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明治国際医療大学附属図書館が、2021年5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。
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AIエンジニアの実務と知識がこれ1冊でしっかりわかる教科書

AIエンジニア研究会著.

007.13||A||B10049855

高校数学からはじめるディープラーニング

金丸隆志著.

007.13||K||B10049837

教養としてのAI講義

メラニー・ミッチェル著

007.13||M||B10049856

ビッグデータを支える技術 : ラップトップ1台で学ぶデータ基盤のしくみ

西田圭介著.

007.6||N||B10049857

大きな字でわかりやすいパソコン入門 : ウィンドウズ10対応版

AYURA著.

007.63||A||B10049861

脱マウス最速仕事術 : 年間120時間の時短を実現した50のテクニック

森新著.

007.634||M||B10049858

基礎から学ぶJulia : 基本文法からデータサイエンスまで

石井一夫著.

007.64||I||B10049859

認知バイアス : 心に潜むふしぎな働き

鈴木宏昭著.

141.51||S||B10049840

育児幸福感 : 育児で感じる幸せな気持ち

清水嘉子著.

143.5||S||B10049869

2分で心をうるおす名曲セラピー

神崎ゆい著.

146.8||K||B10049871

Issues and ethics in the helping professions

Gerald Corey

146.89||C||B20008980

システム論からみた援助組織の協働 : 組織のメタ・アセスメント

吉川悟編.

146||Y||B10049833

世界最高の話し方

岡本純子著.

361.454||T||B10049845

地震イツモマニュアル

地震イツモプロジェクト編

369.31||J||B10049841

社会人になるためのキャリア情報リテラシー

柴岡信一郎監著

377.95||S||B10049860

とてつもない数学

永野裕之著.

410.4||N||B10049854

「ファインマン物理学」を読む : 量子力学と相対性理論を中心として

竹内薫著.

421.3||T||B10049835

「ファインマン物理学」を読む : 力学と熱力学を中心として

竹内薫著.

423||T||B10049836

トポロジカル物質とは何か : 最新・物質科学入門

長谷川修司著.

428||H||B10049864

Life science : 長生きせざるをえない時代の生命科学講義

吉森保著.

463.6||Y||B10049853

生命はデジタルでできている : 情報から見た新しい生命像

田口善弘著.

467.3||T||B10049838

温暖化で日本の海に何が起こるのか

山本智之著.

468.8||Y||B10049863

カラー図解人体誕生 : からだはこうして造られる

山科正平著.

491.2||Y||B10049834

精神疾患をもつ人を、病院でない所で支援するときにまず読む本

小瀬古伸幸著.

492.993||K||B10049850

今だから知りたいワクチンの科学 : 効果とリスクを正しく判断するために

中西貴之著.

493.82||N||B10049862

若者から始める健康管理 : エビデンスに基づいた健康診断の勧め

国立大学保健管理施設協議会編著. 498.3||K||B10049867
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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

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。
【おすすめ新着図書の紹介】

【文芸・一般書】
第164回芥川賞・直木賞 受賞作を所蔵しました。
芥川賞受賞作
・「推し、燃ゆ」宇佐見りん
直木賞受賞作

・「心淋し川」西條奈加
2021年本屋大賞作
・「52ヘルツのクジラたち」町田そのこ

ブルーバックスシリーズは
カウンター前に移動しました。
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看 護
高度実践看護統合的アプローチ

Mary Fran Tracy編集.

492.9||T||B10049849

人間主義の看護をめざして : 新しい看護観創造への挑戦

稲光禮子監修.

492.907||I||B10049866

はじめの一歩からやさしく進めるかんたん看護研究

桂敏樹, 星野明子編集.

492.907||K||B10049865

ファーストエイド : すべての看護職のための緊急・応急処置

ファーストエイド委員会編集.

492.916||N||B10049852

保健師国家試験問題集

「標準保健師講座」編集室編集

498.079||H-22||B10049851

QUESTION BANK看護師国家試験問題解説

医療情報科学研究所編集

498.079||Q-22||B10049872

産後疲労 : データでわかる過酷な産後

飯田美代子著.

498.7||I||B10049870

JPLSガイドブック : 小児診療初期対応コース

日本小児科学会JPLS委員会編集.

493.92||N||B10049844

レスキュー・ハンドブック : 野山・水辺ですぐ役立つファーストエイド

藤原尚雄他著.

786||F||B10049843

私もみんなの役に立ちたい : 「前向き障がい者」の頭の中

小倉健睦著.

289.1||O||B10049842

5G : 大容量・低遅延・多接続のしくみ

岡嶋裕史著.

547.5||O||B10049839

Suzuran式スポーツマッサージ : 目指せスポーツトレーナー!

田渕直人著.

780.19||T||B10049868

52ヘルツのクジラたち

町田そのこ著.

913.6||M||B10049846

心淋し川 (うらさびしがわ)

西條奈加著.

913.6||S||B10049847

推し、燃ゆ

宇佐見りん著.

913.6||U||B10049848

救 急

そ の 他

【新着電子書籍の紹介】
自宅からアクセスされる際は、ID/PWが必要です。アクティブポータル掲示板で確認してください。
学内ネットワーク環境では、ログイン不要で閲覧できます。
表のリンクから閲覧していただけます。（同時アクセス1名）
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Acupuncture for Headaches, Eyes and ENT Pathologies

Montakab, Hamid

Singing Dragon

■

The Complete Guide to Acupuncture

Toguchi, Masaru;

Frederick Fell Publishers

■

Acupuncture of acupoint combinations quick lookups

Guo Changqing;

Heart Space Publications

■

Human Body Reflex Zone Quick Lookup

Guo Changqing;

Heart Space Publications

■

Illustrations Of Special Effective Acupoints for common Diseases

Guo Changqing;

Heart Space Publications

■

Quick Investigation On Acupuncture Points

Yang Jiasan;

Heart Space Publications

■

未来をひらくビジネスマナー

長江 由美子

大学教育出版

■
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