
No. 書名 出版者 出版日付ISBN 書誌_IDENT

1 1週間でPythonの基礎が学べる本 インプレス 202003 9784295008538 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00028343/

2
Amazon Web Servicesネットワーク入門 : 初めて作るクラウドイ

ンフラ (impress top gearシリーズ) インプレス 201611 9784844381679 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00016829/

3
amazonのすごい会議 : ジェフ・ベゾスが生んだマネジメントの技

法 東洋経済新報社202010 9784492503133 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00034947/

4 EBM血液疾患の治療. 2021-2022 中外医学社, 202012 9784498225244 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00035637/

5 ERで闘うための手技 中外医学社, 202009 9784498166240 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00033028/

6 Ｅｘｃｅｌで解く水処理技術 東京電機大学出版局201104 9784501956509 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00006930/

7 LIFESPAN（ライフスパン） : 老いなき世界 東洋経済新報社202009 9784492046746 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00033061/

8 RAW DATA（ロー・データ） (PEAK books) 羊土社 202004 9784758112123 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00034778/

9
TOEIC(R) L&Rテスト Part 3&4 ⿁の変速リスニング/２ (ＴＴＴ速

習シリーズ) アルク 201807 9784757431232 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00014950/

10
TOEIC(R) L&Rテスト やたらと出る英単語クイックマスター＋ (Ｔ

ＴＴ速習シリーズ) アルク 201901 9784757432000 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00019109/

11
TOEIC(R) L&Rテスト 究極の模試600問＋ (究極のゼミシリーズ) アルク 202003 9784757435414 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00030049/

12

アラジンと魔法のランプ ～『アラビアン・ナイト』より～ :

electronic bk (レベル別日本語多読ライブラリー にほんご よむよ

む文庫 レベル3) アスク出版 200904 9784866390383 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004956/

13
いまどきナースのこころサポート : 看護管理者が行う職場のメンタ

ルヘルスサポート メヂカルフレンド社, 2019129784839216498 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00033027/

14 イラスト解剖学 第9版 中外医学社 201701 9784498000438 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00021544/

15

いろいろな国の昔話―中国― ホウイとチャンア : electronic bk

(レベル別日本語多読ライブラリー にほんご よむよむ文庫 レベ

ル2) アスク出版 200803 9784866390314 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004949/

16 インターネット法 有斐閣 201512 9784641125834 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00034195/

17
ウサギとカメ ～イソップ物語より～ : electronic bk (レベル別日本

語多読ライブラリー にほんご よむよむ文庫 レベル0) アスク出版 201406 9784866390123 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004930/

18 えっ! そうなの?! 私たちを包み込む化学物質 コロナ社 201801 9784339166439 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00026105/

19
オオカマキリと同伴出勤 : 昆虫カメラマン、虫に恋して東奔西走 築地書館 202007 9784806716044 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00031467/

20
かぐや姫 : electronic bk (レベル別日本語多読ライブラリー にほ

んご よむよむ文庫 レベル3) アスク出版 200610 9784866390345 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004952/

21
かげのこいびと : electronic bk (レベル別日本語多読ライブラリー

にほんご よむよむ文庫 レベル3) アスク出版 200707 9784866390369 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004954/



No. 書名 出版者 出版日付ISBN 書誌_IDENT

22
かぜとかぜにみえる重症疾患の見わけ方 かぜ診療マニュアル 第

3版 日本医事新報社, 2019109784784944026 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00033011/

23 がん患者さんのための国がん東病院レシピ/2 法研 202005 9784865137248 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00034929/

24

クリスマスプレゼント ～The Gift of the Mogi ～ : electronic bk

(レベル別日本語多読ライブラリー にほんご よむよむ文庫 レベ

ル2) アスク出版 200610 9784866390260 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004944/

25
クレーム対応に困らないナースの「謝罪力」「交渉術」 : 対人関係

力を高める7つのレッスン メヂカルフレンド社, 2020049784839216535 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00033024/

26
ケーススタディで学ぶ 患者接遇パーフェクト・レッスン 改訂新

版 : 患者応対マナーのランクアップ教本 医学通信社 201902 9784870587083 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00019248/

27
ジョンさんの夏休み : electronic bk (レベル別日本語多読ライブラ

リー にほんご よむよむ文庫 レベル1) アスク出版 200803 9784866390246 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004942/

28
ジョンさんバスの中で : electronic bk (レベル別日本語多読ライブ

ラリー にほんご よむよむ文庫 レベル1) アスク出版 200706 9784866390208 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004938/

29
ジョンさん日本へ : electronic bk (レベル別日本語多読ライブラ

リー にほんご よむよむ文庫 レベル1) アスク出版 200610 9784866390178 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004935/

30 スタートダッシュ経済学 勁草書房 201907 9784326997756 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00031976/

31 スラスラわかるPython 翔泳社 201708 9784798154237 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00022275/

32
ソーピーの冬の家 : electronic bk (レベル別日本語多読ライブラ

リー にほんご よむよむ文庫 レベル2) アスク出版 200803 9784866390321 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004950/

33 テンソル解析 (基礎数学選書 23) 裳華房 198102 9784785371265 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00006278/

34

どうしてエビの体は曲がった？／どうしてねこ年がない？ :

electronic bk (レベル別日本語多読ライブラリー にほんご よむよ

む文庫 レベル1) アスク出版 200803 9784866390239 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004941/

35

どうして猿の尾は短い？／どうしてクラゲは骨がない？ :

electronic bk (レベル別日本語多読ライブラリー にほんご よむよ

む文庫 レベル1) アスク出版 200706 9784866390222 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004940/

36

トルストイ民話集 王様とルパシカ／お父さんの物／細い糸 :

electronic bk (レベル別日本語多読ライブラリー にほんご よむよ

む文庫 レベル2) アスク出版 200706 9784866390291 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004947/

37
ナノカーボン : 炭素材料の基礎と応用 (シリーズ：未来を創るナ

ノ・サイエンス＆テクノロジー 1) 近代科学社 201206 9784764970809 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00012369/

38 ニューエクスプレスプラス フランス語 白水社 201807 9784560453988 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00019241/

39
パターン認識と学習の統計学 : 新しい概念と手法 (統計科学のフロ

ンティア 6) 岩波書店 200304 9784007100925 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00013136/
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40
パンデミックを阻止せよ！ : 感染症危機に備える１０のケーススタ

ディ (Ｄｏｊｉｎ選書) 化学同人 201211 9784759827385 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00006323/

41 ビジネススクールで教えている武器としてのＩＴスキル 東洋経済新報社201805 9784492046227 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00013100/

42 フランス語のしくみ《新版》 白水社 201501 9784560453650 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00013246/

43 フランス語文法総解説 研究社 201512 9784327896911 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00007762/

44 フローチャート整形外科診断 中外医学社, 202012 9784498054844 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00035635/

45 ホモ・デジタリスの時代 : ＡＩと戦うための（革命の）哲学 白水社 201909 9784560454305 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00024931/

46
マンガでわかる 女性のADHD・ASD 自分らしい生き方ガイド 法研 202005 9784865136661 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00034930/

47 メディカルスタッフのための精神医学 中外医学社, 202012 9784498076983 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00035634/

48 レポート・論文の書き方入門 第４版 慶應義塾大学出版会201807 9784766494426 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00019227/

49 ワイドギャップ半導体パワーデバイス コロナ社 201503 9784339108750 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00012443/

50
わらしべ⾧者 : electronic bk (レベル別日本語多読ライブラリー

にほんご よむよむ文庫 レベル2) アスク出版 200706 9784866390284 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004946/

51
医療・看護現場の成果が出るWeb会議術 : ICT時代の会議・研修、

Webとリアルの活用法 メディカ出版, 202012 9784840472739 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00035647/

52 医療従事者のための中医学入門 : 体質を知ると病気がわかる メディカ出版, 202009 9784840471992 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00035641/

53

院内研修パーフェクトBOOK : 効果的・効率的・魅力的な教育・研

修を企画・運営できるようになる！ (ナーシングビジネス 2020年

秋季増刊) メディカ出版, 202011 9784840471251 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00035648/

54
浦島太郎 : electronic bk (レベル別日本語多読ライブラリー にほ

んご よむよむ文庫 レベル1) アスク出版 200610 9784866390185 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004936/

55 英会話最強の動詞30 アルク 201812 9784757431775 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00019124/

56 英米人のものの見方を理解するための教養の英語 ベレ出版 201312 9784860643782 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00024712/

57 沿岸域工学 (土木・環境系コアテキストシリーズ D-4) コロナ社 201305 9784339156300 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00030153/

58 沿岸海域の富栄養化と生物指標 (水産学シリーズ 43) 恒星社厚生閣 198210 9784769913429 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00003160/

59 化学 (Professional Engineer Library) 実教出版 201509 9784407339505 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00009144/

60 改訂 身近な事例で学ぶ看護倫理 中央法規出版, 2020039784805885949 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00035248/

61 海岸と人間の歴史 : 生態系・護岸・感染症 築地書館 202006 9784806716020 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00031465/

62 海岸工学 (土木系大学講義シリーズ 13) コロナ社 198708 9784339150520 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00008735/

63
絵姿奥さん : electronic bk (レベル別日本語多読ライブラリー に

ほんご よむよむ文庫 レベル2) アスク出版 200610 9784866390253 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004943/

64
芥川龍之介短編集 蜘蛛の糸・鼻 : electronic bk (レベル別日本語

多読ライブラリー にほんご よむよむ文庫 レベル3) アスク出版 200610 9784866390352 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004953/

65
笠地蔵 : electronic bk (レベル別日本語多読ライブラリー にほん

ご よむよむ文庫 レベル1) アスク出版 200706 9784866390215 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004939/
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66 感染制御の基本がわかる微生物学・免疫学 羊土社, 202010 9784758109758 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00034874/

67 環境生態工学 (環境・都市システム系 教科書シリーズ 21) コロナ社 201603 9784339155211 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00018877/

68
看護師のための 認知症患者さんとのコミュニケーション＆“困った

行動”にしない対応法 メディカ出版, 202012 9784840472753 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00035649/

69 岩波講座日本歴史 : 地域論/第２０巻 岩波書店 201410 9784007101847 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00014810/

70 基礎からわかる化学工学 (物質工学入門シリーズ) 森北出版 202004 9784627335011 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00029584/

71 基礎からわかる機器分析 (物質工学入門シリーズ) 森北出版 201003 9784627305717 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00001047/

72 基礎からわかる分析化学 (物質工学入門シリーズ) 森北出版 200909 9784627305618 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00001097/

73 基礎化学 (基礎演習シリーズ) 裳華房 198403 9784785375119 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00006288/

74 気候変動下の水・土砂災害適応策 : 社会実装に向けて 近代科学社 201611 9784764971011 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00012332/

75 救急IVR 止血術 完全マスターガイド 金芳堂, 202103 9784765318525 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00035612/

76 曲線と曲面の微分幾何 改訂版 裳華房 199509 9784785371470 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00021315/

77 血液内科 ただいま回診中！ 中外医学社, 202012 9784498225268 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00035639/

78 建設技術者を目指す人のための防災工学 コロナ社 201901 9784339152630 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00029538/

79 見て覚える！精神保健福祉士国試ナビ［専門科目］/2021 中央法規出版, 2020089784805885659 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00034885/

80 口腔の発生と組織 改訂4版 南山堂 2019.4 9784525810245 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00020527/

81
工学系卒論の書き方 : まちがいだらけの文書から卒業しよう 基本

はここだ！ コロナ社 202003 9784339178227 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00030104/

82
幸せな王子 ～The Happy Prince～ : electronic bk (レベル別日本

語多読ライブラリー にほんご よむよむ文庫 レベル3) アスク出版 200904 9784866390376 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004955/

83 降圧療法を究める (脳卒中エキスパート) 中外医学社, 202011 9784498328624 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00034999/

84
最後の葉 : electronic bk (レベル別日本語多読ライブラリー にほ

んご よむよむ文庫 レベル2) アスク出版 200706 9784866390307 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004948/

85 材料力学 第３版 新装版 森北出版 201410 9784627307018 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00001068/

86
桜 : electronic bk (レベル別日本語多読ライブラリー にほんご よ

むよむ文庫 レベル0) アスク出版 200907 9784866390024 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004920/

87 雑談の苦手がラクになる 会話のきっかけレシピ 大月書店 201905 9784272420186 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00020650/

88
参加による自治と創造 : 新・地域社会論 (シリーズ社会・経済を学

ぶ) 日本経済評論社201906 9784818825307 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00024426/

89 使える51の統計手法 オーム社 201909 9784274224072 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00029918/

90 思考を鍛えるレポート・論文作成法 第3版 慶應義塾大学出版会201902 9784766494723 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00025639/

91 資本主義がわかる経済学 (シリーズ 大学生の学びをつくる) 大月書店 201902 9784272111244 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00018558/

92 自転車で見た三陸大津波 : 防潮堤をたどる旅 平凡社 201602 9784256973622 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00014350/

93 自由貿易はなぜ必要なのか 有斐閣 202006 9784641165670 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00033584/

94 集積回路工学 森北出版 201610 9784627322110 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004764/

95 銃弾とアヘン : 「六四天安門」生と死の記憶 白水社 201906 9784560454237 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00024832/
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96 循環器医・放射線科医のための ゼロからわかる心臓MRI 9784830637605 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00035096/

97 初等量子力学（改訂版） 裳華房 198608 9784785373337 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00030440/

98
女の子 : electronic bk (レベル別日本語多読ライブラリー にほん

ご よむよむ文庫 レベル1) アスク出版 200610 9784866390161 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004934/

99
小泉八雲の怖い話 むじな・幽霊滝 : electronic bk (レベル別日本

語多読ライブラリー にほんご よむよむ文庫 レベル3) アスク出版 200610 9784866390338 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004951/

100

小泉八雲の怖い話２ 耳なし芳一／梅津忠兵衛の話 : electronic bk

(レベル別日本語多読ライブラリー にほんご よむよむ文庫 レベ

ル4) アスク出版 200706 9784866390437 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004961/

101
笑い話 : electronic bk (レベル別日本語多読ライブラリー にほん

ご よむよむ文庫 レベル1) アスク出版 200610 9784866390192 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004937/

102
象のトンキー : electronic bk (レベル別日本語多読ライブラリー

にほんご よむよむ文庫 レベル2) アスク出版 200610 9784866390277 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004945/

103 上下水道工学 改訂 (土木系大学講義シリーズ 14) コロナ社 200703 9784339150636 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00008670/

104 上水道工学 第5版 森北出版 201801 9784627325913 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00014878/

105 触媒化学 (化学の指針シリーズ) 裳華房 201905 9784785375386 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00021318/

106 心理学入門一歩手前 : 「心の科学」のパラドックス 勁草書房 200903 9784326992027 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00009795/

107 新解剖学 第7版 (Qシリーズ) 日本医事新報社, 2019.29784784911745 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00019170/

108
新型コロナウイルス感染症と血管内皮 : 循環器予防医学の視点から

探る重症化予防策のヒント 南山堂, 202012 9784525249816 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00036439/

109 新統計入門 裳華房 199610 9784785371050 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00006257/

110
森鷗外短編集 高瀬舟／最後の一句 : electronic bk (レベル別日本

語多読ライブラリー にほんご よむよむ文庫 レベル4) アスク出版 200706 9784866390444 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004962/

111 人の暮らしを変えた植物の化学戦略 : 香り・味・色・薬効 築地書館 202002 9784806715962 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00029670/

112 水圏の環境 東京電機大学出版局199810 9784501923402 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00006584/

113 数値計算法 第２版 新装版 森北出版 201402 9784627304413 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00001125/

114
世界最高の話し方 : 1000人以上の社⾧・企業幹部の話し方を変え

た！「伝説の家庭教師」が教える門外不出の50のルール 東洋経済新報社202011 9784492046777 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00035661/

115 性の多様性ってなんだろう？ (中学生の質問箱) 平凡社 201806 9784256976944 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00014421/

116
生体防御・社会性 : 守 (ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ

7) 裳華房 201610 9784785377335 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00006279/

117 生物圏の環境 東京電機大学出版局200711 9784501909505 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00006776/

118
西町交番の良さん「にわにわに？」 : electronic bk (レベル別日本

語多読ライブラリー にほんご よむよむ文庫 レベル0) アスク出版 201007 9784866390109 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004928/

119
西町交番の良さん「交番はどこ？」 : electronic bk (レベル別日本

語多読ライブラリー にほんご よむよむ文庫 レベル0) アスク出版 200907 9784866390062 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004924/
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120
西町交番の良さん「助けて！」 : electronic bk (レベル別日本語多

読ライブラリー にほんご よむよむ文庫 レベル0) アスク出版 201007 9784866390116 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004929/

121 西町交番の良さん「落とし物がいっぱい」 : electronic bk (レベル

別日本語多読ライブラリー にほんご よむよむ文庫 レベル0) アスク出版 201406 9784866390147 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004932/

122 西町交番の良さん「良さんのクリスマス」 : electronic bk (レベル

別日本語多読ライブラリー にほんご よむよむ文庫 レベル0) アスク出版 201406 9784866390130 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004931/

123
雪女 : electronic bk (レベル別日本語多読ライブラリー にほんご

よむよむ文庫 レベル4) アスク出版 200610 9784866390390 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004957/

124
先生、大蛇が図書館をうろついています！ : 鳥取環境大学の森の人

間動物行動学 築地書館 202004 9784806715986 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00029672/

125
走れメロス : electronic bk (レベル別日本語多読ライブラリー に

ほんご よむよむ文庫 レベル4) アスク出版 200610 9784866390413 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004959/

126 大学生のための論文・レポートの論理的な書き方 研究社 201508 9784327896669 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00007756/

127 地域防災とライフライン防護 コロナ社 201810 9784339152616 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00026120/

128 中国語で案内する日本 研究社 201511 9784327896935 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00024373/

129 超入門!スラスラわかるリアルワールドデータで臨床研究 金芳堂, 2019.8 9784765317894 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00024192/

130 直流送電工学 : パワーエレクトロニクス応用 東京電機大学出版局199901 9784501937300 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00006590/

131 電気エネルギー工学 新装版 : 発電から送配電まで 森北出版 201704 9784627321717 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004763/

132
杜子春 : electronic bk (レベル別日本語多読ライブラリー にほん

ご よむよむ文庫 レベル4) アスク出版 200610 9784866390406 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004958/

133
統計分析のここが知りたい : 保健・看護・心理・教育系研究のまと

め方 文光堂 200507 9784830644603 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00024640/

134 日本の水産資源管理  : 漁業衰退の真因と復活への道を探る 慶應義塾大学出版会201902 9784766494747 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00025641/

135 日本語から考える！ フランス語の表現 白水社 201103 9784560452905 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00005534/

136 入門 生化学 裳華房 201903 9784785377526 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00030470/

137 熱統計力学 (基礎演習シリーズ) 裳華房 199502 9784785373153 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00006352/

138 脳神経科学がわかる、好きになる 羊土社, 202009 9784758120982 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00034868/

139
発生・変態・リズム : 時 (ホルモンから見た生命現象と進化シリー

ズ 2) 裳華房 201608 9784785377281 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00006282/

140 微分方程式 (基礎演習シリーズ) 裳華房 198610 9784785371319 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00006290/

141 武器としての図で考える習慣 : 「抽象化思考」のレッスン 東洋経済新報社202007 9784492046685 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00032825/

142
風と太陽 ～イソップ物語より～ : electronic bk (レベル別日本語多

読ライブラリー にほんご よむよむ文庫 レベル0) アスク出版 201007 9784866390079 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004925/

143 物理と工学のベーシック数学 : 大学初年級でマスターしたい 裳華房 201411 9784785371036 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00006234/
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144 豊富な写真でわかる！骨折・脱臼・捻挫 基本手技バイブル 羊土社, 202010 9784758118859 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00034871/

145
木村家の毎日「いただきます」 : electronic bk (レベル別日本語多

読ライブラリー にほんご よむよむ文庫 レベル0) アスク出版 200907 9784866390048 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004922/

146
木村家の毎日「いってきます」 : electronic bk (レベル別日本語多

読ライブラリー にほんご よむよむ文庫 レベル0) アスク出版 200907 9784866390031 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004921/

147
木村家の毎日「お正月」 : electronic bk (レベル別日本語多読ライ

ブラリー にほんご よむよむ文庫 レベル0) アスク出版 201007 9784866390093 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004927/

148
木村家の毎日「ただいま」 : electronic bk (レベル別日本語多読ラ

イブラリー にほんご よむよむ文庫 レベル0) アスク出版 201007 9784866390086 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004926/

149
木村家の毎日「一郎、学校で」 : electronic bk (レベル別日本語多

読ライブラリー にほんご よむよむ文庫 レベル0) アスク出版 200907 9784866390055 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004923/

150
木村家の毎日「結婚式」 : electronic bk (レベル別日本語多読ライ

ブラリー にほんご よむよむ文庫 レベル0) アスク出版 201406 9784866390154 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004933/

151
野菊の墓 : electronic bk (レベル別日本語多読ライブラリー にほ

んご よむよむ文庫 レベル4) アスク出版 200610 9784866390420 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004960/

152 約款の基本と実践 商事法務 202001 9784785727666 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00042219/

153 余命宣告のストラテジー : そのひと手間が訴訟を回避する 金芳堂, 202101 9784765318501 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00035611/

154 要点マスター！ SPI (就活BOOK2022) マイナビ出版 202005 9784839972592 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00030349/

155
要点マスター！ 一般常識 (マイナビ2022 オフィシャル就活

BOOK) マイナビ出版 202005 9784839972608 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00030350/

156 利己的な遺伝子 40周年記念版 紀伊國屋書店 201802 9784314011532 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00018136/

157 理系 国際学会のためのビギナーズガイド 裳華房 201911 9784785379056 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00030472/

158 陸上植物の形態と進化 裳華房 202007 9784785377533 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00030471/

159 流体力学 (基礎演習シリーズ) 裳華房 199509 9784785373177 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00006348/

160 量子力学 (基礎演習シリーズ) 裳華房 200209 9784785373191 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00006355/

161 量子力学（Ⅰ）（改訂版） (基礎物理学選書 5A) 裳華房 199010 9784785373245 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00030431/

162 量子力学（Ⅱ）（改訂版） (基礎物理学選書 5B) 裳華房 199010 9784785373252 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00030432/

163 力学 (基礎演習シリーズ) 裳華房 199310 9784785373122 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00006356/

164 力学（三訂版） 裳華房 198511 9784785373320 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00030439/

165 臨床心理学 (コメディカルのための専門基礎分野テキスト) 中外医学社 200605 9784498076266 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00028436/

166 例題で学ぶ環境科学15講 コロナ社 201712 9784339166422 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00026097/

167 例題と演習で学ぶ続・電気回路 第２版 森北出版 201711 9784627325319 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004776/

168 例題と演習で学ぶ電気回路 第２版 森北出版 201711 9784627325210 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/tokushima-u/bookdetail/p/KP00004775/


