
ブックハンティング購入リスト（11月） （蔵本分館）

書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

1
デザイン入門教室 : 特別講義 : 確かな
力を身に付けられる学び、考え、作る
授業 (Design & IDEA)

坂本伸二著 SBクリエイティブ 021.4||Sa 319001261

2
論文・学会発表に役立つ!研究者のた
めのIllustrator素材集 : 素材アレンジで
描画とデザインをマスターしよう!

田中佐代子著 化学同人 407||Ta 319001262

3
口腔癌診療ガイドライン 2019年版 : 第
3版

口腔癌診療ガイドライン改
訂合同委員会, 日本口腔腫
瘍学会「口腔がん診療ガイド
ライン」改定委員会, 日本口
腔外科学会口腔癌診療ガイ
ドライン策定小委員会編

金原出版 496.8||Ko||'19 319001263

4
やさしくわかるECMOの基本 : 患者に
優しい心臓ECMO、呼吸ECMO、E-CPR
の考え方教えます!

小倉崇以, 青景聡之著 羊土社 492.28||Og 319001264

5
ICU実践ハンドブック : 病態ごとの治
療・管理の進め方 改訂版

清水敬樹編 羊土社 492||Ic 319001265

6 TOEICテストリスニングだけ300問 ハッカーズ語学研究所著 アルク 830.79||Ha 319001266

7 TOEICテストリーディングだけ300問 ハッカーズ語学研究所著 アルク 830.79||Ha 319001267

8
I loveピーターラビット : 英語で楽しむ
ピーターラビットと仲間たちの世界

Beatrix Potter英文・絵/木
谷朋子訳・解説

ジャパンタイムズ 837.7||Ki 319001268

9 お客に言えない食べ物の裏話大全 〓情報取材班編 青春出版社 596.04||Ok 319001269

10
生殖医療の衝撃 (講談社現代新
書:2383)

石原理著 講談社 495.48||Is 319001270

11
日本の神様100選 : カラー版 (宝島社
新書:553)

日本の神社研究会著 宝島社 172||Ni 319001271

12
戦国の名城50 : カラー版 (宝島社新
書:499)

かみゆ歴史編集部編 宝島社 521.823||Se 319001272

13
自分では気づかない、ココロの盲点 :
本当の自分を知る練習問題80 完全版
(ブルーバックス:B-1953)

池谷裕二著 講談社 141.51||Ik 319001273

14
勉強法 : 教養講座「情報分析とは何
か」 (角川新書:[K-203])

佐藤優 [著] KADOKAWA 391.6||Sa 319001274

15
お金で世界が見えてくる! (ちくま新
書:1074)

池上彰著 筑摩書房 337.4||Ik 319001275

16

Hello world if (ハローワールド イフ) :
勘解由小路三鈴は世界で最初の失恋
をする : 映画『HELLO WORLD』スピン
オフノベライズ

伊瀬ネキセ小説 集英社 913.6||Is 319001276

17
ぼくのメジャースプーン (講談社文
庫:[つ-28-6])

辻村深月 [著] 講談社 913.6||Ts 319001277

18 強運の持ち主 (文春文庫:[せ-8-1]) 瀬尾まいこ著 文藝春秋 913.6||Se 319001278

19
かんテキ循環器 (患者がみえる新しい
「病気の教科書 (テキスト)」)

宮川和也編集 メディカ出版 493.2||Ka 319001279

20
かんテキ整形外科 (患者がみえる新し
い「病気の教科書 (テキスト)」)

渡部欣忍編集 メディカ出版 494.7||Ka 319001280



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

21
かんテキ脳神経 (患者がみえる新しい
「病気の教科書 (テキスト)」)

岡崎貴仁, 青木志郎編集 メディカ出版 493.73||Ka 319001281

22

Dr.上田のもうダマされない身体診察 :
バイタルサインのみかたとフィジカルア
セスメント (メディカのセミナー濃縮ライ
ブシリーズ)

上田剛士著 メディカ出版 492.913||Ue 319001282

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 319001283

24 こころ 改版 (新潮文庫:315, な-1-13) 夏目漱石著 新潮社 913.6||Na 319001284

25
ふがいない僕は空を見た (新潮文
庫:9503, く-44-1)

窪美澄著 新潮社 913.6||Ku 319001285

26 白いしるし (新潮文庫:9701, に-24-2) 西加奈子著 新潮社 913.6||Ni 319001286

27
鳥類学者無謀にも恐竜を語る (新潮文
庫:10954, か-84-1)

川上和人著 新潮社 457.87||Ka 319001287

28
僕らのごはんは明日で待ってる (幻冬
舎文庫:[せ-6-1])

瀬尾まいこ [著] 幻冬舎 913.6||Se 319001288

29
QUESTION BANK看護師国家試験問
題解説 2020(第20版)

医療情報科学研究所編集 Medic Media
492.907||Qu||'
20

319001289

30
看護師・看護学生のためのレビュー
ブック 第21版 2020

岡庭豊編集 メディックメディア 492.9079||Ka 319001290

31 子どもの健康と安全 大西文子編集/執筆 中山書店 498.7||Ko 319001291

32
系統別看護師国家試験問題集 : 必修
問題・過去問題・国試でるでたBOOK
2020年版

『系統看護学講座』編集室
編集

医学書院
492.9079||Ke||
'20

319001292

33
緊急度・重症度からみた症状別看護過
程+病態関連図 第3版

井上智子, 窪田哲朗編集 医学書院 492.914||Ki 319001294

34
衛生 113回国試突破version (Dr.加藤
の国試合格ノート:3)

加藤和英著 エムティーシー 497.079||Ka 319001295

35
保健師にもできる妊産婦のメンタルヘ
ルスケア

藤原武男編/土井理美, 三
瓶舞紀子, 伊角彩著

大修館書店 498.7||Do 319001296

36
はじめての全部床義歯 (歯界展望:別
冊)

松田謙一 [ほか] 編 医歯薬出版 497.5||Ha 319001297

37 Q&A若い歯科医師の疑問に答えます 2 武藤晋也監修 医歯薬出版 497.2||Qa||2 319001298

38 新臨床研修歯科医ハンドブック 第2版 米田雅裕[ほか]編集 医歯薬出版 497.2036||Sh 319001299

39

これからのチェアサイドCAD/CAM診療
ガイド : 失敗しないオールセラミック修
復のために (デンタルダイヤモンド:第
42巻第10号, 通巻620号, 増刊号)

草間幸夫, 武末秀剛, 佐々
木英隆編集委員

デンタルダイヤモン
ド社

497.5||Ko 319001300

40 マタニティアセスメントガイド 新訂第5版 吉沢豊予子, 鈴木幸子編著
真興交易医書出版
部

492.923||Ma 319001301

41
消化管/肝胆膵/循環器 第8版 (なぜ?
どうして? : 看護師・看護学生のため
の:3)

医療情報科学研究所編 メディックメディア
492.908||Na||
3

319001302
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42
成人看護学総論 第8版 (なぜ?どうし
て? : 看護師・看護学生のための:2)

医療情報科学研究所編 メディックメディア
492.908||Na||
2

319001303

43
内分泌・代謝/腎・泌尿器 第8版 (なぜ?
どうして? : 看護師・看護学生のため
の:4)

医療情報科学研究所編 メディックメディア
492.908||Na||
4

319001304

44
免疫/血液/感染症/呼吸器 第8版 (な
ぜ?どうして? : 看護師・看護学生のため
の:5)

医療情報科学研究所編 メディックメディア
492.908||Na||
5

319001305

45
女性生殖器/母性看護学 第8版 (なぜ?
どうして? : 看護師・看護学生のため
の:8)

医療情報科学研究所編 メディックメディア
492.908||Na||
8

319001306

46
精神看護学/在宅看護論 第8版 (なぜ?
どうして? : 看護師・看護学生のため
の:9)

医療情報科学研究所編 メディックメディア
492.908||Na||
9

319001307

47
看護の統合と実践/健康支援と社会保
障制度 第8版 (なぜ?どうして? : 看護
師・看護学生のための:10)

医療情報科学研究所編 メディックメディア
492.908||Na||
10

319001308

48
脳・神経/運動器/感覚器 第8版 (なぜ?
どうして? : 看護師・看護学生のため
の:6)

医療情報科学研究所編 メディックメディア
492.908||Na||
6

319001309

49
基礎看護学 第8版 (なぜ?どうして? : 看
護師・看護学生のための:1)

医療情報科学研究所編 メディックメディア
492.908||Na||
1

319001310

50 その日のまえに (文春文庫:[し-38-7]) 重松清著 文藝春秋 913.6||Sh 319001311

51 山女日記 (幻冬舎文庫:み-23-2) 湊かなえ [著] 幻冬舎 913.6||Mi 319001312

52 11文字の殺人 (光文社文庫) 東野圭吾著 光文社 913.6||Hi 319001313

53
産まなくても、産めなくても (講談社文
庫:あ98-4)

甘糟りり子 [著] 講談社 913.6||Am 319001314

54
TOKYO芸能帖 : 1981年のビートたけし
(講談社文庫:た58-5)

高田文夫 [著] 講談社 779.021||Ta 319001315

55
おひとりさまの老後 (文春文庫:[う-28-
1])

上野千鶴子 [著] 文藝春秋 367.75||Ue 319001316

56
仮面の告白 改版 (新潮文庫:106, み-
3-1)

三島由紀夫著 新潮社 913.6||Mi 319001317

57
時計の科学 : 人と時間の5000年の歴
史 (ブルーバックス:B-2041)

織田一朗著 講談社 535.2||Od 319001318

58
本へのとびら : 岩波少年文庫を語る
(岩波新書:新赤版 1332)

宮崎駿著 岩波書店 909||Mi 319001319

59
単純な脳、複雑な「私」 : または、自分
を使い回しながら進化した脳をめぐる4
つの講義 (ブルーバックス:B-1830)

池谷裕二著 講談社 491.371||Ik 319001320

60 お茶の時間 (講談社文庫:[ま-76-2]) 益田ミリ [著] 講談社 914.6||Ma 319001321

61
勝てる脳、負ける脳 : 一流アスリートの
脳内で起きていること (集英社新
書:0907H)

内田暁, 小林耕太著 集英社 780.193||Uc 319001322

62
留学生のための漢字の教科書 改訂版
初級300

佐藤尚子, 佐々木仁子著 国書刊行会 810.7||Sa 319001323



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

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 319001324

64
歯科医院地域一番実践プロジェクト :
あなたの歯科医院を成功に導く物語

岩渕龍正著
デンタルダイヤモン
ド社

498.163||Iw 319001325

65 顔美学 : 見られる顔から見せる顔へ 押田良機著 医歯薬出版 494.79||Os 319001326

66
歯科医院ではたらくスタッフのためのお
仕事マナー講座

杉元信代著/あらいぴろよえ
デンタルダイヤモン
ド社

498.14||Su 319001327

67
腫瘍学 : 知っておきたいがんの知識と
ケア (初めの一歩は絵で学ぶ :
doctor's illustration)

元雄良治著 じほう/ビーコム 494.5||Mo 319001328

68
類似薬の使い分け : 症状に合った薬の
選び方とその根拠がわかる 改訂版

藤村昭夫編 羊土社 492.3||Ru 319001329

69
症状と患者背景にあわせた頻用薬の
使い分け 改訂版

藤村昭夫編集 羊土社 492.3||Sh 319001330

70 Pocket drugs 2019 小松康宏, 渡邉裕司編集 医学書院 499.1||Po||'19 319001331

71
薬剤師国家試験問題解答・解説 104回
(2019)

村上泰興 [ほか] 著
評言社薬学教育セ
ンター

499.079||Ya||'
19

319001332

72 調査報告チェルノブイリ被害の全貌
アレクセイ・V・ヤブロコフ [ほ
か著]/チェルノブイリ被害実
態レポート翻訳チーム訳

岩波書店 493.195||Ch 319001333

73
軟膏・クリーム配合変化ハンドブック 第
2版

大谷道輝, 松元美香編 じほう 494.8||Na 319001334

74
歯科国試answer 2020, v. 11: 口腔外科
学1

DES歯学教育スクール編 テコム
497.079||Sh||'
20-11

319001335

75
歯科国試answer 2020, v. 12: 口腔外科
学2

DES歯学教育スクール編 テコム
497.079||Sh||'
20-12

319001336

76
歯科国試answer 2020, v. 13: 口腔外科
学3/高齢者歯科/摂食・嚥下/歯科麻
酔学/歯科放射線学

DES歯学教育スクール編 テコム
497.079||Sh||'
20-13

319001337

77
歯科国試answer 2020, v. 7: 小児歯科
学

DES歯学教育スクール編 テコム
497.079||Sh||'
20-7

319001338

78
歯科国試answer 2020, v. 8: 歯科矯正
学

DES歯学教育スクール編 テコム
497.079||Sh||'
20-8

319001339

79
CBT PASS: 歯科CBT対策 第2版 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 319001340

80
CBT PASS: 歯科CBT対策 第2版 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

319001341

81
CBT PASS: 歯科CBT対策 第2版 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

319001342

82

ねころんで読める悩める医療リーダー
のための“ほぼ"エビデンス・ベイスト・
リーダーシップ : Global Consortium
「リーダーシップ・コンピテンシー」をふ
まえて

相馬孝博著 メディカ出版 498.14||So 319001343

83
Dr.イワケンのねころんで読める研修医
指導 : すべての指導者のためのイワケ
ン流医学教育入門書

岩田健太郎著 メディカ出版 490.7||Iw 319001344

84
すべての人間関係の秘密を解き明か
す「マヤ暦」でわかる相性

木田景子著 青春出版社 148.8||Ki 319001345



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

85
ノートのとり方1つで子どもの学力はど
んどん伸びる!

州崎真弘著 青春出版社 379.9||Su 319001346

86
自閉症と感覚過敏 : 特有な世界はなぜ
生まれ、どう支援すべきか?

熊谷高幸著 新曜社 378||Ku 319001347

87
鉱物(いし)語り : エピソードで読むきれ
いな石の本

藤浦淳著 創元社 459||Fu 319001348

88
歯科専門税理士が教える年商1億円医
院の設計図

山下剛史著
デンタルダイヤモン
ド社

498.163||Ya 319001349

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 319001350

90
朝起きられない人のねむり学 : 一日24
時間の賢い使い方

神山潤著 新曜社 498.36||Ko 319001351

91
EQ2.0 : 「心の知能指数」を高める66の
テクニック

トラヴィス・ブラッドベリー,
ジーン・グリーブス著/関美
和訳

サンガ 141.6||Br 319001352

92 その睡眠が寿命を縮める 末松義弘著
幻冬舎メディアコン
サルティング/幻冬
舎(発売)

493.3||Su 319001353

93
歯科国試パーフェクトマスター生理学・
口腔生理学

村本和世著 医歯薬出版 497.079||Sh 319001354

94
魔弾の射手 (新潮文庫:11171, ち-7-
35. 天久鷹央の事件カルテ)

知念実希人著 新潮社 913.6||Ch 319001355

95
Dual-energy CT : 原理を理解し臨床で
活用する

粟井和夫編集 メジカルビュー社 492.43||Du 319001356

96
時系列解析 : 自己回帰型モデル・状態
空間モデル・異常検知 (Advanced
Python:1)

島田直希著 共立出版 417.6||Sh 319001357

97
多変数関数の微積分 (スチュワート微
分積分学:3)

James Stewart著/伊藤雄
二, 秋山仁訳

東京化学同人 413.3||St 319001358

98
化学のためのPythonによるデータ解
析・機械学習入門

金子弘昌著 オーム社 430.7||Ka 319001359

99

患者由来がんモデルを用いたがん研
究実践ガイド : CDX・スフェロイド・オル
ガノイド・PDX/PDOXを網羅,臨床検体
の取り扱い指針から樹立プロトコール
と入手法まで (実験医学:別冊)

佐々木博己編集 羊土社 491.65||Ka 319001360

100 分子運動生理学入門 Henning Wackerhage編著 ナップ 780.193||Bu 319001361

101 人間失格 改版 (角川文庫:14732) 太宰治 [著]
角川書店/角川グ
ループパブリッシン
グ (発売)

913.6||Da 319001362

102
臨床検査技師国家試験問題注解 2020
年版

臨床検査技師国家試験問
題注解編集委員会編

金原出版 492.1||Ri||'20 319001363

103
看護師国試必修問題完全予想550問
2020 (プチナース)

看護師国家試験対策プロ
ジェクト編

照林社
492.9079||Ka||
'20

319001364

104
看護師国試2020パーフェクト予想問題
集 (プチナース:vol.28 no.13 (通巻375
号))

看護師国家試験対策プロ
ジェクト編

照林社
492.907||Ka||'
20

319001365

105
ラ・スパ : 看護国試でるでるデータ満載
2020

ラ・スパ編集委員会編
T・M・S (発行)/医
学評論社 (発売)

492.907||Ra||'
20

319001366

106
必修ラ・スパ : 看護国試でるでるデータ
2020

井上大輔編著
TECOM (発行)/医
学評論社 (発売)

492.907||Hi||'2
0

319001367



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

107
看護師国試ここだけ覚える! 2020(第3
版) (プチナース)

看護師国家試験対策プロ
ジェクト編集

照林社
492.9079||Ka||
'20

319001368

108 PASS NOTE : 看護師国試 2020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||
'20

319001369

109
亀田流市中肺炎診療レクチャー : 感染
症医と呼吸器内科医の視点から

黒田浩一著 中外医学社 493.38||Ku 319001370

110
心やすまる絶景ポエム : 「おやすみな
さい」の前に、ほんの1分

Good Night Books編 青春出版社 159.8||Ko 319001371

111
戦場のコックたち (創元推理文庫:[Mふ
7-2])

深緑野分著 東京創元社 913.6||Fu 319001372

112
ベスト8ミステリーズ 2015 (講談社文庫:
に6-90)

日本推理作家協会編 講談社 913.68||Be 319001373

113
ルパンの消息 (光文社文庫. 長編推理
小説)

横山秀夫著 光文社 913.6||Yo 319001374

114 黒い羽 (光文社文庫) 誉田哲也著 光文社 913.6||Ho 319001375

115
画像診断・放射線治療ビジュアルナー
シング (見てできる臨床ケア図鑑)

坂井修二, 唐澤久美子編
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.911||Ga 319001376

116
Pythonによるプログラミング入門 : 東
京大学教養学部テキスト : アルゴリズ
ムと情報科学の基礎を学ぶ

森畑明昌著 東京大学出版会 007.64||Mo 319001377

117 白い衝動 (講談社文庫:[こ90-4]) 呉勝浩 [著] 講談社 913.6||Go 319001378

118
理系たまごの英語40日間トレーニング
キット : 世界で活躍する理工系研究者
を目指して Ver.2 : [set]

アルク 407||Ri 319001379

119
クエスチョン・バンク管理栄養士国家試
験問題解説 2020

医療情報科学研究所編集 Medic Media
498.55||Qu||'2
0

319001380

120
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
2020年版

栄養セントラル学院編著 中央法規出版 498.55||Ki||'20 319001381

121
管理栄養士国家試験頻出ワード別一
問一答 : 出るトコ徹底分析 2020

管理栄養士国試対策研究
会編

中央法規出版
498.55||Ka||'2
0

319001382

122 レビューブック管理栄養士 2020 医療情報科学研究所編集 メディックメディア
498.14||Re||'2
0

319001383

123
決定版英語シャドーイング超入門 : リ
スニング力と会話力UP!

玉井健著 コスモピア 831.1||Ta 319001384

124 TOEIC L&Rテストプライム模試400問 ハッカーズ語学研究所著 アルク 830.79||Ha 319001385

125
TOEIC L&Rテスト800点攻略ルールブッ
ク

石井洋佑著 テイエス企画 830.79||Is 319001386

126
給食経営管理論 (管理栄養士国家試
験得点アップのための一問一答Toku-
ichi:9)

赤尾正監修 インターメディカル 498.55||Ky 319001387

127
コミュ障動物性を失った人類 : 正しく理
解し能力を引き出す (ブルーバック
ス:B-1923)

正高信男著 講談社 493.7||Ma 319001388

128 日本語練習帳 (岩波新書:新赤版 596) 大野晋著 岩波書店 810.4||On 319001389



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

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 319001390

130
潮騒のアニマ (講談社文庫:か132-6.
法医昆虫学捜査官)

川瀬七緒 [著] 講談社 913.6||Ka 319001391

131 世界の果て (文春文庫:[な-69-1]) 中村文則著 文藝春秋 913.6||Na 319001392

132
向日葵の咲かない夏 (新潮文庫:8484,
み-40-1)

道尾秀介著 新潮社 913.6||Mi 319001393

133
蜘蛛の糸/杜子春 83刷改版 (新潮文
庫:1806, あ-1-3)

芥川龍之介著 新潮社 913.6||Ak 319001394

134 スノーホワイト (講談社文庫:[も-52-2]) 森川智喜 [著] 講談社 913.6||Mo 319001395

135
あしながおじさん [正] (新潮文
庫:10705-10706, ウ-4-1, ウ-4-2)

ジーン・ウェブスター [著]/岩
本正恵訳

新潮社 933.7||We 319001396

136
きみはポラリス (新潮文庫:9135, み-
34-10)

三浦しをん著 新潮社 913.6||Mi 319001397

137
江戸川乱歩名作選 (新潮文庫:10553,
え-3-2)

江戸川乱歩著 新潮社 913.6||Ed 319001398

138
長い長い殺人 (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 319001399

139 小さな恋のうた (講談社文庫:[ひ62-1]) 平田研也 [著] 講談社 913.6||Hi 319001400

140 ホームズの娘 (講談社文庫:よ38-9) 横関大 [著] 講談社 913.6||Yo 319001401

141
色彩を持たない多崎つくると、彼の巡
礼の年 (文春文庫:[む-5-13])

村上春樹著 文藝春秋 913.6||Mu 319001402

142 プラチナデータ (幻冬舎文庫:ひ-17-1) 東野圭吾 [著] 幻冬舎 913.6||Hi 319001403

143
がん免疫療法の個別化を支える新・腫
瘍免疫学 (実験医学:増刊:v. 37-no. 15
2019)

河上裕編集 羊土社 494.5||Ga 319001404

144
脳の半分を占めるグリア細胞 : 脳と心
と体をつなぐ "膠" (実験医学:増刊:v.
37-no. 17 2019)

松井広, 田中謙二編集 羊土社 491.371||No 319001405

145
基礎Visual Basic 2019 (Impress kiso
series)

羽山博著 インプレス 007.64||Ha 319001406

146
外国人診療で困るコトバとおカネの問
題

増井伸高著 羊土社 498.13||Ma 319001407

147
TOEICテスト新形式精選模試リーディ
ング [1]

加藤優, 野村知也, Paul
McConnell著

ジャパンタイムズ 830.79||Ka 319001408

148
TOEICテスト新形式精選模試リスニン
グ [1]

加藤優, 野村知也, 小林美
和, Bradley Towle著

ジャパンタイムズ 830.79||To 319001409

149 町田志樹の聴いて覚える起始停止 町田志樹著 三輪書店 491.169||Ma 319001410

150
Pythonで学ぶあたらしい統計学の教科
書

馬場真哉著 翔泳社 417||Ba 319001411



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

151
ER実践ハンドブック : 現場で活きる初
期対応の手順と判断の指針 :
emergency room

樫山鉄矢, 清水敬樹編 羊土社 492.29||Er 319001412

152
イラストでわかるネコ学大図鑑 (宝島社
新書:521)

服部幸著 宝島社 645.7||Ha 319001413

153
人体、なんでそうなった? : 余分な骨、
使えない遺伝子、あえて危険を冒す脳

ネイサン・レンツ著/久保美
代子訳

化学同人 491.3||Le 319001414

154 AI崩壊 (講談社文庫:は111-4)
[入江悠脚本]/浜口倫太郎
[著]

講談社 913.6||Ha 319001415

155
トリセツ・カラダ : カラダ地図を描こう
(宝島社新書:540)

海堂尊著/ヨシタケシンスケ
絵

宝島社 491.3||Ka 319001416

156 盤上の敵 (講談社文庫) 北村薫[著] 講談社 913.6||Ki 319001417

157
薬理 2020年版 (薬剤師国家試験対策
参考書 : 青本シリーズ:5)

薬学ゼミナール編
薬学ゼミナール/薬
ゼミ情報教育セン
ター (発売)

499.079||Ya||'
20-5

319001419

158
薬剤 2020年版 (薬剤師国家試験対策
参考書 : 青本シリーズ:6)

薬学ゼミナール編
薬学ゼミナール/薬
ゼミ情報教育セン
ター (発売)

499.079||Ya||'
20-6

319001420

159
病態・薬物治療 (薬剤師国家試験対策
参考書 : 青本シリーズ:7)

薬学ゼミナール編
薬学ゼミナール/薬
ゼミ情報教育セン
ター (発売)

499.079||Ya||'
20-7

319001421

160
吾輩も猫である (新潮文庫:10641, な-
1-50)

赤川次郎 [ほか] 著 新潮社 913.68||Wa 319001422


