
ブックハンティング購入リスト （蔵本分館）

書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

1 医師国家試験の取扱説明書 民谷健太郎著 羊土社 490.79||Ta 318001067

2
10万個の子宮 : あの激しいけいれんは
子宮頸がんワクチンの副反応なのか

村中璃子著 平凡社 495.43||Mu 318001068

3
そして二人だけになった : Until Death
Do Us Part (講談社文庫:も28-71)

森博嗣 [著] 講談社 913.6||Mo 318001069

4
君たちはどう生きるか (ポプラポケット
文庫:378-1)

吉野源三郎著 ポプラ社 159.5||Yo 318001070

5
出会いは最大のレバレッジ : マーケット
クリエイターとのダイアローグ

板東浩二著 ダイヤモンド社 335.04||Ba 318001071

6

驚きのパワー!"脂肪と筋肉"が命を守
る/"骨"が出す!最高の若返り物質
(NHKスペシャル. 人体 : 神秘の巨大
ネットワーク:2)

NHKスペシャル「人体」取材
班編

東京書籍 491.3||Nh||2 318001072

7

万病撃退!"腸"が免疫の鍵だった/"脳"
すごいぞ!ひらめきと記憶の正体 (NHK
スペシャル. 人体 : 神秘の巨大ネット
ワーク:3)

NHKスペシャル「人体」取材
班編

東京書籍 491.3||Nh||3 318001073

8 王とサーカス (創元推理文庫:Mよ1-10) 米澤穂信著 東京創元社 913.6||Yo 318001074

9 幸せの条件 (中公文庫:[ほ-17-9]) 誉田哲也著 中央公論新社 913.6||Ho 318001075

10
大学1年生の歩き方 : 先輩たちが教え
る転ばぬ先の12のステップ

トミヤマユキコ, 清田隆之著 左右社 377.9||To 318001076

11 現代の死に方 : 医療の最前線から
シェイマス・オウマハニー著/
小林政子訳

国書刊行会 490.15||Om 318001077

12
マッキンゼーで学んだ感情コントロール
の技術

大嶋祥誉著 青春出版社 498.39||Os 318001078

13
アルジャーノンに花束を 新版 (ハヤカ
ワ文庫:7520. ハヤカワ文庫
NV:NV1333)

ダニエル・キイス著/小尾芙
佐訳

早川書房 933.7||Ke 318001079

14 月と六ペンス (新潮文庫:9935, モ-5-5)
サマセット・モーム [著]/金
原瑞人訳

新潮社 933.7||Ma 318001080

15
手のひらの音符 (新潮文庫:10586, ふ-
53-1)

藤岡陽子著 新潮社 913.6||Fu 318001081

16
頭のいい大学四年間の生き方 (中経の
文庫)

和田秀樹著 中経出版 159.7||Wa 318001082

17
旅のラゴス 16刷改版 (新潮文庫:5244,
つ-4-31)

筒井康隆著 新潮社 913.6||Ts 318001083

18
置かれた場所で咲きなさい (幻冬舎文
庫:心-7-1)

渡辺和子 [著] 幻冬舎 159||Wa 318001084

19
事件 上巻 (新潮文庫:10000-10001, み
-22-25-26. ソロモンの偽証:第1部)

宮部みゆき著 新潮社 913.6||Mi||1 318001085

20
シャーロック・ホームズの冒険 118刷改
版 (新潮文庫:512, ト-3-1)

コナン・ドイル [著]/延原謙
訳

新潮社 933.7||Do 318001086

21 ツナグ (新潮文庫:9523, つ-29-1) 辻村深月著 新潮社 913.6||Ts 318001087

22 感染症の世界史 (角川文庫:20752) 石弘之 [著] KADOKAWA 493.8||Is 318001088



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

23
原理からよくわかるリアルタイムPCR完
全実験ガイド 改訂新版 (実験医学:別
冊. 最強のステップUPシリーズ)

北條浩彦編集 羊土社 467.21||Ge 318001089

24
ミッキーマウスの憂鬱 (新潮文庫:8516,
ま-34-1)

松岡圭祐著 新潮社 913.6||Ma 318001090

25
たんぽぽ団地のひみつ (新潮文
庫:10942, [し-43-27])

重松清著 新潮社 913.6||Sh 318001091

26
異邦人 128刷改版 (新潮文庫:694, カ-
2-1)

カミュ [著]/窪田啓作訳 新潮社 953.7||Ca 318001092

27 脳男 (講談社文庫:[し-72-1]) 首藤瓜於 [著] 講談社 913.6||Sh 318001093

28
脊椎・四肢・関節 第4版 (CT・MRI画像
解剖ポケットアトラス:3)

Torsten B. Moeller, Emil Reif
著/小林有香訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

492.43||Mo 318001094

29 ポケット正常画像A to Z 改訂第2版 後閑武彦編集 メジカルビュー社 492.43||Po 318001095

30
診療放射線技師国家試験完全対策問
題集 : 精選問題・出題年別 2019年版

オーム社編 オーム社
492.4079||Sh||
'19

318001096

31
スター・ウォーズ空想科学読本 (講談
社文庫:[や79-1])

柳田理科雄著/石蕗永地絵 講談社 778.253||Ya 318001097

32
肺HRCTエッセンシャルズ : 読影の基
本と鑑別診断

ブレット M. エリッカー, W. リ
チャード・ウェッブ著/高橋雅
士訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

492.4338||El 318001098

33
Thinking and reasoning : a very short
introduction : pbk (Very short
introductions:533)

Jonathan St B. T. Evans
Oxford University
Press

837.7||Ve||533 318001099

34
Child psychology : a very short
introduction (Very short
introductions:410)

Usha Goswami
Oxford University
Press

837.7||Ve||410 318001100

35
先生は教えてくれない大学のトリセツ
(ちくまプリマー新書:277)

田中研之輔著 筑摩書房 377.15||Ta 318001101

36
神様のカルテ [1] (小学館文庫:[な13-
1]-[な13-4])

夏川草介著 小学館 913.6||Na 318001102

37
もし高校野球の女子マネージャーがド
ラッカーの『マネジメント』を読んだら
(新潮文庫:10251, い-125-1)

岩崎夏海著 新潮社 913.6||Iw 318001103

38 夢を売る男 (幻冬舎文庫:ひ-16-3) 百田尚樹 [著] 幻冬舎 913.6||Hy 318001104

39 真夏の方程式 (文春文庫:[ひ13-10]) 東野圭吾著 文芸春秋 913.6||Hi 318001105

40 感染領域 (宝島社文庫:[Cく-4-1]) くろきすがや著 宝島社 913.6||Ku 318001106

41 リアル鬼ごっこ (幻冬舎文庫:や-13-1) 山田悠介 [著] 幻冬舎 913.6||Ya 318001107

42
診断力が高まる : 解剖×画像所見×
身体診察マスターブック

Sagar Dugani [ほか] 編集/
前田恵理子監訳

医学書院 492.1||Sh 318001108

43 やさしい運動生理学 改訂第2版 杉晴夫編著 南江堂 491.367||Ya 318001109

44 栄養・スポーツ系の運動生理学 湊久美子, 寺田新編集 南江堂 491.367||Ei 318001110



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

45
基礎からしっかり学ぼう!管理栄養士国
家試験の要点 新ガイドライン対応版
2019年版

栄養セントラル学院編著 中央法規出版 498.55||Ki||'19 318001111

46 こわいもの知らずの病理学講義 仲野徹著 晶文社 491.6||Na 318001112

47
祈りの幕が下りる時 (講談社文庫:[ひ-
17-33])

東野圭吾 [著] 講談社 913.6||Hi 318001113

48
病気の成り立ちを知る (基本を学ぶ看
護シリーズ:3)

穴沢小百合, 竹内朋子, 松
本和史 [ほか] 著

東京化学同人 492.91||Ki||3 318001114

49 専門看護師の思考と実践
専門看護師の臨床推論研
究会編

医学書院 492.984||Se 318001115

50
がん薬物療法の看護 : すぐに学びたい
ケアのアレコレ

佐々木治一郎, 益田典幸監
修

ヴァンメディカル 492.926||Ga 318001116

51
ナースのためのやさしくわかるがん化
学療法のケア 第2版

渡邉眞理, 坪井香編著 ナツメ社 492.926||Na 318001117

52
老人と海 93刷改版 (新潮文庫:1729,
へ-2-4)

ヘミングウェイ [著]/福田恆
存訳

新潮社 933.7||He 318001118

53
羅生門/鼻 改版 (新潮文庫:1804, あ-
1-1)

芥川龍之介著 新潮社 913.6||Ak 318001119

54
神様からひと言 : 長編小説 (光文社文
庫)

荻原浩著 光文社 913.6||Og 318001120

55
スナーク狩り (光文社文庫. 光文社文
庫プレミアム)

宮部みゆき著 光文社 913.6||Mi 318001121

56
未来のミライ (角川スニーカー文
庫:21015)

細田守著 KADOKAWA 913.6||Ho 318001122

57
掟上今日子の備忘録 (講談社文庫:[に
32-22])

西尾維新 [著] 講談社 913.6||Ni 318001123

58
インフルエンザ なぜ毎年流行するのか
(ベスト新書:593)

岩田健太郎著 ベストセラーズ 493.8||Iw 318001124

59 羊と鋼の森 (文春文庫:[み43-2]) 宮下奈都著 文藝春秋 913.6||Mi 318001125

60
大人の語彙をあと1000増やす本 : [レ
ベル選択式]

福田尚弘作 アーバン 814||Fu 318001126

61
図解9マス思考マンダラチャート : 仕事
も人生もうまくいく!

松村剛志著 青春出版社 336.2||Ma 318001127

62
レンチン!糖質オフの絶品作りおきおか
ず (宝島社新書:513)

江部康二著/村田裕子料理 宝島社 498.583||Eb 318001128

63
Dr.竜馬の病態で考える人工呼吸管理 :
人工呼吸器設定の根拠を病態から理
解し、ケーススタディで実践力をアップ!

田中竜馬著 羊土社 492.28||Ta 318001129

64
400字で読むあらすじ日本史 (宝島社
新書:511)

小和田哲男監修 宝島社 210.1||Yo 318001130

65
血液型で分かるなりやすい病気・なり
にくい病気 : がん、胃潰瘍、脳梗塞か
ら感染症まで (ブルーバックス:B-1839)

永田宏著 講談社 491.321||Na 318001131

66
レインツリーの国 (角川文庫:19265, [あ
48-13])

有川浩 [著] KADOKAWA 913.6||Ar 318001132

67
TOEFL ITPテスト文法問題攻略 改訂
版 (TOEFLテスト大戦略シリーズ:3)

島崎美登里, ロバート・ヒル
キ, ポール・ワーデン著

旺文社 830.79||Sh 318001133



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

68
バリ島 改訂第5版 (地球の歩き方
aruco:12)

地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッ
グ社/ダイヤモンド
社 (発売)

290.93||Ch||12 318001134

69
ロンドン 改訂版第5版 (地球の歩き方
aruco:6)

地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッ
グ社/ダイヤモンド
社 (発売)

290.93||Ch||6 318001135

70 カナダ (地球の歩き方aruco:31)
地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッ
グ社/ダイヤモンド
社 (発売)

290.93||Ch||31 318001136

71
るるぶホノルル '19 (るるぶ情報版:D2.
Pacific Ocean)

JTBパブリッシング
297.093||Ru||
D2

318001137

72
るるぶプーケット サムイ島 [2017] (るる
ぶ情報版:A21. Asia)

JTBパブリッシング
292.093||Ru||
A21

318001138

73
るるぶハワイ島 ホノルル [2018] (るる
ぶ情報版:D11. Pacific Ocean)

JTBパブリッシング
297.093||Ru||
D11

318001139

74
ニューヨーク 改訂第4版 (地球の歩き
方aruco:9)

地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッ
グ社/ダイヤモンド
社 (発売)

290.93||Ch||9 318001140

75
地球の歩き方 改訂 D19 マレーシア ブ
ルネイ '18-'19

地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッ
グ社/ダイヤモンド
社 (発売)

290.93||Ch||D
19

318001141

76
地球の歩き方 改訂 D20 シンガポール
'18-'19

地球の歩き方編集室著作編
集

ダイヤモンド・ビッ
グ社/ダイヤモンド
社 (発売)

290.93||Ch||D
20

318001142

77
基本から実践まで英文法使いこなし
ルールブック (トフルゼミナール)

四軒家忍著 テイエス企画 835||Sh 318001143

78
視力を失わない生き方 : 日本の眼科医
療は間違いだらけ (光文社新書:856)

深作秀春著 光文社 496||Fu 318001144

79
インクブス×スクブス : 相容れぬ夢魔
文庫版 (ルー=ガルー. 2) (講談社文庫:
き39-16)

講談社 913.6||Ky 318001145

80
ルー=ガルー : 忌避すべき狼 文庫版
(講談社文庫:[き-39-15])

京極夏彦 [著] 講談社 913.6||Ky 318001146

81 冷酷な丘 (講談社文庫:ほ30-10)
C.J.ボックス [著]/野口百合
子訳

講談社 933.7||Bo 318001147

82
人体の限界 : 人はどこまで耐えられる
のか人の能力はどこまで伸ばせるのか
(サイエンス・アイ新書:SIS-401)

山﨑昌廣著 SBクリエイティブ 491.3||Ya 318001148

83 高校入試 (角川文庫:19655, [み42-1]) 湊かなえ著 KADOKAWA 913.6||Mi 318001149

84
八つ墓村 改版 (角川文庫:金田一耕助
ファイル||キンダイチ コウスケ ファイ
ル:1)

横溝正史 [著] 角川書店 913.6||Yo 318001150

85
ザ・マインドマップ : 脳の無限の可能性
を引き出す技術 新版

トニー・ブザン, バリー・ブザ
ン著/近田美季子訳

ダイヤモンド社 141.5||Bu 318001151

86
英語で語るニッポン : 英語にない日本
語を伝える9つのテクニック 増補改訂
版

コスモピア編集部編 コスモピア 837.8||Ei 318001152

87
英会話超リアルパターン : パターンを
知れば英語は話せる! 新装版 入門編

パクシンギュ著/キムダウン,
ソヒョンミ, イジヘ日本語版翻
訳・編集協力

コスモピア 837.8||Pa 318001153

88
はじめての英語音読 : 話す・聞く・書く・
読む4技能に効く

安河内哲也著 ジャパンタイムズ 837.7||Ya 318001154

89 血液 第2版 (病気がみえる:v. 5) 医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||5 318001155

90
TOEFLテスト速読速聴トレーニング英
検2級レベル : 20 common topics

山田広之監修 テイエス企画 830.79||To 318001156



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

91
もやしもんと感染症屋の気になる菌辞
典

岩田健太郎著/石川雅之絵 朝日新聞出版 491.7||Iw 318001157

92 さまよう刃 (角川文庫:ひ16-6) 東野圭吾 [著]
角川書店/角川グ
ループパブリッシン
グ (発売)

913.6||Hi 318001158

93
罪と罰 改版 下 (角川文庫:15433-
15434)

ドストエフスキー [著]/米川
正夫訳

角川書店/角川グ
ループパブリッシン
グ (発売)

983||Do||2 318001159

94
新選組血風録 : 新装版 (角川文
庫:13164, し3-1)

司馬遼太郎 [著] 角川書店 913.6||Sh 318001160

95 金魚姫 (角川文庫:お79-1) 荻原浩 [著] KADOKAWA 913.6||Og 318001161

96
嚥下調整食学会分類2013に基づく市
販食品300 2018年データ更新版, 第2
版

栢下淳, 藤島一郎編著/田
中陽子 [ほか] 著

医歯薬出版 498.583||En 318001162

97 世界で一番美しい化学反応図鑑
セオドア・グレイ著/ニック・マ
ン写真/武井摩利訳

創元社 431.3||Gr 318001163

98
CBT PASS: 歯科CBT対策 問題集2;
臨床系

麻布デンタルアカデミー編集
千乃コーポレーショ
ン

497.079||Sh||2 318001164

99
これから儲かる歯科医院 : 歯科医院経
営指南『宇田川道場』入門

宇田川宏孝著
デンタルダイヤモン
ド社

498.163||Ud 318001165

100 口腔外科セレクトアトラス 第3版 麻布デンタルアカデミー編
千乃コーポレーショ
ン

497.079||Sh||
別

318001166

101 砂漠 (実業之日本社文庫:い12-1) 伊坂幸太郎著 実業之日本社 913.6||Is 318001167

102
ゲノムが語る生命像 : 現代人のための
最新・生命科学入門 (ブルーバック
ス:B-1800)

本庶佑著 講談社 467||Ho 318001168

103
人間関係の困った!が100%解決する行
動心理学 (宝島社新書:518)

植木理恵監修 宝島社 140.18||Ue 318001169

104
1時間でわかる西洋美術史 : カラー版
(宝島社新書:508)

宮下規久朗著 宝島社 702.3||Mi 318001170

105
歯科国試パーフェクトマスター歯科麻
酔学

砂田勝久著 医歯薬出版 497.079||Su 318001171

106
歯科国試パーフェクトマスター歯科薬
理学

柏俣正典, 田島雅道著 医歯薬出版 497.079||Ka 318001172

107 PASS NOTE : 看護師国試 2019年版
チャレンジテスト看護師国試
対策室編

学研メディカル秀
潤社/学研マーケ
ティング (発売)

492.9079||Ka||
'19

318001173

108
なっとくする量子力学 新装版 (なっとく
シリーズ)

都筑卓司著 講談社 421.3||Ts 318001174

109
なっとくする物理数学 : fully
understanding physical mathematics :
新装版 (なっとくシリーズ)

都筑卓司著 講談社 421.5||Ts 318001175

110
殺人現場は雲の上 : 傑作ユーモア推
理小説 (光文社文庫)

東野圭吾著 光文社 913.6||Hi 318001176

111 がん患者の症状まるわかりBOOK
田村和夫, 荒尾晴惠, 菅野
かおり編著

照林社 494.5||Ta 318001177

112
戦争は戦術がすべて : 世界史を変えた
名戦術30 : カラー図解 (宝島社新
書:514)

木元寛明監修 宝島社 391.2||Ki 318001178

113
自己愛危機サバイバル : 摂食障害・醜
形恐怖症・自己臭恐怖症の克服・治療

熊木徹夫著 中外医学社 493.745||Ku 318001179



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

114
病院というヘンテコな場所が教えてくれ
たコト。 : 現役看護師イラストエッセイ

仲本りさ著 いろは出版 498.14||Na 318001180

115 保健師国家試験問題集 2019年版
「標準保健師講座」編集室
編

医学書院
498.079||Ho||'
19

318001181

116 まるごとわかる!生活習慣病 坂根直樹著 南山堂 493.18||Sa 318001182

117
今日からできる高齢者の誤嚥性肺炎
予防

東嶋美佐子, 渡辺展江著 医歯薬出版 491.343||Hi 318001183

118
精神疾患 (看護学テキストnice. 病態・
治療論:12)

加藤温, 森真喜子編集 南江堂 492.927||Se 318001184

119
アセスメントに強くなる看護診断 : 事例
でわかる中範囲理論でわかる監査の
視点でわかる

黒田裕子編著 医歯薬出版 492.913||As 318001185

120
事例をとおしてわかる・書ける看護記
録ファーストガイド

清水佐智子編集/鹿児島大
学病院看護部編集協力

医学書院 492.912||Ji 318001186

121
保健師国家試験のためのレビューブッ
ク 2019(第19版)

医療情報科学研究所編集 メディックメディア
498.079||Ho||'
19

318001187

122 敗者の告白 (角川文庫:み45-1) 深木章子 [著] KADOKAWA 913.6||Mi 318001188

123
神酒クリニックで乾杯を (角川文
庫:19421, [ち7-1])

知念実希人 [著] KADOKAWA 913.6||Ch 318001189

124
鹿の王 1 (角川文庫:20369-20370,
20426-20427, [う25-1]-[う25-4])

上橋菜穂子 [著] KADOKAWA 913.6||Ue||1 318001190

125
過ぎ去りし王国の城 (角川文庫:20974,
[み28-9])

宮部みゆき [著] KADOKAWA 913.6||Mi 318001191

126 夜明けの街で (角川文庫:16364) 東野圭吾 [著]
角川書店/角川グ
ループパブリッシン
グ (発売)

913.6||Hi 318001192

127
Human anatomy : a very short
introduction (Very short
introductions:418)

Leslie Klenerman
Oxford University
Press

837.7||Ve||418 318001193

128
Darwin : a very short introduction
(Very short introductions:35)

Jonathan Howard
Oxford University
Press

837.7||Ve||35 318001194

129
消化器系の疾患と薬/呼吸器系の疾患
と薬/感染症と薬/悪性腫瘍と薬 (薬が
みえる:v. 3)

医療情報科学研究所編集 メディックメディア 499.1||Ku||3 318001195

130
運動器・整形外科 第1版 (病気がみえ
る:v. 11)

医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||11 318001196

131
画像診断を学ぼう : 単純X線からCT・
MRI・超音波まで 第2版

William Herring著

エルゼビア・ジャパ
ン/メディカル・サイ
エンス・インターナ
ショナル (発売)

492.43||He 318001197

132
救命救急24 : 最重症例から学ぶ現場
の思考

宮崎紀樹著 中外医学社 492.29||Mi 318001198

133
TOEIC L&Rテスト至高の模試600問 :
新形式問題対応

ヒロ前田, テッド寺倉, ロス・
タロック共著

アルク 830.79||Ma 318001199

134
実践やさしい咬合理論 : 国際的咬合理
論に基づく入門書

外川正著 外川正 497.6||So 318001200

135
その痛みにこの処方 : 歯科医師のため
の口腔顔面痛ハンドブック

椎葉俊司編集 永末書店 497||So 318001201

136 まるごと図解呼吸の見かた 長尾大志著 照林社 492.926||Na 318001202



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

137
看護現場の研究法 : 悩めるナースのた
めの研究ガイド

粟生田友子, 石川ふみよ著 医歯薬出版 492.907||Ao 318001203

138
継続看護マネジメント : 生活と医療を
統合する 第2版

長江弘子編著 医歯薬出版 492.993||Ke 318001204

139 創薬化学 : メディシナルケミストへの道
長野哲雄編/池田陽介 [ほ
か] 著

東京化学同人 499.3||So 318001205

140 ダイイング・アイ (光文社文庫:ひ6-11) 東野圭吾著 光文社 913.6||Hi 318001206

141
世界の名作数理パズル100 : 推理力・
直観力を鍛える (ブルーバックス:B-
2039)

中村義作著 講談社 410.79||Na 318001207

142
研究を深める5つの問い : 「科学」の転
換期における研究者思考 (ブルーバッ
クス:B-1910)

宮野公樹著 講談社 407||Mi 318001208

143
歯科国試パーフェクトマスター口腔微
生物学・免疫学

寺尾豊著 医歯薬出版 497.079||Te 318001209

144
歯科国試パーフェクトマスター病理学・
口腔病理学

槻木恵一, 清水智子著 医歯薬出版 497.079||Ts 318001210

145
ロス医療栄養科学大事典 : 健康と病気
のしくみがわかる

ロス[ほか]編/稲垣暢也, 中
屋豊総監訳/佐々木敏, 田
中清監訳

西村書店 498.55||Ro 318001211

146
口腔解剖学サイドリーダー : 歯科のた
めの頭頸部解剖学・口腔解剖学要説

中塚敏弘著 学建書院 497.1||Na 318001212

147
薬の作用が手に取るようにわかる本 :
絵で見る薬理学

黒山政一編著 じほう 491.5||Ku 318001213

148 ウォーレン有機化学 第2版 上
J. Clayden, N. Greeves, S.
Warren著/石橋正己 [ほか]
訳

東京化学同人 437||Wa||1 318001214

149 ウォーレン有機化学 第2版 下
J. Clayden, N. Greeves, S.
Warren著/石橋正己 [ほか]
訳

東京化学同人 437||Wa||2 318001215

150 イラストで理解するかみくだき薬理学 町谷安紀著 南山堂 491.5||Ma 318001216

151 いまさら聞けない!急変対応Q&A 道又元裕, 露木菜緒編著 照林社 492.916||Im 318001217

152
看護現場の疑問にこたえるQ&Aでわか
る輸血ケア

岩尾憲明著 医歯薬出版 492.911||Iw 318001218

153
画像診断に絶対強くなるツボをおさえ
る! : 診断力に差がつくとっておきの知
識を集めました

扇和之, 東條慎次郎著 羊土社 492.1||Ou 318001219

154 添付文書がちゃんと読める物理・化学 高橋秀依, 出口芳春著 じほう 499.3||Ta 318001220

155 殺人の門 (角川文庫:14270) 東野圭吾 [著] 角川書店 913.6||Hi 318001221

156 ガリレオの苦悩 (文春文庫:[ひ-13-8]) 東野圭吾著 文藝春秋 913.6||Hi 318001222

157
ジブリアニメで哲学する : 世界の見方
が変わるヒント (PHP文庫)

小川仁志著 PHP研究所 778.77||Og 318001223

158 虚像の道化師 (文春文庫:[ひ13-11]) 東野圭吾著 文藝春秋 913.6||Hi 318001224

159
七月に流れる花 (講談社タイガ:オE-
01)

恩田陸著 講談社 913.6||Og 318001225



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

160 ナラタージュ (角川文庫:15030) 島本理生[著]
角川書店/角川グ
ループパブリッシン
グ(発売)

913.6||Sh 318001226

161 有機化学 改訂2版
奥山格, 石井昭彦, 箕浦真
生著

丸善出版 437||Ok 318001227

162 『有機化学改訂2版』問題の解き方 奥山格著 丸善出版 437||Ok 318001228

163 抗菌薬おさらい帳
関雅文編著/石坂敏彦 [ほ
か] 著

じほう 492.31||Ko 318001229

164
免疫・膠原病・感染症 第2版 (病気が
みえる:v. 6)

医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||6 318001230

165
走ることについて語るときに僕の語るこ
と (文春文庫:む5-10)

村上春樹著 文藝春秋 914.6||Mu 318001231

166
ぼぎわんが、来る (角川ホラー文
庫:20793, Hさ4-1)

澤村伊智 [著] KADOKAWA 913.6||Sa 318001232

167
黒い家 (角川ホラー文庫:10875(H45-
2), Hき2-2)

貴志祐介 [著] 角川書店 913.6||Ki 318001233

168
Dr.林の当直裏御法度 : ER問題解決の
極上Tips90 第2版

林寛之著 三輪書店 492.29||Ha 318001234

169 極論で語る睡眠医学 河合真著 丸善出版 493.7||Ka 318001235

170
無料統計ソフトEZRでやさしく学ぶ統計
学 : EBMの実践から臨床研究まで 改
訂2版

神田善伸著 中外医学社 490.19||Ka 318001236

171 大学院講義有機化学 演習編 野依良治 [ほか] 編 東京化学同人 437||Da 318001237

172
未来のミライ (角川文庫:20991, [ほ17-
3])

細田守 [著] KADOKAWA 913.6||Ho 318001238

173
鳥!驚異の知能 : 道具をつくり、心を読
み、確率を理解する (ブルーバック
ス:B-2053)

ジェニファー・アッカーマン著
/鍛原多惠子訳

講談社 488.1||Ac 318001239

174 実践子どもの漢方 黒木春郎著 日本医事新報社 493.92||Ku 318001240

175 なぜなんだろう?を考える外科基本手技 稲葉毅著 南江堂 494.2||In 318001241

176 プロフェッショナル腰痛診療
山下敏彦, 西良浩一, 金岡
恒治編著

中外医学社 494.7||Pu 318001242

177
歯科医師国家試験対策必修naviオリジ
ナル問題集 第3版

麻布デンタルアカデミー編
千乃コーポレーショ
ン

497.079||Sh 318001243

178 新歯内療法学サイドリーダー 第2版 河野哲著 学建書院 497.2||Ka 318001244

179
口腔粘膜病変アトラス : 口の中をのぞ
いてみよう!見えない病気が見えてくる

日野治子編・著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

496.8||Ko 318001245

180
極めるアスリートの腰痛 : 100%を超え
る復帰

西良浩一編集 文光堂 780.19||Ki 318001246

181 Dr.塩尻の神経所見とり方トレーニング 塩尻俊明著 金芳堂 493.72||Si 318001247

182

特集がんは免疫系をいかに抑制する
のか : 免疫チェックポイント阻害剤の真
の標的を求めて (実験医学:v. 36, no.9
(2018-6))

羊土社 490.7||To 318001248



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

183
基礎から学ぶ生物学・細胞生物学 第3
版

和田勝著 羊土社 460||Wa 318001249

184 シンプル衛生公衆衛生学 2018 鈴木庄亮, 久道茂編集 南江堂 498||Sh||'18 318001250

185 CBT PASS: 歯科CBT対策 ガイド編 麻布デンタルアカデミー編集
千乃コーポレーショ
ン

497.079||Sh 318001251

186
CBT PASS: 歯科CBT対策 問題集1;
基礎系・ 連問

麻布デンタルアカデミー編集
千乃コーポレーショ
ン

497.079||Sh||1 318001252

187 歯科医師国家試験問題解説 第111回 麻布デンタルアカデミー編
千乃コーポレーショ
ン

497.079||Sh||1
11

318001253

188

看護の現場ですぐに役立つ地域包括
ケアのキホン : 患者さんの地域での
「安心」をサポートする! (ナースのため
のスキルアップノート)

荒神裕之, 坂井暢子, 雜賀
智也著

秀和システム 492.9175||Ko 318001254

189 我が家のヒミツ (集英社文庫:[お57-5]) 奥田英朗著 集英社 913.6||Ok 318001255

190
美しき凶器 : 長編推理小説 (光文社文
庫)

東野圭吾著 光文社 913.6||Hi 318001256

191 手紙 (文春文庫:[ひ-13-6]) 東野圭吾著 文藝春秋 913.6||Hi 318001257


