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中動態の世界 : 意志と責任の考古学 / 國分功一郎著. -- 医学書院, 2017.4.

-- (シリーズケアをひらく).
医9F図書北 130//KO45//6586

朝日新聞2017/12/24

日本経済新聞2017/04/29

毎日新聞2017/12/17

読売新聞2017/05/07

居るのはつらいよ : ケアとセラピーについての覚書 / 東畑開人著. -- 医学

書院, 2019.2. -- (シリーズケアをひらく).
医9F図書北 146.8//TO23//2506

朝日新聞2019/04/13

日本経済新聞2019/03/30

正義論 / ジョン・ロールズ著 ; 川本隆史, 福間聡, 神島裕子訳. -- 改訂版. -

- 紀伊國屋書店, 2010.11.
医9F図書北 151//R18//3576

毎日新聞2011/03/06

読売新聞2011/12/25

学習する組織 : システム思考で未来を創造する / ピーター・M・センゲ著

; 枝廣淳子, 小田理一郎, 中小路佳代子訳. -- 英治出版, 2011.6.
医9F図書北 336.3//SE63//0248 毎日新聞2019/06/02

職場が生きる人が育つ「経験学習」入門 / 松尾睦著. -- ダイヤモンド社,

2011.11.
医9F図書北 336.4//MA85//9908 日本経済新聞2019/02/09

データ社会を生き抜くための武器と教養. -- ダイヤモンド社, 2013.1. --

(統計学が最強の学問である / 西内啓著 ; [正編]).
医9F図書北 350.1//N86//6420

朝日新聞2013/03/17

日本経済新聞2013/06/02

われらの子ども : 米国における機会格差の拡大 / ロバート・D.パットナム

著 ; 柴内康文訳. -- 創元社, 2017.3.
医9F図書北 361.8//P98//2421

朝日新聞2017/04/23

日本経済新聞2017/04/29

読売新聞2017/12/24

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 367.21//N34//6183

朝日新聞2017/11/12

読売新聞2017/12/10

貧困と地域 : あいりん地区から見る高齢化と孤立死 / 白波瀬達也著. -- 中

央公論新社, 2017.2. -- (中公新書 ; 2422).
医9F図書北 368.2//SH81//2430

朝日新聞2017/03/19

毎日新聞2017/05/28

介護するからだ / 細馬宏通著. -- 医学書院, 2016.6. -- (シリーズケアをひ

らく).
医9F図書北 369.26//H94//0316

朝日新聞2016/09/04

読売新聞2016/08/07

ピダハン : 「言語本能」を超える文化と世界観 / ダニエル・L・エヴェ

レット [著] ; 屋代通子訳. -- みすず書房, 2012.3.
医9F図書北 382.62//E89//5611

朝日新聞2013/10/26

日本経済新聞2012/06/10

読売新聞　2016/04/03

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図書北 385.6//Y84//4911 朝日新聞2014/07/27

気になる科学 : 調べて、悩んで、考える / 元村有希子著. -- 毎日新聞社,

2012.12.
医9F図書南 404//MO86//0872

毎日新聞2013/02/10

読売新聞2013/01/20

美しい電子顕微鏡写真と構造図で見るウイルス図鑑101 / マリリン・J・

ルーシンク著 ; 北川玲訳. -- 創元社, 2018.2.

3F開架新体系

(杉本所蔵）
465.8//R67//7246 朝日新聞2018/04/14

ネアンデルタール人は私たちと交配した / スヴァンテ・ペーボ著 ; 野中香

方子訳. -- 文藝春秋, 2015.6.
医9F図書南 467.3//P11//1566

朝日新聞2015/08/23

日本経済新聞2015/08/09

毎日新聞2015/07/19

読売新聞2017/12/10

死にゆく患者 (ひと) と、どう話すか / 國頭英夫著. -- 医学書院, 2016.10. 医9F図書南 490.14//KU46//2139 毎日新聞2017/01/22

闇に魅入られた科学者たち : 人体実験は何を生んだのか / NHK「フラン

ケンシュタインの誘惑」制作班著. -- NHK出版, 2018.3.

3F開架新体系

(杉本所蔵）
490.4//N71//5946 朝日新聞2018/04/21

人体の物語 : 解剖学から見たヒトの不思議 / ヒュー・オールダシー=ウィ

リアムズ著 ; 松井信彦訳. -- 早川書房, 2014.8.
医9F図書南 491.1//A41//8997 毎日新聞2014/09/28

ヴィジュアル版脳の歴史 : 脳はどのように視覚化されてきたか / カール・

シューノーヴァー著 ; 松浦俊輔訳. -- 河出書房新社, 2011.11.
医9F図書南 491.371//SC6//5049 読売新聞2019/02/03

脳の意識機械の意識 : 脳神経科学の挑戦 / 渡辺正峰著. -- 中央公論新社,

2017.11. -- (中公新書 ; 2460).

4F新書版

（杉本所蔵）
491.371//W46//4239

朝日新聞2018/01/21

日本経済新聞2018/01/20

毎日新聞2018/01/21

こわいもの知らずの病理学講義 / 仲野徹著. -- 晶文社, 2017.9. 医9F図書南 491.6//N39//6180

朝日新聞2018/01/07

毎日新聞2017/11/15

読売新聞2017/10/15

展示期間：2019年11月7日（木）～12月23日(月）

Book Reviewを読む。

　　－新聞データベースを使って書評を読んでみよう！－
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「がん」はなぜできるのか : そのメカニズムからゲノム医療まで / 国立が

ん研究センター研究所編. -- 講談社, 2018.6. -- (ブルーバックス ; B-

2062).

医9F図書南 491.65//KO49//2024 朝日新聞2018/09/01

10億分の1を乗りこえた少年と科学者たち : 世界初のパーソナルゲノム医

療はこうして実現した / マーク・ジョンソン, キャスリーン・ギャラガー

著 ; 梶山あゆみ訳. -- 紀伊國屋書店, 2018.11.

3F開架新体系

(杉本所蔵）
491.69//J64//2692 日本経済新聞2019/01/26

ゲノム解析は「私」の世界をどう変えるのか? : 生命科学のテクノロジー

によって生まれうる未来 / 高橋祥子[著]. -- ディスカヴァー・トゥエン

ティワン, 2017.9.

3F開架新体系

(杉本所蔵）
491.69//TA33//3468 朝日新聞2017/10/22

不確かな医学 / シッダールタ・ムカジー著 ; 野中大輔訳. -- 朝日出版社,

2018.1. -- (TED books).
医9F図書南 492.1//MU25//1743 毎日新聞2018/03/18

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,

2016.7. -- (岩波新書 ; 新赤版 1614).
医9F図書北 492.9//KO12//2135 朝日新聞2016/08/14

在宅無限大 : 訪問看護師がみた生と死 / 村上靖彦著. -- 医学書院, 2018.12.

-- (シリーズケアをひらく).
医9F図書北 492.993//Mu43//2359

朝日新聞2019/02/16

日本経済新聞2019/02/23

精神医学の歴史と人類学 / 鈴木晃仁, 北中淳子編. -- 東京大学出版会,

2016.9. -- (シリーズ精神医学の哲学 ; 2).
医9F図書南 493.7//SU96//5741 毎日新聞2016/12/11

はじめての森田療法 / 北西憲二著. -- 講談社, 2016.8. -- (講談社現代新書 ;

2385).
医9F図書南 493.72//KI69//2183

朝日新聞2016/10/09

毎日新聞2016/11/16

オープンダイアローグとは何か / 斎藤環著+訳. -- 医学書院, 2015.7. 医9F図書南 493.72//SA25//1717

朝日新聞2015/08/30

毎日新聞2015/08/30

読売新聞2015/09/13

生存する意識 : 植物状態の患者と対話する / エイドリアン・オーウェン

[著] ; 柴田裕之訳. -- みすず書房, 2018.9.

3F開架新体系

(杉本所蔵）
493.73//O93//9858

日本経済新聞2018/11/24

毎日新聞2018/10/07

読売新聞2018/12/23

発達障害 / 岩波明著. -- 文藝春秋, 2017.3. -- (文春新書 ; 1123). 医9F図書南 493.76//I95//1183
朝日新聞2017/04/23

毎日新聞2017/04/09

その島のひとたちは、ひとの話をきかない : 精神科医、「自殺希少地域」

を行く / 森川すいめい著. -- 青土社, 2016.7.
医9F図書南 493.79//MO51//2589

朝日新聞2016/09/04

日本経済新聞2016/09/18

10万個の子宮 : あの激しいけいれんは子宮頸がんワクチンの副反応なのか

/ 村中璃子著. -- 平凡社, 2018.2.
医9F図書南 495.43//MU51//1992

朝日新聞2018/03/11

毎日新聞2018/03/25

読売新聞2018/03/18

どもる体 / 伊藤亜紗著. -- 医学書院, 2018.6. -- (シリーズケアをひらく). 医9F図書南 496.9//I89//2869

朝日新聞2018/08/04

日本経済新聞2018/08/18

毎日新聞2018/07/22

読売新聞2018/06/23

歯痛の文化史 : 古代エジプトからハリウッドまで / ジェイムズ・ウィンブ

ラント著 ; 忠平美幸訳. -- 朝日新聞出版, 2017.6. -- (朝日選書 ; 961).

3F開架新体系

(杉本所蔵）
497.02//W98//9660 朝日新聞2017/09/10

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9F図書南 498.14//O19//0303

日本経済新聞2016/07/03

読売新聞2016/09/18

くすり・軟膏・毒物 : 薬学の歴史 / アクセル・カーン [ほか] 著 ; 日仏薬

学会, 日本薬史学会訳. -- 薬事日報社, 2017.10.

3F開架新体系

(杉本所蔵）
499.02//KA19//3739 朝日新聞2017/10/22

世界史を変えた薬 / 佐藤健太郎著. -- 講談社, 2015.10. -- (講談社現代新書

; 2338).

4F新書版

（杉本所蔵）
499.02//SA85//6391

朝日新聞2015/11/01

読売新聞2015/11/15

医薬品とノーベル賞 : がん治療薬は受賞できるのか? / 佐藤健太郎 [著]. --

KADOKAWA, 2016.9. -- (角川新書 ; [K-102]).

4F新書版

（杉本所蔵）
499.3//SA85//5215 朝日新聞2016/10/16

鬱屈精神科医、占いにすがる / 春日武彦著. -- 太田出版, 2015.12. 医9F図書北 914.6//KA79//5749 朝日新聞2016/02/07

脳は回復する : 高次脳機能障害からの脱出 / 鈴木大介著. -- 新潮社,

2018.2. -- (新潮新書 ; 754).
医9F闘病記 916//SU96//1739//脳24

朝日新聞2018/03/11

毎日新聞2018/05/13
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