
医歯薬系図書購入リスト（9月） （蔵本分館）

書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

1
初歩から学ぶ生物学 (角川文
庫:21528)

池田清彦 [著] KADOKAWA 460||Ik 319000483

2
新しい発生生物学 : 生命の神秘が集
約された「発生」の驚異 (ブルーバック
ス:B-1410)

木下圭, 浅島誠著 講談社 463.8||Ki 319000484

3
医師国家試験問題解説書 第113回:
[set]

石川創二 [ほか] 編 医学評論社
490.79||Is||11
3

319000486

4
放射線物理学 (診療放射線基礎テキス
トシリーズ:2)

鬼塚昌彦 [ほか] 著 共立出版 429.4||Ho 319000487

5
産婦人科内視鏡手術ガイドライン 2019
年版

日本産科婦人科内視鏡学
会編

金原出版 495.24||Sa 319000488

6
診療で役立つ!近視進行予防のサイエ
ンス

坪田一男編集 金原出版 496.42||Sh 319000489

7 耳鳴診療ガイドライン 2019年版 日本聴覚医学会編 金原出版 496.6||Mi 319000490

8 ドクターがやさしく教える!医療AI入門 山下康行著 金原出版 490.7||Ya 319000491

9 遺伝性腫瘍ハンドブック
日本家族性腫瘍学会編集
/22世紀先端医療情報機構,
e Precision Medicine Japan

金原出版 491.69||Id 319000492

10 親切な医療統計学 第2版 奥田千恵子著 金芳堂 490.19||Ok 319000493

11
新・患者学 : 病気を診ずして病人を診
よ

前納宏章著 現代書林 490.4||Ma 319000494

12
よくわかるバイオインフォマティクス入
門

藤博幸編 講談社 467.3||Yo 319000495

13 看護学生クイックノート 第2版 プチナース編集部編集 照林社 492.91||Ka 319000496

14
精神看護実習クイックノート (プチナー
ス)

濱川孝二, 山門真樹著 照林社 492.926||Ha 319000497

15
整形外科ナースのギモン (日ごろの?を
まとめて解決)

船橋整形外科病院看護部
編著

照林社 492.926||Se 319000498

16
進化とは何か : ドーキンス博士の特別
講義

リチャード・ドーキンス著/吉
成真由美編・訳

早川書房 467.5||Da 319000499

17
ゲノム編集の光と闇 : 人類の未来に何
をもたらすか (ちくま新書:1387)

青野由利著 筑摩書房 467.25||Ao 319000500

18
バスキュラーアクセス超音波50症例 :
エコーでできる評価と管理

小林大樹著/寺島茂編集 中山書店 494.93||Ko 319000501

19
生殖生理 (産科婦人科臨床series
collection : Science and Practice:1)

大須賀穣専門編集 中山書店 495.08||Se 319000502

20
総合診療医の果たす役割 (スーパー総
合医)

名郷直樹専門編集 中山書店 492||So 319000503

21 現場で使える臨床研究法 藤原康弘編 南山堂 492.07||Ge 319000504

22 組織学 改訂20版 阿部和厚, 牛木辰男著 南山堂 491.11||Ab 319000505



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

23 ポケット医薬品集 2019年版 龍原徹著 白文社 499.1||Ta||'19 319000506

24
心エコー図検査徳大超音波センターの
オキテ100

山田博胤, 西尾進編集 文光堂 492.12||Sh 319000507

25 検査データの?に答えます! 〆谷直人編集 文光堂 492.1||Ke 319000508

26
心臓を守る!ミネラルコルチコイド受容体
拮抗薬 : MRAの実力をQ&Aで解き明か
す

伊藤浩編集 文光堂 493.2||Sh 319000509

27
ICUから始める離床の基本 : あなたの
施設でできる早期離床のヒケツ教えま
す!

劉啓文, 小倉崇以著 羊土社 492||Ry 319000510

28
The手あての医療 : 身体診察・医療面
接のギモンに答えます

平島修編集 羊土社 492.1||Th 319000511

29
20字に削ぎ落とせ : ワンビッグメッセー
ジで相手を動かす

リップシャッツ信元夏代著 朝日新聞出版 336.49||Li 319000512

30
JMP医学統計マニュアル Ver.14対応
版

長田理著
オーエムエス出版/
星雲社(発売)

490.19||Na 319000514

31
新生理学 第7版 : フルカラー新装版 (Q
シリーズ)

竹内昭博著 日本医事新報社 491.3||Ta 319000515

32
はたらく細胞人体のふしぎ図鑑 : から
だのしくみを学べる!

講談社編/シリウス編集部,
はたらく細胞製作委員会監
修/原田知幸医療監修

講談社 491.31||Ha 319000516

33 ザ・ペリオドントロジー 第3版 沼部幸博 [ほか] 編著 永末書店 497.26||Za 319000517

34 ザ・ペリオドントロジー 第3版 沼部幸博 [ほか] 編著 永末書店 497.26||Za 319000518

35
産婦人科研修ノート 改訂第3版 (研修
ノートシリーズ)

綾部琢哉, 大須賀穣編集 診断と治療社 495||Sa 319000521

36
副甲状腺・骨代謝疾患診療マニュアル
改訂第2版 (診断と治療社 内分泌シ
リーズ)

竹内靖博, 杉本利嗣, 成瀬
光栄編集

診断と治療社 493.49||Fu 319000522

37 心電図の読み“型"教えます! Season1 杉山裕章著 中外医学社 492.123||Su 319000523

38

がん放射線療法ケアガイド : 病棟・外
来・治療室で行うアセスメントと患者サ
ポート 第3版 (ベスト・プラクティスコレク
ション)

祖父江由紀子 [ほか] 編 中山書店 492.926||Ga 319000524

39
診療報酬・介護報酬のしくみと考え方 :
改定の意図を知り看護管理に活かす
第4版

福井トシ子, 齋藤訓子編集
日本看護協会出版
会

364.4||Sh 319000526

40
ゲノム操作・遺伝子組み換え食品入門
: 「食卓の安全は守られるのか?」 (プロ
ブレムQ&A)

天笠啓祐著 緑風出版 498.54||Am 319000527

41
抗がん薬調製マニュアル : 抗悪性腫瘍
薬の院内取扱い指針 第4版

日本病院薬剤師会監修/遠
藤一司編著/加藤裕久編著
/濱敏弘編著/中山季昭編
著/米村雅人編著

じほう 499.6||Ko 319000528

42
看護理論 : 看護理論21の理解と実践
への応用 改訂第3版 (看護学テキスト
nice)

筒井真優美編集 南江堂 492.901||Ka 319000529

43
フルカラーCGで学ぶX線撮影のポジ
ショニングとテクニック

杉森博行著 メジカルビュー社 492.43||Su 319000530

44
領域横断チョイあてエコー活用術 :
Point‐of‐Care超音波研究会認定

山田博胤編著/JPOCUSイ
ンストラクター著

メディカ出版 492.1||Ry 319000531



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

45
人体の構造と機能/臨床栄養学 第2版
3 (なぜ?どうして? : 栄養士・管理栄養
士のための:4)

医療情報科学研究所編 メディックメディア 498.14||Ei||4 319000532

46
ジェネラリストのための眼科診療ハンド
ブック 第2版

石岡みさき著 医学書院 496.2||Is 319000533

47 緑内障道場 : 診断・治療の一手ご指南 木内良明編集 医学書院 496.36||Ry 319000534

48
今日の治療指針 : 私はこう治療してい
る ポケット判 2019年版

日野原重明, 阿部正和監修 医学書院 492||Ko||'19 319000535

49
大阪日赤ラパロ教室イラストで学ぶ腹
腔鏡下胃切除

赤川進, 三浦晋編集 医学書院 494.655||Os 319000536

50
すぐに使える!fMRIデータの脳活動・機
能的結合性の解析 : SPM,SnPM,CONN
を使いこなす

菊池吉晃編著 医歯薬出版 491.371||Su 319000537

51
健康長寿のための口腔保健と栄養を
むすぶエビデンスブック

深井穫博編著 医歯薬出版 498.55||Ke 319000538

52
健康な歯・口でスポーツと人生を楽しも
う!

安井利一著 医歯薬出版 497||Ya 319000539

53
公衆衛生学 : 社会・環境と健康 2019
年版

柳川洋, 尾島俊之編著/黒
沢洋一 [ほか] 著

医歯薬出版 498||Ko||'19 319000540

54
消化器外科手術肝臓・脾臓 : 標準手技
をイラストと動画で学ぶ (ビジュアル
サージカル)

山本雅一編集/上西紀夫
[ほか] 編集委員

学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

494.657||Sh 319000541

55
臨床実戦 : 心臓血管外科の裏ワザ77 :
患者の生死を分ける現場のテクニック

徳永滋彦, 西宏之, 阿部恒
平著

南江堂 494.643||To 319000542

56
ぼくの生物学講義 : 人間を知る手がか
り

日高敏隆著 昭和堂 460||Hi 319000543

57
Nutritional management of renal
disease 3rd ed

edited by Joel D. Kopple,
Shaul G. Massry, Kamyar
Kalantar-Zadeh

Elsevier/Academic 494.93||Nu 319000544

58
スポーツ外傷・障害の予防と整復の手
技学

安達和俊D.C.著 科学新聞社 780.19||Ad 319000546

59
Dysphagia evaluation and treatment
from the perspective of rehabilitation
medicine : 日本語版

稲本陽子, 柴田斉子, 才藤
栄一編著

医歯薬出版 491.343||Dy 319000547

60
生活習慣病骨折リスクに関する診療ガ
イド 2019年版

日本骨粗鬆症学会生活習
慣病における骨折リスク評
価委員会編集

日本骨粗鬆症学会
/ライフサイエンス
出版(発売)

493.18||Se 319000548

61 がん生物学イラストレイテッド 第2版 渋谷正史, 湯浅保仁編集 羊土社 491.65||Ga 319000549

62
新神経・筋疾患の電気診断学 : 筋電
図・神経伝導検査 : 原理と実際

木村淳著/栢森良二訳
西村書店東京出版
編集部

492.16||Ki 319000550

63 Q&A若い歯科医師の疑問に答えます1 武藤晋也監修 医歯薬出版 497.2||Qa||1 319000551

64
内科学書 改訂第9版 1.内科学総論 臨
床症状

南学正臣総編集/伊藤裕
[ほか] 部門編集/山田俊幸
基準値一覧編集/塩沢昌英
編集協力

中山書店 493||Na||1 319000552

65
内科学書 改訂第9版 1.内科学総論 臨
床症状

南学正臣総編集/伊藤裕
[ほか] 部門編集/山田俊幸
基準値一覧編集/塩沢昌英
編集協力

中山書店 493||Na||1 319000553

66
内科学書 改訂第9版 2.感染性疾患 膠
原病・リウマチ性疾患 アレルギー性疾
患, 免疫不全症 呼吸器疾患

南学正臣総編集/伊藤裕
[ほか] 部門編集/山田俊幸
基準値一覧編集/塩沢昌英
編集協力

中山書店 493||Na||2 319000554



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

67
内科学書 改訂第9版 2.感染性疾患 膠
原病・リウマチ性疾患 アレルギー性疾
患, 免疫不全症 呼吸器疾患

南学正臣総編集/伊藤裕
[ほか] 部門編集/山田俊幸
基準値一覧編集/塩沢昌英
編集協力

中山書店 493||Na||2 319000555

68
内科学書 改訂第9版 3.循環器疾患
腎・尿路疾患

南学正臣総編集/伊藤裕
[ほか] 部門編集/山田俊幸
基準値一覧編集/塩沢昌英
編集協力

中山書店 493||Na||3 319000556

69
内科学書 改訂第9版 3.循環器疾患
腎・尿路疾患

南学正臣総編集/伊藤裕
[ほか] 部門編集/山田俊幸
基準値一覧編集/塩沢昌英
編集協力

中山書店 493||Na||3 319000557

70
内科学書 改訂第9版 4.消化管・腹膜疾
患 肝・胆道・膵疾患

南学正臣総編集/伊藤裕
[ほか] 部門編集/山田俊幸
基準値一覧編集/塩沢昌英
編集協力

中山書店 493||Na||4 319000558

71
内科学書 改訂第9版 4.消化管・腹膜疾
患 肝・胆道・膵疾患

南学正臣総編集/伊藤裕
[ほか] 部門編集/山田俊幸
基準値一覧編集/塩沢昌英
編集協力

中山書店 493||Na||4 319000559

72
内科学書 改訂第9版 5.内分泌疾患 代
謝・栄養疾患

南学正臣総編集/伊藤裕
[ほか] 部門編集/山田俊幸
基準値一覧編集/塩沢昌英
編集協力

中山書店 493||Na||5 319000560

73
内科学書 改訂第9版 5.内分泌疾患 代
謝・栄養疾患

南学正臣総編集/伊藤裕
[ほか] 部門編集/山田俊幸
基準値一覧編集/塩沢昌英
編集協力

中山書店 493||Na||5 319000561

74
内科学書 改訂第9版 6.血液・造血器疾
患 神経疾患

南学正臣総編集/伊藤裕
[ほか] 部門編集/山田俊幸
基準値一覧編集/塩沢昌英
編集協力

中山書店 493||Na||6 319000562

75
内科学書 改訂第9版 6.血液・造血器疾
患 神経疾患

南学正臣総編集/伊藤裕
[ほか] 部門編集/山田俊幸
基準値一覧編集/塩沢昌英
編集協力

中山書店 493||Na||6 319000563

76
内科学書 改訂第9版 別巻.基準値一覧
総索引, 総目次, 略語表

南学正臣総編集/伊藤裕
[ほか] 部門編集/山田俊幸
基準値一覧編集/塩沢昌英
編集協力

中山書店 493||Na||別 319000564

77
内科学書 改訂第9版 別巻.基準値一覧
総索引, 総目次, 略語表

南学正臣総編集/伊藤裕
[ほか] 部門編集/山田俊幸
基準値一覧編集/塩沢昌英
編集協力

中山書店 493||Na||別 319000565

78
唾液腺/口腔・歯原性腫瘍 (癌診療指
針のための病理診断プラクティス)

長尾俊孝専門編集/高田隆
副編集

中山書店 493.43||Da 319000566

79
歯科の世界はこんなにおもしろい (世
界最強の歯科保健指導:中巻)

クインテッセンス出
版

497.7||Ok 319000567

80
これから始める臨床化学・遺伝子検査
の精度保証 : ISO 15189認定取得へ

志保裕行, 若月香織, 礒田
理恵子

医歯薬出版 492.17||Sh 319000568

81
医療現場のための薬物相互作用リテラ
シー

大野能之, 樋坂章博編集 南山堂 491.5||Ir 319000569

82
細胞死 : その分子機構,生理機能,病態
制御 (Dojin bioscience series:33)

三浦正幸, 清水重臣編 化学同人 463.6||Sa 319000570

83
上腕骨外側上顆炎診療ガイドライン
2019 改訂第2版

日本整形外科学会診療ガイ
ドライン委員会, 上腕骨外側
上顆炎診療ガイドライン策
定委員会編集

南江堂 494.77||Jo 319000571

84
アキレス腱断裂診療ガイドライン2019
改訂第2版

日本整形外科学会診療ガイ
ドライン委員会, アキレス腱
断裂診療ガイドライン策定
委員会編集

南江堂 494.77||Ak 319000572



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

85
歯科衛生士のための糖尿病予防指導
マニュアル

日本歯科衛生士会監修 医歯薬出版 497.26||Sh 319000573

86
「看護師のクリニカルラダー(日本看護
協会版)」活用ガイド : 看護実践能力の
向上にむけて

日本看護協会編
日本看護協会出版
会

492.984||Ka 319000574

87 グラント解剖学実習 改訂版
アラン・J. デットン編/勝山裕
[ほか] 訳

西村書店 491.1||Gu 319000575

88 認知行動療法事典 日本認知・行動療法学会編 丸善出版 493.72||Ni 319000576

89
医師の働き方改革大全 : 現場と経営
の変革に効く「完全マニュアル」

石井洋介 [ほか] 著/日経ヘ
ルスケア編

日経BP/日経BP
マーケティング (発
売)

498.14||Is 319000577

90

患者・家族に寄り添うアドバンス・ケア・
プランニング : 医療・介護・福祉・地域
みんなで支える意思決定のための実
践ガイド

角田ますみ編著 メヂカルフレンド社 490.145||Ka 319000578

91
正解を目指さない!?意思決定支援 : 人
生最終段階の話し合い

阿部泰之著 南江堂 490.145||Ab 319000579

92
患者中心の意思決定支援 : 納得して
決めるためのケア

中山和弘, 岩本貴編集 中央法規出版 490.145||Ka 319000580

93
画像のアーチファクトを探せ! : 診療放
射線技師必携

中澤靖夫編集 シービーアール 492.1||Ga 319000581

94
一日一杯のみそ汁が、不調に効く!みそ
玉

村上祥子著/藤田紘一郎医
学監修

永岡書店 498.58||Mu 319000582

95
ポイントマスター!ロービジョンケア外来
ノート

神戸アイセンター病院編 三輪書店 496.41||Po 319000583

96
呼吸器外科低侵襲手術 : 基本テクニッ
クから単孔式手術, ロボット手術まで

須田隆著 南山堂 494.64||Su 319000584

97 がん生物学イラストレイテッド 第2版 渋谷正史, 湯浅保仁編集 羊土社 491.65||Ga 319000585

98 有機化学 (栄養科学イラストレイテッド) 山田恭正編 羊土社 437||Yu 319000586

99
研修医のための外科の診かた、動きか
た : 写真と症例でイメージできる診察
から基本手技・手術、全身管理

山岸文範著 羊土社 494||Ya 319000587

100 こう動く!就職活動オールガイド '21年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 377.9||Ko||'21 319000590

101
自己分析 : 適職へ導く書きこみ式ワー
クシート [2021年度版] (内定獲得のメ
ソッド)

岡茂信著
毎日コミュニケー
ションズ

307.8||Ok||'21 319000591

102 ブラウン生化学 T. A. Brown著 化学同人 464||Br 319000592

103
楽しく生きる、豊かに終える : スピリ
チュアルケアと仏教瞑想

井上ウィマラ著 春秋社 490.16||In 319000593

104 ビジュアルコア生物学
Eric J. Simon著/石井泰雄
[ほか] 訳

東京化学同人 460||Si 319000594

105
分子生物学 : ゲノミクスとプロテオミク
ス

Jordanka Zlatanova, Kensal
E. van Holde著/田村隆明監
訳

東京化学同人 464.1||Zl 319000595

106
基礎講義遺伝子工学 : アクティブラー
ニングにも対応 2

山岸明彦著 東京化学同人 467.25||Ki||2 319000596

107
基礎栄養学 補訂版 (新スタンダード栄
養・食物シリーズ:9)

池田彩子 [ほか] 編 東京化学同人 498.5||Sh||9 319000597



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

108
薬効分類別服薬指導のエッセンス : 薬
剤師のための患者さんへの接し方と服
薬指導 改訂第3版

鹿嶋直純著
東京図書出版/リフ
レ出版 (発売)

499.2||Ka 319000598

109 最新糖尿病診療のエビデンス 改訂版 能登洋著
日経BP/日経BP
マーケティング (発
売)

493.123||No 319000601

110
よくわかる管理栄養士合格テキスト 第
4版 ([国家・資格シリーズ]:[369])

安部隆雄編著 弘文社 498.55||Ab 319000602

111
看護につなげる病態生理 : よくある症
状のしくみがわかる (プチナースBooks)

齋藤宣彦著 照林社 492.926||Sa 319000603

112
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

康永秀生, 田上隆, 大野幸
子著

金芳堂 492.07||Ya 319000604

113
勝者の混迷 上 (新潮文庫:し-12-56, し
-12-57. ローマ人の物語:6, 7)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||1 319000608

114
勝者の混迷 下 (新潮文庫:し-12-56, し
-12-57. ローマ人の物語:6, 7)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||2 319000609

115
ユリウス・カエサル ルビコン以前. 中
(新潮文庫:し-12-58～63. ローマ人の
物語:8-13)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||2 319000610

116
ユリウス・カエサル ルビコン以後. 上
(新潮文庫:し-12-58～63. ローマ人の
物語:8-13)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||1 319000611

117
ユリウス・カエサル ルビコン以後. 中
(新潮文庫:し-12-58～63. ローマ人の
物語:8-13)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||2 319000612

118
ユリウス・カエサル ルビコン以後. 下
(新潮文庫:し-12-58～63. ローマ人の
物語:8-13)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||3 319000613

119
パクス・ロマーナ 上 (新潮文庫:し-12-
64, し-12-65, し-12-66. ローマ人の物
語:14-16)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||1 319000614

120
パクス・ロマーナ 中 (新潮文庫:し-12-
64, し-12-65, し-12-66. ローマ人の物
語:14-16)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||2 319000615

121
パクス・ロマーナ 下 (新潮文庫:し-12-
64, し-12-65, し-12-66. ローマ人の物
語:14-16)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||3 319000616

122
悪名高き皇帝たち 1 (新潮文庫:し-12-
67, し-12-68, し-12-69, し-12-70. ロー
マ人の物語:17-20)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||1 319000617

123
悪名高き皇帝たち 2 (新潮文庫:し-12-
67, し-12-68, し-12-69, し-12-70. ロー
マ人の物語:17-20)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||2 319000618

124
婦人科・乳腺外科 第4版 (病気がみえ
る:v. 9)

医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||9 319000619

125
標準小児科学 第8版 (Standard
textbook)

原寿郎, 高橋孝雄, 細井創
編集/武田英二 [ほか] 執筆

医学書院 493.9||Hy 319000620

126 クラウンブリッジ補綴学 第5版
矢谷博文 [ほか] 編/會田雅
啓 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.5||Ku 319000621

127 The help Berkley trade pbk. ed : pbk Kathryn Stockett Berkley Books 933||St 319000622

128 Water for elephants : a novel : pbk Sara Gruen Algonquin Books 933||Gr 319000623

129 組織学 改訂20版 阿部和厚, 牛木辰男著 南山堂 491.11||Ab 319000624

130 戸田新細菌学 改訂34版
吉田眞一, 柳雄介, 吉開泰
信編

南山堂 491.7||To 319000625



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

131
生命科学のためのウイルス学 : 感染と
宿主応答のしくみ, 医療への応用

David R. Harper著/下遠野
邦忠, 瀬谷司監訳

南江堂 491.77||Ha 319000626

132 呼吸器疾患最新の治療 2019-2020 工藤翔二 [ほか] 編集 南江堂
493.3||Ko||'19
-'20

319000627

133 呼吸器疾患最新の治療 2019-2020 工藤翔二 [ほか] 編集 南江堂
493.3||Ko||'19
-'20

319000628

134 結核診療ガイド 日本結核病学会編集 南江堂 493.89||Ke 319000629

135
腎臓病診療に自信がつく本 第2版
(「ジェネラリスト・マスターズ」シリー
ズ:2)

小松康宏著 カイ書林 494.93||Ko 319000630

136 てんかん学ハンドブック 第4版 兼本浩祐著 医学書院 493.74||Ka 319000631

137 神経内科疾患の画像診断 第2版 柳下章著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

493.73||Ya 319000632

138
双極性障害 : 病態の理解から治療戦
略まで 第3版

加藤忠史著 医学書院 493.764||Ka 319000633

139
エキスパートに学ぶ精神科初診面接 :
臨床力向上のために

日本精神神経学会精神療
法委員会編集

医学書院 493.72||Ek 319000634

140
皮疹の因数分解・ロジック診断 : まぎら
わしい炎症性の皮疹を絶対に見間違
えない方法

北島康雄著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

494.8||Ki 319000635

141
最新キーワードで読み解くAll about皮
膚科学

宮地良樹編集
メディカルレビュー
社

494.8||Sa 319000636

142
消化管疾患の分類 (胃と腸:第54巻5
号・増刊号)

医学書院 493.4||Sh 319000637

143
呼吸器外科テキスト : 外科専門医・呼
吸器外科専門医をめざす人のために

日本呼吸器外科学会, 呼吸
器外科専門医合同委員会
編

南江堂 494.64||Ko 319000638

144 気管支鏡テキスト 第3版
日本呼吸器内視鏡学会編
集

医学書院 492.13||Ki 319000639

145
知っておきたい泌尿器のCT・MRI 改訂
第2版 (画像診断別冊. KEY BOOKシ
リーズ)

山下康行編著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.435||Sh 319000640

146 てんかん診療ガイドライン : 2018
「てんかん診療ガイドライン」
作成委員会編集

医学書院 493.74||Te 319000641

147
整形外科ガール : ケアにいかす解剖・
疾患・手術

清水健太郎著 南江堂 494.7||Sh 319000642

148
服部リハビリテーション技術全書 第3
版

蜂須賀研二編集/大丸幸[ほ
か]編集協力

医学書院 494.78||Ha 319000643

149
リハビリテーション医学・医療コアテキ
スト

久保俊一総編集/加藤真介,
角田亘編集/安保雅博 [ほ
か] section editor/徳永大作

医学書院 494.78||Ri 319000644

150 義肢装具のチェックポイント 第8版
日本整形外科学会, 日本リ
ハビリテーション医学会監修

医学書院 494.72||Gi 319000645

151
耳科手術のための中耳・側頭骨3D解
剖マニュアル

高木明, 平海晴一編 医学書院 496.7||Ji 319000646

152
病態栄養専門管理栄養士のための病
態栄養ガイドブック : 認定 改訂第6版

日本病態栄養学会編集 南江堂 498.58||By 319000647

153
公衆栄養学 改訂第6版 (健康・栄養科
学シリーズ)

古野純典, 吉池信男, 林宏
一編集

南江堂 498.55||Ko 319000648



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

154
がん病態栄養専門管理栄養士のため
のがん栄養療法ガイドブック 改訂第2
版 2019

日本病態栄養学会編 南江堂 494.5||Ga 319000649

155
メディカルスタッフのための栄養療法ハ
ンドブック 改訂第2版

佐々木雅也編 南江堂 498.58||Me 319000650

156
酸塩基平衡の考えかた : 故きを・温ね
て・Stewart

丸山一男著 南江堂 492.17||Ma 319000651

157 臨床検査データブック 2019-2020 黒川清 [ほか] 編集 医学書院
492.1||Ri||'19-
'20

319000652

158
あなたのプレゼン誰も聞いてませんよ!
: シンプルに伝える魔法のテクニック

渡部欣忍著 南江堂 490.7||Wa 319000653

159
精神・脳神経系疾患/消化器疾患 改訂
第2版 (薬剤師のための疾患別薬物療
法 : 病態を理解して組み立てる:2)

[野田幸裕, 峯村純子担当編
集]

南江堂 492.3||Ya||2 319000654

160 コンパス薬物治療学 原明義, 小山進編集 南江堂 492.3||Ko 319000655

161 機能形態学 改訂第4版 櫻田忍, 櫻田司編集 南江堂 491.3||Ki 319000656

162
薬学生のための病態検査学 改訂第3
版

三浦雅一編集 南江堂 492.1||Ya 319000657

163 新しい疾患薬理学 岩崎克典, 徳山尚吾編集 南江堂 491.5||At 319000658

164
医薬品のレギュラトリーサイエンス 改
訂2版

豊島聰, 黒川達夫編著 南山堂 499.1||Iy 319000659

165
図解薬剤学 改訂6版 (みてわかる薬
学)

山下伸二 [ほか] 著 南山堂 499.6||Zu 319000660

166
図解薬剤学 改訂6版 (みてわかる薬
学)

山下伸二 [ほか] 著 南山堂 499.6||Zu 319000661

167 みえる生命誕生 : 受胎・妊娠・出産
Sarah Brewer [ほか] 著/池
ノ上克, 前原澄子監訳

南江堂 495.5||Mi 319000662

168 感染症まるごとこの一冊 矢野晴美著 南山堂 493.8||Ya 319000663

169
目指せ感染症マスター!抗菌薬処方支
援の超実践アプローチ

山田和範著 南山堂 493.8||Ya 319000664

170
病歴と診察で診断する感染症 :
System1とSystem2

志水太郎, 忽那賢志編集 医学書院 493.8||By 319000665

171
リスクアセスメント力が身につく実践的
医療安全トレーニング

石川雅彦, 斉藤奈緒美著 医学書院 498.16||Ri 319000666

172
検査値を読むトレーニング : ルーチン
検査でここまでわかる

本田孝行著 医学書院 492.1||Ho 319000667

173
異常値の出るメカニズム 第7版
(Laboratory medicine)

山田俊幸, 本田孝行編集/
本田孝行 [ほか] 執筆

医学書院 492.1||Ij 319000668

174 細胞診を学ぶ人のために 第6版 坂本穆彦編 医学書院 492.19||Sa 319000669



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

175 肝胆膵高難度外科手術 第2版
日本肝胆膵外科学会高度
技能専門医制度委員会編
集/山本雅一, 海野倫明責

医学書院 494.657||Ka 319000670

176
内視鏡下鼻副鼻腔・頭蓋底手術 : CT
読影と基本手技 : 手術動画・3DCT画
像データDVD-ROM付 第2版

中川隆之編 医学書院 496.7||Na 319000671

177

フローサイトメトリーもっと幅広く使いこ
なせる! : マルチカラー解析も、ソーティ
ングも、もう悩まない! 新版 (実験医学:
別冊. 最強のステップUPシリーズ)

清田純編集 羊土社 491.31||Fu 319000672

178

糖尿病の病態生理イラスト図鑑 : 病気
のしくみ・合併症・治療による変化がわ
かる (糖尿病ケア:2019年春季増刊(通
巻203号). The Japanese journal of
diabetic caring)

細井雅之編集 メディカ出版 493.123||To 319000673

179
頭頸部の画像診断 改訂第2版 (画像
診断別冊. KEY BOOKシリーズ)

酒井修編著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.43||To 319000674

180
頭頸部の画像診断 改訂第2版 (画像
診断別冊. KEY BOOKシリーズ)

酒井修編著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.43||To 319000675

181
臨床応用に向けた疾患シーケンス解析
(遺伝子医学MOOK:34)

松本直通, 難波栄二, 古川
洋一編集

メディカルドゥ 491.69||Ri 319000676

182 ImageJではじめる生物画像解析 三浦耕太, 塚田祐基編著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

460.7||Im 319000677

183
看護師と医療スタッフのためのやさしく
わかる新生児疾患 : 原因・メカニズム、
症状 検査・診断、治療法、予防法

板橋家頭夫著 ナツメ社 493.95||It 319000678

184

月齢別発達が気になる子どもの早期
療育・育児支援ガイドブック : ママ&パ
パと医療者のための : 生まれてから6
歳までのおうちでできる療育ヒント集

岩井正憲編/熊本POSC療
育支援チーム著

メディカ出版 493.92||Ge 319000679

185
産科婦人科疾患最新の治療 2019-
2021

吉川史隆, 倉智博久, 平松
祐司編集

南江堂
495.2||Sa||'19
-'21

319000680

186 臨床微生物検査ハンドブック 第5版 小栗豊子編集 三輪書店 492.18||Ri 319000681

187 Essential細胞生物学
Bruce Alberts [ほか] 著/青
山聖子 [ほか] 訳

南江堂 463||Es 319000682

188 マッチング対策 (シリーズまとめてみた) 天沢ヒロ著 医学書院 490.79||Sh 319000683

189 ネッター解剖学アトラス
Frank H. Netter著/相磯貞
和訳

エルゼビア・ジャパ
ン/南江堂 (発売)

491.1||Ne 319000684

190
子どもの口と顎の異常・病変 口の粘膜
編

日本小児口腔外科学会編
著

クインテッセンス出
版

497.7||Ko 319000685

191
実は知らない循環器希少疾患 : どう診
る?どう対応する?

安斉俊久編 南江堂 493.2||Ji 319000686

192
魅せるプレゼンテーションのための歯
科臨床写真の撮り方

中川雅裕著/丹野努著/上
妻和幸著/菊地康司著/松
本圭史著/伊藤和明著

医歯薬出版 497.2||Mi 319000687

193 デジタルデンティストリーの実践 植松厚夫著 医歯薬出版 497.5||Ue 319000688

194
COPD慢性閉塞性肺疾患 (呼吸器疾患
診断治療アプローチ:5)

金子猛専門編集 中山書店 493.38||Co 319000689

195
整形外科診療のためのガイドライン活
用術

大川淳, 平田仁編集 中山書店 494.7||Se 319000690

196
Neurosurgical Controversies : 脳神経
外科の最新ディベート (新 NS NOW:18)

黒田敏担当編集委員/森田
明夫, 伊達勲, 菊田健一郎
編集委員

メジカルビュー社
494.627||Sh||
18

319000691



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

197
最新主要文献でみる脳神経外科学レ
ビュー

新井一監修/齊藤延人監修
/若林俊彦監修

総合医学社 494.627||Sa 319000692

198
足・足関節の最新の手術 (OS
NEXUS:19)

中村茂担当編集委員 メジカルビュー社 494.77||As 319000693

199 グレイ解剖学
Richard L. Drake, A.Wayne
Vogl, Adam W.M. Mitchell原
著/秋田恵一訳

エルゼビア・ジャパ
ン

491.1||Gr 319000694

200 保存修復学 第7版 千田彰ほか編 医歯薬出版 497.4||Ho 319000695

201 保存修復学 第7版 千田彰ほか編 医歯薬出版 497.4||Ho 319000696

202
筋肉研究最前線 : 代謝メカニズム、栄
養、老化、疾病予防、科学的トレーニン
グ法

森谷敏夫編集協力 エヌ・ティー・エス 491.367||Ki 319000697

203 コスタンゾ明解生理学 Linda S.Costanzo著
エルゼビア・ジャパ
ン

491.3||Co 319000698

204 マクロ神経病理学アトラス 新井信隆著 医学書院 493.73||Ar 319000699

205
病院内/免疫不全関連感染症診療の
考え方と進め方 第2集 (IDATEN感染症
セミナー)

IDATENセミナーテキスト編
集委員会編集

医学書院 493.8||By 319000700

206
開かれた対話と未来 : 今この瞬間に他
者を思いやる

ヤーコ・セイックラ, トム・アー
ンキル著/斎藤環監訳

医学書院 146.8||Se 319000701

207
体験学習の展開 (看護教育実践シリー
ズ:5)

高橋平徳, 内藤知佐子編集 医学書院 492.9||Ka||5 319000702

208 子宮鏡新常識を極める 日本子宮鏡研究会編 メジカルビュー社 495.43||Sh 319000703

209
一冊でわかる婦人科腫瘍の画像診断 :
モダリティ・解剖・診断・治療フォロー
アップ・ピットフォール : JSAWI発

片渕秀隆, 楫靖編集 文光堂 495.4||Is 319000704

210
DELTAプログラムによるせん妄対策 :
多職種で取り組む予防、対応、情報共
有

小川朝生, 佐々木千幸編集 医学書院 493.73||De 319000705

211
胆道癌・膵癌に対する標準手術 : 手技
習得へのナビゲート (新DS NOW:4)

北川裕久担当編集委員 メジカルビュー社 494.657||Ta 319000706

212 スタンダード細胞診テキスト 第4版
水口國雄監修/東京都保健
医療公社東京都がん検診セ
ンター編集

医歯薬出版 492.19||Su 319000707

213
臨床薬物動態学 : 薬物治療の適正化
のために 第4版

緒方宏泰編著/増原慶壮
[ほか] 著

丸善出版 491.5||Ri 319000708

214
ローマは一日にして成らず 上 (新潮文
庫:し-12-51, し-12-52. ローマ人の物
語:1-2)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||1 319000709

215
ローマは一日にして成らず 下 (新潮文
庫:し-12-51, し-12-52. ローマ人の物
語:1-2)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||2 319000710

216
ハンニバル戦記 上 (新潮文庫:し-12-
53, し-12-54, し-12-55. ローマ人の物
語:3-5)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||1 319000711

217
ハンニバル戦記 中 (新潮文庫:し-12-
53, し-12-54, し-12-55. ローマ人の物
語:3-5)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||2 319000712

218
ハンニバル戦記 下 (新潮文庫:し-12-
53, し-12-54, し-12-55. ローマ人の物
語:3-5)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||3 319000713

219
ユリウス・カエサル ルビコン以前. 上
(新潮文庫:し-12-58～63. ローマ人の
物語:8-13)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||1 319000714



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

220
ユリウス・カエサル ルビコン以前. 下
(新潮文庫:し-12-58～63. ローマ人の
物語:8-13)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||3 319000715

221
悪名高き皇帝たち 3 (新潮文庫:し-12-
67, し-12-68, し-12-69, し-12-70. ロー
マ人の物語:17-20)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||3 319000716

222
悪名高き皇帝たち 4 (新潮文庫:し-12-
67, し-12-68, し-12-69, し-12-70. ロー
マ人の物語:17-20)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||4 319000717

223
危機と克服 上 (新潮文庫:し-12-71〜
73. ローマ人の物語:21-23)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||1 319000718

224
危機と克服 中 (新潮文庫:し-12-71〜
73. ローマ人の物語:21-23)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||2 319000719

225
危機と克服 下 (新潮文庫:し-12-71〜
73. ローマ人の物語:21-23)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||3 319000720

226
賢帝の世紀 上 (新潮文庫:し-12-74, し
-12-75, し-12-76. ローマ人の物語:24-
26)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||1 319000721

227
賢帝の世紀 中 (新潮文庫:し-12-74, し
-12-75, し-12-76. ローマ人の物語:24-
26)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||2 319000722

228
賢帝の世紀 下 (新潮文庫:し-12-74, し
-12-75, し-12-76. ローマ人の物語:24-
26)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||3 319000723

229
すべての道はローマに通ず 上 (新潮
文庫:し-12-77, し-12-78. ローマ人の
物語:27-28)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||1 319000724

230
すべての道はローマに通ず 下 (新潮
文庫:し-12-77, し-12-78. ローマ人の
物語:27-28)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||2 319000725

231
終わりの始まり 上 (新潮文庫:し-12-
79, し-12-80, し-12-81. ローマ人の物
語:29-31)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||1 319000726

232
終わりの始まり 中 (新潮文庫:し-12-
79, し-12-80, し-12-81. ローマ人の物
語:29-31)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||2 319000727

233
終わりの始まり 下 (新潮文庫:し-12-
79, し-12-80, し-12-81. ローマ人の物
語:29-31)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||3 319000728

234
迷走する帝国 上 (新潮文庫:し-12-82,
し-12-83, し-12-84. ローマ人の物
語:32-34)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||1 319000729

235
迷走する帝国 中 (新潮文庫:し-12-82,
し-12-83, し-12-84. ローマ人の物
語:32-34)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||2 319000730

236
迷走する帝国 下 (新潮文庫:し-12-82,
し-12-83, し-12-84. ローマ人の物
語:32-34)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||3 319000731

237
最後の努力 上 (新潮文庫:し-12-85, し
-12-86, し-12-87. ローマ人の物語:35-
37)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||1 319000732

238
最後の努力 中 (新潮文庫:し-12-85, し
-12-86, し-12-87. ローマ人の物語:35-
37)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||2 319000733

239
最後の努力 下 (新潮文庫:し-12-85, し
-12-86, し-12-87. ローマ人の物語:35-
37)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||3 319000734

240
キリストの勝利 上 (新潮文庫:し-12-88,
し-12-89, し-12-90. ローマ人の物
語:38-40)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||1 319000735

241
キリストの勝利 中 (新潮文庫:し-12-88,
し-12-89, し-12-90. ローマ人の物
語:38-40)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||2 319000736

242
キリストの勝利 下 (新潮文庫:し-12-88,
し-12-89, し-12-90. ローマ人の物
語:38-40)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||3 319000737



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

243
ローマ世界の終焉 上 (新潮文庫:8368-
8370, し-12-91-93. ローマ人の物
語:41-43)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||1 319000738

244
ローマ世界の終焉 中 (新潮文庫:8368-
8370, し-12-91-93. ローマ人の物
語:41-43)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||2 319000739

245
ローマ世界の終焉 下 (新潮文庫:8368-
8370, し-12-91-93. ローマ人の物
語:41-43)

塩野七生著 新潮社 232||Sh||3 319000740

246

小児看護学まとめドリル : おさえておき
たい小児看護の基本 : 実習までにやっ
ておきたい! : 3週間速習! (メディカル・
ホームワーク)

SENKOSHAメディカルドリル
編集部編集

宣広社 492.925||Sh 319000741

247
ガートナー/ハイアット組織学 : アトラス
とテキスト 第3版

レスリー・P・ガートナー,
ジェームズ・L・ハイアット著/
川上速人, 松村讓兒監訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.11||Ga 319000742

248
プロが教える筋肉のしくみ・はたらき
パーフェクト事典 : オールカラー

荒川裕志著 ナツメ社 491.169||Ar 319000743

249
イラストレイテッド薬理学 (リッピンコット
シリーズ)

Richard Finkel, Thomas A.
Panavelil [著]/青山晃治 [ほ
か訳]

丸善出版 491.5||Ir 319000744

250 Di Fiore人体組織図譜
Victor P. Eroschenko著/相
磯貞和訳

南江堂 491.11||Er 319000745

251
オープンサージャリー (Urologic
surgery next:4)

土谷順彦担当編集委員 メジカルビュー社 494.92||Op 319000746

252
間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイ
ドライン

日本間質性膀胱炎研究会,
日本泌尿器科学会編集

リッチヒルメディカ
ル

494.95||Ka 319000747

253
前立腺癌のすべて : 基礎から最新治
療まで 第4版

市川智彦, 鈴木啓悦編集/
小宮顕編集協力

メジカルビュー社 494.96||Ze 319000748

254 泌尿器科手術における血管外科 田邉一成編 メジカルビュー社 494.92||Hi 319000749

255 ED診療ガイドライン 第3版
日本性機能学会, 日本泌尿
器科学会編集

リッチヒルメディカ
ル

494.97||Ed 319000750

256
写真と動画で学ぶてんかんの手術 : 難
治性てんかんに対する手術の極意を
伝授

森野道晴著 メジカルビュー社 493.74||Mo 319000751

257
麻酔科学レビュー : 最新主要文献集
2019

天羽敬祐監修 総合医学社 494||Ma 319000752

258
FAQでわかりやすい!心臓麻酔臨床実
践ガイド 第2版

澄川耕二, 原哲也編集 総合医学社 494.643||Fa 319000753

259

新時代が始まったアレルギー疾患研究
: 疾患多様性を理解し病態の層別化に
基づく治療を実現する (実験医学:増
刊:v. 37, no.10 (2019))

松本健治,  山本一彦編 羊土社 493.14||Sh 319000754

260
特集食の機能実効分子のサイエンス :
食品が生体に与える影響の理解と制
御 (実験医学:Vol.37, No.4(2019-3))

國澤純企画 羊土社 498.56||To 319000755

261
すべての診療科で役立つ栄養学と食
事・栄養療法

曽根博仁編 羊土社 498.58||Su 319000756

262
臨床栄養全史 : 栄養療法の面白さが
みえる、深まる

大熊利忠著 羊土社 498.58||Ok 319000757

263
健康長寿鍵は"フレイル〔虚弱〕"予防 :
自分でできる3つのツボ

飯島勝矢編著 クリエイツかもがわ 369.26||Ke 319000758

264
お口のトラブル解決します!補綴歯科へ
ようこそ

日本補綴歯科学会編 医歯薬出版 497.5||Ok 319000759



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

265
こどもの糖尿病と治療 : 患者説明にそ
のまま使える : 不安なパパ・ママにイラ
ストでやさしく解説

浦上達彦編著 メディカ出版 493.931||Ko 319000760

266
新生児・小児ME機器サポートブック :
きほん・きづく・きわめる : 3つのきで使
いこなす! 第2版

松井晃著 メディカ出版 493.95||Ma 319000761

267
ハイリスク児のフォローアップマニュア
ル : 小さく生まれた子どもたちへの支
援 改訂第2版

ハイリスク児フォローアップ
研究会編集

メジカルビュー社 493.9||Ha 319000762

268
小児看護学 (看護学実践 : Science of
Nursing-)

中村伸枝編著 PILAR PRESS 492.925||Sy 319000763

269
小児看護技術 第4版 (ナーシング・グラ
フィカ. 小児看護学:2)

中野綾美編 メディカ出版 492.925||Sy 319000764

270
小児の発達と看護 第6版 (ナーシング・
グラフィカ. 小児看護学:1)

中野綾美編 メディカ出版 492.925||Sy 319000765

271
「ユマニチュード」という革命 : なぜ、こ
のケアで認知症高齢者と心が通うのか

イヴ・ジネスト, ロゼット・マレ
スコッティ著/本田美和子日
本語監修

誠文堂新光社 369.26||Gi 319000766

272
不妊症・不育症治療 : データから考え
る : 希望に応える専門外来の診療指針

竹田省, 田中温, 黒田恵司
編集

メジカルビュー社 495.48||Fu 319000767

273
多胎妊娠 : 妊娠・分娩・新生児管理の
すべて

村越毅編 メジカルビュー社 495.6||Ta 319000768

274
CG動画でわかる!肩甲難産・骨盤位へ
の対応 : 肩関節の動きからみた肩甲・
上肢解出法

竹田省, 牧野真太郎, 竹田
純編集

メジカルビュー社 495.7||Cg 319000769

275
図表でわかる無痛分娩プラクティスガ
イド

村越毅編集/入駒慎吾著 メジカルビュー社 495.7||Zu 319000770

276 やさしくわかる放射線治療学 日本放射線腫瘍学会監修
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

494.54||Ya 319000771

277 医科ウイルス学 改訂第3版 高田賢蔵編集 南江堂 491.77||Ik 319000772

278 喘息予防・管理ガイドライン 2018
厚生省免疫・アレルギー研
究班作成

協和企画通信 (発
売)

493.36||Ze||'1
8

319000773

279
エンドウロロジー (Urologic surgery
next:3)

山本新吾担当編集委員 メジカルビュー社 494.92||En 319000774

280
The fault in our stars : [pbk.] (Penguin
books)

John Green Penguin 933.7||Gr 319000775

281
誰でも1回で味が決まるロジカル調理 :
レシピなしでおいしく作れるようになる

主婦の友社編 主婦の友社 596||Da 319000778

282
東大が調べてわかった衰えない人の生
活習慣

飯島勝矢著 KADOKAWA 493.185||Ij 319000779

283
つながる脳科学 : 「心のしくみ」に迫る
脳研究の最前線 (ブルーバックス:B-
1994)

理化学研究所脳科学総合
研究センター編

講談社 491.371||Tu 319000780

284
はじめての量子化学 : 量子力学が解き
明かす化学の仕組み (ブルーバック
ス:B-2090)

平山令明著 講談社 431.19||Hi 319000781

285
富士山噴火と南海トラフ : 海が揺さぶ
る陸のマグマ (ブルーバックス:B-2094)

鎌田浩毅著 講談社 453.821||Ka 319000782

286
ユマニチュード : 認知症ケア最前線
(角川oneテーマ21:D-44)

NHK取材班, 望月健 [著] KADOKAWA 493.758||Mo 319000783


