
展示期間：7/19-8/31

所蔵館 配置場所 請求記号 書名

医分館 医8F図書 123.83//TA19//9666
いい人生をつくる論語の名言 : 一生の財産になる95の知恵 / 田口佳史
著. -- 大和書房, 2011.4. -- (だいわ文庫 ; 193-1B).

医分館 医8F図書 134.94//N71//9668
超訳ニーチェの言葉 = Die weltliche Weisheit von Nietzsche / フリードリ
ヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ [著] ; 白取春彦編訳. -- ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン, 2010.1.

医分館 医8F図書 141.5//TO79//7632
思考の整理学 / 外山滋比古著. -- 筑摩書房, 1986.4. -- (ちくま文庫 ; [と
-1-1]).

医分館 医9Fよみもの 141.51//G28//4526
アナタはなぜチェックリストを使わないのか? : 重大な局面で“正しい決断"
をする方法 / アトゥール・ガワンデ著 ; 吉田竜訳. -- 晋遊舎, 2011.6.

医分館 医8F図書 146.1//KI58//0117
嫌われる勇気 / 岸見一郎, 古賀史健著. -- ダイヤモンド社, 2013.12. --
(自己啓発の源流「アドラー」の教え / 岸見一郎, 古賀史健著 ; [1]).

医分館 医8F図書 146.1//KI58//0048
幸せになる勇気 / 岸見一郎, 古賀史健著. -- ダイヤモンド社, 2016.2. --
(自己啓発の源流「アドラー」の教え / 岸見一郎, 古賀史健著 ; 2).

医分館 医8F図書 159//B35//9950
ハーバードの人生を変える授業 / タル・ベン・シャハー著 ; 成瀬まゆみ訳.
-- [1]. -- 大和書房, 2010.11.

医分館 医8F図書 159//D95//0624 習慣の力 / チャールズ・デュヒッグ著 ; 渡会圭子訳. -- 講談社, 2013.4.

医分館 医8F図書 159.4//KU99//1086
なぜ、一流の人はハードワークでも心が疲れないのか? : 実践版「レジリ
エンス・トレーニング」 / 久世浩司著. -- SBクリエイティブ, 2014.11.

医分館 医8F図書 304//Y84//5430 バカの壁 / 養老孟司著. -- 新潮社, 2003.4. -- (新潮新書 ; 003).

医分館 医8F図書 304//Y84//5406 「自分」の壁 / 養老孟司著. -- 新潮社, 2014.6. -- (新潮新書 ; 576).

医分館 医8F図書 336.1//KA86//8990
「計画力」を強くする : あなたの計画はなぜ挫折するか / 加藤昭吉著. --
講談社, 2007.5. -- (ブルーバックス ; B-1552).

医分館 医8F図書 336.2//MA21//1090
エッセンシャル思考 : 最少の時間で成果を最大にする / グレッグ・マ
キューン著 ; 高橋璃子訳. -- かんき出版, 2014.11.

医分館 医8F図書 336.2//O35//0245 トヨタの問題解決 / OJTソリューションズ著. -- KADOKAWA, 2014.5.

医分館 医8F図書 336.5//O35//0246
トヨタの片づけ : Cleaning and organizing : the TOYOTA way / OJTソ
リューションズ. -- 中経出版.

医分館 医8F図書 361.45//A19//1202
心をひらく35のヒント / 阿川佐和子著. -- 文藝春秋, 2012.1. -- (文春新
書 ; 841 . 聞く力 ; [1]).

夏読み！
夏の間にじっくり・・・。

レジャーに出かけたくなる・・・。
そんな本を集めました。

最近話題の毒を持った生き物にも注目！

じっくりと
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医分館 医8F図書 361.45//SA25//4944 余計な一言 / 齋藤孝著. -- 新潮社, 2014.7. -- (新潮新書 ; 577).

医分館 医9F図書 490.4//O78//6553
平静の心 : オスラー博士講演集 / オスラー [述] ; 日野原重明, 仁木久恵
訳. -- 新訂増補版. -- 医学書院, 2003.9.

医分館 医9F図書 490.7//A12//8774
ライフハックで雑用上等 : 忙しい研究者のための時間活用術 / 阿部章夫
著. -- 羊土社, 2014.12.

医分館 医9F図書 490.7//H87//4994
理系のためのクラウド知的生産術 : メール処理から論文執筆まで / 堀正
岳著. -- 講談社, 2012.1. -- (ブルーバックス ; B-1753).

医分館 医9F図書 490.8//H62//2871
新訂ヒポクラテス全集 / 大槻真一郎編集・翻訳責任. -- :第1巻. -- 新訂
版. -- エンタプライズ, 1997.12.

医分館 医9F図書 490.8//H62//2872
新訂ヒポクラテス全集 / 大槻真一郎編集・翻訳責任. -- :第2巻. -- 新訂
版. -- エンタプライズ, 1997.12.

医分館 医9F図書 490.8//H62//2873
新訂ヒポクラテス全集 / 大槻真一郎編集・翻訳責任. -- :第3巻. -- 新訂
版. -- エンタプライズ, 1997.12.

医分館 医9F図書 491.35//TA67//0444
遺伝子が解く!女の唇のひみつ / 竹内久美子著. -- 文藝春秋, 2005.9. --
(文春文庫 ; [た-33-8]).

医分館 医9F図書 491.371//G29//9000
「わたし」はどこにあるのか : ガザニガ脳科学講義 / マイケル・S. ガザニ
ガ著 ; 藤井留美訳. -- 紀伊國屋書店, 2014.9.

医分館 医9F図書 491.371//R41//2476
脳の認知と進化 / 理化学研究所脳科学総合研究センター編. -- 講談社,
2007.10. -- (ブルーバックス ; B-1570 . 脳研究の最前線 ; 上).

医分館 医9F図書 491.371//R41//2477
脳の疾患と数理 / 理化学研究所脳科学総合研究センター編. -- 講談社,
2007.10. -- (ブルーバックス ; B-1571 . 脳研究の最前線 ; 下).

医分館 医9F図書 491.371//SA31//2482
「脳科学」の壁 : 脳機能イメージングで何が分かったのか / 榊原洋一
[著]. -- 講談社, 2009.1. -- (講談社+α新書 ; 28-4B).

医分館 医9F図書 491.7//H29//5505
細菌と人類 : 終わりなき攻防の歴史 / ウィリー・ハンセン, ジャン・フレネ
著 ; 渡辺格訳. -- 中央公論新社, 2004.1.

医分館 医9F図書 498.14//O19//0303
医師の感情 : 「平静の心」がゆれるとき / ダニエル・オーフリ著 ; 堀内志
奈訳. -- 医学書院, 2016.6.

医分館 医9F図書 498.163//KI64//3446
「病院」がトヨタを超える日 : 医療は日本を救う輸出産業になる! / 北原茂
実 [著]. -- 講談社, 2011.1. -- (講談社+α新書 ; 549-1C).
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学情セ 3F開架新体系 440//A64//2684 大宇宙の旅 / 荒木俊馬著. -- 復刻版. -- 恒星社厚生閣, 2006.7.

学情セ 3F開架新体系 440//B43//0908
五〇億年の孤独 : 宇宙に生命を探す天文学者たち / リー・ビリングズ著 :
松井信彦訳. -- 早川書房, 2016.3.

学情セ 3F開架新体系 440//SH18//8995 とんでもなくおもしろい宇宙 / 柴田一成著. -- KADOKAWA, 2016.1.

学情セ 3F開架新体系 440//TS74//9272
宇宙はなぜ「暗い」のか? : オルバースのパラドックスと宇宙の姿 / 津村
耕司著. -- ベレ出版, 2017.1.

お出かけに
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学情セ 3F開架新体系 440.4//A19//734
宇宙には、だれかいますか? : 科学者18人にお尋ねします。 / 佐藤勝彦
監修 : 縣秀彦編集. -- 河出書房新社, 2017.2.

学情セ 3F開架新体系 447.1//SU96//3713
彗星の科学 : 知る・撮る・探る / 鈴木文二, 秋澤宏樹, 菅原賢著. -- 恒星
社厚生閣, 2013.9.

学情セ 3F開架新体系 447.3//N22//8920
流星と流星群 : 流星とは何がどうして光るのか / 長沢工著. -- 地人書館,
1997.2.

学情セ 3F開架新体系 462.197//MI97//0883
奄美群島の自然史学 : 亜熱帯島嶼の生物多様性 / 水田拓編著. -- 東
海大学出版部, 2016.2.

学情セ 3F開架新体系 468.8//P18//3655
海の極限生物 / スティーブン・パルンビ, アンソニー・パルンビ著 ; 片岡夏
実訳. -- 築地書館, 2015.4.

学情セ 4F新書版 470//MO45//5332
うまい雑草、ヤバイ野草 : 日本人が食べてきた薬草・山菜・猛毒草 魅惑
的な植物の見分け方から調理法まで / 森昭彦著. -- ソフトバンククリエイ
ティブ, 2011.8. -- (サイエンス・アイ新書 ; SIS-215).

学情セ 4F新書版 471.9//MO45//3763
身近にある毒植物たち : "知らなかった"ではすまされない雑草、野菜、草
花の恐るべき仕組み / 森昭彦著. -- SBクリエイティブ, 2016.6. -- (サイエ
ンス・アイ新書 ; SIS-359).

学情セ 3F開架新体系 481.72//KA61//9346
奇妙でセクシーな海の生きものたち / ユージン・カプラン著 ; 土屋晶子訳.
-- インターシフト.

学情セ 4F新書版 481.9//KO12//2065
海洋危険生物 : 沖縄の浜辺から / 小林照幸著. -- 文藝春秋, 2002.2. --
(文春新書 ; 231).

医分館 医9F図書 481.9//SH92//8305
知っておきたいアウトドア危険・有毒生物安全マニュアル. -- 学習研究社,
1997.5.

医分館 医9F図書 491.59//TU1//5772
海から生まれた毒と薬 / Anthony T.Tu, 比嘉辰雄共著. -- 丸善出版,
2012.4.

今回は、杉本からも数冊本を借りています。

いつもと少し違う雰囲気になりました。


