
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、2022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

はじめての言語ゲーム 橋爪大三郎著 134.97||H||B10050929

限りある時間の使い方 オリバー・バークマン著 159||B||B10050950

判断推理・図形　公務員試験本気で合格！過去問解きまくり！大卒程度 東京リーガルマインド 317.4||T||B10050931

世界インフレの謎 渡辺努著 337.9||W||B10050939

ボランティア活動の責任 溝手康史著 369.7||M||B10050954

一生使える勉強法 : 勉強本100冊のベストセラーを1冊にまとめた 金川顕教著 379.7||K||B10050943

人類の起源 : 古代DNAが語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」 篠田謙一著 469.2||S||B10050940

精神障害者へのスピリチュアルケア: キリスト教とイスラム教から学ぶ3つのアプローチ 中村友彦著 490.16||N||B10050924

チャプレンという仕事: スピリチュアルケアの専門家を目指すあなたに 中村友彦著 490.16||N||B10050925

論文図表を読む作法  : 生命科学・医学論文をスラスラ読むためのFigure事典 牛島俊和, 中山敬一編集 490.7||U||B10050949

必ずアクセプトされる医学英語論文 : 完全攻略50の鉄則 康永秀生著 490.7||Y||B10050932

必ず読めるようになる医学英語論文究極の検索術×読解術 康永秀生著 490.7||Y||B10050933

超簡単!!論文作成ガイド : 『研究』しよう 山浦克典 [ほか] 著 490.7||Y||B10050951

医療者のためのLGBTQ講座 吉田絵理子総編集[ほか] 490||Y||B10050969

そもそも人体運動器 : 体のすごい原理をまるごとイラスト図解 菅本一臣著 491.16||S||B10050946

カンデル神経科学 Eric R. Kandel [ほか] 編 491.37||K||B10050928

脳は世界をどう見ているのか : 知能の謎を解く「1000の脳」理論 ジェフ・ホーキンス著 491.371||H||B10050930

運動脳 アンデシュ・ハンセン著 491.371||H||B10050936

カラー図解脳の教科書 : はじめての「脳科学」入門 三上章允著 491.371||M||B10050942

病原体の世界 : 最小にして人類最大の宿敵 : 歴史をも動かすミクロの攻防 旦部幸博, 北川善紀著 491.7||T||B10050941

臨床にいかす表面筋電図 : セラピストのための動作分析手法 加藤浩, 山本澄子編集 492.5||K||B10050960

筋膜マニピュレーション : 筋骨格系疼痛治療 Luigi Stecco [ほか]著 492.7||S||B10050958

柔道整復師のための英会話表現 塩川春彦  [ほか] 492.7||S||B10050966

職業としての鍼灸 : 鍼灸の未来を創る 矢野忠著 一枝のゆめ財団監修 492.75||Y||B10050920

看護の現場ですぐに役立つ腎・泌尿器看護のキホン 住田真貴 [ほか]著 492.9||N||B10050961

NEWはじめてのICU看護 : "なぜ"からわかる、ずっと使える! 石井はるみ編著 492.916||I||B10050962

ストーマケアはじめてBOOK : ホップ・ステップ・パーフェクト! 倉田順子 [ほか]著 492.926||K||B10050972

その息切れはCOPDです : 危ない「肺の隠れ慢性疾患」を治す! 石本修著 493.38||I||B10050955

膵臓の病気がわかる本 : 急性膵炎・慢性膵炎・膵のう胞・膵臓がん 糸井隆夫監修 493.47||I||B10050957

甲状腺の病気といわれたら : バセドウ病・橋本病・甲状腺腫瘍 西川光重編著  [ほか] 493.49||N||B10050963

精神科医が慢性疼痛を診ると : その痛みの謎と治療法に迫る 名越泰秀, 西原真理編集 493.72||N||B10050964

高次脳機能障害学 石合純夫著 493.73||I||B10050968

摂食障害の精神医学 : 「心の病気」としての理解と治療 西園マーハ文著 493.745||N||B10050947

統合失調症の一族 : 遺伝か、環境か ロバート・コルカー著 493.763||K||B10050956

サル痘特講 岡秀昭著 493.87||O||B10050948

がん治療うまくいく人、いかない人 井岡達也著 494.5||I||B10050937

運動器・整形外科の基本 : オールカラー 石井賢監修 494.7||I||B10050944

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
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　哲　学 （1類）

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。

　社　会　科　学 （3類）

　自　然　科　学 （4類）

https://booklog.jp/users/unilibr


　書　名 　著者 　請求記号

高齢者骨折外傷診療マニュアル 田島康介編 494.74||T||B10050967

不妊症・不育症治療 : データから考える : 希望に応える専門外来の診療指針 黒田恵司 [ほか]編 495.48||K||B10050970

Baby shower : ちいさな命と向き合った出生前診断9つの物語 夫律子著 495.6||P||B10050953

めまい診療ハンドブック : 最新の検査・鑑別診断と治療 武田憲昭専門編集 496.5||T||B10050959

舌の診かた : 舌の状態から全身疾患や体の歪みに気づく 小山浩一郎著 497.2||O||B10050965

保健師国家試験問題集 「標準保健師講座」編集室 498.079||H-23||B10050927

国民衛生の動向 厚生労働統計協会編 498.1||K-22-23||B10050934

柔道整復師が知っておくべき法的知識Q&A 高津陽介著 498.12||T||B10050945

訪問看護師という生き方 森元陽子著 498.14||M||B10050935

「調子いい!」が続く姿勢と呼吸の整え方 藤平信一著 498.3||T||B10050926

食べることと出すこと 頭木弘樹著 598.4||K||B10050952

山はおそろしい : 必ず生きて帰る!事故から学ぶ山岳遭難 羽根田治著 786.18||H||B10050938

公式TOEIC listening & reading問題集　9 ETS著 830.79||E||B10050973

　◆ 学外から利用できる電子リソース

　◆ 学外から利用できる図書館サービス

　自　然　科　学 （4類）

　【図書館の紹介】

………………………………………………………………………………………………

　　　　 編集・発行　：　明治国際医療大学附属図書館

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

mail：uni_libr@meiji-u.ac.jp

　技　術（5類）

　芸　術 （7類）

　言　語 （8類）

自宅や学外からリモートアクセスにより利用可能なデータベース、電子書籍など、オンライン上で利用できる資料は以下のとおりです。

電子書籍

リモートアクセスにより、図書館に来館しなくても電子書籍が閲

覧できます。オープンアクセス資料や古典の名作コレクションの

導入により数多く資料が利用できるようになりました。

• eBook Collection (EBSCOhost)

データベース メディカルオンライン

日本国内の医学文献の検索全文閲覧をはじめ、医薬

品・医療機器・医療関連サービスの情報を幅広く提

供する医学・医療の総合サイトです。

学内ネットワーク環境でのMyページ登録により、リ

モートアクセスでご利用いただけます。

ポータルサイト

図書館に来館しなくても、インターネットで資料の取寄せや貸出履

歴ができるサービスです。ログインするには、IDとパスワードが必

要です。

ポータルサイトの主なサービス内容

• 文献複写の申込

• 学外への図書借用の申込

• 図書の予約

• 貸出履歴の確認

• リクエスト図書の申込

• 新着図書・ベストリーダー図書の情報の参照

• 投書・参考質問情報のメッセージ機能

郵送図書貸出

貸出図書の宅配サービスです。往復の送料・手数料

は、利用者負担です。

オンラインレファレンス

レファレンスサービス（質問・相談）を、お問い

合わせフォームからオンラインで受付しています。

文献調査、所蔵図書の検索、データベースの使い

方、電子ジャーナルや電子書籍の接続方法など。

図書館Webサイト

附属図書館の開館情報や蔵書検索等、基本的な利

用案内を掲載しています。図書館Webサイト

• Maruzen eBook Library

http://www.meiji-u.ac.jp/toshokan/
http://www.meiji-u.ac.jp/toshokan/
http://www.meiji-u.ac.jp/toshokan/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=ehost&amp;defaultdb=nlebk
https://www.medicalonline.jp/
https://lib.meiji-u.ac.jp/libtrans?page=portal
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb9nbyqc13jOAoxGLqMZKNoa942sCNLQDnONdTwVJC0Ua7XQ/viewform
https://www.meiji-u.ac.jp/toshokan/
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList?1

