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一九八四年 Orwell George 1903-1950 933/O71

Happy!Baking mamiaoyagi 596.6/MA42

Wonder spot : 世界の絶景・秘境100 成美堂出版編集部 290.9/SE17

赤ちゃんがすくすく育つ!妊娠中の食事 大越 郷子 498.59/O53

頭は「本の読み方」で磨かれる 茂木 健一郎 019/MO16

新しい、美しいペンギン図鑑 De Roy Tui 488.66/D63

安産のために!はじめてのマタニティビクス&ヨガ 小林 香織 598.3/KO12

アンドロイドは電気羊の夢を見るか? Dick Philip K. 1928-1982 933/D72

いちばんためになるはじめての妊娠・出産 : 妊娠から出産までの赤ちゃんとママの
完全バイブル 小川 隆吉 598.3/O24

一目瞭然!はじめての産科エコー検査 : どう話す?どう使う? 増崎 英明 495.5/MA69

一生作り続けたいおかず : 50年の名門料理教室のベストレシピ150 田中 伶子 596/TA84

一生に一度は泊まってみたい奇想天外ホテル Kottas Dimitris 526.68/KO94

美味しい!かるしおレシピ春 国立循環器病研究センター 596.4/KO49

おかずにもなる、つまみにもなる笠原将弘の和サラダ100 笠原 将弘 596.3/KA71

おりがみおろうよ! 新宮 文明 754.9/SH62

火星のタイム・スリップ Dick Philip K. 1928-1982 933/D72

カレーのすべて : プロの味、プロのテクニック 柴田書店 596/SH18

看護学生のための実習の前に読む本 田中 美穂 N28/TA84

感情的にならない本 : 不機嫌な人は幼稚に見える 和田 秀樹 141.6/W12

消えないレセピ : 娘へ継ぐ味と心 野村 紘子 596/N95

偶然世界 Dick Philip K. 1928-1982 933/D72

クレープとガレット : おやつに・食事に・おつまみに31style 江端 久美子 596.23/E12

ケークシュクレ&ケークサレ : パティスリーとカフェ10店のケーク・バリエーション53 柴田書店 596.6/SH18

こうふくあかの 西 加奈子 913.6/N81

こうふくみどりの 西 加奈子 913.6/N81

こころ 夏目 漱石 913.6/N58

こころを病んで精神科病院に入院していました。 安藤 たかゆき 493.76/A47

心と身体を強くする食育力 服部 幸応 498.5/H44

孤独は、チャンス! 榎本 博明 141.6/E63

子どもはみんな問題児。 中川 李枝子 379.9/N32

サラバ! （上） 西 加奈子 913.6/N81/1

サラバ! （下） 西 加奈子 913.6/N81/2

実身美 (サンミ) のごはん : 「実」があって「身」体によくて「美」しくなる 大塚 三紀子 596/O88

史上最強の哲学入門 飲茶 130/Y49

死生学とは何か 島薗 進 114.2/SH45/1

実践小児はり法 : 子どもの健やかな成長へのアプローチ 尾崎 朋文 492.7/O96

1 / 3



 2015年度学生選書 （羽曳野図書センター）
                                                     2015/12/7

書名 著者名 請求記号

シティバンク人事部で私が学んだ一生使える「気づかいの基本 (Basics)」が身につ
く本 関下 昌代 336.4/SE39

死ぬまでに見たい!世界の美しい家 二階 幸恵 527/F97

情念論
Descartes Ren? 1596-
1650 135.2/D64

女子が旅に出る理由 : virgin trip TABIPPO 290.9/TA12

女子の人間関係 : 整理整頓 水島 広子 143.5/MI96

神経系の疾患と薬 ; 循環器系の疾患と薬 ; 腎・泌尿器系の疾患と薬 医療情報科学研究所 492/I67/1

新編銀河鉄道の夜 宮沢 賢治 913.6/MI89

スーパーグラフィック人体のツボ : 経絡・経穴 影山 幾男 490.9/KA18

図解いちばんわかる!東洋医学のきほん帳 伊藤 剛 490.9/I89

「生と死」 日独文化研究所 114.2/N71

世界の美しい廃墟 Jorion Thomas 748/J75

全43症例学習胎児心拍数モニタリング判読 古橋 円 495.6/F93

先生, 漢方を鍼灸を試してみたいんですけど... : 患者さんにいわれて困ったときに
読む本 : 治療特別編集 堀場 裕子 490.9/H87

先天性心疾患の周術期看護 : 病態生理からみた 中西 敏雄 N33/N38

Table Ogino (ターブル・オギノ) の野菜料理200 : 素材から発想する、進化を続け
るデリカテッセン 荻野 伸也 596.23/O25

代謝系の疾患と薬 ; 内分泌系の疾患と薬 ; 産婦人科系の疾患と薬 ; 血液系の
疾患と薬 ; 免疫・炎症・アレルギー疾患と薬 ; 眼・耳・皮膚の疾患と薬 医療情報科学研究所 492/I67/2

楽しくできるわかりやすい看護研究論文の書き方 内田 陽子 N17/U14

タルトとキッシュ : プロ10人が考える、おいしさの組み立て方 柴田書店 596.6/SH18

沈黙 遠藤 周作 913.6/E59

ディファレンス・エンジン （上） Gibson William 933/G42/1

ディファレンス・エンジン （下） Gibson William 933/G42/2

哲学って、考えるって何? NHK『哲子の部屋』制作班 100/N69/1

哲学用語図鑑 田中 正人 130/TA84

「伝説の幼児教室」の先生が教える子どもが賢く育つたった1つのコツ 福岡 潤子 599/F82

糖尿病看護フットケア技術 日本糖尿病教育・看護学会 N31/N71

飛田の子 : 遊郭の街に働く女たちの人生 杉坂 圭介 384.9/SU45

ナースのための糖尿病透析予防支援ガイド 日本糖尿病教育・看護学会 N31/N71

なぜ戦争はよくないか Walker Alice 1944- 726.5/W36

日米の教科書当時の新聞でくらべる太平洋戦争 出版企画開発室 210.75/SH99

日本の絶景 : はじめての感動に出会える! 291.09/N71

ニューロマンサー Gibson William 933/G42

人間失格 太宰 治 913.6/D49

人間の分際 曽野 綾子 917/SO44

はじめよう!フットケア 日本フットケア学会 494.67/N71

発達障害の子をサポートする「気になる子」の保育実例集 腰川 一惠 378/KO85

はらぺこあおむし Carle Eric 1929- 726.5/C18
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ビジュアルではじめてわかる宗教 : あなたは宗教を「目撃」する! Wilkinson Philip 1955- 160/W73

人はなぜ学ばないといけないの? NHK『哲子の部屋』制作班 100/N69/2

1人でできる子が育つ「テキトー母さん」のすすめ 立石 美津子 599/TA94

火花 又吉 直樹 913.6/MA71

ブライアン・コックス生命の不思議 : BBC科学ドキュメンタリーより Cox Brian 460/C89

フロレスタファーマーズキッチンCODOMOのネイチャーごはん 池尻 彩子 596/I33

ペコロスの母の玉手箱 岡野 雄一 916/O45

ぼくは13歳職業、兵士。 : あなたが戦争のある村で生まれたら 鬼丸 昌也 369.4/O66

北欧神話物語 Crossley-Holland Kevin 164.38/C93

北欧デザイン旅案内 萩原 健太郎 293.89/H14

北欧フィンランドクリエイターたちの暮らしとデザイン 島塚 絵里 597/SH43

僕らの人生を変えた世界一周 TABIPPO 290.9/TA12

ぼくらの祖国 青山 繁晴 304/A58

本当にわかる倫理学 : フシギなくらい見えてくる! 田上 孝一 150/TA17

"本当の自分"って何? NHK『哲子の部屋』制作班 100/N69/3

窓の向こうのガーシュウィン 宮下 奈都 913.6/MI83

マンガで学ぶ漢方薬 板倉 英俊 490.9/I87

みんなでうたおう!たのしいこどものうた大全集202 767.7/MI44/1

明治日本の産業革命遺産 : 世界遺産登録記念 602.1/ME25

メタモルフォシス 羽田 圭介 913.6/H11

メディカルクイズMQ100 : 解剖・生理学編 安達 洋祐 491.1/A16/2

メディカルクイズMQ100 : 生化学編 馬渡 一浩 491.4/MA96

メディカルクイズMQ100 : 病理学編 安達 洋祐 491.6/A16

約束 水谷 修 367.6/MI97

流 東山 彰良 913.6/H55

りゆうがあります ヨシタケ シンスケ 726.5/Y92

老人と海
Hemingway Ernest 1899-
1961 933/H52

「分とく山」野崎洋光の一汁三菜 : 旬の食材と、おいしく調理するコツがわかる四
季の献立 野崎 洋光 596.21/N98

笑うナース 岸 香里 N14/KI56
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