
学生購入希望図書新着リスト（10月） （蔵本分館）

書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

1

図解身近にあふれる「心理学」が3時間
でわかる本 : 思わずだれかに話したく
なる (Asuka business & language
books)

内藤誼人著 明日香出版社 140.4||Na 318000492

2
心を整える。 : 勝利をたぐり寄せるため
の56の習慣 (幻冬舎文庫)

長谷部誠 [著] 幻冬舎 783.47||Ha 318000493

3 社会学大図鑑
クリストファー・ソープほか著
/沢田博訳

三省堂 361||Sh 318000494

4 宗教学大図鑑
ドーリング・キンダースリー
社編/豊島実和訳

三省堂 161||Sh 318000495

5
最高の体調 : 100の科学的メソッドと40
の体験的スキルから編み出した
(Active health:001)

鈴木祐 著
クロスメディア・パ
ブリッシング/イン
プレス (発売)

498.3||Su 318000496

6
錬金術の終わり : 貨幣、銀行、世界経
済の未来

マーヴィン・キング著/遠藤
真美訳

日本経済新聞出版
社

338.01||Ki 318000499

7 分別と多感 (ちくま文庫:[お-42-6])
ジェイン・オースティン著/中
野康司訳

筑摩書房 933.6||Au 318000500

8
黒い皮膚・白い仮面 (みすずライブラ
リー)

フランツ・ファノン [著]/海老
坂武, 加藤晴久訳

みすず書房 316.8||Fa 318000501

9
聖の青春 : 病気と戦いながら将棋日本
一をめざした少年 : 角川つばさ文庫版
(角川つばさ文庫:Dお3-1)

大崎善生著/YUME絵 KADOKAWA 796.021||Os 318000502

10
ダン・カーター自伝 : オールブラックス
伝説の10番

ダン・カーター, ダンカン・グ
レイブ著/児島修訳

東洋館出版社 783.48||Ca 318000503

11 文献管理ツールMendeleyガイドブック 坂東慶太著 アトムス 490.7||Ba 318000504

12
ホモ・デウス : テクノロジーとサピエンス
の未来 上

ユヴァル・ノア・ハラリ著/柴
田裕之訳

河出書房新社 209||Ha||1 318000505

13
ホモ・デウス : テクノロジーとサピエンス
の未来 下

ユヴァル・ノア・ハラリ著/柴
田裕之訳

河出書房新社 209||Ha||2 318000506

14 労働と思想
市野川容孝, 渋谷望編著/
本橋哲也 [ほか著]

堀之内出版 366||Ro 318000507

15 ぼくたちは習慣で、できている。 佐々木典士著 ワニブックス 159||Sa 318000508

16
手ぶらで生きる。 : 見栄と財布を捨て
て、自由になる50の方法 (Sanctuary
books)

ミニマリストしぶ著 サンクチュアリ出版 590.4||Mi 318000509

17 13階段 (文春文庫:[た-65-2]) 高野和明著 文藝春秋 913.6||Ta 318000512

18
Harrison's principles of internal
medicine 20th ed. / editors, J. Larry
Jameson ... [et al.] v. 1 : hardback

McGraw-Hill
Education

493||Ha||1 318000513

19
Harrison's principles of internal
medicine 20th ed. / editors, J. Larry
Jameson ... [et al.] v. 2 : hardback

McGraw-Hill
Education

493||Ha||2 318000514

20 あたらしい皮膚科学 第3版 清水宏著 中山書店 494.8||Sh 318000515



21 胃癌治療ガイドライン : 医師用 第5版 日本胃癌学会編 金原出版
493.455||Ig||'1
8

318000516

22 触診解剖アトラス 第3版
セルジュ・ティクサ著/川口
浩太郎 [ほか] 訳

医学書院 492.5||Ti 318000517

23
コンパス産婦人科 : 医師国家試験完全
対策 改訂第8版

西島重光著 メック 495||Ni 318000518

24
COPD(慢性閉塞性肺疾患)診断と治療
のためのガイドライン 第5版 2018

日本呼吸器学会COPDガイ
ドライン第5版作成委員会編
集

日本呼吸器学会/
メディカルレビュー
社 (発売)

493.38||Co 318000519

25 薬事衛生六法 2018年版 厚生省薬剤師会編 薬事日報社
499.091||Ya||'
18

318000527

26 クラウンブリッジの臨床 第4版

Stephen F.Rosenstiel,
Martin F.Land, Junhei
Fujimoto原著/岡村光信, 廣
瀬正法, 錦織淳訳

エルゼビア・ジャパ
ン/医歯薬出版 (発
売)

497.5||Ro 318000528

27
成人教育の現代的実践 : ペダゴジー
からアンドラゴジーへ 4版

マルカム・ノールズ著/堀薫
夫, 三輪建二監訳

鳳書房 379.4||Kn 318000529

28
きれいな色とことば (講談社文庫:お85-
1)

おーなり由子絵と文 講談社 914.6||On 318000530

29
ニューロマンサー 三十八刷 (ハヤカワ
文庫:SF672)

ウィリアム・ギブスン著/黒丸
尚訳

早川書房 933||Gi 318000531

30
好きで好きで、どうしようもない恋は、い
つもどうにもならなくて。

sleep著 KADOKAWA 914.6||Sl 318000532

31
車イスの私がアメリカで医療ソーシャル
ワーカーになった理由(わけ)

上原寛奈著
幻冬舎メディアコン
サルティング/幻冬
舎 (発売)

289.1||Ue 318000533

32
筋肥大メソッド : 筋肉に手を加えること
で理想のカラダは手に入る ハンディ版

岡田隆著・監修
ベースボール・マガ
ジン社

780.7||Ok 318000534

33 会社四季報業界地図 2019年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 602.1||Ka||'19 318000535

34 トマト大事典 農文協編 農山漁村文化協会 626.27||To 318000539

35
環境制御のための植物生理 : オランダ
最新研究

エペ・フゥーヴェリンク, タイ
ス・キールケルス著

農山漁村文化協会 624||He 318000540

36 ラヴィアンローズ (集英社文庫:む5-34) 村山由佳著 集英社 913.6||Mu 318000544

37
除脂肪メソッド : リバウンド知らずの"脂
肪撃退"マニュアル ハンディ版

岡田隆著・監修
ベースボール・マガ
ジン社

595.6||Ok 318000545

38
小説はたらく細胞 (講談社KK文
庫:A25-2)

清水茜原作・イラスト/時海
結以著

講談社 913.6||To 318000558


