート・フュックス 江見 康一 勁草書房
1927 みんなの医療総論 医療から見えるもの 野村 拓 あけび書房
1928 医療・福祉のマンパワー 勁草―医療・福祉シリーズ 41 川上 武 勁草書房
1929 薬剤師の病棟実務 患者指導の実際 乾 賢一 医薬ジャーナル社
1930 医院経営学入門 第3版 緒方 竜 南山堂
1931 院内システム化ガイドブック 病院・診療所の新しいコンピュータ利用のために 小栗 孟 医学書院
1932 診療情報の管理 第2版 岩崎 栄 医学書院
1933 病院機能評価マニュアル 日本医師会 厚生省健康政策局 金原出版
1934 病院防災の指針 医療人の危機管理 /  阪神・淡路大震災に学ぶ 岸田 良平 日総研出版
1935 よくわかる病院医療事務 知って得する医療の仕組み 芦田 等 櫻澤 豊子 メディカ出版
1936 病医院の会計と経営 第3版 斎藤 力夫 医歯薬出版
1937 自己意識の発達心理学 梶田 叡一 金子書房
1938 社会性と人格の発達心理学 ウィリアム・デーモン 山本 多喜司 北大路書房
1939 生涯人間発達学 上田 礼子 三輪書店
1940 生涯人間発達学 上田 礼子 三輪書店
1941 生涯発達 生活心理学的アプローチ 村田 孝次 培風館
1942 生涯発達 生活心理学的アプローチ 村田 孝次 培風館
1943 生涯発達心理学入門 村田 孝次 培風館
1944 生涯発達心理学入門 村田 孝次 培風館
1945 生涯発達心理学のすすめ 生から死へ－この尊きライフ・サイクル 守屋 光雄 黎明書房
1946 生涯発達心理学のすすめ 生から死へ－この尊きライフ・サイクル 守屋 光雄 黎明書房
1947 人間行動の発達過程 猿・原始人・子ども ヴィゴツキー著作選集 2 レフ・セミョーノヴィチ・ヴィゴツキー アレクサンドル・ロマノヴィチ・ルリヤ 大井 清吉 明治図書出版
1948 人間発達の心理学 大日向 雅美 藤永 保 サイエンス社
1949 人間発達の心理学 大日向 雅美 藤永 保 サイエンス社
1950 発達心理学 有斐閣Sシリーズ 46 岩田 純一 有斐閣
1951 発達心理学への招待 人間発達の全体像をさぐる 新心理学ライブラリ 5 矢野 喜夫 落合 正行 サイエンス社
1952 発達心理学を愉しむ 宮原 英種 宮原 和子 ナカニシヤ出版
1953 発達心理学ハンドブック 東 洋 福村出版
1954 成人発達とエイジング ジョン・Ｗ．サントロック 今泉 信人 北大路書房
1955 子どもの社会的発達 井上 健治 久保 ゆかり 東京大学出版会
1956 青年期までの発達心理学 水口 礼治 竹内 照宗 ブレーン出版
1957 実践発達心理学 乳幼児施設をフィールドとして 金子 龍太郎 金子書房
1958 実践発達心理学 乳幼児施設をフィールドとして 金子 龍太郎 金子書房
1959 乳幼児の発達の見方と指導 乳幼児の精神発達スクリーニング 高橋 種昭 日本総合愛育研究所乳幼児発達研究会 日本小児医事出版社
1960 人間発達の認知科学 精神のモジュール性を超えて アネット・カミロフ・スミス 小島 康次 ミネルヴァ書房
1961 人間発達の認知科学 精神のモジュール性を超えて アネット・カミロフ・スミス 小島 康次 ミネルヴァ書房
1962 看護のための人間発達学 第2版 舟島 なをみ 医学書院
1963 看護のための人間発達学 第2版 舟島 なをみ 医学書院
1964 精神発達と精神病理 増補版 北田 穣之介 金剛出版
1965 リハビリテーション医学講座 第2巻 2 人間発達学 上田 礼子 医歯薬出版
1966 リハビリテーション医学全書 2 2 人間発達 新井 清三郎 上田 礼子 医歯薬出版
1967 人間の発達と健康 神戸大学発達科学部健康発達論研究会 大修館書店
1968 人間の発達と健康 神戸大学発達科学部健康発達論研究会 大修館書店
1969 ケアマネジメント TAKEUCHI実践ケア学 竹内 孝仁 医歯薬出版
1970 通所ケア学 TAKEUCHI実践ケア学 竹内 孝仁 医歯薬出版
1971 介護福祉のためのリハビリテーション論 第2版 山本 和儀 医歯薬出版
1972 不安/訴え/心気症状 <事例集>高齢者のケア 4 佐藤 真一 米山 淑子 中央法規出版
1973 地域理学療法 PTマニュアル 伊藤 日出男 香川 幸次郎 医歯薬出版
1974 地域理学療法 PTマニュアル 伊藤 日出男 香川 幸次郎 医歯薬出版
1975 地域リハビリテーション白書  2 2 沢村 誠志 三輪書店
1976 私たちのハウツウ地域リハ 四天王寺悲田院地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃーｼｮﾝ研究会 三輪書店
1977 障害児食事指導の実際 話しことばの基礎訓練 スザン・エヴァンズ・モリス 鷲田 孝保 協同医書出版社
1978 医学概論 医学の進歩と医の倫理 桧 学 島 久洋 朝倉書店
1979 QOL その概念から応用まで アイリーン・グッゲンムース・ホルツマン シュプリンガー・フェアラーク東京
1980 元気が出るインフォームド・コンセント 柳田 邦男 中央法規出版
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1981 理学診療マニュアル 改訂第2版 運動器疾患のリハビリテーション 岩谷 力 全日本病院出版会
1982 理学診療マニュアル 改訂第2版 運動器疾患のリハビリテーション 岩谷 力 全日本病院出版会
1983 理学療法概論 第3版 奈良 勲 医歯薬出版
1984 理学療法概論 第3版 奈良 勲 医歯薬出版
1985 理学療法機器概論 日本理学療法機器工業会 健友館
1986 理学療法のルーツ その継承と新たな創造のために 武富 由雄 メディカルプレス
1987 理学療法ハンドブック・ケーススタディ 細田 多穂 柳沢 健 協同医書出版社
1988 理学療法ハンドブック・ケーススタディ 細田 多穂 柳沢 健 協同医書出版社
1989 臨床理学療法マニュアル 黒川 幸雄 南江堂
1990 臨床理学療法マニュアル 黒川 幸雄 南江堂
1991 アクト・オブ・ケアリング ケアする存在としての人間 Ｍ．シモーヌ・ローチ 鈴木 智之 ゆみる出版
1992 更年期医療Q&A 中高年婦人のQOL向上のために 石川 睦男 玉舎 輝彦 医薬ジャーナル社
1993 更年期からのQOL 医学的立場から－東京フォーラム 朝日医学フォーラムシンポジウム－講演記録集 坂元 正一 折茂 肇 メジカルセンス
1994 老人のリハビリテーション  第5版 前田 真治 福井 圀彦 医学書院
1995 老年者のリハビリテーション よりよいQOLのために 平井 俊策 江藤 文夫 ワールドプランニング
1996 呼吸理学療法学 荻原 新八郎 医学書院
1997 図説呼吸理学療法 急性期管理からリハビリテーションまで 芳賀 敏彦 溝呂木 忠 メディカル葵出版
1998 神経疾患によるコミュニケーション障害入門 ロバート・Ｈ．ブルックシア 勝木 準 協同医書出版社
1999 図説脳卒中のリハビリテーション  第2版 家庭での処置から病院での訓練まで 服部 一郎 細川 忠義 医学書院
2000 Steps to follow ボバース概念にもとづく片麻痺の治療法 パトリシア・Ｍ．デービス 冨田 昌夫 シュプリンガー・フェアラーク東京
2001 脳損傷後の欠損についての意識性 臨床的・理論的論点 ジョージ・Ｐ．プリガトノ ダニエル・Ｌ．シャクター 天草 万里 医歯薬出版
2002 脳卒中最前線  第2版 急性期の診断からリハビリテーションまで 藤田 勉 医歯薬出版
2003 脳卒中最前線  第2版 急性期の診断からリハビリテーションまで 藤田 勉 医歯薬出版
2004 Right in the middle 成人片麻痺の選択的な体幹活動 パトリシア・Ｍ．デービス 額谷 一夫 シュプリンガー・フェアラーク東京
2005 整形外科からみた歩行解析論文集 鈴木良平と共同研究者による論文集 人間科学全書  研究収録シリーズ 1 鈴木 良平 てらぺいあ
2006 脊柱・骨盤のマニュアルセラピー  第2版 ダイアン・Ｇ．リー マリー・Ｃ．ウォルシュ 宮本 重範 医歯薬出版
2007 イラストによる安全な動作介助のてびき 木村 哲彦 川井 伸夫 医歯薬出版
2008 イラストによる安全な動作介助のてびき 木村 哲彦 川井 伸夫 医歯薬出版
2009 動きづくりのリハビリテーション・マニュアル ﾘﾊﾋﾞﾘﾃーｼｮﾝ技術研究会 松本 和子 中央法規出版
2010 四肢麻痺と対麻痺  第2版 理学療法士のための手引書 アイダ・ブロムリ 荻原 新八郎 医学書院
2011 図解整形外科理学診断ガイド 露口 雄一 政田 和洋 文光堂
2012 図解整形外科理学診断ガイド 露口 雄一 政田 和洋 文光堂
2013 整形外科理学療法の理論と技術 山嵜 勉 メジカルビュー社
2014 リハビリテーション 新しい生き方を創る医学 ブルーバックス B－1117 上田 敏 講談社
2015 リハビリテーション医学講座 第5巻 5 理学療法 松村 秩 池田 誠 医歯薬出版
2016 リハビリテーション医学全書  Ⅱ-8 2-8 リハビリテーション工学 明石 謙 岡本 卓爾 医歯薬出版
2017 リハビリテーション医学大辞典 上田 敏 大川 弥生 医歯薬出版
2018 リハビリテーション医学大辞典 上田 敏 大川 弥生 医歯薬出版
2019 最新行動科学からみた健康と病気 宗像 恒次 メヂカルフレンド社
2020 医療従事者のための医事法の知識  第2版 鈴木 峯三郎 医学書院
2021 医療がやさしさをとりもどすとき  第2版 地域と生きる諏訪中央病院の実践 鎌田 實 医歯薬出版
2022 病院管理学入門  第5版 高橋 政祺 医学書院
2023 健康づくりへのアプローチ  第2版 石川 兵衛 文光堂
2024 食事指導をスムーズに  2版 ケアのこころシリーズ 5 小沢 ひとみ 中村 美知子 インターメディカ
2025 病院環境の清浄法 評価と対策 古橋 正吉 医歯薬出版
2026 これからの健康管理  第3版 癌,心臓病,肝臓病,糖尿病,ストレスの一次予防を中心に 吉田 貴彦 渡辺 哲 岡崎 勲 日本医事新報社
2027 片手で料理をつくる 片麻痺の人のための調理の手引き 遠藤 てる 協同医書出版社
2028 バイオキネティクス 運動力学からリハビリテーション工学 永田 晟 杏林書院
2029 KEY WORDS IN PHYSICAL REHABILITATION A GUIDE TO CONTEMPORARY USAGE Shirley Cammack Myron G.Eisenberg SPRINGER
2030 REHABILITATION MEDICINE  -3rd ed. PRINCIPLES AND PRACTICE Joel A.Delisa Bruce M.Gans LIPPINCOTT-RAVEN
2031 RESEARCH METHODS FOR CLINICAL THERAPISTS  -3rd ed. APPLIED PROJECT DESIGN AND ANALYSIS Carolyn M.Hicks CHURCHILL-LIVINGSTONE
2032 図説・運動の仕組みと応用  第2版 運動・生理・生化学・栄養 中野 昭一 医歯薬出版
2033 関節運動学的アプローチ(ＡＫＡ) 博田 節夫 宇都宮 初夫 医歯薬出版
2034 関節運動学的アプローチ(ＡＫＡ) 博田 節夫 宇都宮 初夫 医歯薬出版
2035 人のからだと建築構造 おもしろ特別講義 田口 武一 彰国社
2036 障害者スポーツ 日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会ｽﾎﾟーﾂ委員会 日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃーｼｮﾝ医学会 医学書院
2037 運動学講義  9版 金子 明友 朝岡 正雄 大修館書店
2038 運動学講義  9版 金子 明友 朝岡 正雄 大修館書店
2039 運動処方の実際  13版 適正運動量はこうして決める PH選書 池上 晴夫 大修館書店
2040 運動学実習  第2版 中村 隆一 医歯薬出版
2041 運動学実習  第2版 中村 隆一 医歯薬出版
2042 基礎運動学  第5版 中村 隆一 齋藤 宏 医歯薬出版
2043 基礎運動学  第5版 中村 隆一 齋藤 宏 医歯薬出版
2044 身体運動の機能解剖  2版 クレム・Ｗ．トンプソン Ｒ．Ｔ．フロイド 中村 千秋 医道の日本社
2045 身体運動の機能解剖  2版 クレム・Ｗ．トンプソン Ｒ．Ｔ．フロイド 中村 千秋 医道の日本社
2046 スポーツトレーナーマニュアル 武藤 芳照 南江堂
2047 体力・健康概論 幸山 彰一 杏林書院
2048 臨床運動学  第2版 中村 隆一 斎藤 宏 医歯薬出版
2049 臨床運動学  第2版 中村 隆一 斎藤 宏 医歯薬出版
2050 運動を理解するための生化学 山村 雅一 丸善
2051 運動生理学 栄養士のための標準テキストシリーズ 久木野 憲司 穐吉 敏男 金原出版
2052 運動生理学  25版 現代保健体育学大系 7 朝比奈 一男 中川 功哉 大修館書店
2053 運動生理学  24版 現代保健体育学大系  7 朝比奈 一男 中川 功哉 大修館書店
2054 からだの｢仕組み｣のサイエンス 運動生理学の最前線 体育の科学選書 宮下 充正 加賀谷 淳子 杏林書院
2055 最新運動生理学 身体パフォーマンスの科学的基礎 宮村 実晴 真興交易医書出版部
2056 身体運動学入門  第7版 基礎篇 松井 秀治 杏林書院
2057 身体機能の調節性 運動に対する応答を中心に 現代の体育・スポーツ科学 池上 晴夫 朝倉書店
2058 ランニングの基礎と実践 トレーニングとパフォーマンスの科学 エリック・ニューズホーム 大野 秀樹 文光堂
2059 CLINICAL ATHLETIC TRAINING Jeff G.Konin SLACK
2060 ORTHOPEDIC AND SPORTS PHYSICAL THERAPY  -3rd ed. Terry R.Malone MOSBY
2061 RUNNING INJURIES Gary N.Guten W.B.SAUNDERS
2062 BIOMECHANICAL BASIS OF HUMAN MOVEMENT Joseph Hamill Kathleen M.Knutzen LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS

2063 GAIT ANALYSIS NORMAL AND PATHOLOGICAL FUNCTION Jacquelin Perry SLACK
2064 HUMAN MOVEMENT EXPLAINED Kim Jones Karen Barker BUTTERWORTH-HEINEMANN
2065 ISOKINETICS MUSCLE TESTING,INTERPRETATION AND CLINICAL APPLICATIONS Zeevi Dvir CHURCHILL-LIVINGSTONE
2066 MOTOR CONTROL  -2nd ed. THEORY AND PRACTICAL APPLICATIONS Anne Shumway-Cook Marjorie H.Woollacott LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS

2067 関節可動域測定法 可動域測定の手引き シンシア・クレア・ノーキン Ｄ．ジョイス・ホワイト 山口 昇 協同医書出版社
2068 関節可動域測定法 可動域測定の手引き シンシア・クレア・ノーキン Ｄ．ジョイス・ホワイト 山口 昇 協同医書出版社
2069 関節モーメントによる歩行分析 臨床歩行分析研究会 医歯薬出版
2070 関節モーメントによる歩行分析 臨床歩行分析研究会 医歯薬出版
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№ タイトル 著者名 出版者
2071 臨床歩行分析入門 臨床歩行分析懇談会 土屋 和夫 医歯薬出版
2072 臨床歩行分析入門 臨床歩行分析懇談会 土屋 和夫 医歯薬出版
2073 運動発達と反射 反射検査の手技と評価 理学療法・作業療法のための神経生理学プログラム演習 第2巻 メアリロー・Ｒ・バーネス 真野 行生 医歯薬出版
2074 床上安静の必要性に関する研究 臓器不全状態における、日常生活行動負荷のend point 森 美智子 風間書房
2075 運動負荷試験ハンドブック ヴィクター・Ｆ．フローリッチャー スーザン・クオーリエッティ 村松 準 メディカル・サイエンス・インターナショナル

2076 神経・筋疾患の電気診断学 原理と実際 Jun Kimura 栢森 良二 西村書店
2077 神経伝導検査ハンドブック ドン・Ｍ．マ ジェー・アラン・リヴソン 栢森 良二 西村書店
2078 脳波判読step by step 入門編  第3版 大熊 輝雄 医学書院
2079 脳波判読step by step 症例編  第3版 大熊 輝雄 医学書院
2080 ベッドサイドでの反射の見方・考え方 矢野 雄三 八森 啓 文光堂
2081 臨床筋電図・電気診断学入門  第3版 千野 直一 医学書院
2082 理学療法評価 そのクリニカルアプローチ 嶋田 智明 メディカルプレス
2083 理学療法評価 そのクリニカルアプローチ 嶋田 智明 メディカルプレス
2084 理学療法評価法 理学療法学テキスト 2 全国PT・OT学校養成施設連絡協議会 神陵文庫
2085 理学療法評価法 理学療法学テキスト 2 全国PT・OT学校養成施設連絡協議会 神陵文庫
2086 理学療法評価学  第2版 松澤 正 金原出版
2087 理学療法評価法  改訂第3版 松澤 正 岩倉 博光 金原出版
2088 運動器疾患の評価 デーヴィド・Ｊ．マギー 岩倉 博光 医歯薬出版
2089 運動器の痛み 診かた・治しかた 柏崎 禎夫 医薬ジャーナル社
2090 筋力検査マニュアル 機器検査から徒手検査まで ルイス・Ｒ．アムンゼン 田中 敏明 医歯薬出版
2091 骨・カルシウム検査ハンドブック 森井 浩世 中山書店
2092 精神神経科臨床検査マニュアル 渡辺 昌祐 江原 嵩 金原出版
2093 ルリア神経心理学的検査法 Text,manual,test cards アンナ・リーセ・クリステンセン 西村 健 医歯薬出版
2094 失行・失認の評価と治療  第2版 成人片麻痺を中心に エレン・シーブ 宮森 孝史 医学書院
2095 失行・失認の評価と治療  第2版 成人片麻痺を中心に エレン・シーブ 宮森 孝史 医学書院
2096 神経・筋疾患のマネージメント 難病患者のリハビリテーション 加倉井 周一 清水 夏繪 医学書院
2097 神経疾患データブック 大井 静雄 佐藤 修 中外医学社
2098 脳神経・末梢神経検査マニュアル オーリン・デヴィンスキー エドワード・フェルドマン 大石 実 医学書院
2099 脳卒中患者の機能評価 SIASとFIMの実際 千野 直一 里宇 明元 シュプリンガー・フェアラーク東京
2100 脳卒中患者の機能評価 SIASとFIMの実際 千野 直一 里宇 明元 シュプリンガー・フェアラーク東京
2101 脳卒中の機能評価と予後予測  第2版 中村 隆一 医歯薬出版
2102 自律神経機能検査  第3版 日本自律神経学会 文光堂
2103 脳損傷による異常姿勢反射活動  第2版 ベルタ・ボバース 梶浦 一郎 医歯薬出版
2104 リハビリテーション医学全書 5  第2版 5 測定と評価 和才 嘉昭 嶋田 智明 医歯薬出版
2105 DIFFERENTIAL DIAGNOSIS IN PHYSICAL THERAPY  -3rd ed. Catherine Cavallaro Goodman Teresa E.Kelly Snyder W.B.SAUNDERS
2106 ORTHOPEDIC PHYSICAL ASSESSMENT  -3rd ed. David J.Magee W.B.SAUNDERS
2107 PHYSICAL THERAPY MANAGEMENT AN INTEGRATED SCIENCE Jane Walter MOSBY
2108 PHOTOGRAPHIC MANUAL OF REGIONAL ORTHOPAEDIC AND NEUROLOGICAL TESTS Joseph J.Cipriano WILLIAMS & WILKINS
2109 遊びリテーション次第 小松一座参上 /じいさん、ばあさん遊び上手・遊ばれ上手の極意閻魔帳 小松丈祐とその仲間たち 筒井書房
2110 温熱刺激療法 吉沢 勇 健友館
2111 糖尿病運動療法指導の手びき 病態に合わせた具体的運動処方 佐藤 祐造 山之内 国男 南江堂
2112 糖尿病の運動療法 藤井 暁 田中 史朗 金芳堂
2113 図解・成人病の運動処方・運動療法 基礎・実技編 波多野 義郎 伊賀 六一 医歯薬出版
2114 運動指導・運動療法 循環器now no.10 村山 正博 南江堂
2115 心臓リハビリテーション 運動療法の基礎と臨床 ルイス・Ｒ．アムンゼン 馬目 太三 メディカル葵出版
2116 図解・成人病の運動処方・運動療法 虚血性心疾患編 伊賀 六一 伊賀 六一 医歯薬出版
2117 イラストレイテッド腰痛の運動療法 井口 恭一 ユリシス・出版部
2118 運動器疾患とリハビリテーション  第2版 PT・OTのための整形外科学 加倉井 周一 渡辺 英夫 医歯薬出版
2119 脳性麻痺の運動障害  第2版 評価と治療の考え方 カレル・ボバース 寺沢 幸一 医歯薬出版
2120 脳性麻痺の運動障害  第2版 評価と治療の考え方 カレル・ボバース 寺沢 幸一 医歯薬出版
2121 脳性麻痺の類型別運動発達 ベルタ・ボバース カレル・ボバース 紀伊 克昌 医歯薬出版
2122 脳卒中の運動訓練プログラム ジャネット・Ｈ．カー ロバータ・Ｂ．シェパード 額谷 一夫 医学書院
2123 片麻痺の運動療法 シグネ・ブルンストローム 佐久間 穣爾 医歯薬出版
2124 片麻痺の運動療法 シグネ・ブルンストローム 佐久間 穣爾 医歯薬出版
2125 ぜんそく児の運動療法 水泳と呼吸体操で｢ぜんそく｣を治そう 砂本 秀義 安田 孝夫 大修館書店
2126 発達からみた脳性運動障害の治療 中島 雅之輔 新興医学出版社
2127 ハンドスキル 手・手指スキルの発達と援助 ジェーン・ケース・スミス シャーレン・ピョースキ 奈良 進弘 協同医書出版社
2128 家庭でできるPNF整体 BBM science books 及川 雅登 山根 悟 ベースボ－ル・マガジン社
2129 整形外科体操療法実践マニュアル 室田 景久 全日本病院出版会
2130 モビリゼーションテクニック  第5版 ジョン・ブラックマン カレン・プリップ 秦 洋一 医道の日本社
2131 四肢関節のマニュアルモビリゼーション フレディ・Ｍ．カルテンボーン 富 雅男 医歯薬出版
2132 上肢のマニュアルセラピー ディアーヌ・リー 宮本 重範 医歯薬出版
2133 運動療法 1 1 理学療法学テキスト 3 全国PT・OT学校養成施設連絡協議会 神陵文庫
2134 運動療法 1 1 理学療法学テキスト 3 全国PT・OT学校養成施設連絡協議会 神陵文庫
2135 運動療法 2  新訂版 2 理学療法学テキスト 4 全国PT・OT学校養成施設連絡協議会 神陵文庫
2136 運動療法 2  新訂版 2 理学療法学テキスト 4 全国PT・OT学校養成施設連絡協議会 神陵文庫
2137 運動療法ガイド  改訂第3版 正しい運動処方を求めて 井上 一 日本医事新報社
2138 運動療法処方せん作成マニュアル 日本医師会 日本医事新報社
2139 関節トレーニング  改訂第2版 神経運動器協調訓練 井原 秀俊 協同医書出版社
2140 関節トレーニング  改訂第2版 神経運動器協調訓練 井原 秀俊 協同医書出版社
2141 上肢－上部体幹の機能改善 評価と治療アプローチ レジー・ボエーム 柴田 秀雄 協同医書出版社
2142 神経筋促通手技  第3版 パターンとテクニック ドロシー・Ｅ．ヴォス 乾 公美 協同医書出版社
2143 図説関節の動きと筋力の診かた 関節可動域測定と徒手筋力テスト ヘイゼル・Ｍ．クラークソン ゲイル・Ｂ．ギルウィッチ 大阪市立大学医学部附属病院 医道の日本社
2144 認知運動療法 運動機能再教育の新しいパラダイム カルロ・ペルフェッティ 小池 美納 協同医書出版社
2145 認知運動療法 運動機能再教育の新しいパラダイム カルロ・ペルフェッティ 小池 美納 協同医書出版社
2146 膝・足関節・足部の新しい神経-運動器協調訓練 Proprioceptive Exerciseの実際 クラウデ・ヘルボー ローレント・メッセン 井原 秀俊 医歯薬出版
2147 歩行関連障害のリハビリテーションプログラム入門 臨床歩行分析研究会 医歯薬出版
2148 歩行障害の診断・評価入門 臨床歩行分析研究会 医歯薬出版
2149 歩行障害の診断・評価入門 臨床歩行分析研究会 医歯薬出版
2150 理学療法士のための運動療法 田口 順子 冨田 昌夫 金原出版
2151 リハビリテーション医学講座 第3巻 3 運動学 斎藤 宏 医歯薬出版
2152 リハビリテーション医学全書 3-1  第3版 3-1 神経生理学 石川 友衛 砂原 茂一 医歯薬出版
2153 リハビリテーション医学全書 3-2  第3版 3-2 運動生理学 石川 友衛 砂原 茂一 医歯薬出版
2154 リハビリテーション医学全書 4 4 運動学 明石 謙 医歯薬出版
2155 リハビリテーション医学全書 7  第3版 7 運動療法 大井 淑雄 博田 節夫 医歯薬出版
2156 臨床PNF 統合的運動療法の実際 パトリシア・Ｅ．サリヴァン 高橋 護 メディカル葵出版
2157 アスレチックトレーニングの実際 医・科学知識に基づく実践的テキスト 清原 伸彦 南江堂
2158 運動療法と運動指導の進め方 内科疾患の治療と予防,健康づくりのためのポイント 和田 攻 永田 直一 文光堂
2159 運動療法と運動指導の進め方 内科疾患の治療と予防,健康づくりのためのポイント 和田 攻 永田 直一 文光堂
2160 スポーツ外傷・障害とリハビリテーション 実践スポーツクリニック 福林 徹 文光堂
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№ タイトル 著者名 出版者
2161 スポーツ外傷・障害とリハビリテーション ｢予防｣→｢対策｣がイラストでわかる からだ読本 魚住 廣信 山海堂
2162 スポーツ外傷・障害の理学療法 臨床ｽﾎﾟーﾂ医学編集委員会 文光堂
2163 日常生活に生かす運動処方 青木 純一郎 杏林書院
2164 日常生活に生かす運動処方 青木 純一郎 杏林書院
2165 有酸素運動のトレーナビリティ 各種身体特性を有する人々を対象として 芳賀 脩光 真興交易医書出版部
2166 室内でできる高齢者の体操 介護福祉ハンドブック  4 馬場 哲雄 石川 悦子 一番ヶ瀬 康子 一橋出版
2167 肩こり・腰痛のストレッチング 中村 栄太郎 藤木 幸雄 金原出版
2168 リハビリ車椅子太極拳と書道を楽しむ 品川 武士 ベースボ－ル・マガジン社
2169 CLINICAL ORTHOPAEDIC PHYSICAL THERAPY Jan K.Richardson Z.Annette Iglarsh W.B.SAUNDERS
2170 PHYSICAL THERAPY FOR SPORTS  -2nd ed. Werner Kuprian W.B.SAUNDERS
2171 CLINICAL CARDIAC REHABILITATION  -2nd ed. A CARDIOLOGIST'S GUIDE Fredric J.Pashkow William A.Dafoe WILLIAMS & WILKINS
2172 ESSENTIALS OF CARDIOPULMONARY PHYSICAL THERAPY Ellen Hillegass H.Steven Sadowsky W.B.SAUNDERS
2173 PULMONARY REHABILITATION A.K.Simonds BMJ
2174 BRUNNSTROM'S MOVEMENT THERAPY IN HEMIPLEGIA  -2nd ed. A NEUROPHYSIOLOGICAL APPROACH Kathryn Sawner Jeanne M.LaVigne LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS

2175 THE ATHLETE'S SHOULDER James R.Andrews Kevin E.Wilk CHURCHILL-LIVINGSTONE
2176 RIGHT IN THE MIDDLE SELECTIVE TRUNK ACTIVITY IN THE TREATMENT OF ADULT HEMIPLEGIA Patrisia M.Davies SPRINGER
2177 THE SPINE IN SPORTS Robert G.Watkins MOSBY
2178 STEPS TO FOLLOW  -2nd ed. THE COMPREHENSIVE TREATMENT OF PATIENTS WITH HEMIPLEGIA Patrisia M.Davies SPRINGER
2179 生体電気刺激 ジョナサン・ブラック 深田 栄一 共立出版
2180 新人理学療法士のための研修ハンドブック 椎野 泰明 協同医書出版社
2181 新人理学療法士のための研修ハンドブック 椎野 泰明 協同医書出版社
2182 物理療法のすべて リハビリテーション・クリニックス パドゥマニ・フィリス・アンナ・チャンムーガン 医歯薬出版
2183 物理療法のすべて リハビリテーション・クリニックス パドゥマニ・フィリス・アンナ・チャンムーガン 医歯薬出版
2184 物理療法マニュアル  第1版第5刷（増補） 嶋田 智明 医歯薬出版
2185 物理療法マニュアル  第1版第5刷（増補） 嶋田 智明 医歯薬出版
2186 ベッドサイドの物理療法  第3版 ウィリアム・Ｅ．プレンティス 秦 洋一 医道の日本社
2187 ベッドサイドの物理療法  第3版 ウィリアム・Ｅ.プレンティス 秦 洋一 医道の日本社
2188 理学療法のための臨床問題解決法 ブレイクスルーと理学療法診断に向けて 和島 英明 協同医書出版社
2189 理学療法のための臨床問題解決法 ブレイクスルーと理学療法診断に向けて 和島 英明 協同医書出版社
2190 遠赤外線療法の科学 ヒューマンコンタクト 山崎 敏子 人間と歴史社
2191 東西医学の接点にたつマッサージ・指圧法の実際 芹沢 勝助 創元社
2192 脊椎、骨盤に関する手技療法の理論と実際 いたみの神経学を中心に 藤川 勝正 科学新聞社
2193 がんと闘うハイパーサーミア  改訂第2版 がんの新治療法 菅原 努 金芳堂
2194 新編 癌・温熱療法 癌の臨床 別集 14 柄川 順 篠原出版新社
2195 装具治療マニュアル 新編 疾患別・症状別適応 加倉井 周一 医歯薬出版
2196 装具治療マニュアル 新編 疾患別・症状別適応 加倉井 周一 医歯薬出版
2197 リハビリテーション医学全書 8  第3版 8 物理療法 福井 圀彦 医歯薬出版
2198 写真とイラストによるキネシオ・テーピング法  第2版 加瀬 建造 医道の日本社
2199 スポーツ傷害のハリ療法 検査・鑑別・治療とそのポイント 福林 徹 宮本 俊和 医道の日本社
2200 MANIPULATIVE THERAPY IN REHABILITATION OF THE LOCOMOTOR SYSTEM  -3rd ed. Karel Lewit BUTTERWORTH-HEINEMANN
2201 THERMAL AGENTS IN REHABILITATION  - 3rd. Susan L.Michlovitz F.A.DAVIS
2202 AQUATIC EXERCISE THERAPY Andrea Bates Norm Hanson W.B.SAUNDERS
2203 AQUATIC REHABILITATION Richard G.Ruoti LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS

2204 ホイストを活かす吊具の選び方・使い方 市川 洌 三輪書店
2205 ホイストを活かす吊具の選び方・使い方 市川 洌 三輪書店
2206 老いを支える医療福祉  第2版 宮原 伸二 三輪書店
2207 介護基礎学 竹内 孝仁 医歯薬出版
2208 介護基礎学 竹内 孝仁 医歯薬出版
2209 生活リハビリテーションマニュアル 松村 秩 中央法規出版
2210 生活リハビリテーションマニュアル 松村 秩 中央法規出版
2211 病院でひらいた生活ケア PT高口光子のリハビリ術 高口 光子 筒井書房
2212 精神障害者の生活技能訓練ガイドブック ロバート・ポール・リバーマン 池淵 恵美 医学書院
2213 知的障害者の生活寮 地域で普通に暮らす 東京都知的障害者育成会 日本文化科学社
2214 わかりやすい生活技能訓練 東大生活技能訓練研究会 金剛出版
2215 わかりやすい生活技能訓練 東大生活技能訓練研究会 金剛出版
2216 イラストわかりやすい移動のしかた 患者と介助者のために 井口 恭一 三輪書店
2217 イラストわかりやすい移動のしかた 患者と介助者のために 井口 恭一 三輪書店
2218 ねたきり老人の介助 自立のための手だすけ 松村 秩 医歯薬出版
2219 ねたきり老人の介助 自立のための手だすけ 松村 秩 医歯薬出版
2220 地域のなかの在宅ケア  第1版第4刷（増補版） 茨城県土浦市｢地域医療カンファレンス｣の実践から 関 寛之 医歯薬出版
2221 都市のなかの在宅ケア 河北総合病院｢在宅患者サービス｣の実践から 小笠原 道夫 医歯薬出版
2222 在宅酸素療法 谷本 普一 克誠堂出版
2223 骨代謝とQOL 骨と日常生活 藤田 拓男 医薬ジャーナル社
2224 図解腰痛学級  第3版 日常生活における自己管理のすすめ 川上 俊文 医学書院
2225 脳卒中のホーム・エクササイズ  第2版 井口 恭一 荻島 秀男 医歯薬出版
2226 変形性膝関節症の運動・生活ガイド  第2版 運動療法と日常生活動作の手引き 杉岡 洋一 編 武藤 芳照 編 伊藤 晴夫 編 日本医事新報社
2227 脊髄損傷 2 2 生活編 臨床リハビリテーション 岩倉 博光 医歯薬出版
2228 慢性化した脳卒中片麻痺の家庭実習 自宅でのリハビリテーショントレーニング 井口 恭一 著 創造出版
2229 在宅リハのノウハウ 東京慈恵会医科大学リハビリ医学教室 医師と患者の対話シリーズ 米本 恭三 宮野 佐年 日本プランニングセンター
2230 写真で見る四肢麻痺患者のリハビリテーション 日常生活の自立に向けて ジャック・Ｒ．フォード Ｂ．ダックワース 木村 哲彦 医歯薬出版
2231 日常生活指導のためのリハビリ・テクニック  第2版 林 泰史 文光堂
2232 日常生活指導のためのリハビリ・テクニック  第2版 林 泰史 文光堂
2233 リハビリに生かす操体法 入院中から在宅ケアまで 健康双書 須永 隆夫 農山漁村文化協会
2234 身障者のための｢快適｣カーライフガイド 山田 昇 飛鳥新社
2235 生活環境論  第2版 木村 哲彦 医歯薬出版
2236 生活環境論  第2版 木村 哲彦 医歯薬出版
2237 先端のバリアフリー環境 カリフォルニアにみるまちづくり 小川 信子 中央法規出版
2238 先端のバリアフリー環境 カリフォルニアにみるまちづくり 小川 信子 中央法規出版
2239 バリア・フル・ニッポン 障害を持つアクセス専門家が見たまちづくり 川内 美彦 現代書館
2240 日本版・乳幼児の家庭環境評価法 発達スクリーニングのための 上田 礼子 医歯薬出版
2241 ベッドまわりの環境学 川口 孝泰 医学書院
2242 ベッドまわりの環境学 川口 孝泰 医学書院
2243 老人患者のクオリティ・オブ・ライフ Quality of nursing 4 日野原 重明 中央法規出版
2244 老年者のQOLプログラム 心理社会的治療法 スー・Ｖ．サクスン メアリ・ジーン・エタン 宮森 孝史 医歯薬出版
2245 効果をあげる健康教育､成果のあがる健康づくり 新健康教育テキスト 日野原 重明 ライフ・サイエンス・センター
2246 新しい環境衛生  改訂第6版 斎藤 和雄 上田 直利 南江堂
2247 新しい環境衛生  改訂第6版 斎藤 和雄 上田 直利 南江堂
2248 住環境とヒト 生理人類学の視点 佐藤 方彦 関 邦博 井上書院
2249 生活環境論  改訂第2版 岩槻 紀夫 南江堂
2250 生活環境論  改訂第2版 岩槻 紀夫 南江堂
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№ タイトル 著者名 出版者
2251 やさしい環境科学 保田 仁資 化学同人
2252 高齢者・障害者に配慮の建築設計マニュアル ｢福祉のまちづくり｣実現に向けて 高橋 儀平 彰国社
2253 バリア・フリーの生活環境論  第2版 野村 みどり 秋山 哲男 医歯薬出版
2254 バリア・フリーの生活環境論  第2版 野村 みどり 秋山 哲男 医歯薬出版
2255 やさしさの住居学 老後に備える100のヒント やすらぎの住居学 2 清家 清 情報センタ－出版局
2256 高齢者・障害者の住まいの改造とくふう 新築からリフォームまで 野村 歡 保健同人社
2257 住まいのアダプテーション 障害者・高齢者のための住宅改造ハンドブック 作業療法ジャーナル vol.30 no.11 <作業療法ｼﾞｬーﾅﾙ編集部> 三輪書店
2258 住まいのアダプテーション 障害者・高齢者のための住宅改造ハンドブック 作業療法ジャーナル vol.30 no.11 <作業療法ｼﾞｬーﾅﾙ編集部> 三輪書店
2259 健康と住まい 梁瀬 度子 朝倉書店
2260 住まいの文化 豊かな暮らしのためのテキストブック 住文化研究会 学芸出版社
2261 積雪寒冷地における高齢者の生活と運動 須田 力 北海道大学図書刊行会
2262 体力科学からみた健康問題 加藤 橘夫 杏林書院
2263 REHABILITATION NURSING  -2nd ed. PROCESS AND APPLICATION Shirley P.Hoeman MOSBY
2264 ストーマ装具選定ガイド 大村 裕子 日総研出版
2265 キャスト法マニュアル 桜井 修 南江堂
2266 キャスト法マニュアル 桜井 修 南江堂
2267 新しい装具学 バイオメカニクス・素材と加工法・適合 パット・マッキー リーン・モーガン 加倉井 周一 協同医書出版社
2268 新しい装具学 バイオメカニクス・素材と加工法・適合 パット・マッキー リーン・モーガン 加倉井 周一 協同医書出版社
2269 下肢装具のバイオメカニクス 片麻痺歩行と装具の基礎力学 日本義肢装具学会 山本 澄子 医歯薬出版
2270 義肢 武智 秀夫 明石 謙 医学書院
2271 義肢 武智 秀夫 明石 謙 医学書院
2272 義肢装具事典 加倉井 周一 創造出版
2273 義肢装具事典 加倉井 周一 創造出版
2274 義肢装具処方マニュアル 日本整形外科学会 日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃーｼｮﾝ医学会 医学書院
2275 義肢装具のチェックポイント  第5版 日本整形外科学会 日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃーｼｮﾝ医学会 医学書院
2276 義肢装具のチェックポイント  第5版 日本整形外科学会 日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃーｼｮﾝ医学会 医学書院
2277 義肢装具学  第2版 川村 次郎 竹内 孝仁 医学書院
2278 義肢装具学  第2版 川村 次郎 竹内 孝仁 医学書院
2279 義肢学 沢村 誠志 日本義肢装具学会 医歯薬出版
2280 義肢学 沢村 誠志 日本義肢装具学会 医歯薬出版
2281 神経内科リハビリテーションにおける装具学 ミンディ・リプソン・アイセン 中村 隆一 医歯薬出版
2282 装具  第3版 武智 秀夫 明石 謙 医学書院
2283 装具学  第2版 加倉井 周一 日本義肢装具学会 医歯薬出版
2284 装具学  第2版 加倉井 周一 日本義肢装具学会 医歯薬出版
2285 車いす 大川 嗣雄 医学書院
2286 リハビリテーション医学講座 第8巻  第2版 8 補装具 加倉井 周一 初山 泰弘 医歯薬出版
2287 リハビリテーション医学全書 18  第4版 18 切断と義肢 沢村 誠志 医歯薬出版
2288 AMPUTATIONS AND PROSTHETICS A CASE STUDY APPROACH Bella J.May F.A.DAVIS
2289 図解トランスファーテクニック トニ・ペロシ マーガレット・グリーソン 椿原 彰夫 医学書院
2290 図解トランスファーテクニック トニ・ペロシ マーガレット・グリーソン 椿原 彰夫 医学書院
2291 地域リハビリテーションマニュアル 伊藤 利之 三輪書店
2292 活性酸素Q&A 藤井 順逸 鈴木 敬一郎 医薬ジャーナル社
2293 系統別・治療手技の展開 感覚器系(外皮)/結合組織/筋系/神経系/関節系 藤縄 理 奈良 勲 協同医書出版社
2294 図解理学療法技術ガイド 理学療法臨床の場で必ず役立つ実践のすべて 石川 斉 武富 由雄 文光堂
2295 疼痛の理学療法 理学療法MOOK 3 鈴木 重行 黒川 幸雄 三輪書店
2296 患者移動の知識と技術 看護・介護者を腰痛から守る 英国腰痛予防協会 加藤 光宝 日本看護協会出版会
2297 老年者の機能評価と維持 臨床リハビリテーション 岩倉 博光 医歯薬出版
2298 循環器疾患の理学療法  第2版 PTマニュアル 奈須田 鎮雄 医歯薬出版
2299 循環器疾患の理学療法  第2版 PTマニュアル 奈須田 鎮雄 医歯薬出版
2300 胸部理学療法 ICUにおける理論と実際 コリン・Ｆ．マケンジ 丸川 征四郎 総合医学社
2301 呼吸不全のリハビリテーション  改訂2版 腹式呼吸から在宅酸素療法まで 谷本 普一 南江堂
2302 呼吸リハビリテーション入門  第3版 理学療法士の立場から 千住 秀明 神陵文庫
2303 慢性呼吸不全と在宅酸素療法 日常臨床のための 呼吸器疾患シリーズ 1 原沢 道美 工藤 翔二 現代医療社
2304 痛みのマネージメント 慢性疼痛症候群 臨床リハビリテーション 岩倉 博光 医歯薬出版
2305 痛みのマネージメント 腰痛 臨床リハビリテーション 岩倉 博光 医歯薬出版
2306 慢性関節リウマチの理学療法 PTマニュアル 椎野 泰明 医歯薬出版
2307 慢性関節リウマチの理学療法 PTマニュアル 椎野 泰明 医歯薬出版
2308 リウマチのリハビリテーション医学 松井 宣夫 医薬ジャーナル社
2309 記憶障害患者のリハビリテーション バーバラ・A.ウィルソン 綿森 淑子 医学書院
2310 神経疾患のリハビリテーション  第2版 平井 俊策 江藤 文夫 南山堂
2311 脳血管障害患者の治療とケア Medicus library 3 金谷 春之 メディカ出版
2312 脳損傷の理学療法 1 1 超早期から急性期のリハビリテーション 1 理学療法MOOK 1 吉尾 雅春 三輪書店
2313 脳損傷の理学療法 2 2 回復期から維持期のリハビリテーション 2 理学療法MOOK 2 吉尾 雅春 三輪書店
2314 脳損傷の理学療法 2 2 回復期から維持期のリハビリテーション 2 理学療法MOOK 2 吉尾 雅春 三輪書店
2315 脳損傷後の機能回復 治療・訓練の理論的根拠 ポール・バチリタ 津山 直一 協同医書出版社
2316 脳卒中 1 1 脳卒中のみかた 臨床リハビリテーション 岩倉 博光 医歯薬出版
2317 脳卒中 2 2 二次障害と合併症の対策 臨床リハビリテーション 岩倉 博光 医歯薬出版
2318 小児リハビリテーション 1 1 脳性麻痺 臨床リハビリテーション 岩倉 博光 医歯薬出版
2319 小児リハビリテーション 2 2 二分脊椎・筋ジストロフィー・ダウン症候群・小児切断・他 臨床リハビリテーション 岩谷 力 土肥 信之 医歯薬出版
2320 悪性腫瘍と神経変性疾患 臨床リハビリテーション 岩谷 力 土肥 信之 医歯薬出版
2321 頭部外傷症候群 後遺症のマネージメント 臨床リハビリテーション 岩倉 博光 医歯薬出版
2322 頸髄損傷 自立を支えるケア・システム 松井 和子 医学書院
2323 頸髄損傷のリハビリテーション 国立身体障害者リハビリテーションセンター・マニュアル 二瓶 隆一 津山 直一 協同医書出版社
2324 ストーマリハビリテーション学用語集 日本ｽﾄｰﾏﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会 金原出版
2325 脊髄損傷 1 1 治療と管理 臨床リハビリテーション 岩倉 博光 医歯薬出版
2326 脊髄損傷の理学療法 PTマニュアル 武田 功 医歯薬出版
2327 脊髄損傷の理学療法 PTマニュアル 武田 功 医歯薬出版
2328 脊髄損傷マニュアル  第2版 リハビリテーション・マネージメント 神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 医学書院
2329 痛みのマネージメント 頸肩腕痛 臨床リハビリテーション 岩倉 博光 医歯薬出版
2330 四肢の外傷 1 1 上肢 臨床リハビリテーション 岩倉 博光 医歯薬出版
2331 四肢の外傷 2 2 下肢 臨床リハビリテーション 岩倉 博光 医歯薬出版
2332 下肢切断の理学療法  第2版 Q&A・フローチャートによる 細田 多穂 医歯薬出版
2333 下肢切断の理学療法  第2版 Q&A・フローチャートによる 細田 多穂 医歯薬出版
2334 筋膜リリース 神経発達学的治療への応用 レジー･ボエーム 古沢 正道 協同医書出版社
2335 内部障害のリハビリテーション  第1版第3刷（増補版） 佐藤 徳太郎 猪股 茂樹 医歯薬出版
2336 内部障害のリハビリテーション  第1版第3刷（増補版） 佐藤 徳太郎 猪股 茂樹 医歯薬出版
2337 目でみる脳卒中リハビリテーション 上田 敏 東京大学出版会
2338 リハビリテーション医学講座 第4巻  第2版 4 神経生理学・臨床神経学 中村 隆一 医歯薬出版
2339 リハビリテーション医学講座 第12巻 12 脊髄損傷/包括的リハビリテーション 初山 泰弘 二瓶 隆一 医歯薬出版
2340 リハビリテーション医学講座 第13巻 13 神経筋疾患 宇尾野 公義 医歯薬出版
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№ タイトル 著者名 出版者
2341 リハビリテーション医学講座 第17巻  第2版 17 循環器疾患/呼吸器疾患 芳賀 敏彦 医歯薬出版
2342 リハビリテーション医学全書 14  第2版 14 脳卒中・その他の片麻痺 福井 圀彦 医歯薬出版
2343 リハビリテーション医学全書 17  第2版 17 リウマチ・痛み 佐々木 智也 石田 肇 医歯薬出版
2344 リハビリテーション医学全書 19  第2版 19 骨折・脱臼・頭頸部外傷・末梢神経損傷 田川 宏 砂原 茂一 医歯薬出版
2345 リハビリテーション技術全書  第2版 服部 一郎 医学書院
2346 頚肩腕障害の診断と治療  改訂第2版 岩破 康博 藤木 幸雄 金原出版
2347 PRINCIPLES AND PRACTICE OF CARDIOPULMONARY PHYSICAL THERAPY  -3rd ed Donna Frownfelter Elizabeth Dean MOSBY
2348 発達の神経心理学的評価 学習障害・MBDの診断のために 萱村 俊哉 多賀出版
2349 自立と共生を語る 障害者・高齢者と家族・社会 大江 健三郎 三輪書店
2350 精神障害者と家族のための生活・医療・福祉制度のすべてQ&A  改訂版 ゆうゆう編集部 田中 英樹 萌文社
2351 シェルボーンのムーブメント入門 発達のための新しい療育指導法 ベロニカ・シェルボーン 関口 美佐子 三輪書店
2352 生命活動の脆弱な重度・重複障害児への教育的対応に関する実践的研究 川住 隆一 風間書房
2353 健常児と精神遅滞児の触覚による感覚運動学習 松田 伯彦 北大路書房
2354 ひとと作業・作業活動 鎌倉 矩子 三輪書店
2355 ひとと作業・作業活動 鎌倉 矩子 三輪書店
2356 老年者の診療とリハビリテーション 挑戦する老年医学 バーナード・アイザクス 江藤 文夫 医歯薬出版
2357 エアーズ研究論文集 1 1 感覚統合の理論と実際 Ａ．ジーン・エアーズ 佐藤 剛 協同医書出版社
2358 感覚統合研究 第1集 1 日本感覚統合障害研究会 協同医書出版社
2359 感覚統合研究 第2集 2 日本感覚統合障害研究会 協同医書出版社
2360 感覚統合研究 第4集 4 日本感覚統合障害研究会 協同医書出版社
2361 感覚統合研究 第5集 5 日本感覚統合障害研究会 協同医書出版社
2362 感覚統合研究 第6集 6 日本感覚統合障害研究会 協同医書出版社
2363 感覚統合研究 第9集 9 日本感覚統合障害研究会 協同医書出版社
2364 精神障害者の医療と人権 秋元 波留夫 ぶどう社
2365 精神科臨床における倫理 法と精神医学の対話 3 石川 義博 金剛出版
2366 地域精神医療の曙 京都岩倉村における実践 加藤 伸勝 金芳堂
2367 治療者はいかに自分自身を分析するか オートグノーシス エドワード・メスナー 新谷 昌宏 金剛出版
2368 心と身体の精神療法 成田 善弘 金剛出版
2369 作業療法の理論 ギャーリー・キールホフナー 山田 孝 三輪書店
2370 作業療法の理論 ギャーリー･キールホフナー 山田 孝 三輪書店
2371 作業療法士のための研究法入門 鎌倉 矩子 三輪書店
2372 作業療法士のための研究法入門 鎌倉 矩子 三輪書店
2373 新作業療法の源流 秋元 波留夫 冨岡 詔子 三輪書店
2374 新作業療法の源流 秋元 波留夫 冨岡 詔子 三輪書店
2375 精神障害者の地域リハビリテーション 蜂矢 英彦 村田 信男 医学書院
2376 精神療法を学ぶ 末松 弘行 ナカニシヤ出版
2377 精神科作業療法  改訂版 石谷 直子 星和書店
2378 精神科作業療法  改訂版 石谷 直子 星和書店
2379 精神科作業療法の手引 診断から治療まで 松井 紀和 牧野出版
2380 精神科治療における家族 精神医学レビュー no.18 下坂 幸三 ライフ・サイエンス
2381 誰にでもできる精神科リハビリテーション 東京武蔵野病院精神科リハビリテーションマニュアル 野田 文隆 蜂矢 英彦 星和書店
2382 認知障害者の心の風景 ルース・キャンベル 本田 仁視 福村出版
2383 発達研究への志 田中 昌人 あいゆうぴい
2384 感覚統合Q&A 子どもの理解と援助のために 永井 洋一 浜田 昌義 協同医書出版社
2385 心にふれる  第2版 大田仁史のリハビリ・エッセイ 大田 仁史 荘道社
2386 作業科学 作業的存在としての人間の研究 ルース・ゼンケ フローレンス・クラーク 佐藤 剛 三輪書店
2387 作業科学 作業的存在としての人間の研究 ルース･ゼンケ フローレンス･クラーク 佐藤 剛 三輪書店
2388 作業・その治療的応用 日本作業療法士協会 協同医書出版社
2389 作業療法 上 1 心身障害に対するアプローチ 加藤 伸勝 創造出版
2390 作業療法 上 1 心身障害に対するアプローチ 加藤 伸勝 創造出版
2391 作業療法 下 2 心身障害に対するアプローチ 加藤 伸勝 創造出版
2392 作業療法 下 2 心身障害に対するアプローチ 加藤 伸勝 創造出版
2393 作業療法 上巻  改訂第6版 1 ヘレン・Ｌ．ホプキンズ ヘレン・Ｄ．スミス 鎌倉 矩子 協同医書出版社
2394 作業療法 上巻  改訂第6版 1 ヘレン･Ｌ.ホプキンズ ヘレン･Ｄ.スミス 鎌倉 矩子 協同医書出版社
2395 作業療法 下巻  改訂第6版 2 ヘレン･Ｌ.ホプキンズ ヘレン･Ｄ.スミス 鎌倉 矩子 協同医書出版社
2396 作業療法 下巻  改訂第6版 2 ヘレン･Ｌ.ホプキンズ ヘレン･Ｄ.スミス 鎌倉 矩子 協同医書出版社
2397 作業療法実践のための6つの理論 理論の形成と発展 Ｂ．ロザリー・ヨハンナ・ミラー 篠田 峯子 協同医書出版社
2398 作業療法実践のための6つの理論 理論の形成と発展 Ｂ.ロザリー･ヨハンナ･ミラー 篠田 峯子 協同医書出版社
2399 作業療法の実際 精神科における実践 リンダ・フィンレイ 丸山 晋 星和書店
2400 作業療法の実際 精神科における実践 リンダ･フィンレイ 丸山 晋 星和書店
2401 作業療法学全書 第1巻  改訂第2版 1 作業療法概論 日本作業療法士協会 矢谷 令子 協同医書出版社
2402 作業療法学全書 第1巻  改訂第2版 1 作業療法概論 日本作業療法士協会 矢谷 令子 協同医書出版社
2403 作業療法学全書 第12巻 12 作業療法関連用語解説 日本作業療法士協会 協同医書出版社
2404 作業療法学全書 第12巻 12 作業療法関連用語解説 日本作業療法士協会 協同医書出版社
2405 日本における作業療法教育の歴史 鈴木 明子 北海道大学図書刊行会
2406 人間作業モデル  改訂第2版 理論と応用 ゲーリ・キールホフナー 山田 孝 協同医書出版社
2407 人間作業モデル  改訂第2版 理論と応用 ゲーリ･キールホフナー 山田 孝 協同医書出版社
2408 入門コミュニケーション機能障害 ジェームズ・Ｆ．カーティス 笹沼 澄子 医歯薬出版
2409 入門コミュニケーション機能障害 ジェームズ･Ｆ.カーティス 笹沼 澄子 医歯薬出版
2410 精神鑑定 精神医学レビュー no.19 山上 皓 ライフ・サイエンス
2411 A MODEL OF HUMAN OCCUPATION  -2nd ed. THEORY AND APPLICATION Gary Kielhofner WILLIAMS & WILKINS
2412 CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF OCCUPATIONAL THERAPY  -2nd ed. Gary Kielhofner F.A.DAVIS
2413 OCCUPATIONAL THERAPY CONSULTATION THEORY PRINCIPLES AND PRACTICE Evelyn G.Jaffe Cynthia F.Epstein MOSBY
2414 OT STUDENT PRIMER A GUIDE TO COLLEGE SUCCESS Karen Sladyk SLACK
2415 STUDY GUIDE TO ACCOMPANY OCCUPATIONAL THERAPY  -4th ed. PRACTICE SKILLS FOR PHYSICAL DYSFUNCTION Lorraine Williams Pedretti MOSBY
2416 WILLARD AND SPACKMAN'S OCCUPATIONAL THERAPY  -9th ed. Maureen E.Neistadt Elizabeth Blesedell Crepeau LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS

2417 精神療法におけるメタファー フィリップ・バーカー 堀 恵 金剛出版
2418 箱庭療法 基礎的研究と実践 木村 晴子 創元社
2419 障害者のためのワープロ入門 指先一本でらくらくマスター 黒須 文夫 ひとなる書房
2420 生きるための道具づくり 心身障害者施設のデザイナー 光野 有次 晶文社
2421 身体障害者の見た知的障害をもつ人たちの世界 ボランティア活動とこころの運動 江口 正彦 はる書房
2422 知的発達障害Q&A 生活支援ハンドブック 北沢 清司 中央法規出版
2423 知的発達障害Q&A 生活支援ハンドブック 北沢 清司 中央法規出版
2424 ひろがれ共同作業所  13版 青年・成人期障害者のゆたかな未来を拓く 共同作業所全国連絡会 ぶどう社
2425 美術による人間形成 創造的発達と精神的成長 ヴィクター・ローウェンフェルド 竹内 清 黎明書房
2426 だれでも折れる伝承折り紙入門 遊びのアイディア 5 河合 豊彰 黎明書房
2427 子どもの意欲を高めるもの作りの学習活動 和泉 武彦 中村 和子 学苑社
2428 道具が語る生活史 朝日選書 376 小泉 和子 朝日新聞社
2429 遊びリテーション 障害老人の遊び・ゲームの処方集 竹内 孝仁 三好 京 医学書院
2430 遊びリテーション 障害老人の遊び・ゲームの処方集 竹内 孝仁 三好 京 医学書院
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№ タイトル 著者名 出版者
2431 作業療法学全書 第2巻  改訂第2版 2 基礎作業学 日本作業療法士協会 鷲田 孝保 協同医書出版社
2432 作業療法学全書 第2巻  改訂第2版 2 基礎作業学 日本作業療法士協会 鷲田 孝保 協同医書出版社
2433 かんたん工作  第6版 あそぼ あそびの学校ハンドブック 12 菅原 道彦 一声社
2434 陶芸の土と窯焼き  第19版 大西 政太郎 理工学社
2435 図でわかる木工の基本工作  第8版 橋本 喜代太 成田 寿一郎 理工学社
2436 図解木工技術  第2版 日曜工作から専門まで 佐藤 庄五郎 共立出版
2437 モラ手芸 カリブ海の飾り布 中山 富美子 日本放送出版協会
2438 ロープ手芸 基礎テクニックと応用作品いろいろ アメリカンハンドワーク 黒羽 志寿子 文化出版局
2439 パッチワークの基礎ノート 小物からベッドカバーまで作り方のこついろいろ 黒羽 志寿子 文化出版局
2440 ビーズがいっぱい たのしいビーズランド 梅谷 育代 日本ヴォーグ社
2441 ビーズ織り NHK婦人百科 佐古 孝子 日本放送出版協会
2442 やさしい園芸入門  3版 みんなでたのしめる 中山 草司 金園社
2443 木彫り 基礎から応用まで 黒ばら会 大内 美絵子 日本ヴォーグ社
2444 木彫教室 楽しみの木彫り 創元社クラフト・シリーズ 木村 鉄雄 創元社
2445 スケッチ入門  第11版 やさしく学び楽しくえがく 絵画入門シリーズ 沢田 俊一 梧桐書院
2446 新しい貼り方による花のちぎり絵 NHK婦人百科 佐藤 せつ 日本放送出版協会
2447 切り絵  新装版6版 趣味のぎゃらりい 山室 正男 マコー社
2448 和紙ちぎり絵  新装版4版 趣味のぎゃらりい 中野 はる マコー社
2449 和紙のちぎり絵 NHK婦人百科 中野 はる 日本放送出版協会
2450 はんがの本 技法と実践 伊藤 彌四夫 サクラクレパス
2451 カラー印刷・初級 はじめてでも失敗しない発注のポイント デザイン・ビギナーシリーズ 視覚ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所 視覚デザイン研究所
2452 陶芸初級レッスン みみずく・くらふとシリーズ 島田 文雄 視覚ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所 視覚デザイン研究所
2453 もようで楽しい陶芸 みみずく・くらふとシリーズ 島田 文雄 視覚ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所 視覚デザイン研究所
2454 やさしい欧風陶芸 写真でわかる ジェラルディン・クリスティー サラ・パーチ 中川 治子 マール社
2455 陶芸の基本 土づくりから成形・加飾・焼成・道具づくりまで 新技法シリーズ 102 東京芸術大学美術学部工芸科陶芸講座 美術出版社
2456 粘土のインテリア 焼かない陶芸 シリーズ/わたしの手芸 宮井 和子 マコー社
2457 手織りの基本 用具と材料・手織りの実技・織り方のいろいろ・手紡ぎ 新技法シリーズ 9 土肥 悦子 美術出版社
2458 遊びの木工作 意匠を凝らし創ることを楽しむ Woody life選書 本多 信男 山と渓谷社
2459 ウッド・クラフトの基本 木を識り道具を使いこなす Woody life選書 伴 泰幸 山と渓谷社
2460 籐でつくる シリーズ・子どもとつくる 21 長谷川 正勝 大月書店
2461 籐(ラタン)を楽しむ本  増補改訂版 手づくりのたのしさがいっぱい 基礎と応用 小畑 郁子 日本ヴォーグ社
2462 きりえ入門 カラーブックス 469 日本きりえ協会 編 保育社
2463 革手芸 Leather Craft 彦坂 和子 日本ヴォーグ社
2464 レザーカービング  9版 革の彫刻と仕立て マイライフデラックスシリーズ 彦坂 和子 グラフ社
2465 生きのびるためのデザイン ヴィクター・パパネック 阿部 公正 晶文社
2466 CRAFTS IN THERAPY AND REHABILITATION  -2nd ed. Margaret Drake SLACK
2467 内田クレペリンにおける解析的評価法 柏木 繁男 金子書房
2468 心理療法と心理検査 馬場 礼子 日本評論社
2469 身体障害者手帳診断書作成マニュアル 日本整形外科学会 金原出版
2470 最新脳SPECT/PETの臨床 脳機能の検査法 西村 恒彦 メジカルビュー社
2471 新・徒手筋力検査法 ヘレン・Ｊ．ヒスロップ ジャクリーン・モントゴメリ 津山 直一 協同医書出版社
2472 新・徒手筋力検査法 ヘレン･Ｊ.ヒスロップ ジャクリーン･モントゴメリ 津山 直一 協同医書出版社
2473 機能性精神病のための診断基準集 ピーター・バーナー 高橋 三郎 西村書店
2474 CASH ナンシー・Ｃ．アンドレアセン 岡崎 祐士 星和書店
2475 精神機能評価  増補版 土肥 信之 医歯薬出版
2476 精神系作業療法の評価過程 実施技法と開発原理 バーバラ・Ｊ．ヘンフィル 冨岡 詔子 協同医書出版社
2477 精神系作業療法の評価過程 実施技法と開発原理 バーバラ･Ｊ.ヘンフィル 冨岡 詔子 協同医書出版社
2478 片麻痺の評価と治療  第4版 ベルタ･ボバース 紀伊 克昌 医歯薬出版
2479 片麻痺の評価と治療  第4版 ベルタ･ボバース 紀伊 克昌 医歯薬出版
2480 末梢神経麻痺の評価 電気診断学とリハビリテーション 栢森 良二 医歯薬出版
2481 分裂病と個人面接 生活臨床の新しい展開 宮内 勝 金剛出版
2482 日本版デンバー式発達スクリーニング検査  増補版 JDDSTとJPDQ 上田 礼子 ウィリアム・Ｋ．フランケンバーグ 医歯薬出版
2483 ブラゼルトン新生児行動評価  第3版 Ｔ．ベリー・ブラゼルトン Ｊ．ケビン・ニュゲェント 穐山 富太郎 医歯薬出版
2484 ブラゼルトン新生児行動評価  第3版 Ｔ.ベリー･ブラゼルトン Ｊ.ケビン･ニュゲェント 穐山 富太郎 医歯薬出版
2485 家庭でできる機能訓練 1～7、別冊（1～8） 1～8 日本理学療法士協会 日本作業療法士協会 厚生省保健医療局 保健同人社
2486 作業療法学全書 第3巻  改訂第2版 3 作業療法評価法 日本作業療法士協会 協同医書出版社
2487 作業療法学全書 第3巻  改訂第2版 3 作業療法評価法 日本作業療法士協会 協同医書出版社
2488 TECHNIQUE OF THE NEUROLOGIC EXAMINATION  -4th ed. A PROGRAMMED TEXT William E.DeMyer MCGRAW-HILL
2489 ASSESSMENT IN OCCUPATIONAL THERAPY AND PHYSICAL THERAPY Julia Van Deusen Denis Brunt W.B.SAUNDERS
2490 QUICK REFERENCE DICTIONARY FOR OCCUPATIONAL THERAPY  -2nd ed. Karen Jacobs SLACK
2491 行動科学の方法 池田 央 東京大学出版会
2492 パーセプション 発達の根源から言語の発見まで フェリシ・Ｄ．アフォルター 額谷 一夫 シュプリンガー・フェアラーク東京
2493 パーセプション 発達の根源から言語の発見まで フェリシ･Ｄ.アフォルター 額谷 一夫 シュプリンガー・フェアラーク東京
2494 音楽療法入門  第11版 櫻林 仁 芸術現代社
2495 音楽療法の手引 音楽療法家のための 松井 紀和 牧野出版
2496 ハコミセラピー ロン・クルツ 高尾 浩志 星和書店
2497 アドリブケアのすすめ 生きいきケア選書 中田 光彦 医学書院
2498 わかりやすい心身障害学  改訂版 塙 和明 佐藤 泰正 文化書房博文社
2499 知的障害をもつ人の自己決定を支える スウェーデン・ノーマリゼーションのあゆみ 柴田 洋弥 尾添 和子 大揚社
2500 乳幼児の発達指導法 Ｄ・シュー・シェーファー マーサ・Ｓ・マーシュ 高松 鶴吉 医歯薬出版
2501 運動遊びアイデア集 心身の発達を促す 遊びが育つイラスト保育実技シリーズ 12 山田 誠一 フレーベル館
2502 運動あそび・手具あそび 動きと手具のアンサンブルからマスゲームへ 3・4・5歳保育実技シリーズ 第2期―1 石崎 朔子 明治図書出版
2503 うごきづくり 動けない子への指導と介助 倉持 親優 ぶどう社
2504 障害児教育のための音楽療法入門 ドナルド・Ｅ・ミッチェル 清野 美佐緒 音楽之友社
2505 障害児の生活から遊びを生みだす本  3版刊 障害児教育にチャレンジ 5 井村 雄三 明治図書出版
2506 障害児のためのかず 1  2版 1 こんな工夫で数と計算がわかるようになる 松原 隆三 東洋館出版社
2507 障害児のためのかず 2 2 こんな工夫で量と測定がわかるようになる 松原 隆三 東洋館出版社
2508 障害児のためのからだ  2版 こんな工夫で体がきたえられる 松原 隆三 東洋館出版社
2509 障害児のためのことば 1 1 こんな工夫で書けるようになる 松原 隆三 東洋館出版社
2510 障害児のためのことば 2 2 こんな工夫で読めるようになる 松原 隆三 東洋館出版社
2511 障害児の発達を促す動作法  6版 今野 義孝 学苑社
2512 障害児の発達を促す動作法  6版 今野 義孝 学苑社
2513 心身障害児の理解と保育 リハビリテーション保育とその展開 深津 時吉 岸 勝利 医歯薬出版
2514 むずかしい時期の子供たち 学習障害児たちとの経験 ユルク・イェッゲ 小川 真一 みすず書房
2515 運動障害児のリズム運動  6版 竹内 光春 ぶどう社
2516 リハビリテーション神経学 福井 圀彦 医歯薬出版
2517 PT・OT学生のための運動学実習 生体力学から動作学まで 鎌倉 矩子 田中 繁 三輪書店
2518 PT・OT学生のための運動学実習 生体力学から動作学まで 鎌倉 矩子 田中 繁 三輪書店
2519 患者自立への援助  第3版 運動機能障害のある患者を中心に 都留 伸子 山下 かしえ 医学書院
2520 これでできるリウマチの作業療法 石原 義恕 今野 孝彦 南江堂
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