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医9F図書北 104//C85//1718
精神の自由ということ : 神なき時代の哲学 / アンドレ・コント=スポンヴィル著 ; 小須田健, C.カンタン訳. -- 紀伊國
屋書店, 2009.10.

医9F図書北 140//O15//5747 心理学ビジュアル百科 : 基本から研究の最前線まで / 越智啓太編. -- 創元社, 2016.9.

医9F図書北 140//O86//8841
しぐさから他人の本音を読んで思いのままに。 / 齊藤勇監修. -- 綜合図書, 2014.12. -- (綜合ムック . 大人の心
理透視術 ; 実践編).

医9F図書北 140//SH23//0672
今日から使える心理学 : スッキリわかる! / 渋谷昌三著. -- ナツメ社, 2013.11. -- (渋谷先生の一度は受けたい授
業).

医9F図書北 140//SH23//0674 面白いほどよくわかる!自分の心理学 / 渋谷昌三 [著]. -- 西東社, 2013.4.

医9F図書北 140//SH23//0675 面白いほどよくわかる!他人の心理学 / 渋谷昌三著. -- 西東社, 2012.3.

医9F図書北 141.24//L63//2092
触れることの科学 : なぜ感じるのかどう感じるのか / デイヴィッド・J・リンデン著 ; 岩坂彰訳. -- 河出書房新社,
2016.9.

医9F図書北 141.33//I14//8759 勉強法の科学 : 心理学から学習を探る / 市川伸一著. -- 岩波書店, 2013.8. -- (岩波科学ライブラリー ; 211).

医9F図書北 141.5//N45//6176
京大医学部で教える合理的思考 / 中山健夫著. -- 日本経済新聞出版社, 2015.9. -- (日経ビジネス人文庫 ;
776, [な7-1]).

医9F図書北 146.8//I74//1212 「最近、心が休まらない」と思ったとき読む本 / 石原加受子著. -- KADOKAWA, 2014.9.

医9F図書北 146.8//I74//8839 仕事も人間関係も「すべて面倒くさい」と思ったとき読む本 / 石原加受子著. -- 中経出版, 2012.9.

医9F図書北 361.45//SA25//4944 余計な一言 / 齋藤孝著. -- 新潮社, 2014.7. -- (新潮新書 ; 577).

医9F図書北 367.21//N34//6183 漂流女子 : にんしんSOS東京の相談現場から / 中島かおり著. -- 朝日新聞出版, 2017.10. -- (朝日新書 ; 637).

医9F図書北 385.2//MA86//0630 世界の出産 : 儀礼から先端医療まで / 松岡悦子, 小浜正子編. -- 勉誠出版, 2011.3.

医9F図書北 385.6//Y84//4911 身体巡礼 / 養老孟司著 ; ドイツ・オーストリア・チェコ編. -- 新潮社, 2014.5.

医9F図書南 402.8//B75//8862
背信の科学者たち : 論文捏造はなぜ繰り返されるのか? / ウイリアム・ブロード, ニコラス・ウェイド著 ; 牧野賢治
訳. -- 講談社, 2014.6.

医9F図書南 402//TA67//5219
科学嫌いが日本を滅ぼす : 「ネイチャー」「サイエンス」に何を学ぶか / 竹内薫著. -- 新潮社, 2011.12. -- (新潮
選書).

3F開架新体系 403.6//P25//8443
サイエンスペディア1000 = Sciencepedia 1000 / ポール・パーソンズ著 ; 古谷美央訳. -- ディスカヴァー・トゥエン
ティワン, 2015.11.

医9F図書南 404//Y34//5927 「大発見」の思考法 : iPS細胞vs.素粒子 / 山中伸弥, 益川敏英著. -- 文藝春秋, 2011.1. -- (文春新書 ; 789).

医9F図書南 407//H36//6347
研究者としてうまくやっていくには : 組織の力を研究に活かす / 長谷川修司著. -- 講談社, 2015.12. -- (ブルー
バックス ; B-1951).

医9F図書南 407//SU13//9035 捏造の科学者 : STAP細胞事件 / 須田桃子著. -- 文藝春秋, 2014.12.

医9F図書南 410.23//N66//6567
解読!アルキメデス写本 : 羊皮紙から甦った天才数学者 / リヴィエル・ネッツ, ウィリアム・ノエル著. -- 光文社,
2008.5.

医9F図書南 410.36//E49//1319
マスペディア1000 = Mathpedia 1000 / リチャード・エルウィス著 ; 宮本寿代訳. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン,
2016.12.

医9F図書南 417.1//ML//8903 たまたま : 日常に潜む「偶然」を科学する / レナード・ムロディナウ著 ; 田中三彦訳. -- ダイヤモンド社, 2009.9.

医9F図書南 431.11//G79//6596 元素図鑑 : 世界で一番美しい / セオドア・グレイ著 ; 武井摩利訳. -- 創元社, 2010.11.

医9F図書南 435.44//TA95//8447
水を知る : 病院検査を理解するための豆知識 / 巽典之著 ; 横田正春, 紙谷富夫, 近藤弘共著. -- 宇宙堂八木書
店.

医9F図書南 451.85//Y31//1830 温暖化地獄 : 脱出のシナリオ / 山本良一著. -- Ver.1． -- ダイヤモンド社, 2007.10-.

3F開架新体系 451.85//Y31//9815 温暖化地獄 : 脱出のシナリオ / 山本良一著. -- Ver.2. -- ダイヤモンド社, 2007.10-.

医9F図書南 453.9//E63//1798 温泉図鑑 / 日本温泉協会企画 ; エントリー編. -- 自然編, 文化編. -- 日本温泉協会, 2009-.

医9F図書南 453.9//E63//2455 温泉図鑑 / 日本温泉協会企画 ; エントリー編. -- 自然編, 文化編. -- 日本温泉協会, 2009-.

医9F図書南 457.8//P24//0030
眼の誕生 : カンブリア紀大進化の謎を解く / アンドリュー・パーカー著 ; 渡辺政隆, 今西康子訳. -- 草思社,
2006.3.

医9F図書南 457//F39//4914 生命40億年全史 / リチャード・フォーティ著 ; 渡辺政隆訳. -- 草思社, 2003.3.

医9F図書南 460.4//O38//4912 生物学個人授業 / 岡田節人, 南伸坊著. -- 河出書房新社, 2014.8. -- (河出文庫).

医9F図書南 463.9//I72//0487 時間生物学事典 / 石田直理雄, 本間研一編集. -- 朝倉書店, 2008.5.

展示期間：2018年7月23日（月）～9月1日（土）

企画展示　「Escape from the HOT SUMMER to the World of Books」

勉強の合間の息抜きや時間のあるときに読んでほしい自然や科学などの本を集めてみました！



配置場所 請求記号 書名

医9F図書南 465//MI71//1379 微生物の世界 = The world of microorganisms / 宮道慎二 [ほか] 編集. -- 筑波出版会.

医9F図書南 481.3//MO85//5324 ゾウの時間ネズミの時間 : サイズの生物学 / 本川達雄著. -- 中央公論社, 1992.8. -- (中公新書 ; 1087).

医9F図書南 481.37//MO66//0776
生き物たちのふしぎな超・感覚 : 進化が生んだ驚きのサバイバル戦略 / 森田由子著. -- ソフトバンククリエイティ
ブ, 2007.7. -- (サイエンス・アイ新書 ; SIS-027).

医9F図書南 481.7//SA25//5747 母性をめぐる生物学 : ネズミから学ぶ / 斎藤徹編著. -- アドスリー.

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.

3F開架新体系 481.72//KO89//7670 カニのつぶやき : 海で見つけた共生の物語 / 小菅丈治著. -- 岩波書店, 2014.12.

3F開架新体系 481.72//N37//9771 ありがとう海の仲間たち / 中村征夫著. -- 東海大学出版会, 1990.5.

医9F図書南 481.74//KI68//0843 深海生物ファイル : あなたの知らない暗黒世界の住人たち / 北村雄一著. -- ネコ・パブリッシング, 2005.11.

医9F図書南 481.78//KI43//4924 死を悼む動物たち / バーバラ・J・キング著 ; 秋山勝訳. -- 草思社, 2014.8.

医9F図書南 481.78//KO12//9311
先生、カエルが脱皮してその皮を食べています! / 小林朋道著. -- 築地書館, 2010.4. -- (「鳥取環境大学」の森
の人間動物行動学).

医9F図書南 483.993//SU96//1485 クマムシ?! : 小さな怪物 / 鈴木忠著. -- 岩波書店, 2006.8. -- (岩波科学ライブラリー ; 122).

医9F図書南 486//MO45//8344
身近なムシのびっくり新常識100 : いもむしが日本を救う?めったに見つからないカブトムシ? / 森昭彦著. -- ソフト
バンククリエイティブ, 2008.5. -- (サイエンス・アイ新書 ; SIS-064).

医9F図書南 488//A12//5593
鳥の骨探 / 松岡廣繁総指揮 ; 安部みき子編集 ; タカザワカズヒト写真. -- エヌ・ティー・エス, 2009.6. -- (Bone
design series).

3F開架新体系 488.66//U32//4600 ペンギンのしらべかた / 上田一生著. -- 岩波書店, 2011.7. -- (岩波科学ライブラリー ; 182).

3F開架新体系 488.99//MA73//2606 カラスの教科書 / 松原始著. -- 雷鳥社, 2013.1.

医9F図書南 489.97//W11//4974
道徳性の起源 : ボノボが教えてくれること / フランス・ドゥ・ヴァール [著] ; 柴田裕之訳. -- 紀伊國屋書店,
2014.12.

医9F図書南 498.36//N85//1344 スタンフォード式最高の睡眠 / 西野精治著. -- サンマーク出版, 2017.3.

医9F図書南 498.55//SE22//2566 世界一やさしい!栄養素図鑑 / 牧野直子監修 ; 松本麻希イラスト. -- 新星出版社, [2016.9].

医9F図書北 598.2//H34//1710 れもん、うむもん! : そして、ママになる / はるな檸檬著. -- 新潮社, 2016.3.

4F開架新体系 689.1//A94//0654
世界一訪れたい日本のつくりかた / デービッド・アトキンソン著. -- 東洋経済新報社, 2017.7. -- (新・観光立国論
/ デービッド・アトキンソン著 ; ; 実践編).

2F学生選書 748//N71//3965 大阪写新世界 / 日本建築写真家協会著. -- 日本建築写真家協会.

医9F闘病記 783.48//Y34//2548//がん104 友情 : 平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」 / 山中伸弥, 平尾誠二, 平尾惠子著. -- 講談社, 2017.10.

医9F図書北 783.7//N95//5812 リーダー論 : 覚悟を持って道を示せ / 野村克也著. -- 大和書房, 2013.8.

医9F図書北 810.4//U96//1404 美しい日本語が身につく本 : 手紙に使える会話に役立つ / 金田一秀穂監修. -- 高橋書店, [2016.5].

医9Fよみもの 健康で文化的な最低限度の生活 (1)

医9Fよみもの Dr.吉川&Dr.島田のぼちぼち健康術

記録的に暑い夏！
　

涼しい場所でのんびり本でも読みませんか？


