
学生購入希望図書新着リスト（12月） （蔵本分館）

書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

1 歯科理工学サイドリーダー 第6版 日比野靖著 学建書院 497.8||Hi 318001066

2 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

318001296

3
行動変容のための健康教育パワー
アップガイド : 効果を高める32のヒント

松本千明著 医歯薬出版 498.07||Ma 318001297

4
発熱性好中球減少症(FN)診療ガイドラ
イン : がん薬物療法時の感染対策 改
訂第2版

日本臨床腫瘍学会編集 南江堂 493.173||Ha 318001298

5

最新病院業界の動向とカラクリがよ～
くわかる本 : 業界人、就職、転職に役
立つ情報満載 第2版 (How-nual図解入
門. 業界研究)

中村恵二, 梶浦真美, 五十
嵐恵子著

秀和システム 498.16||Na 318001299

6 松下幸之助から未来のリーダーたちへ
松下幸之助述 : 佐藤悌二郎
編著

アチーブメント出版 336.3||Ma 318001300

7
IKEAモデル : なぜ世界に進出できたの
か

アンダッシュ・ダルヴィッグ著
/志村未帆訳

集英社クリエイティ
ブ/集英社 (発売)

673.7||Da 318001312

8 スペクトラルCT基本原理と臨床応用
上野惠子責任編集/陳克敏,
劉愛連, 町田治彦編集

学研メディカル秀
潤社/学研マーケ
ティング (発売)

492.43||Su 318001313

9

企業内メンタルヘルス・サービスの理
論と実際 : 心理学的ストレス理論によ
る「職場ストレス・スケール」の開発と企
業内における利用の実際

小杉正太郎著 弘文堂 498.8||Ko 318001314

10
外傷初期診療ガイドライン : JATEC 改
訂第5版

日本外傷学会外傷初期診
療ガイドライン改訂第5版編
集委員会編集

へるす出版 494.3||Ga 318001315

11 消化器 第5版 (病気がみえる:v. 1) 医療情報科学研究所編 メディックメディア 492||By||1 318001316

12 Killing commendatore : [hbk]
Haruki Murakami/translated
from the Japanese by Philip
Gabriel and Ted Goossen

Harvill Secker 913.6||Mu 318001318

13
いっきに学び直す日本史 古代・中世・
近世 : 教養編

安藤達朗著/佐藤優企画・
編集・解説

東洋経済新報社 210.1||An 318001319

14
いっきに学び直す日本史 近代・現代 :
実用編

安藤達朗著/佐藤優企画・
編集・解説

東洋経済新報社 210.1||An 318001320

15
シャルマの未来予測 : これから成長す
る国沈む国

ルチル・シャルマ著/川島睦
保訳

東洋経済新報社 333.6||Sh 318001321

16
学問と酒と猫を愛した過激な天才 (評
伝小室直樹:上)

村上篤直著 ミネルヴァ書房 289.1||Mu||1 318001322

17
現実はやがて私に追いつくであろう (評
伝小室直樹:下)

村上篤直著 ミネルヴァ書房 289.1||Mu||2 318001323

18 「アメリカ小麦戦略」と日本人の食生活 鈴木猛夫著 藤原書店 498.5||Su 318001326

19 余暇学を学ぶ人のために 瀬沼克彰, 薗田碩哉編 世界思想社 365.7||Yo 318001327

20
地球の歩き方 改訂 A01 ヨーロッパ :
初めてでも自分流の旅が実現できる詳
細マニュアル '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||A
01

318001328



21
地球の歩き方 改訂 D09 香港 マカオ
深圳 '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
09

318001329

22
DVDでマスター!ラグビー : 3カ月でうまく
なる基本スキル (Gakken sports books)

井上正幸監修 学研プラス 783.48||Dv 318001330

23
2030年世界はこう変わる : アメリカ情報
機関が分析した「17年後の未来」

米国国家情報会議編/谷町
真珠訳

講談社 304||Ni 318001331

24
楽観主義者の未来予測 : テクノロジー
の爆発的進化が世界を豊かにする 上

ピーター・H・ディアマンディ
ス, スティーヴン・コトラー著/
熊谷玲美訳

早川書房 504||Di||1 318001332

25 選んだ孤独はよい孤独 山内マリコ著 河出書房新社 913.6||Ya 318001333

26
「期待」の科学 : 悪い予感はなぜ当た
るのか

クリス・バーディック著/夏目
大訳

阪急コミュニケー
ションズ

141.5||Be 318001334

27 仕事。 (文春文庫:[か-75-2]) 川村元気著 文藝春秋 281.04||Ka 318001335

28 K氏の大阪弁ブンガク論 江弘毅著 ミシマ社 910.26||Ko 318001336

29
SNSで夢を叶える : ニートだった私の人
生を変えた発信力の育て方

ゆうこす著 KADOKAWA 007.353||Yu 318001337

30
恋が生まれるご飯のために (幻冬舎文
庫:は-28-2)

はあちゅう [著] 幻冬舎 159.6||Ha 318001338

31 言葉を使いこなして人生を変える はあちゅう著 大和書房 914.6||Ha 318001339


