
 12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12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

世界でいちばんやさしい教養の教科書 児玉克順著 ; fancomi絵 002||K||B10049672

iPad完全マニュアル 基本操作から活用技まで一番詳しい解説書 スタンダーズ 007.63||S||B10049615

「読む」って、どんなこと? 高橋源一郎著 019||T||B10049653

新聞という病 門田隆将著 070.21||K||B10049651

心理学概論 向井希宏, 水野邦夫編 140||M||B10049660

心理学 和田万紀編 140||W||B10049648

死後の真実 E・キューブラー・ロス著 伊藤ちぐさ訳 146||K||B10049647

目の見えない私がヘレン・ケラーにつづる怒りと愛をこめた一方的な手紙 ジョージナ・クリーグ著  中山ゆかり訳 289.3||K||B10049646

救急隊員標準テキスト 救急隊員用教本作成委員会編集 317.79||K||B10049618

救急技術マニュアル 救急業務研究会編著 492.29||K||B10049617

救急資器材管理マニュアル 救急業務研究会編著 492.29||K||B10049619

救急救命スタッフのためのITLSアクセス : 車両事故における外傷受傷者救出

のプロトコール

R.L.アルソン, W.B.パターソン編著 ;

ITLS日本支部翻訳・編集・監訳
492.29||Ky||B10049621

PEMECガイドブック : 救急隊員による疾病の観察・処置の標準化
日本臨床救急医学会PMEC検討小

委員会編
492.29||N||B10049641

災害医学 災害人道医療支援会編集 498.89||Y||B10049665

救急搬送概論 加藤義則著 : 森戸正夫著 498||K||B10049662

救急活動コミュニケーションスキル : 何を聞く?何を伝える? 坂本哲也, 畑中哲生, 松本尚著 498||S||B10049650

東洋医学概論 : 新版
教科書検討小委員会著 ; 東洋療法

学校協会編
492.7||K||B10049624

経脈病候の針灸治療 張吉主編 ; 鈴木達也訳 492.75||T||B10049625

知っておきたい変更点NANDA-I看護診断 : 定義と分類 上鶴重美, T.ヘザー・ハードマン著 492.9||H||B10049638

国際看護 : 国際社会の中で看護の力を発揮するために 森淑江, 山田智惠里, 正木治恵編集 492.9||M||B10049626

看護学原論 : 看護の本質的理解と創造性を育むために 高橋照子編集 492.9||T||B10049627

助産力 進純郎, 岡本喜代子共著 498.14||S||B10049671

包帯固定学
全国柔道整復学校協会・教科書委

員会編
494.25||Z||B10049622

柔道整復学
全国柔道整復学校協会・教科書委

員会編
494.7||Z||B10049623
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　書　名 　著者 　請求記号

同調圧力 : 日本社会はなぜ息苦しいのか 鴻上尚史, 佐藤直樹著 361.4||K||B10049652

車椅子の横に立つ人 : 障害から見つめる「生きにくさ」 荒井裕樹著 369.27||A||B10049676

これで合格!全国手話検定試験 : 5級 4級 3級 2級 準1級 1級 全国手話研修センター編集 378.28||Z||B10049669

出産環境の民俗学 : 「第三次お産革命」にむけて 安井眞奈美著 385.2||Y||B10049670

竹内薫の「科学の名著」案内 : 文系でも面白い!世の中の見方が変わる90冊! 竹内薫著 404||T||B10049673

名所と聖地に秘められた高低差の謎 梅林秀行著 454.9162||U||B10049677

キャンベル生物学 Lisa A. Urry ほか著  池内昌彦 ほか訳 460||C||B10049630

ウィーバー分子生物学 Robert F.Weaver著 464.1||W||B10049631

よくわかる医療面接と模擬患者 鈴木富雄, 阿部恵子編 490.14||S||B10049637

協同学習で学ぶ医療系中国語会話 李偉, 管虹著 490.7||L||B10049659

統合医療 今西二郎著 490||I||B10049644

N教授の生理学講義ノート 二宮治明著 491.3||N||B10049629

カラー図解人体の正常構造と機能 坂井建雄, 河原克雅総編集 491.31||S||B10049633

プロが教える人体のすべてがわかる本 : 各器官の構造と機能から、注目の最

新医療まで
竹内修二監修 491.31||T||B10049639

人体の構造と機能 内田さえ, 佐伯由香,ほか 執筆 491.31||U||B10049628

プロが教える脳のすべてがわかる本 : 脳の構造と機能、感覚のしくみから、

脳科学の最前線まで
岩田誠監修 491.371||I||B10049640

イラストレイテッド生化学 Denise R. Ferrier 著  浅井将 訳 491.4||F||B10049634

生化学 薗田勝編 491.4||S||B10049635

はじめの一歩の薬理学 石井邦雄, 坂本謙司著 491.5||I||B10049667

感染制御の基本がわかる微生物学・免疫学 増澤俊幸著 491.7||M||B10049657

シンプル微生物学 小熊惠二, 堀田博, 若宮伸隆編集 491.7||O||B10049658

Janeway's 免疫生物学 Kenneth Murphy, Casey Weave 491.8||M||B10049632

シンプル免疫学 中島泉, 高橋利忠, 吉開泰信共著 491.8||N||B10049655

人体 : "生きる"を支える巧妙な人体の秘密 Newton 491.8||N||B10049661

わかる!身につく!病原体・感染・免疫 藤本秀士編著 目野郁子ほか著 493.8||F||B10049668

感染症 西基編著 ; 高橋茂樹原著 493.8||H||B10049656

ニュースタンダード脳神経外科学 生塩之敬, 種子田護, 山田和雄編集 494.627||U||B10049636

国民衛生の動向 厚生労働統計協会編 498.1||K-20-21||B10049616

みんな、かつては研修医だった。医師が答える医師たちの悩み 柳井真知著 ; 有吉孝一編集協力 498.14||Y||B10049643

よくわかるヘルスコミュニケーション 池田理知子, 五十嵐紀子編著 498||I||B10049663

シンプル衛生公衆衛生学 鈴木庄亮, 久道茂編集 498||S||B10049654

パラスポーツ・ボランティア入門 : 共生社会を実現するために 松尾哲矢, 平田竹男編 780.13||M||B10049649

健康運動実践指導者認定試験対策問題集 : 養成用テキスト最新版準拠 西端泉著 780.19||N||B10049664

スポーツ事故対策マニュアル 弁護士によるスポーツ安全対策検討委員会 780||B||B10049666

サーフライフセービング教本 : JRC蘇生ガイドライン2015準拠 日本ライフセービング協会編 785||N||B10049620

英単語ターゲット1900 : 大学入試出る順 ターゲット編集部編 834||T||B10049675

スター = Star 朝井リョウ著 913.6||A||B10049674

わかりやすさの罪 武田砂鉄著 914.6||T||B10049645
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