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　書　名 　著者 　請求記号

　哲　学 （1類）

Excel最強の教科書 : 完全版 : すぐに使えて、一生役立つ「成果を生み出す」超エクセル仕事術 藤井直弥, 大山啓介著 007.63||F||B10049604

iPad WORK : パソコンいらずの超仕事術 007.63||K||B10049601

パソコン仕事最速時短術115 : そのやり方、9割がムダ! 日経PC21編 007.63||N||B10049610

できるYouTuber式Excel現場の教科書 長内孝平著 007.63||O||B10049603

iPad全操作使いこなしガイド 清水義博 [編集] 007.63||S||B10049600

パソコン仕事が10倍速くなる80の方法 : たった1秒の最強スキル 田中拓也著 007.63||T||B10049609

手順通りに操作するだけ!Excel基本&時短ワザ 国本温子著 007.6384||K||B10049606

Excel 2019やさしい教科書 : わかりやすさに自信があります! 門脇香奈子著 007.6384||K||B10049607

スペースキーで見た目を整えるのはやめなさい : 8割の社会人が見落とす資料作成のキホン 四禮静子著 007.6384||S||B10049608

たった1秒で仕事が片づくExcel自動化の教科書 吉田拳著 007.6384||Y||B10049605

皮膚感覚と人間のこころ 傳田光洋著 141.24||D||B10049575

皮膚感覚の不思議 : 「皮膚」と「心」の身体心理学 山口創著 141.24||Y||B10049578

The new mind readers : what neuroimaging can and cannot reveal about our thoughts Russell A. Poldrack 141.5||P||B20008976

プロフェッショナルの原点 P.F.ドラッカー 159.4||D||B10049561

　社　会　科　学 （3類）

消防職員のためのコミュニケーション実践講座 渡部須美子編著 317.65||W||B10049598

消防白書 国家消防本部編 317.79||K-2019||B10049556

SDGs(持続可能な開発目標) 蟹江憲史著 333.8||K||B10049587

Office 365 Teams即効活用ガイド : テレワークの切り札! 岩元直久著 336.57||I||B10049602

マネジメント : 基本と原則 P.F. ドラッカー著 ; 上田惇生編訳 336||D||B10049562

正しい目標管理の進め方 : 成果主義人事を乗り越える職場主義のMBO 中嶋哲夫著 336||N||B10049563

目の見えない人は世界をどう見ているのか 伊藤亜紗著 369.275||I||B10049576

英語教育論文執筆ガイドブック : ジャーナル掲載に向けたコツとヒント 廣森友人編著 370.7||H||B10049559

教師の勝算 : 勉強嫌いを好きにする9の法則 : 脳科学×認知科学×教育学 Daniel T.Willingham著 371.41||W||B10049566

教育は何を評価してきたのか 本田由紀著 372.106||H||B10049595

授業設計マニュアル : 教師のためのインストラクショナルデザイン 稲垣忠, 鈴木克明編著 375.1||I||B10049594

教材設計マニュアル : 独学を支援するために 鈴木克明著 375.12||S||B10049565

大学授業改善とインストラクショナルデザイン 松田岳士, 根本淳子, 鈴木克明編著 377.15||M||B10049567
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明治国際医療大学附属図書館が、2020年11月までに受け入れた図書のリストです。

　【おすすめ新着図書の紹介】

【Excel 学習本】

最新のバージョンに対応したExcel学習本を購入しました。

一押しは『できるYouTuber式 Excel 現場の教科書』長内孝平[著]（インプレス）です。

YouTubeのわかりやすい解説と本との合わせ技で学べるので、初心者も理解しやすいです。

ご自身のスキルアップに是非ご活用ください。

『自閉症は津軽弁を話さない 自閉スペクトラム症のことばの謎を読み解く』

松本敏治 [著]（角川ソフィア文庫）

「自閉症の子どもって津軽弁しゃべんねっきゃ（話さないよね）」ーそんな妻の一言をきっかけ

に、心理学者の松本敏治氏はことばと心の謎の解明に乗り出した。

自閉症児者のコミュニケーションの特異性等、筆者の飽くなき探究心から見えてきた真相とは。



　書　名 　著者 　請求記号

　自　然　科　学 （4類）

人類と気候の10万年史 : 過去に何が起きたのか、これから何が起こるのか 中川毅著 451.85||N||B10049584

時を刻む湖 : 7万枚の地層に挑んだ科学者たち 中川毅著 456.91||N||B10049583

地層のきほん :地球の活動を読み解く地層の話 目代邦康, 笹岡美穂著 456||M||B10049582

恐竜学入門 : かたち・生態・絶滅 David E. Fastovsky, David B. Weishampel著 457.87||F||B10049570

鳥類学者無謀にも恐竜を語る 川上和人著 457.87||K||B10049568

恐竜の教科書 : 最新研究で読み解く進化の謎 ダレン・ナイシュ, ポール・バレット著 457.87||N||B10049571

グレゴリー・ポール恐竜事典 Gregory S.Paul著 457.87||P||B10049572

進化生物学 D・サダヴァ他著 460||S||B10049591

生態学 D・サダヴァ他著 460||S||B10049592

図解・感覚器の進化 : 原始動物からヒトへ 水中から陸上へ 岩堀修明著 481.17||I||B10049577

生物から見た世界 ユクスキュル, クリサート著 481.78||U||B10049585

鳥たちの驚異的な感覚世界 ティム・バークヘッド著 488.1||B||B10049573

医学・薬学分野で役立つ統計学の基礎 : 推定を中心にした統計手法の理論と実践 杉本典夫著 490.19||S||B10049593

MRI断層解剖アトラス 坂井建雄, 新津守著 491.16||S||B10049537

はじめての生理学 : カラー図解 田中(貴邑)冨久子著 491.3||T||B10049589

はじめての生理学 : カラー図解 田中(貴邑)冨久子著 491.3||T||B10049590

すぐに使える!fMRIデータの脳活動・機能的結合性の解析 菊池吉晃編著 491.371||K||B10049535

メディカル免疫学 ロアット, ロブソン, デルヴィス著 491.8||R||B10049599

イラストで解る救急救命士国家試験直前ドリル 喜熨斗智也編著 492.29||T||B10049555

3次元画像から学ぶCT・MRI断層解剖 似鳥俊明編著 492.43||N||B10049536

骨軟部画像解剖徹頭徹尾 : 画像解剖を極め的確に診断する 江原茂編 492.436||E||B10049538

解剖生理&ストレッチマスター : セラピストがよくわかる魔法の教科書 上原健志著 492.7||U||B10049596

鍼灸臨床最新科学 : メカニズムとエビデンス 川喜田健司 矢野忠編 492.75||K||B10049611

解剖生理学 坂井建雄, 岡田隆夫 [著] 492.9||K||B10049554

フィジカルアセスメント 492.911||O||B10049580

看護過程の展開 492.911||O||B10049581

日常性の再構築をはかるクリティカルケア看護 : 基礎から臨床応用まで 古賀雄二, 深谷智惠子編集 492.916||K||B10049579

惨事ストレスとは何か : 救援者の心を守るために 松井豊著 493.743||M||B10049597

感染症の日本史 磯田道史著 493.8||I||B10049588

自閉症は津軽弁を話さない : 自閉スペクトラム症のことばの謎を読み解く 松本敏治 [著] 493.9375||M||B10049586

膝MRI 新津守著 494.77||N||B10049553

令和時代の社会保障と働き方を考える 厚生労働省編 498.1||K||B10049557

新型コロナウイルスと感染症対策 : 特集 厚生労働統計協会編 498.1||K-20-21||B10049558

目標管理の実践・評価ワークブック : 「あるべき姿」を実現する成果目標・指標のつくり方 原玲子著 498.983||H||B10049564

　産　業 （6類）

猫脳がわかる! 今泉忠明著 645.7||I||B10049574

カラーアトラス獣医解剖学 Horst Erich König, Hans-Georg Liebich著 649.1||K||B10049569

　文　学 （9類）

論文・レポートの基本 : この1冊できちんと書ける! 石黒圭著 816.5||I||B10049560

論文の教室 : レポートから卒論まで 戸田山和久著 816.5||T||B10049532

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

mail：uni_libr@meiji-u.ac.jp
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