
 10月 新着図書案内
明治国際医療大学附属図書館

明治国際医療大学附属図書館が、2020年10月までに受け入れた図書のリストです。

ご希望の図書が書架にない場合には、予約申込をご利用ください。ご不明な点はお気軽に職員にお尋ねください。

　書　名 　著者 　請求記号

　総　記 （0類）

演習アカデミックスキルとしてのICT活用 木野富士男著 007.6||K||B10049371

データ・リテラシー : フェイクニュース時代を生き抜く マーティン・ファクラー著 070||F||B10049350

　哲　学 （1類）

完訳7つの習慣 : 人格主義の回復 スティーブン・R・コヴィー著 159||Ko||B10049308

第3の習慣/第4の習慣/第5の習慣 小山鹿梨子まんが 159||Ko-3||B10049303

第6の習慣/第7の習慣/第8の習慣 小山鹿梨子まんが 159||Ko-4||B10049304

　社　会　科　学 （3類）

ドリル式SPI問題集 : 図解&書き込み式 : あっという間にまるわかり! 柳本新二著 307.8||Sy-2022||B10049370

地方上級教養試験過去問500 資格試験研究会編 318.3||S-2021||B10049382

地方上級・専門試験過去問500 資格試験研究会編 318.3||S-2021||B10049383

暴力の人類史 スティーブン・ピンカー著 361.3||P-1||B10049306

暴力の人類史 スティーブン・ピンカー著 361.3||P-2||B10049307

プレゼンテーション入門 : 学生のためのプレゼン上達術 大出敦編著 ; 直江健介著 361.4||O||B10049326

データ収集・分析入門 : 社会を効果的に読み解く技法 西山敏樹, 鈴木亮子, 大西幸周著 361.9||N||B10049324

学習環境のイノベーション 山内祐平著 375.1||Y||B10049318

学生による学生のためのダメレポート脱出法 慶應義塾大学日吉キャンパス学習相談員著 377.9||K||B10049323

歩く江戸の旅人たち : スポーツ史から見た「お伊勢参り」 谷釜尋徳著 384.37||T||B10049320

明治国際医療大学附属図書館の本棚（ブクログ）　 https://booklog.jp/users/unilibr

　　　　　　　　No.3 　　2020.10.7発行

　【おすすめ新着図書の紹介】

本棚形式のサイトで、図書館の新着図書の表紙を見て選べます。 気になる図書がありましたら、図書館入口の新着コーナーへ。
 ブクログの情報は、随時を更新します。 上記のURLから是非ご利用ください。

【ブルーバックスシリーズ】

ブルーバックスは講談社の科学系新書シリーズです。

図書館アンケートのリクエストにお応えし、

気になる自然科学の話題に気軽に親しめる図書を購入しました。

新着図書コーナーをご覧ください。

また、読みたい図書はリクエストいただけます。

是非ご利用ください。

【文芸・一般書】

第163回芥川賞・直木賞 受賞作を所蔵しました。

芥川賞受賞作

・「首里の馬」高山羽根子

・「破局」遠野遥

直木賞受賞作

・「少年と犬」馳星周

2020年本屋大賞ノミネート作品

https://booklog.jp/users/unilibr


　書　名 　著者 　請求記号

　自　然　科　学 （4類）

理系の文章術 : 今日から役立つ科学ライティング入門 更科功著 407||S||B10049343

理系のための研究ルールガイド : 上手に付き合い、戦略的に使いこなす 坪田一男著 407||T||B10049336

今日から使える微積分 : 基礎から大学数学の入り口まで 大村平著 413.3||O||B10049340

楽しみながら学ぶベイズ統計 ウィル・カート著 ; 水谷淳訳 417||K||B10049358

Odontornithes : a monograph on the extinct toothed birds of North America by Othniel Charles Marsh 457.8||O||B20008975

カラー図解分子レベルで見た体のはたらき : いのちを支えるタンパク質を視る 平山令明著 464.2||H||B10049348

王家の遺伝子 : DNAが解き明かした世界史の謎 石浦章一著 469.4||I||B10049344

好きになる免疫学ワークブック 萩原清文著 481.8||H||B10049380

鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 川上和人著 488.04||K||B10049352

鳥の骨格標本図鑑 川上和人著 ; 中村利和写真 488.1||K||B10049404

エンド・オブ・ライフ 佐々涼子著 490.14||S||B10049408

SPSSで学ぶ医療系データ解析 対馬栄輝著 490.19||T||B10049381

1日1ページ、読むだけで身につくからだの教養365 デイヴィッド・S・キダー ほか著 490.4||K||B10049314

ナラティブ・メディスンの原理と実践 リタ・シャロン ほか著 490.7||C||B10049321

からだと病気のしくみ講義 仲野徹著 491.3||N||B10049364

ステップアップ解剖生理学ノート 増田敦子監修 491.31||M||B10049387

筋肉は本当にすごい : すべての動物に共通する驚きのメカニズム 杉晴夫著 491.363||S||B10049341

関節学ハンドブック 飯島治之, 盆子原秀三, 山本清著 491.366||I||B10049392

つながる脳科学 : 「心のしくみ」に迫る脳研究の最前線 理化学研究所脳科学総合研究センター編 491.371||R||B10049313

睡眠の科学 : なぜ眠るのかなぜ目覚めるのか 櫻井武著 491.371||S||B10049322

「香り」の科学 : 匂いの正体からその効能まで 平山令明著 491.376||H||B10049337

痛覚のふしぎ : 脳で感知する痛みのメカニズム 伊藤誠二著 491.378||I||B10049338

カラー図解分子レベルで見た薬の働き なぜ効くのか?どのように病気を治すのか? 平山令明著 491.5||H||B10049347

免疫染色究極マニュアル 伊藤智雄編集 491.6||I||B10049372

スパルタ病理塾 : あなたの臨床を変える!病理標本の読み方 小島伊織執筆 491.6||K||B10049302

「がん」はなぜできるのか : そのメカニズムからゲノム医療まで 国立がん研究センター研究所編 491.65||K||B10049333

もっとよくわかる!腸内細菌叢 : 健康と疾患を司る“もう1つの臓器" 福田真嗣編 491.7||F||B10049377

免疫力を強くする : 最新科学が語るワクチンと免疫のしくみ 宮坂昌之著 491.8||M||B10049339

痛みのバイオマーカーとしての機能的脳画像診断法 倉田二郎編著 492.16||K||B10049315

救急救命士国家試験対策出題分野別国試問題・解説集 小関一英編著 ; 菊川忠臣著 492.29||K-21||B10049410

救急救命士国家試験問題解答・解説集　第35回～第43回 山本保博 ほか著 492.29||Ky-35||B10049289～

図書館では、国家試験の問題集を特設コーナーを設けて所蔵しています。2021年度分は、新着図書コーナーもご確認ください。

 救 急

　【国家試験問題集】

図書館に2021年度の国家試験問題集が入荷しました。

国家試験に向けて、参考書・要点集も取り揃えています。

鍼灸・柔整・看護は過去10年間の国試問題集も所蔵しています。

救急救命は、第35回～第43回の救急救命士国家試験問題解答・解説集を揃えまし

た。公務員試験問題集も所蔵しています。

図書館を活用して、国試対策にお役立てください。



　書　名 　著者 　請求記号

　自　然　科　学 （4類）

fMRI : 原理と実践 スコット A. ヒュッテルほか著 492.4371||H||B10049312

正しく理想的な姿勢を取り戻す 竹井仁著 492.5||T||B10049389

不良姿勢を正しくする 竹井仁著 492.5||T||B10049390

徹底攻略国家試験過去問題集柔道整復師用 : 第19回～第28回 明治東洋医学院編集委員会編 492.7||T-21||B10049409

徹底攻略!国家試験過去問題集あん摩マッサージ指圧師用 : 第19回～

第28回
明治東洋医学院編集委員会編 492.75||T-21||B10049316

徹底攻略!国家試験過去問題集はり師きゅう師用 : 第19回～第28回 明治東洋医学院編集委員会編 492.75||T-21||B10049379

患者の声から考える看護 渡邉順子著 492.9014||W||B10049398

看護学実習に役立つルーブリック : 作成法と実用例 北川明編集・執筆 492.907||K||B10049332

看護学生クイックノート プチナース編集部編集 492.91||P||B10049399

母性看護実習クイックノート 上敷領正子著 ; 池西静江監修 492.924||K||B10049402

小児看護ビジュアルナーシング 大塚香, 半田浩美編集 492.925||O||B10049331

小児看護実習クイックノート 四俣芳子著 ; 池西静江監修 492.925||Y||B10049403

成人・老年看護実習クイックノート 森田真帆, 伊藤美栄著 492.926||M||B10049400

これならわかる!心電図の読み方 : モニターから12誘導まで 大島一太著 492.926||O||B10049393

精神看護実習クイックノート 濱川孝二, 山門真樹著 492.927||H||B10049401

トップジャーナルから学ぶ総合診療アップデート : 西伊豆特講 仲田和正著 492||N||B10049366

発生状況からみた急性中毒初期対応のポイント 日本中毒情報センター編集 493.15||N-1||B10049368

発生状況からみた急性中毒初期対応のポイント 日本中毒情報センター編集 493.15||N-2||B10049367

高齢者のための高血圧診療 = Management of hypertension for

Elderly
名郷直樹著 ; 岩田健太郎監修・著 493.25||N||B10049356

ゲーム障害 : ゲーム依存の理解と治療・予防 ダニエル・キングほか著 493.743||K||B10049384

まるごと図解認知症 : キャラクター分類でよくわかる 山口博著 493.758||Y||B10049397

PEARS(小児救急評価・認識・病態安定化)プロバイダーマニュアル American Heart Association 著 493.92||A||B10049305

写真でみる乳幼児健診の神経学的チェック法 前川喜平, 小枝達也著 493.937||M||B10049394

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
ハイリスク児フォローアップ研究会編集 493.96||H||B10049396

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 494.7||S||B10049406

不妊症・不育症診療 : その伝承とエビデンス 柴原浩章編著 495.48||S||B10049386

公衆衛生看護学概論 標美奈子著者代表 498.08||K-1||B10049328

公衆衛生看護技術 中村裕美子著者代表 498.08||K-2||B10049329

対象別公衆衛生看護活動 松田正己著者代表 498.08||K-3||B10049330

これからの保健医療福祉行政論 : 地域づくりを推進する保健師活動 星旦二, 麻原きよみ編集 498.1||H||B10049395

からだとこころの健康学 稲葉俊郎著 498.3||I||B10049365

おうち養生きほんの100 : 不調ごとのセルフケア大全 田中友也著 ; くぼあやこイラスト 498.3||T||B10049363

母子保健マニュアル 高野陽 ほか編集・執筆 498.7||T||B10049405

健康経済学 : 市場と規制のあいだで 後藤励, 井深陽子著 498||G||B10049357

公衆衛生がみえる2020-2021 医療情報科学研究所編集 498||K||B10049378

わかりやすい公衆衛生学 清水忠彦, 佐藤拓代編集 498||S||B10049388

プラセボ学 : プラセボから見えてくる治療の本質 中野重行著 499.4||N||B10049317

　技　術（5類）

世界で生きぬく理系のための英文メール術 : 短く、正確に、要点を押さえて 吉形一樹著 507.7||Y||B10049342

Shoe dog : 靴にすべてを。 フィル・ナイト著 ; 大田黒奉之訳 589.75||K||B10049309

　芸　術 （7類）

エレンベルガーの動物解剖学 ヴィルヘルム・エレンベルガー著 701.5||E||B10049407

ディズニーCEOが実践する10の原則 ロバート・アイガー著 ; 関美和訳 778.067||I||B10049310

トレバー・ノア : 生まれたことが犯罪!? トレバー・ノア著 ; 齋藤慎子訳 779.9||N||B10049311

アスリートの科学 : 能力を極限まで引き出す秘密 久木留毅著 780.1||K||B10049346

姿勢と運動の力学がやさしくわかる本 : イラストで学ぶバイオメカニクスの基本 勝平純司, 山本敬三著 780.11||K||B10049391

極めに・究める・スポーツリハ 相澤純也, 塩田琴美著 780.19||A||B10049361



　書　名 　著者 　請求記号

　ス　ポ　ー　ツ（7類）

基礎から学ぶ!スポーツ救急医学 輿水健治著 780.19||K||B10049362

アスリートのための解剖学 : トレーニングの効果を最大化する身体の科学 大山卞圭悟著 780.19||O||B10049359

スポーツサイエンス入門 田口貞善ほか著 780.19||T||B10049360

体育・スポーツ科学概論 : 体育・スポーツの新たな価値を創造する 福永哲夫, 山田理恵, 西薗秀嗣編 780||F||B10049319

障害者とスポーツ 高橋明著 780||T||B10049349

ランニングする前に読む本 : 最短で結果を出す科学的トレーニング 田中宏暁著 782.3||T||B10049335

マラソン・ロードレース救護・医療体制整備指針 : フルマラソンから

小規模レースまで-安全に運営するために…
野口宏編集 782.3||Y||B10049369

陸上競技のコーチング学 = Coaching Theory for Athletics 日本陸上競技学会編 782||N||B10049385

サッカー上達の科学 : いやでも巧くなるトレーニングメソッド 村松尚登著 783.47||M||B10049334

ラグビー日本代表ONE TEAMの軌跡 : あの感動と勇気が甦ってくる 藤井雄一郎, 藪木宏之著 783.48||F||B10049376

　言　語 （8類）

レポート・論文をさらによくする「引用」ガイド 佐渡島紗織 ほか著 816.5||S||B10049325

心理学者が教える読ませる技術聞かせる技術 : 心を動かす、わかりや

すい表現のコツ
海保博之著 816||K||B10049345

大学生のためのアカデミック英文ライティング : 検定試験対策から英

文論文執筆まで

中谷安男著 ; コンラド・ビューシス英

文校閲
836.5||N||B10049327

　文　学 （9類）

晩夏のプレイボール あさのあつこ 著 913.6||A||B10049353

少年と犬 馳星周著 913.6||H||B10049374

天国はまだ遠く 瀬尾まいこ著 913.6||S||B10049354

首里の馬 高山羽根子著 913.6||T||B10049373

破局 遠野遥著 913.6||T||B10049375

美しい距離 山崎ナオコーラ著 913.6||Y||B10049355

記憶喪失になったぼくが見た世界 坪倉優介著 916||T||B10049351

　第2位　「脳・神経　病気がみえる v. 7」医療情報科学研究所

　第3位　「運動器・整形外科 第1　病気がみえる v. 11」医療情報科学研究所

　第4位　「徹底攻略！国家試験過去問題集 : 柔道整復師用」明治東洋医学院編集委 員会編

　第5位　「基礎と臨床がつながる疾患別看護過程」菅原美樹, 瀬戸奈津子総 監修 員会編

　第5位　「経過がみえる疾患別病態関連マップ 」山口瑞穂子, 関口恵子監 修

　第5位　「先輩ナースが書いた看護のトリセツ」久保健太郎, 濱中秀人, 徳野実和, 倉岡賢治編著 修

　第5位　「徹底攻略!国家試験過去問題集はり師きゅう師用 : 第18回～第27回」久保健太郎, 濱中秀人, 徳野実和, 倉岡賢治編著 修

………………………………………………………………………………………………

　　　　 編集・発行　：　明治国際医療大学附属図書館

　　　　 　http://www.meiji-u.ac.jp/toshokan/

mail：uni_libr@meiji-u.ac.jp

　【図書貸出ランキング】（2020/4/1～2020/9/30）

　第1位　「図解鍼灸療法技術ガイド : 鍼灸臨床の場で必ず役立つ実践のすべて」矢野忠編集主幹 坂井友実 北小路博司 ; 安野富美子編集委員

貸出件数が多かった図書は、以上の通りです。読みたい図書が、貸出中の場合は予約して次に利用することができます。

 図書の探し方でご不明な点がございましたら、図書館へお問い合わせください。

http://www.meiji-u.ac.jp/toshokan/
http://www.meiji-u.ac.jp/toshokan/
http://www.meiji-u.ac.jp/toshokan/

