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書 名

著者
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総 記 （0類）
未来をつくる言葉 : わかりあえなさをつなぐために

ドミニク・チェン著

007.04||C||B10049210

その情報はどこから? : ネット時代の情報選別力

猪谷千香著

070||I||B10049179

生まれてきたことが苦しいあなたに : 最強のペシミスト・シオランの思想

大谷崇著

139.3||O||B10049181

ニュートン式超図解 最強に面白い！！心理学 人間関係編

横田正夫監修

140||Y||B10049161

反穀物の人類史 : 国家誕生のディープヒストリー

ジェームズ・C.スコット 著

209.2||Sc||B10049230

「地図感覚」から都市を読み解く : 新しい地図の読み方

今和泉隆行著

291.0173||I||B10049214

最新ビジネスマナーと今さら聞けない仕事の超基本 : ビジュアル版

宮本ゆみ子著

336.49||I||B10049166

社会的処方 : 孤立という病を地域のつながりで治す方法

西智弘編著

369.04||N||B10049218

大学生のための知的技法入門

佐藤望編著

377.15||S||B10049219

大学生のストレスマネジメント : 自助の力と援助の力

齋藤憲司 他著

377.9||S||B10049211

面接・グループディスカッション対策

高田貴久著

377.9||Sy-2021||B10049164

最期の言葉の村へ : 消滅危機言語タヤップを話す人々との30年

ドン・クリック著

389.736||K||B10049165

世界を変えた150の科学の本

ブライアン・クレッグ著

402||C||B10049202

ハウ・トゥー : バカバカしくて役に立たない暮らしの科学

ランドール・マンロー著

404||M||B10049163

ニュートン式超図解 最強に面白い！！物理

和田純夫監修

420||W||B10049223

ニュートン式超図解 最強に面白い！！化学

桜井弘監修

430||S||B10049222

ウイルスの意味論 : 生命の定義を超えた存在

山内一也著

465.8||Y||B10049168

えげつない!寄生生物

成田聡子著

468.4||N||B10049190

生き物の死にざま

稲垣栄洋著

481.7||I||B10049217

中国古代医学大系 : 漢方・鍼灸の源流 : 家本誠一論文集

家本誠一著

490.9||I||B10049234

本草経集注訳注 1巻・2巻・3巻

家本誠一著

490.9||I-1||B10049235-7

藥方愚解

木田一歩著

490.9||K||B10049233

美容と東洋医学 : 人間美と健康美の原点

王財源著 ; 大形徹監修

490.9||O||B10049232

ニュートン式超図解 最強に面白い！！人体

木村直之編集

491.3||H||B10049221

よくわかる痛み・鎮痛の基本としくみ : 痛みを起こさせないようにできるか

伊藤和憲著

491.378||I||B10049197

どこからが病気なの?

市原真著

491.61||I||B10049180

世界で一番美しい病原体と薬のミクロ図鑑

コリン・ソルター著

491.7||S||B10049209

運動器・整形外科 病気がみえるシリーズ

医療情報科学研究所編

492.08||By-11||B10049206

眼科 病気がみえるシリーズ

医療情報科学研究所編

492.08||By-12||B10049205

磁気共鳴スペクトルの医学応用 : MRSの基礎から臨床まで

成瀬昭二監著 梅田雅宏編著

492.1||N||B10049239

哲 学 （1類）

歴 史 （2類）

社 会 科 学 （3類）

自 然 科 学 （4類）

東洋医学

基礎医学
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書 名

著者
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救 急
救急救命士標準テキスト 改訂10版

救急救命士標準テキスト編集委員会編集

492.29||Ky||B10049225-9

救急救命士のための想定訓練シナリオ集

高橋宏幸著

492.29||T||B10049238

全国柔道整復学校協会・教科書委員会編

492.7||Z||B10049242

篠原昭二他編集

492.75||S||B10049201

小児看護と看護倫理 : 日常的な臨床場面での倫理的看護実践

松岡真里編集

492.925||M||B10049196

本当に大切なことが1冊でわかる脳神経

東海大学医学部付属八王子病院看護部編著

492.926||Sh||B10049207

本当に大切なことが1冊でわかる循環器

新東京病院看護部編著

492.926||Sh||B10049208

わらじ医者京日記 : ボケを看つめて

早川一光著

493.185||H||B10049194

虚血性心疾患 : 識る・診る・治す・防ぐ

中村正人専門編集

493.23||K||B10049185

トリガーポイント治療セルフケアのメソッド

Valerie DeLaune著

493.6||D||B10049200

痛みが楽になるトリガーポイントストレッチ&マッサージ

伊藤和憲著

493.6||I||B10049198

痛みが楽になるトリガーポイント筋肉トレーニング

伊藤和憲著

493.6||I||B10049199

自閉症スペクトラム入門 : 脳・心理から教育・治療までの最新知識

サイモン・バロン=コーエン著

493.76||B||B10049231

自閉スペクトラム症の理解と支援 : 子どもから大人までの発達障害の臨床経験から

本田秀夫著

493.76||H||B10049213

感染症の世界史

石弘之著

493.8||I||B10049175

人類と病 : 国際政治から見る感染症と健康格差

詫摩佳代著

493.8||T||B10049176

感染症と文明 : 共生への道

山本太郎著

493.8||Y||B10049174

救急車が来なくなる日 : 医療崩壊と再生への道

笹井恵里子著

498.021||S||B10049193

健康寿命の延伸とたばこ対策 : 特集

厚生労働統計協会編

498.1||K-19-20||B10049220

消毒と滅菌のガイドライン

大久保憲編集

498.6||O||B10049204

早川一光の「こんなはずじゃなかった」 : わらじ医者からの最期のメッセージ

早川一光 [述] ; 早川さくら著

498||H||B10049212

ゼロからトースターを作ってみた結果

トーマス・トウェイツ 著

500||T||B10049178

この世界が消えたあとの科学文明のつくりかた

ルイス・ダートネル著

504||D||B10049173

天災と国防

寺田寅彦 著

519.9||T||B10049177

柔 整
柔道整復学
鍼 灸
新しい鍼灸診療 改訂第2版
看 護

技 術（5類）

産 業 （6類）
1枚デザインの構図とレイアウト

674.7||I||B10049203

芸 術 （7類）
これからの健康とスポーツの科学

安部孝, 琉子友男編

780.19||A||B10049241

スポーツ医学研修ハンドブック

日本体育協会指導者育成専門委員会スポーツ
ドクター部会監修

780.19||Ni||B10049243

イージーフロッシングマニュアル : セルフチェックと動画でよくわかる!

大野有三編著

780.19||O||B10049195

健康・スポーツ科学のための研究方法 : 研究計画の立て方とデータ処理方法

出村愼一著

780.7||D||B10049240

ALL IN ONE

高山英士著

830.7||T||B10049189

海外ドラマで面白いほど英語が話せる超勉強法

出口武頼著

837.8||D||B10049162

リアルな英語の9割はアカデミー賞映画で学べる!

南谷三世著

837.8||M||B10049188

言 語 （8類）

『救急救命士標準テキスト 改訂第１０版』

救急救命士標準テキスト編集委員会（へるす出版）
新しく出版された改訂第10版は、図書館に5冊取り揃えました。
貸出可能な資料ですので、救急救命学科の方は、学習にご活用ください。
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文 学 （9類）
店長がバカすぎて

早見和真 [著]

913.6||H||B10049192

浮遊霊ブラジル

津村記久子著

913.6||T||B10049182

ツナグ

辻村深月著

913.6||T-1||B10049216

ツナグ：想い人の心得

辻村深月著

913.6||T-2||B10049215

猫を棄てる : 父親について語るとき

村上春樹著 ; 高妍絵

914.6||M||B10049184

悲しみの秘義

若松英輔著

914.6||W||B10049183

誤作動する脳

樋口直美著

916||H||B10049167

アーモンド

ソン・ウォンピョン著

929.13||S||B10049191

ペスト

カミュ著 宮崎嶺雄訳

953.7||C||B10049186

白の闇

ジョゼ・サラマーゴ著

969.3||S||B10049169

怪物

ディーノ・ブッツァーティ著

973||B||B10049187

いいなづけ : 17世紀ミラーノの物語 上・中・下

A・マンゾーニ著

973||M-1||B10049170-2

【おすすめ図書の紹介】
『アカデミック・スキルズ―大学生のための知的技法入門 第３版』
佐藤望 ， 湯川武［著］（慶應義塾大学出版会）
大学での学び方コツを紹介した1冊です。研究テーマの決め方、情報の探し方、レ
ポート・論文の書き方、プレゼンテーションの方法がわかりやすく書かれています。

『病気がみえる』シリーズ
医療情報科学研究所 （メディックメディア）
医学書のベストセラー。多数の画像やイラストがあり、見て理解を深めることがで
きます。教科書での学習にあわせて参考となるシリーズの図書です。
是非手に取ってみてください。

『アーモンド』
ソン ウォンピョン［著］ , 矢島 暁子 ［訳］ （祥伝社）
扁桃体(アーモンド)が人より小さく、怒りや恐怖を感じることができないユンジェ。
ある事件が起きても少年は、ただ黙ってその光景を見つめているだけだったが・・。
家族、多様性、愛情などを考えさせられる一冊です。
『ペスト』 アルベール・カミュ［著］ 宮崎嶺雄［訳］（新潮社）
ペスト禍にみまわれた都市オランの10ヶ月に及ぶ都市封鎖と、その中で混乱する
人々を描いた群像劇。疫病のパンデミックを描いた古典の名作に注目が集まりま
した。
………………………………………………………………………………………………
編集・発行 ： 明治国際医療大学附属図書館
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