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登録番号 所在区分２

禁帯区分 請求記号

SPSSで学ぶ医療系データ解析 / 対馬栄輝著

東京図書

00115763 ２階医学１

貸出可

490.19/Ts 91

日本医家列伝 : 鑑真から多田富雄まで / 鈴木昶著

大修館書店

00115819 ２階医学１

貸出可

490.28/Su 96

いばらき医療福祉研究集会 第29回 ; いばらき歯科医療フォーラム記
録集 第10回

茨城県保険医協会

00115688 ２階医学１

貸出可

490.4/I 11/29

日本理学療法士協会五十年史 / 50周年記念誌編集委員会編

日本理学療法士協会 00115578 ２階医学１

貸出可

490.6/N 71

書誌事項

国際学会はじめの一歩 : PT・OT・STのための / 一杉正仁, 清水雅子 三輪書店
編著

00115766 ２階医学１

貸出可

490.7/H 77

療法士のための体表解剖学 / ベルンハルト・ライヒャルト著 ; 池田美
紀翻訳

ガイアブックス

00115791 ２階医学１

貸出可

491.1/R 25

人間の運動学 : ヒューマン・キネシオロジー / 宮本省三 [ほか] 著

協同医書出版社

00115799 ２階医学１

貸出可

491.36/Mi 77

リハビリテーション運動生理学 / 解良武士編集

メジカルビュー社

00115768 ２階医学１

貸出可

491.367/R 39

意識と無意識のあいだ : 「ぼんやり」したとき脳で起きていること / マイ 講談社
ケル・コーバリス著 ; 鍛原多惠子訳

00115754 ２階医学１

貸出可

491.371/C 88

眠っているとき、脳では凄いことが起きている : 眠りと夢と記憶の秘密
/ ペネロペ・ルイス著 ; 西田美緒子訳

インターシフト

00115802 ２階医学１

貸出可

491.371/L 59

脳のイメージング / 宮内哲 [ほか] 著 ; 徳野博信編

共立出版

00115777 ２階医学１

貸出可

491.371/Mi 86

SGH cancer research reports 2016

SGH財団

00115575 ２階医学１

貸出可

491.65/Sa 16/'16

内科診断学 / 福井次矢, 奈良信雄編集

医学書院

00115786 ２階医学１

貸出可

492.1/N 28

Principles of exercise testing and interpretation : including
pathophysiology and clinical applications / Karlman Wasserman ...

Wolters Kluwer
Health/Lippincott

00115835 ２階医学１

貸出可

492.12/P 93

放射線治療計画ガイドライン 2016年版 / 日本放射線腫瘍学会編

金原出版

00115796 ２階医学１

貸出可

492.4/H 91/'16

2017年9月1日

1/12 ページ

出版者名
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CT造影技術 / 八町淳企画 ; 寺澤和晶編集

メディカルアイ

00115833 ２階医学１

貸出可

492.43/C 94

fMRI : 原理と実践 / スコット A. ヒュッテル, アレン W. ソング, グレゴ
リー マッカーシー著 ; 福山秀直監訳

メディカル・サイエン
00115821 ２階医学１
ス・インターナショナル

貸出可

492.43/H 98

最新運動療法大全 1 : 基礎編 / キャロリン・キスナー, リン・アラン・コ
ルビー著 ; 黒澤和生日本語版監修 ; 川島由紀子, 高橋由美子訳

ガイアブックス

00115767 ２階医学１

貸出可

492.5/Ki 58/1

Braddom's physical medicine & rehabilitation / edited by David X.
Cifu ; associate editors, Darryl L. Kaelin ... [et al.]

Elsevier

00115034 ２階医学１

貸出可

492.5/P 57

リハビリテーションビジュアルブック / 稲川利光編集

学研メディカル秀潤社 00115748 ２階医学１

貸出可

492.5/R 39

Documentation manual for occupational therapy : writing SOAP
notes / Crystal A. Gateley, Sherry Borcherding

SLACK Incorporated

00115035 ２階医学１

貸出可

492.6/B 65

高齢期作業療法学 / 松房利憲, 新井健五編集 ; 勝山しおり編集協
力

医学書院

00115720 ２階医学１

貸出可

492.6/H 99

身体機能作業療法学 / 山口昇, 玉垣努編集

医学書院

00115721 ２階医学１

貸出可

492.6/H 99

Occupational therapies without borders : integrating justice with
practice / edited by Dikaios Sakellariou, Nick Pollard ; foreword by

Elsevier

00115020 ２階医学１

貸出可

492.6/O 14

地域作業療法学 / 德永千尋, 田村孝司編集

メジカルビュー社

00115740 ２階医学１

貸出可

492.6/Sa 16

身体領域の作業療法 : プログラム立案のポイント / 大嶋伸雄編集

中央法規出版

00115732 ２階医学１

貸出可

492.6/Sh 69

ICU合併症の予防策と発症時の戦い方 : 真剣に向き合う!現場の知恵 羊土社
とエビデンス / 萩原祥弘, 清水敬樹編

00115500 ２階医学１

貸出可

492/I 17

ICUから始める早期リハビリテーション : 病態にあわせて安全に進める 羊土社
ための考え方と現場のコツ / 中村俊介編

00115501 ２階医学１

貸出可

492/I 17

薬物依存臨床の焦点 / 松本俊彦著

金剛出版

00115804 ２階医学２

貸出可

493.155/Ma 81

心不全の緩和ケア : 心不全患者の人生に寄り添う医療 / 大石醒悟
[ほか] 編集

南山堂

00115812 ２階医学２

貸出可

493.23/Sh 62

胃がん検診エビデンス・レポート 2014年度版 / 胃がん検診文献レ
ビュー委員会[編]

胃がん検診文献レ
ビュー委員会

00115539 ２階医学２

貸出可

493.45/I 23

書誌事項
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下肢運動器疾患の診かた・考えかた : 関節機能解剖学的リハビリ
テーション・アプローチ / 中図健編集

医学書院

00115749 ２階医学２

貸出可

493.6/Ka 75

英国ボバース講師会議によるボバース概念 : 神経リハビリテーション
の理論と実践 / メアリ・リンチ・エラリントン, スー・レイン, リンジ・メドー

ガイアブックス

00115792 ２階医学２

貸出可

493.7/B 61

神経内科ハンドブック : 鑑別診断と治療 / 水野美邦編集

医学書院

00115787 ２階医学２

貸出可

493.7/Sh 64

神経心理学的アセスメント・ハンドブック / 小海宏之著

金剛出版

00115803 ２階医学２

貸出可

493.72/Ko 95

認知症・パーキンソン症候群臨床と画像との対応 : MRI・SPECTを中
心に / 鈴木正彦, 川﨑敬一著

金原出版

00115753 ２階医学２

貸出可

493.75/Su 96

認知症の正しい理解と包括的医療・ケアのポイント : 快一徹!脳活性
化リハビリテーションで進行を防ごう / 山口晴保編著 ; 佐土根朗, 松

協同医書出版社

00115730 ２階医学２

貸出可

493.75/Y 24

サイコパス・インサイド : ある神経科学者の脳の謎への旅 / ジェーム
ス・ファロン著 ; 影山任佐訳

金剛出版

00115801 ２階医学２

貸出可

493.76/F 13

サイコパス / 中野信子著

文藝春秋

00115765 ２階医学２

貸出可

493.76/N 39

感染症キャラクター図鑑 : 気になるあの病気から自分を守る! / 岡田
晴恵監修 ; いとうみつるイラスト

日本図書センター

00115719 ２階医学２

貸出可

493.8/Ka 59

内科医・小児科研修医のための小児救急治療ガイドライン / 市川光
太郎編

診断と治療社

00115809 ２階医学２

貸出可

493.92/N 28

小児疾患診療のための病態生理 3 / 『小児内科』『小児外科』編集委 東京医学社
員会共編

00115834 ２階医学２

貸出可

493.93/Sh 96/3

小児血液・腫瘍学 / 日本小児血液・がん学会編

診断と治療社

00115808 ２階医学２

貸出可

493.931/Sh 96

小児腎疾患の臨床 / 五十嵐隆著

診断と治療社

00115810 ２階医学２

貸出可

493.935/I 23

発達OTが考える子どもセラピィの思考プロセス : あなたのセラピィを構 メジカルビュー社
築するためのいくつかのヒント / 小松則登編集

00115481 ２階医学２

貸出可

493.937/H 43

Campbell's physical therapy for children / Robert J. Palisano, Margo
N. Orlin, Joseph Schreiber

00115240 ２階医学２

貸出可

493.94/P 57

00115490 ２階医学２

貸出可

493.95/Ma 77

書誌事項

Elsevier

新生児・小児ME機器サポートブック : きほん・きづく・きわめる : 3つの メディカ出版
きで使いこなす! / 松井晃著
2017年9月1日

3/12 ページ

出版者名
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新生児蘇生法テキスト : 日本版救急蘇生ガイドライン2015に基づく /
細野茂春監修

メジカルビュー社

00115484 ２階医学２

貸出可

493.95/Sh 69

基本からわかる看護統計学入門 / 大木秀一著

医歯薬出版

00115752 ２階医学２

貸出可

N019/O 51

「尺度」を使った看護研究のキホンとコツ : 看護研究の精度向上・時間 日本看護協会出版会 00115736 ２階医学２
短縮のために / 鳩野洋子, 長聡子, 前野有佳里執筆 ; 川本利恵子

貸出可

N07/Sh 12

看護のためのシミュレーション教育はじめの一歩ワークブック / 阿部
幸恵著

日本看護協会出版会 00115735 ２階医学２

貸出可

N073/A 12

保健医療福祉のしくみ・看護と法律 / 山本光昭著

メヂカルフレンド社

00115487 ２階医学２

貸出可

N08/Ka 54/'17-5

ナースのためのやさしくわかる基礎看護技術 : マンガと写真でわかる
/ 石田弘子編著

ナツメ社

00115733 ２階医学２

貸出可

N11/I 72

生体検査検体検査看護技術 : 臨地実習でよく出会う!看護師国試で
問われる! / Nursing canvas編集室編集

学研メディカル秀潤社 00115729 ２階医学２

貸出可

N11/Se 19

輸液・輸血指示の根拠とコール対応の見きわめ方 : 基礎からわかる!
ケアに活かせる! / 石松伸一監修

学研メディカル秀潤社 00115794 ２階医学２

貸出可

N11/Y 96

NANDA-I-NIC-NOCの基本を理解する : 最新の動向と看護計画へ
の活用の仕方 / 黒田裕子編集

医学書院

00115723 ２階医学２

貸出可

N13/Ku 72

写真でわかる看護のためのフィジカルアセスメントアドバンス : 生活者 インターメディカ
の視点から学ぶ身体診察法 / 守田美奈子監修 ; 鈴木憲史医学指導

00115727 ２階医学２

貸出可

N13/Sh 13

ナースのための臨床推論 : 迅速・的確なトリアージができる! / 徳田安 メヂカルフレンド社
春著

00115743 ２階医学２

貸出可

N13/To 35

看護介入分類「NIC」 / Gloria M. Bulechek [ほか] 編 ; 中木高夫, 黒
田裕子監訳

エルゼビア・ジャパン

00115734 ２階医学２

貸出可

N16/N 99

看護成果分類「NOC」 : 成果測定のための指標・測定尺度 / Sue
Moorhead [ほか] 原著 ; 黒田裕子, 聖隷浜松病院看護部監訳

エルゼビア・ジャパン

00115728 ２階医学２

貸出可

N16/N 99

生活機能からみた老年看護過程 : +病態・生活機能関連図 / 山田律 医学書院
子 [ほか] 編集

00115713 ２階医学２

貸出可

N318/Se 17

ナースのための肝炎看護ハンドブック : C型肝炎対策を中心に / 清
澤研道編

医薬ジャーナル社

00115699 ２階医学２

貸出可

N347/N 56

まるごと図解ケアにつながる脳の見かた : オールカラー / 波多野武
人編著

照林社

00115759 ２階医学２

貸出可

N373/H 42

書誌事項

2017年9月1日
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看護系大学におけるコアカリキュラムに応じた小児看護学教育の実習 [川名るり]
コアモデルの開発 / 川名るり研究代表者

00115548 ２階医学２

貸出可

N39/Ka 54

小児看護技術 / 添田啓子 [ほか] 編著

メヂカルフレンド社

00115742 ２階医学２

貸出可

N39/So 21

分子標的治療薬とケア / 遠藤久美, 本山清美編集

医学書院

00115722 ２階医学２

貸出可

N45/G 19

たった20項目で学べるスキンケア / 安部正敏編著

学研メディカル秀潤社 00115793 ２階医学２

貸出可

N48/A 12

フォレンジック看護 : 性暴力被害者支援の基本から実践まで / 加納
尚美, 李節子, 家吉望み編集 ; 日本フォレンジック看護学会執筆

医歯薬出版

00115724 ２階医学２

貸出可

N5/F 39

看護の国際協力 : 46年の記録 / 国際看護交流協会編

国際看護交流協会

00115301 ２階医学２

貸出可

N8/Ka 54

看護管理学 : 知る・活かす / 黒田美喜子編著

PILAR PRESS

00115764 ２階医学２

貸出可

N8/Ku 72

写真でわかる訪問看護アドバンス : 訪問看護の世界を写真と動画で
学ぶ! / 押川真喜子監修

インターメディカ

00115725 ２階医学２

貸出可

N93/Sh 13

よくわかる在宅看護 : 知識が身につく!実践できる! / 角田直枝編集

学研メディカル秀潤社 00115714 ２階医学２

貸出可

N93/Y 79

在宅ケアリスクマネジメントマニュアル : “生活の場”のリスクをさらに検 日本看護協会出版会 00115737 ２階医学２
証! / 宮崎和加子編集・執筆 ; 小菅紀子 [ほか] 執筆

貸出可

N93/Z 1

がん診療レジデントマニュアル / 国立がん研究センター内科レジデン 医学書院
ト編

00115788 ２階医学３

貸出可

494.5/G 19

がん放射線治療パーフェクトブック / 唐澤久美子, 藤本美生編集

学研メディカル秀潤社 00115744 ２階医学３

貸出可

494.5/G 19

動画で学ぶ筋電電動義手マニュアル / 田中宏太佳編集

松本義肢製作所

00115577 ２階医学３

貸出可

494.72/D 81

橈骨遠位端骨折診療ガイドライン 2017 / 日本整形外科学会診療ガ
イドライン委員会, 橈骨遠位端骨折診療ガイドライン策定委員会編集

南江堂

00115717 ２階医学３

貸出可

494.74/To 34/'17

Total hip care : 股関節 : チームで支える人工股関節全置換術 / 中
川法一編

三輪書店

00115739 ２階医学３

貸出可

494.77/To 73

子宮頸がんワクチン、副反応と闘う少女とその母たち / 黒川祥子著

集英社

00115779 ２階医学３

貸出可

495.43/Ku 74

書誌事項

2017年9月1日
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不妊治療を考えたら読む本 : 科学でわかる「妊娠への近道」 / 浅田
義正, 河合蘭著

講談社

00115755 ２階医学３

貸出可

495.48/A 81

妊娠・出産・子育てをめぐるこころのケア : 親と子の出会いからはじま
る周産期精神保健 / 永田雅子編著

ミネルヴァ書房

00115738 ２階医学３

貸出可

495.5/N 23

CG動画でわかる!分娩のしくみと介助法 / 竹田省, 髙橋眞理編集

メジカルビュー社

00115741 ２階医学３

貸出可

495.7/Sh 32

写真でわかる助産技術アドバンス : 妊産婦の主体性を大切にしたケ
ア、安全で母子に優しい助産のわざ / 平澤美惠子, 村上睦子監修

インターメディカ

00115726 ２階医学３

貸出可

495.9/Sh 13

ICDのABC 平成29年度版 : 国際疾病分類「ICD-10「2013年度版」準 厚生労働統計協会
拠」の有効活用を目指して : 疾病、傷害及び死因の統計分類のよりよ

00115564 ２階医学３

貸出可

498.059/I 13/'17

助産師になるには / 加納尚美編著

ぺりかん社

00115822 ２階医学３

貸出可

498.14/Ka 58

医療安全管理実務者標準テキスト / 日本臨床医学リスクマネジメント
学会テキスト作成委員会編集

へるす出版

00115820 ２階医学３

貸出可

498.16/I 67

「いい病院」への挑戦 : 患者のためにできること / 宗田理, 宗田律著

角川学芸出版

00115692 ２階医学３

貸出可

498.16/So 15

テーマ : 見つめよう、自分の心と身体

千葉県立保健医療大 00115540 ２階医学３
学

貸出可

498.3/Te 33

書誌事項

10代女性の周産期を中心とした育児支援システムの構築 / 小川久貴 [小川久喜子]
子研究代表者

00115579 ２階医学３

貸出可

498.7/J 88

研究倫理の確立を目指して : 国際動向と日本の課題 / 東北大学高
度教養教育・学生支援機構編

東北大学出版会

00115823 ２階自然

貸出可

407/Ke 45

すぐわかる統計処理の選び方 / 石村貞夫, 石村光資郎著

東京図書

00115760 ２階自然

貸出可

417/I 78

SPSSによる線型混合モデルとその手順 / 石村貞夫, 子島潤, 石村友
二郎著

東京図書

00115826 ２階自然

貸出可

417/I 78

統計学の基礎のキ : 分散と相関係数編 : わかってナットク!! / 石村貞 東京図書
夫, 石村光資郎著

00115761 ２階自然

貸出可

417/I 78

統計学の基礎のソ : 正規分布とt分布編 : わかってナットク!! / 石村
貞夫, 石村友二郎著

東京図書

00115762 ２階自然

貸出可

417/I 78

SPSSによるカテゴリカルデータ分析の手順 / 石村貞夫 [ほか] 著

東京図書

00115825 ２階自然

貸出可

417/I 78

2017年9月1日
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出版者名

登録番号 所在区分２

禁帯区分 請求記号

SPSSによる多変量データ解析の手順 / 石村貞夫, 石村光資郎著

東京図書

00115824 ２階自然

貸出可

417/I 78

研究をブラッシュアップするSPSSとAmosによる心理・調査データ解析
/ 小塩真司著

東京図書

00115828 ２階自然

貸出可

417/O 77

SPSS完全活用法 : データの入力と加工 / 酒井麻衣子著

東京図書

00115827 ２階自然

貸出可

417/Sa 29

SPSSによるデータ分析 / 寺島拓幸, 廣瀬毅士著

東京図書

00115829 ２階自然

貸出可

417/Te 63

看護学生のための物理学 / 佐藤和艮著

医学書院

00115698 ２階自然

貸出可

420/Sa 85

基礎分子生物学 / 田村隆明, 村松正實著

東京化学同人

00115778 ２階自然

貸出可

464.1/Ta 82

人文・社会科学のための研究倫理ガイドブック / 眞嶋俊造, 奥田太
郎, 河野哲也編著

慶應義塾大学出版会 00115811 ２階人文０～２

貸出可

002.7/Ma 32

わが師・先人を語る 3 / 上廣倫理財団編

弘文堂

00115693 ２階人文０～２

貸出可

002/W 14/3

自由と尊厳を超えて / B・F・スキナー著 ; 山形浩生訳

春風社

00115807 ２階人文０～２

貸出可

140.18/Sk

心理学をまじめに考える方法 : 真実を見抜く批判的思考 / キース・E・ 誠信書房
スタノヴィッチ著 ; 金坂弥起監訳

00115815 ２階人文０～２

貸出可

140/St 2

医療スタッフのための心の生物学入門 / 廣中直行著

00115800 ２階人文０～２

貸出可

141.2/H 71

ルシファー・エフェクト : ふつうの人が悪魔に変わるとき / フィリップ・ジ 海と月社
ンバルドー著 ; 鬼澤忍, 中山宥訳

00115696 ２階人文０～２

貸出可

141.6/Z 4

認知行動療法と精神分析が出会ったら : こころの臨床達人対談 / 藤
山直樹, 伊藤絵美著

00115700 ２階人文０～２

貸出可

146.8/F 68

ケアする人も楽になる : マインドフルネス&スキーマ療法 BOOK1 / 伊 医学書院
藤絵美著

00115750 ２階人文０～２

貸出可

146.8/I 89/1

ケアする人も楽になる : マインドフルネス&スキーマ療法 BOOK2 / 伊 医学書院
藤絵美著

00115751 ２階人文０～２

貸出可

146.8/I 89/2

精神医療・臨床心理の知識と技法 : 公認心理師必携 / 下山晴彦, 中 医学書院
嶋義文編集

00115789 ２階人文０～２

貸出可

146.8/Se 19

書誌事項

2017年9月1日

協同医書出版社

岩崎学術出版社
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出版者名

登録番号 所在区分２

禁帯区分 請求記号

野の医者は笑う : 心の治療とは何か? / 東畑開人著

誠信書房

00115816 ２階人文０～２

貸出可

146.8/To 23

Roots and branches / John C. Norcross, Gary R. VandenBos, and
Donald K. Freedheim, editors-in-chief ; Melanie M. Domenech

American
Psychological

00115063 ２階人文０～２

貸出可

146/A 59/1

Theory and research / John C. Norcross, Gary R. VandenBos, and
Donald K. Freedheim, editors-in-chief ; Bunmi O. Olatunji,

American
Psychological

00115064 ２階人文０～２

貸出可

146/A 59/2

Applications and methods / John C. Norcross, Gary R. VandenBos,
and Donald K. Freedheim, editors-in-chief ; Radhika Krishnamurthy,

American
Psychological

00115065 ２階人文０～２

貸出可

146/A 59/3

Psychopathology and health / John C. Norcross, Gary R.
VandenBos, and Donald K. Freedheim, editors-in-chief ; Nnamdi

American
Psychological

00115066 ２階人文０～２

貸出可

146/A 59/4

Education and profession / John C. Norcross, Gary R. VandenBos,
and Donald K. Freedheim, editors-in-chief ; Linda F. Campbell,

American
Psychological

00115067 ２階人文０～２

貸出可

146/A 59/5

暴力の人類史 上 / スティーブン・ピンカー著 ; 幾島幸子, 塩原通緒
訳

青土社

00115817 ２階人文０～２

貸出可

209/P 66/1

暴力の人類史 下 / スティーブン・ピンカー著 ; 幾島幸子, 塩原通緒
訳

青土社

00115818 ２階人文０～２

貸出可

209/P 66/2

1日5分でミスをしない!ちょっとしたコツ事典

日経BP社

00115674 ２階人文３

貸出可

336/I 16

ザ・ソーシャル・アニマル : 人と世界を読み解く社会心理学への招待
/ E・アロンソン著 ; 岡隆訳

サイエンス社

00115805 ２階人文３

貸出可

361.4/A 79

心の中のブラインド・スポット : 善良な人々に潜む非意識のバイアス /
M. R. バナージ, A. G. グリーンワルド著 ; 北村英哉, 小林知博訳

北大路書房

00115798 ２階人文３

貸出可

361.4/B 17

弱者の居場所がない社会 : 貧困・格差と社会的包摂 / 阿部彩著

講談社

00115746 ２階人文３

貸出可

361.8/A 12

質的研究の「質」管理 / ウヴェ・フリック著 ; 上淵寿訳

新曜社

00115830 ２階人文３

貸出可

361.9/Sa 16/8

調査研究報告書サマリー 平成28年度 / 高齢・障害・求職者雇用支援 高齢・障害・求職者雇 00115691 ２階人文３
機構障害者職業総合センター編集
用支援機構障害者職

貸出可

366.28/C 54/'16

キャリアと出産 : 働く女性のワーク・バース・バランス / 大葉ナナコ著

00115797 ２階人文３

貸出可

366.38/O 11

00115814 ２階人文３

貸出可

367.3/N 91

書誌事項

河出書房新社

「ハイブリッドな親子」の社会学 : 血縁・家族へのこだわりを解きほぐす 青弓社
/ 野辺陽子 [ほか] 著
2017年9月1日
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登録番号 所在区分２
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最下層女子校生 : 無関心社会の罪 / 橘ジュン著

小学館

00115757 ２階人文３

貸出可

367.6/Ta 13

先生と親のためのLGBTガイド : もしあなたがカミングアウトされたなら
/ 遠藤まめた著

合同出版

00115756 ２階人文３

貸出可

367.9/E 59

にじ色の本棚 : LGBTブックガイド / 原ミナ汰, 土肥いつき編著

三一書房

00115806 ２階人文３

貸出可

367.9/H 31

セクシュアル・マイノリティQ&A / LGBT支援法律家ネットワーク出版プ 弘文堂
ロジェクト編著

00115731 ２階人文３

貸出可

367.9/L 59

ルポ同性カップルの子どもたち : アメリカ「ゲイビーブーム」を追う / 杉 岩波書店
山麻里子著

00115694 ２階人文３

貸出可

367/Su 49

つながる・ささえる・つくりだす在宅現場の地域包括ケア / 秋山正子著 医学書院

00115712 ２階人文３

貸出可

369.26/A 38

名前のない母子をみつめて : 日本のこうのとりのゆりかごドイツの赤
ちゃんポスト / 蓮田太二, 柏木恭典著

北大路書房

00115780 ２階人文３

貸出可

369.41/H 39

地域共生のための検討報告書 : 保育園等での子どもの声の騒音問
題に関する / 橋本典久 [編]

八戸工業大学・大学
院音環境研究室

00115538 ２階人文３

貸出可

369.42/C 43

ネットいじめの構造と対処・予防 / 加納寛子編著

金子書房

00115795 ２階人文３

貸出可

371.4/Ka 58

Counseling students in levels 2 and 3 : a PBIS/RTI guide / Jon M.
Shepard, Jeffrey D. Shahidullah, John S. Carlson

Corwin/a SAGE
company

00115022 ２階人文３

貸出可

371.43/Sh 14

「心の理論」から学ぶ発達の基礎 : 教育・保育・自閉症理解への道 /
子安増生編著

ミネルヴァ書房

00115474 ２階人文３

貸出可

371.45/Ko 97

すぐに使えてよくわかる養護教諭のフィジカルアセスメント / 北垣毅著 少年写真新聞社

00115758 ２階人文３

貸出可

374.9/Ki 63

子どもの健康を育むために : 医療と教育のギャップを克服する / 日本 日本学術協力財団
学術協力財団編集

00115555 ２階人文３

貸出可

374.97/Ko 21

学校教育を活かす自然体験教育 / 能條歩

北海道自然体験活動 00115690 ２階人文３
サポートセンター

貸出可

375.14/N 93

科研費採択される3要素 : アイデア・業績・見栄え / 郡健二郎著

医学書院

00115769 ２階人文３

貸出可

377.7/Ko 79

大学生のためのメンタルヘルスガイド : 悩む人、助けたい人、知りたい 大月書店
人へ / 松本俊彦編

00115790 ２階人文３

貸出可

377.9/D 16

書誌事項

2017年9月1日
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出版者名
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ミネルヴァ書房

00115475 ２階人文３

貸出可

378/H 55

障害児者の教育と余暇・スポーツ : ドイツの実践に学ぶインクルージョ 明石書店
ンと地域形成 / 安井友康, 千賀愛, 山本理人著

00115695 ２階人文３

貸出可

378/Y 64

昭和ごはん / 高橋良枝著

00115697 ２階人文５～７

貸出可

596/Ta 33

各分野の専門家が伝える子どもを守るために知っておきたいこと / 宋 メタモル出版
美玄 [ほか] 著

00115673 ２階人文５～７

貸出可

599/So 41

目の見えないアスリートの身体論 : なぜ視覚なしでプレイできるのか
/ 伊藤亜紗著

潮出版社

00115774 ２階人文５～７

貸出可

780/I 89

車椅子やベッドの上でも楽しめる子どものためのふれあい遊び55 / 青 黎明書房
木智恵子著

00115783 ２階人文５～７

貸出可

781.9/A 53

リアル×リオパラリンピック : 井上雄彦、熱狂のリオへ / 井上雄彦
[著] ; チームリアル編

集英社

00115747 ２階人文５～７

貸出可

783.1/I 57

私が今日も、泳ぐ理由 : パラスイマー一ノ瀬メイ / 金治直美文

学研プラス

00115775 ２階人文５～７

貸出可

785.2/Ka 44

Spatial semiotics and spatial mental models : figure-ground
asymmetries in language / Martin Thiering

De Gruyter Mouton

00115537 ２階人文８～９

貸出可

801.04/Th 4

The Oxford handbook of derivational morphology / edited by
Rochelle Lieber and Pavol Štekauer

Oxford University
Press

00115040 ２階人文８～９

貸出可

801.5/O 93

The Routledge handbook of metaphor and language / edited by Elena
Semino and Zsófia Demjén

Routledge/Taylor &
Francis Group

00115039 ２階人文８～９

貸出可

801.6/R 76

The Routledge handbook of semantics / edited by Nick Riemer

Routledge/Taylor &
Francis Group

00115031 ２階人文８～９

貸出可

801/R 76

内向型人間が声と話し方でソンしない本 : 1日5分で成果が出る共鳴
発声法トレーニング / 齋藤匡章著

青春出版社

00115718 ２階人文８～９

貸出可

809.4/Sa 25

The Routledge handbook of English language teaching / edited by
Graham Hall

Routledge/Taylor &
Francis Group

00115021 ２階人文８～９

貸出可

830.7/R 76

ルポ看護の質 : 患者の命は守られるのか / 小林美希著

岩波書店

00115745 シリーズコーナー 貸出可

080/I 95/NR1614

世界の統計 / 総務庁統計局編 2017 世界の統計 2017

総務庁統計局

00115689 参考図書コー
ナー

350.9/Se 22/'17

書誌事項
発達支援の場としての学校 : 子どもの不思議に向き合う特別支援教
育 / 東村知子, 麻生武編著

2017年9月1日

朝日新聞出版

禁帯出
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総務庁統計局

00115541 参考図書コー
ナー

禁帯出

351/N 71/'17

人口動態統計 / 厚生省大臣官房統計情報部編 平成27年(上巻) 人 厚生統計協会
口動態統計 平成27年

00115685 参考図書コー
ナー

禁帯出

358.1/J 52/'15-1

人口動態統計 / 厚生省大臣官房統計情報部編 平成27年(中巻) 人 厚生統計協会
口動態統計 平成27年

00115566 参考図書コー
ナー

禁帯出

358.1/J 52/'15-2

人口動態統計 / 厚生省大臣官房統計情報部編 平成27年(下巻) 人 厚生統計協会
口動態統計 平成27年

00115567 参考図書コー
ナー

禁帯出

358.1/J 52/'15-3

21世紀出生児縦断調査 : 平成22年出生児 / 厚生労働省大臣官房
厚生労働統計協会
統計情報部編 第4回 21世紀出生児縦断調査 : 平成22年出生児 第

00115571 参考図書コー
ナー

禁帯出

358.1/N 73/'13

21世紀出生児縦断調査 / 厚生労働省大臣官房統計情報部編 第14
回 21世紀出生児縦断調査 第14回

厚生統計協会

00115569 参考図書コー
ナー

禁帯出

358.1/N 73/'15

我が国の人口動態 / 厚生省大臣官房統計情報部編 平成29年 平
成29年 我が国の人口動態 : 平成27年までの動向

厚生統計協会

00115565 参考図書コー
ナー

禁帯出

358.1/W 14/'17

人口の動向 日本と世界 : 人口統計資料集 / 厚生省人口問題研究
所編 2017 人口の動向 日本と世界 : 人口統計資料集 2017

厚生統計協会

00115684 参考図書コー
ナー

禁帯出

358/J 52/'17

21世紀成年者縦断調査 : 国民の生活に関する継続調査 / 厚生労働 厚生統計協会
省大臣官房統計情報部編 第14回 21世紀成年者縦断調査 : 平成14

00115570 参考図書コー
ナー

禁帯出

367.3/N 73/'15

第4回21世紀成年者縦断調査 : 平成24年成年者 : 国民の生活に関
する継続調査 平成27年 / 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策

厚生労働統計協会

00115687 参考図書コー
ナー

禁帯出

367.3/N 73/'15

福祉行政報告例 / 厚生労働省大臣官房統計情報部編 平成27年度
福祉行政報告例 平成27年度

厚生統計協会

00115686 参考図書コー
ナー

禁帯出

369.1/Sh 12/'15

介護サービス施設・事業所調査 / 厚生労働省大臣官房統計情報部
編 平成27年 介護サービス施設・事業所調査 平成27年

厚生統計協会

00115302 参考図書コー
ナー

禁帯出

369.26/Ka 21/'15

学校保健の動向 / 日本学校保健会編 平成27年度版 学校保健の
動向 平成27年度版

東山書房

00115715 参考図書コー
ナー

禁帯出

374.9/G 16/'15

学校保健の動向 / 日本学校保健会編 平成28年度版 学校保健の
動向 平成28年度版

東山書房

00115716 参考図書コー
ナー

禁帯出

374.9/G 16/'16

理学療法白書 / 日本理学療法士協会編 2016 理学療法白書 2016

日本理学療法士協会 00115705 参考図書コー
ナー

禁帯出

492.5/R 39/'16

厚生統計要覧 / 厚生省大臣官房統計情報部編 平成28年度 厚生
統計要覧 平成28年度

厚生統計協会

禁帯出

498.059/Ko 83/'16

書誌事項
日本の統計 / 総務庁統計局編 2017 日本の統計 2017

2017年9月1日

00115683 参考図書コー
ナー
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出版者名

登録番号 所在区分２

禁帯区分 請求記号

衛生行政報告例 / 厚生労働省大臣官房統計情報部編 平成27年度
衛生行政報告例 平成27年度

厚生統計協会

00115568 参考図書コー
ナー

禁帯出

498.1/E 39/'15

実務衛生行政六法 平成29年版 / 衛生法規研究会編集

新日本法規出版

00115813 参考図書コー
ナー

禁帯出

498.12/J 55/'17

医療施設調査・病院報告 / 厚生省大臣官房統計情報部編 平成27年 厚生統計協会
(上巻) 医療施設調査(動態調査)・病院報告 平成27年

00115303 参考図書コー
ナー

禁帯出

498.16/I 67/'15-1

医療施設調査・病院報告 / 厚生省大臣官房統計情報部編 平成27年 厚生統計協会
(下巻) 医療施設調査(動態調査)・病院報告 平成27年

00115304 参考図書コー
ナー

禁帯出

498.16/I 67/'15-2

日本看護協会調査研究報告 / 日本看護協会調査研究室編 91
2016年病院看護実態調査 / 日本看護協会医療政策部編

日本看護協会

00115576 参考図書コー
ナー

禁帯出

N07/N 71/91

看護法令要覧 平成29年版 / 勝又浜子 [ほか] 編

日本看護協会出版会 00115831 参考図書コー
ナー

禁帯出

N81/Ka 54/'17

看護六法 / 厚生問題研究会編集 平成29年版 看護六法 平成29年
版

新日本法規出版

禁帯出

N81/Ka 54/'17

医科学応用研究財団研究報告 2015 [CD-ROM] / 鈴木謙三記念医
科学応用研究財団

鈴木謙三記念医科学 20007264 図書館カウンター 禁帯出
応用研究財団

書誌事項

2017年9月1日

00115832 参考図書コー
ナー
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490/Ika/'15

