
 11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、11月に受け入れた図書のリストです。ご希望の図書が貸出中の場合には、予約申込をご利用ください。

　書　名 　著者 　請求記号

　総　記 （0類）

チューリングの考えるキカイ : 人工知能の父に学ぶコンピュータ・サイエンスの基礎 阿部彩芽, 笠井琢美著 007.1||A||B10050299

AI社会の歩き方 : 人工知能とどう付き合うか 江間有沙著 007.13||E||B10050304

図解でわかる14歳から知っておきたいAI インフォビジュアル研究所著 007.13||I||B10050295

AIの壁 : 人間の知性を問いなおす 養老孟司著 007.13||Y||B10050286

15Stepで踏破自然言語処理アプリケーション開発入門 土屋祐一郎著 007.636||T||B10050297

図解!Pythonのツボとコツがゼッタイにわかる本 立山秀利著 007.64||T||B10050289

Google Apps Script目的別リファレンス : 実践サンプルコード付き 清水亮 [ほか] 著 007.645||S||B10050290

詳解!Google Apps Script完全入門 高橋宣成著 007.645||T||B10050296

　哲　学 （1類）

京大医学部で教える合理的思考 中山健夫著. 141.5||N||B10050307

時間と空間を操る「量子力学的」習慣術 村松大輔著. 147||M||B10050323

　社　会　科　学 （3類）

崩壊学 : 人類が直面している脅威の実態 パブロ・セルヴィーニュ 304||S||B10050283

武器としての図で考える習慣 : 「抽象化思考」のレッスン 平井孝志著. 336.2||H||B10050308

トヨタの会議は30分 山本大平著 336.49||Y||B10050284

実践!交渉学 : いかに合意形成を図るか 松浦正浩著. 361.3||M||B10050309

老人はAI社会をどう生きるか 平松類 [著] 367.7||H||B10050303

　自　然　科　学 （4類）

チューリングの計算理論入門 : チューリング・マシンからコンピュータへ 高岡詠子著 410.9||T||B10050285

AI・データサイエンスのための図解でわかる数学プログラミング 松田雄馬, 露木宏志著 410||M||B10050288

統計思考の世界 : 曼荼羅で読み解くデータ解析の基礎 三中信宏著 417||M||B10050294

初歩からしっかり学ぶ実習多変量解析入門 : Excel演習でムリなくわかる 涌井良幸, 涌井貞美著 417||W||B10050292

初歩からしっかり学ぶ実習統計学入門 : Excel演習でぐんぐん力がつく 涌井良幸, 涌井貞美著 417||W||B10050293

ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 量子論 和田純夫監修 421.3||W||B10050282

音と音楽の科学 = The science of sound & music 岩宮眞一郎著 424||I||B10050287

Essential細胞生物学 Bruce Alberts 著 463||Al||B10050281

まとめないACP : 整わない現場、予測しきれない死 宮子あずさ著. 490.145||M||B10050311

PICOから始める医学文献検索のすすめ 小島原典子, 490.7||K||B10050310

基本がわかる漢方医学講義 日本漢方医学教育協議会編 490.9||N||B10050279

身体運動学 : 関節の制御機構と筋機能 市橋則明編集. 491.366||I||B10050315

誤嚥性肺炎ただいま回診中! 森川暢, 493.38||M||B10050318

慢性便秘症診療ガイドライン 日本消化器病学会関連研究会 493.46||N||B10050278

股関節 : 協調と分散から捉える 建内宏重著 493.6||T||B10050298

関節リウマチ診療ガイドライン 日本リウマチ学会編集 493.63||N||B10050321

脳卒中後遺症者へのボバースアプローチ 古澤正道編 493.73||F||B10050301

脳卒中後遺症者へのボバースアプローチ 古澤正道編集 493.73||F||B10050302

前庭神経炎診療ガイドライン 日本めまい平衡医学会編 493.74||N||B10050320

美容のヒフ科学 安田利顕著. 494.8||Y||B10050314

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

　医　学　全　般
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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。
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　書　名 　著者 　請求記号

　救　急　救　命

救急救命士国家試験対策出題分野別国試問題・解説集 A・B問題編 小関一英編著 492.29||K-22||B10050324

救急救命士国家試験対策出題分野別国試問題・解説集 C・D問題編 小関一英編著 492.29||K-22||B10050325

JRC蘇生ガイドライン 日本蘇生協議会監修 492.29||N||B10050291

救急救命士国家試験対策Deru‐Q : 要点整理のための正文集 徳永尊彦編著 492.29||T||B10050326

必修救急救命士国家試験対策問題集 : これだけやれば大丈夫! 田中秀治編著 492.29||T-22||B10050327

徹底攻略!国家試験過去問題集柔道整復師用 : 第20回～第29回 明治東洋医学院編集委員会編 492.7||T-22||B10050276

救急救命スタッフのためのITLS R.L.Alson編著 494.3||A||B10050322

産科救急マニュアル 永松健編集. 495.5||N||B10050317

　鍼　灸

医学的に正しい美容鍼 : コラーゲン誘発鍼の作用機序とエビデンス 北川毅著. 492.75||K||B10050313

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20回～第29回 明治東洋医学院編集委員会編 492.75||T-22||B10050277

徹底攻略!国家試験過去問題集はり師きゅう師用 : 第20回～第29回 明治東洋医学院編集委員会編 492.75||T-22||B10050300

　看　護

じにのみるだけ疾患まとめイラスト じに著 ; 大和田潔監修 492.9||J||B10050273

看護師国試必修問題完全予想550問 看護師国家試験対策プロジェクト編 492.9079||Ka-22||B10050274

看護師国試ここだけ覚える! 看護師国家試験対策プロジェクト編 492.9079||Ka-22||B10050275

看護の現場ですぐに役立つ感染症対策のキホン 大口祐矢著. 492.911||O||B10050312

看護ケアのための摂食嚥下時の誤嚥・咽頭残留アセスメントに関する診療ガイドライン 看護ケア開発・標準化委員会編集. 492.926||K||B10050319

　芸　術 （7類）

スケッチで学ぶ美術解剖学 加藤公太著 701.5||K||B10050280

スポーツと運動の筋膜 Robert 780.19||S||B10050316

　文　学 （7類）

貝に続く場所にて 石沢麻依著. 913.6||I||B10050306

彼岸花が咲く島 李琴峰著. 913.6||R||B10050305

mail：uni_libr@meiji-u.ac.jp

………………………………………………………………………………………………

　　　　 編集・発行　：　明治国際医療大学附属図書館

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

引用

公益財団法人読書推進運動協議会「読書週間 素材集」

http://www.dokusyo.or.jp/jigyo/dokusyo/dokusyosozai.htm（2021年10月29日参照）

終戦の２年後の１９４７（昭和２２）年、まだ戦争の傷あとが日本中のあちこち

に残っているとき、「読書の力によって、平和な文化国家を創ろう」と、出版社・

取次会社・書店と図書館が力をあわせ、そして新聞や放送のマスコミも一緒になり、

第１回「読書週間」が開かれました。

第１回「読書週間」は１１月１７日から２３日でした。これはアメリカの「チル

ドレンズ・ブック・ウィーク」が１１月１６日から１週間であるのにならったもの

です。各地で講演会や本に関する展示会が開かれたり、読書運動を紹介する番組が

作られました。いまの１０月２７日から１１月９日（文化の日をはさんで２週間）

になったのは、第２回からです。

それから７０年以上が過ぎ、「読書週間」は日本中に広がり、日本は世界のなか

でも特に「本を読む国民」の国となりました。

今年の「読書週間」が、みなさん一人ひとりに読書のすばらしさを知ってもらう

きっかけとなることを願っています。

今年は第75回目の読書週間です。

秋の良い季節に読書はいかがですか。

読書ラリー

11月1日スタート！！

読書冊数に応じて

文具をプレゼント！
2 ページ

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

