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（生活実用シリーズ　ＮＨＫここが聞きたい！名医に

Ｑ）　大腸がん
医療の本 Fs6：大腸がん NHK出版 5529

’０４　ＥＢＭに基づいた喘息治療ガイドラ 医療の本 Fn8：ぜんそく 宮本　昭正　監修 協和企画 635

“口から食べる”を支える在宅でみる摂食・嚥下障害、

口腔ケア
医療の本 Gt8：在宅介護 新田國夫 南山堂 5500

「うつ」に陥っているあなたへ イラスト版 医療の本 C：心の健康 野村　総一郎 講談社 93

「かゆい、かゆい」はもうすぐそつぎょう 絵本 NULL ねじめ正一 大日本印刷社 20172

「体を温める」とすべての痛みが消える　―腰痛、ひざ

痛、股関節痛、間欠性跛行が治った! 
医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 坂井 学　著 マキノ出版 5355

「カルテ＆レセプト略語１６０００」 医療の本 Aa：医学百科 医学通信社 24

「考えすぎる自分」をお休みしよう 一般図書 C：心の健康
フェミニストセラピー”なか

ま”編
リヨン社 10400

「血液のがん」と言われたら…　お医者さんの話がよく

わかるから安心できる
医療の本 Fc：血液/リンパ 小沢敬也, 翁家国 保健同人社 10288

「健診・人間ドックハンドブック」第３版 医療の本 Ad：検査 日野原　重明　監修 中外医学社 62

「酵素」が免疫力を上げる！ 医療の本 Ff：免疫 鶴見隆史 永岡書店 10070

「ココからはじめる小児がん看護疾患の理解から臨床

での活用まで 」
医療の本 Gk：こどもの健康 丸光惠, 石田也寸志 へるす出版 10261

「心がつかれた人」のためにあなたができる 医療の本 C：心の健康 浮世　満理子　著 あさ出版 117

「自分の家で死にたい」と言われたら読む本 医療の本 Gt8：在宅介護 関屋 利治　著 中経出版 5388

「ジンジャーとピクルズや」のおはなし 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20561

「死んだらどうなるの？ミスター・シリー」 医療の本 Gk：こどもの健康 テッド・メンテン 人間と歴史社 5596

「死んだらどうなるの？ミスター・シリー」 医療の本 Gk：こどもの健康 テッド・メンテン 人間と歴史社 5597

「そ・わ・か」の法則 一般図書 C：心の健康 小林正観 サンマーク出版 10225

「その子らしさ」を生かす子育て 医療の本 Gk：こどもの健康 吉田　友子　著 中央法規出版 773

「認知症」とはどんな病気？－「認知症」の 医療の本 Gt7：認知症 灰田　宗孝　著 東海大学出版会 591

「はやぶさ」式思考法 一般図書 C：心の健康 川口淳一郎 飛鳥新社 10130

「見た目」の流儀 一般図書 C：心の健康 岡野　宏 ダイヤモンド社 10248

「むち打ち症」はこれで治る！　改訂新版 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 中井　宏　編著 日本医療企画 270

☆一般図書☆　夫婦の親 医療の本 Gt：高齢者 柳博雄 三五館 5607

０５　食物アレルギー診療ガイドライン 医療の本 Gk：こどもの健康 向山　徳子　監修 協和企画 807

０８　放射線療法　ＣＤ－ＲＯＭ付★ 医療の本 Ad：検査 日本乳癌学会　編 金原出版 983

０９　高血圧治療ガイドライン 医療の本 Vb：高血圧 ライフサイエンス出版 1023

１　呼吸器 医療の本 Ac：図解人体 牛木　辰男　他 日本醫事新報社 29

１・２年生のなぞなぞたんけんたい 絵本 NULL このみ・プラニング 大泉書店 20637

10　運動器 医療の本 Ac：図解人体 坂井　建雄　総編集 日本醫事新報社 30

100歳まで長生きできるコレステロール革命 医療の本 Fc：血液/リンパ 大櫛 陽一 著 永岡書店 5357

１０にんのゆかいな　ひっこし 絵本 K：こどもの本 安野光雅 童話屋 20980

10ぴきのかえる 絵本 NULL 間所ひさこ PHP研究所 20474

10ぴきのかえるのふゆぼもり 絵本 NULL 間所ひさこ PHP研究所 20475

１０分で読めるお話　２年生 絵本 NULL 岡　信子 廣済堂 20261

１０分で読めるお話５年生 絵本 NULL 小暮正夫 学研 20754

１０分で読める名作　２年生 絵本 NULL 岡　信子 廣済堂 20260

12年目のお・か・あ・さ・ん 絵本 K：こどもの本 綾野まさる ハート出版 21012

１２年目のお・か・あ・さ・ん 絵本 NULL 綾野まさる ハート出版 20255

14歳の世渡り術　人生他力本願　誰かに頼りながら

生きる49の方法
絵本 K：こどもの本 上島竜兵 河出書房新社 20796

14ひきのさむいふゆ 絵本 NULL いわむらかずお 童心社 20459

16歳の教科書　なぜ学び、なにを学ぶのか 一般図書 C：心の健康
7人の特別講義プロジェク

ト＆モーニング編集部
講談社 10388

１型糖尿病[IDDM]お役立ちマニュアル インスリンと

ともに生きる
医療の本 Vc：糖尿病

日本ＩＤＤＭネットワー

ク

日本IDDMネットワー

ク
5667

１型糖尿病[IDDM]お役立ちマニュアル 災害対応

編
医療の本 Vc：糖尿病

日本ＩＤＤＭネットワー

ク

日本IDDMネットワー

ク
5668

1型糖尿病の治療マニュアル 医療の本 Vc：糖尿病 丸山太郎 南江堂 10086

１年生のえほん百科 絵本 NULL 無藤　隆 講談社 20191

２　循環器 医療の本 Ac：図解人体 大谷　修　他 日本醫事新報社 31

2009　最近の新薬 医療の本 D：薬 薬事日報社 995

2009　喘息予防・管理ガイドライン 医療の本 Fn8：ぜんそく 協和企画 1014
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2009　脳卒中治療ガイドライン 医療の本 Fm：脳・神経系 篠原　幸人　他編集 協和企画 1012

2009－10　医育機関名簿 医療の本 Jb：病院/スタッフ 羊土社 1020

2010　医者からもらった薬がわかる本 医療の本 D：薬 木村　繁　著 法研 994

2010　医療用医薬品集　ＣＤ－ＲＯＭ付 医療の本 D：薬
日本医薬情報セン

ター
997

2010　今日の治療薬 医療の本 D：薬 水島　裕　編集 南江堂 993

2010　くすりの事典 医療の本 D：薬 小林　輝明　監修 成美堂出版 996

2010　薬の事典　ピルブック 医療の本 D：薬 橘　敏也　著 ソシム 170

２０１０－1１　日本医薬品集　一般薬 医療の本 D：薬 日本医薬品集フォーラ じほう 998

2011年生まれ赤ちゃんの幸せ吉名事典 一般図書 Gk：こどもの健康 成田圭似 大泉書店 5465

２５　ふしぎの国のアリス 絵本 NULL キャロル 永岡書店 20045

２年生の読みもの 絵本 NULL 長崎源之助 学校図書 20259

2ひきのわるいねずみのおはなし 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20556

３　消化管 医療の本 Ac：図解人体 河原　克雄　他 日本醫事新報社 32

３さいからのあそべるずかん　しんかんせん 絵本 K：こどもの本 小賀野　実 ひかりのくに 20935

４　肝・胆・膵 医療の本 Ac：図解人体 泉井　亮　他 日本醫事新報社 33

５　腎・泌尿器 医療の本 Ac：図解人体 坂井　建雄　他編 日本醫事新報社 34

５０歳からの健康歳時記 医療の本 V：メタボリックシンドローム 石川恭三 朝日新聞出版 5664

５日間で学ぶ医療安全超入門 医療の本 J：医療
日本医療マネジメント学

会
学研 8056

5年目の魔女 一般図書 Fa1：一般 乃南アサ 新潮社 10637

６　生殖器 医療の本 Ac：図解人体 坂井　建雄　他編 日本醫事新報社 35

60歳からの糖尿病　（よくわかる最新医学） 医療の本 Vc：糖尿病 阪本要一 主婦の友社 8109

７　血液・免疫・内分泌 医療の本 Ac：図解人体 坂井　建雄　他編 日本醫事新報社 36

８　神経系１ 医療の本 Ac：図解人体 坂井　建雄　総編集 日本醫事新報社 37

９　神経系２ 医療の本 Ac：図解人体 坂井　建雄　総編集 日本醫事新報社 38

⑨　トイ・ストーリー 絵本 NULL ディズニー 講談社 20211

97歳の幸福論 一般図書 C：心の健康 笹本恒子 講談社 10450

Ａ　アンペア 絵本 NULL 篠原勝之 小学館 20286

ＡＤ／ＨＤ、ＬＤがある子どもを育てる本 医療の本 Gk：こどもの健康 月森久江 講談社 8117

ＡＤ／ＨＤ〈注意欠陥／多動性障害〉のすべてがわ

かる本 イラスト版
医療の本 Gk：こどもの健康 市川　宏伸 講談社 758

ＢａｂｙＢｏｏｋｓ　いぬ 絵本 NULL たしろたく 偕成社 20005

CKDってなに？：その理解と早期発見・治療のために 医療の本 Fr：腎臓 北岡建樹 永井書店 8065

ＣＬＯＵＤＬＡＮＤ 一般図書 H：代替療法 高橋健司 光琳社 5635

COPD　慢性閉塞性肺疾患 医療の本 Fn6：COPD 木田厚瑞 主婦の友社 8016

COPDの最新治療 慢性閉塞性肺疾患 タバコの生

活習慣病（よくわかる最新医学シリーズ）
医療の本 Fn6：COPD 木田 厚瑞 主婦の友社 10163

Ｃ型肝炎 医療の本 Ft5：C型肝炎 清沢　研道 保健同人社 541

Ｃ型肝炎Ｂ型肝炎 新版 医療の本 Ft5：C型肝炎 中嶋　俊彰 主婦の友社 543

Disease 人類を襲った30の病魔 医療の本 Fa：一般医学 小林力 医学書院 10068

Dr.コトー診療所　№1 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10103

Dr.コトー診療所　№10 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10112

Dr.コトー診療所　№11 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10113

Dr.コトー診療所　№12 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10114

Dr.コトー診療所　№13 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10115

Dr.コトー診療所　№14 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10116

Dr.コトー診療所　№15 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10117

Dr.コトー診療所　№16 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10118

Dr.コトー診療所　№17 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10119

Dr.コトー診療所　№18 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10120

Dr.コトー診療所　№19 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10137

Dr.コトー診療所　№2 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10104

Dr.コトー診療所　№20 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10121

Dr.コトー診療所　№21 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10138

Dr.コトー診療所　№22 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10122

Dr.コトー診療所　№23 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10139

Dr.コトー診療所　№24 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10140
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Dr.コトー診療所　№25 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10136

Dr.コトー診療所　№3 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10105

Dr.コトー診療所　№4 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10106

Dr.コトー診療所　№5 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10107

Dr.コトー診療所　№6 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10108

Dr.コトー診療所　№7 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10109

Dr.コトー診療所　№8 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10110

Dr.コトー診療所　№9 一般図書 Jb：病院/スタッフ 山田貴敏 小学館 10111

Dr.モリの転ばぬ先の杖 一般図書 C：心の健康 森惟明 高知新聞総合印刷 10323

Dr.モリの転ばぬ先の杖 一般図書 Fa1：一般 森惟明 高知新聞総合印刷 10647

ＥＢＭ　正しい治療がわかる本 医療の本 Aa：医学百科 福井　次矢　著 法研 4

free 一般図書 H：代替療法 高砂淳二 小学館 5637

GOLDゴールド 一般図書 H：代替療法 南風推 PARCO出版局 10377

Happy birthday Maisy 絵本 K：こどもの本 Lucy cousins NULL 20915

If pigs could fly 絵本 NULL RANDOM HOUSE RANDOMHOUSE 20339

ＬＤ〈学習障害〉のすべてがわかる本 イラスト版 医療の本 Gk：こどもの健康 上野　一彦 講談社 759

MY BEST FRIEND AT THE HOSPITAL こどもた

ちの目にうつったファシリティドッグ
医療の本 P：アニマル シャイン　オン！キッズ

認定特定非営利活

動法人　シャイン・オ

ン・キッズ

10406

NHKおじゃる丸　時代めいろでおじゃる 絵本 NULL このみﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ NHK出版 20250

ＮＨＫ地球大紀行１ 一般図書 H：代替療法 日本放送出版協会 5617

ＮＨＫ地球大紀行２ 一般図書 H：代替療法 日本放送出版協会 5618

ＮＨＫ地球大紀行３ 一般図書 H：代替療法 日本放送出版協会 5619

ＮＨＫ地球大紀行４ 一般図書 H：代替療法 日本放送出版協会 5620

ＮＨＫ地球大紀行５ 一般図書 H：代替療法 日本放送出版協会 5621

ＮＨＫ地球大紀行６ 一般図書 H：代替療法 日本放送出版協会 5622

ＮＨＫ地球大紀行別巻１ 一般図書 H：代替療法 日本放送出版協会 5623

ＮＨＫ地球大紀行別巻２ 一般図書 H：代替療法 日本放送出版協会 5624

ＮＯ　ＩＤＥＡ 絵本 NULL 安西水丸 金の星社 20166

Peter　Pan 絵本 NULL ディズニー アルク 20547

ＰＴＳＤとトラウマのすべてがわかる本 イラスト版 医療の本 C：心の健康 飛鳥井　望 講談社 94

SCREAMIES 絵本 NULL RANDOM HOUSE RANDOMHOUSE 20341

SILVERシルバー 一般図書 H：代替療法 南風椎 PARCO出版局 10376

ＳＷＥＥＴ　す・て・き・な・と・き 絵本 NULL 黒井　健 小学館 20031

THE TALE OF TOM KITTEN 絵本 NULL ベアトリックス・ポター
WILLIAMCLOWE

S
20611

TRUCKS 絵本 NULL RANDOM HOUSE RANDOMHOUSE 20340

ＷＨＩＴＥ　ホワイト 一般図書 H：代替療法 南風椎 PARCO出版局 5632

WONDER　MOVE　人体のふしぎ　（講談社の動く

図鑑WONDER　MOVE）
医療の本 Ac：図解人体 講談社, 島田達生 講談社 10281

Ｘ線・（造影）Ｘ線検査のマネジメント 医療の本 Ad：検査 中村　仁信　編 医薬ジャーナル社 51

アイ！マイ！まいん！ 絵本 NULL 市瀬悦子 小学館 20501

あいうえおの花 絵本 NULL 秋山　滋 金の星社 20217

愛された団地犬ダン 絵本 K：こどもの本 関　朝之 ハート出版 21011

愛された団地犬ダン 絵本 NULL 関　朝之 ハート出版 20254

あいたあな 絵本 NULL ともちえこ タリーズコーヒー 20109

アイリーンといっしょに 一般図書 C：心の健康 テレル・ハリス・ドゥーガン ポプラ社 10444

青いとり 絵本 NULL メーテルリンク チャイルド本社 20371

赤いくつはいてた女の子 絵本 NULL 綾野まさる ハート出版 20256

赤毛のアン 絵本 NULL L.M.モンゴメリー 講談社 20610

赤毛の妖精　ルビー 絵本 NULL デイジー・メドウズ ゴマブックス 20680

赤ずきん・ヘンゼルとグレーテル 絵本 K：こどもの本 ささきたづこ 講談社 20992

赤ちゃんが来た 医療の本 Gh：妊娠/出産 石坂啓 朝日新聞出版 5567

あかちゃんすくすく絵本　ぱいぱいおっぱい 絵本 NULL 正高信男 すずき出版 20010

あかちゃんのあそびえほん３　いただきます　あそび 絵本 NULL きむらゆういち 偕成社 20013

赤ちゃんは水頭症 医療の本 Fm：脳・神経系 柴田靖子 日本水頭症協会 10092

悪性リンパ腫　改訂版 医療の本 Fc：血液/リンパ 堀田　知光　編 医薬ジャーナル社 1004

あさの絵本 絵本 NULL 谷川俊太郎 アリス館 20032

あざらしのはる 絵本 NULL 手島圭三郎 リブリオ出版 20151
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

亜細亜ふむふむ紀行 一般図書 C：心の健康 群ようこ 新潮社 10434

明日この世を去るとしても今日の花に水をあげなさい 医療の本 C：心の健康 樋野興夫 幻冬舎 10332

明日への伝言 一般図書 Gg6：乳がん 大山和栄 秋田書店 10133

明日をひらく言葉 一般図書 C：心の健康 やなせたかし PHP研究所 10244

あしながおじさん 一般図書 C：心の健康 ジーン・ウェブスター ｳﾞｨﾚｯｼﾞﾌﾞｯｸｽ 10489

アスペルガー症候群〈高機能自閉症〉のすべてがわか

る本 イラスト版
医療の本 Gk：こどもの健康 佐々木　正美 講談社 760

遊び上手はしつけ上手【２歳児篇】 医療の本 Gk：こどもの健康 辻井正 同朋舎 5584

遊び図鑑 絵本 NULL 奥成　達 福音館書店 20306

遊べる！おりがみ 絵本 NULL 笠原邦彦 大泉書店 20638

遊べる！おりがみ 絵本 NULL 笠原邦彦 大泉書店 20753

新しい介護 医療の本 Gt8：在宅介護 大田仁史 講談社 10028

新しい自然免疫学　免疫システムの真の主役 医療の本 Ff：免疫 坂野淳 技術評論社 10348

悪化するがんの治療百科　改訂版 医療の本 Fe：がん 幕内　雅敏　監修 三省堂 387

あっぱれ！わかとの天福丸　お国がえの巻 絵本 NULL 小暮正夫 金の星社 20202

アトピー性皮膚炎 医療の本 Fo：皮膚/髪/爪 五十嵐　敦之 保健同人社 426

アトピーなんか飛んで行け!―アトピー克服実践マニュ

アル
医療の本 Gk：こどもの健康

アトピーなんか飛んで行

け！の会
ブイツーソリューション 10286

あなたに、会えてよかった。 一般図書 C：心の健康 中島未月 PHP研究所 10373

あなたに贈る食の玉手箱 医療の本 B：栄養/食事 星澤幸子 ワニ・プラス 10062

あなたのためのがん用語事典 医療の本 Fe：がん 日本医学ジャーナリス 文藝春秋 361

あなたの病気-小児脳腫瘍の治療- 医療の本 Gk：こどもの健康 小児脳腫瘍の会 小児脳腫瘍の会 5533

あなたもできる減量作戦 医療の本 Vc：糖尿病 坂根　直樹　著 診断と治療社 953

あなたを産んでよかった 医療の本 Gh：妊娠/出産 マーサ・ベック 中央精版 5573

あなたを変える「稼ぎ力」養成講座 一般図書 C：心の健康 渋井真帆 ダイヤモンド社 10228

アナと雪の女王　愛されるエルサ女王 一般図書 C：心の健康 エリカ・デイビット 角川書店 10512

アニメ版ちびまる子ちゃん　ヒロシの友情の巻 絵本 NULL さくらももこ 金の星社 20437

姉の結婚 一般図書 C：心の健康 群ようこ 集英社 10427

あの子は気になる転校生 絵本 NULL 藤田富美恵 PHP研究所 20591

あのね 医療の本 Gk：こどもの健康 朝日新聞学芸部 朝日新聞出版 5598

あひるのジマイマのおはなし 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20560

あひるのたまご 絵本 NULL さとうわきこ 福音館書店 20094

アプリイ・ダプリイのわらべうた 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20331

アフリカ　ないしょだけどほんとだよ 絵本 NULL 竹下文子 ポプラ社 20200

アボンリーへの道⑪　冬の別れ 絵本 NULL モンゴメリ 金の星社 20283

あめ 絵本 K：こどもの本 高畠　純
ベネッセコーポレーショ

ン
20897

あめあがり 絵本 NULL きむらゆういち 小峰書店 20195

雨ふる本屋 一般図書 C：心の健康 日向理恵子 童心社 10398

あらしのよるに① 絵本 NULL 木村裕一 講談社 20755

アリアドネの弾丸 一般図書 C：心の健康 海棠尊 宝島社 10462

ありがとう障害犬タロー 一般図書 P：アニマル 小森泰治 アスペクト 10382

歩いて治すひざの痛み イラスト版 医療の本 Ff7：リウマチ 黒沢　尚 講談社 269

歩き方を変えれば外反母趾はここまで治る！ 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 古屋達司　著 メタモル出版 5354

アルツハイマー病・認知症（痴呆症） 医療の本 Gt7：認知症 吉岡　充　監修 主婦の友社 568

アルツハイマー病のすべてがわかる本 イラスト版 医療の本 Gt7：認知症 新井　平伊 講談社 569

アルツハイマ-無の世界への航海- 医療の本 Gt7：認知症 武田雅俊　監修 アークメディア 5324

あるはれたひに 絵本 NULL 木村裕一 講談社 20592

あるはれたひに② 絵本 NULL 木村裕一 講談社 20756

あるふぁべっとのなかまたち 絵本 NULL アストラゼネカ アストラゼネカ 20110

アレックスとネコさん 絵本 NULL Ｓ・ラムート あかね書房 20738

アレルギーっ子の生活百科　第３版 医療の本 Gk：こどもの健康 角田　和彦　著 近代出版 810

アンガスとあひる 絵本 K：こどもの本 マージョリー・フラック 福音館書店 21000

晏子（あんし）下 一般図書 C：心の健康 宮城谷昌光 新潮社 10144

晏子（あんし）上 一般図書 C：心の健康 宮城谷昌光 新潮社 10142

晏子（あんし）中 一般図書 C：心の健康 宮城谷昌光 新潮社 10143

安心立命有為転変 一般図書 Fe：がん 福原拾十
宮日文化情報セン

ター
5464

安心レシピでいただきます！　潰瘍性大腸炎 医療の本 Fs：胃腸 斎藤　恵子 弘文堂 535
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

安全ながん治療とテーラーメイド医療に向け 医療の本 D：薬 乾　賢一　監修 じほう 182

あんたらヤメときや！ 一般図書 C：心の健康
演劇ストーリー入選作品

集

大阪市人権啓発推

進協議会
10310

あんな雪　こんな氷 絵本 NULL 高橋喜平 講談社 20155

アンネの日記 絵本 NULL アンネ・フランク 文藝春秋 20612

アンパンマンがいっぱい　ルームデコレーション 絵本 NULL 千金美穂 フレーベル館 20294

アンパンマンとあそぼう　おりがみ 絵本 NULL 仲田安津子 フレーベル館 20577

アンパンマンとげんきにあいさつ 絵本 NULL やなせたかし フレーベル館 20576

アンパンマンのなぞなぞのくに２ 絵本 NULL やなせたかし フレーベル館 20192

あんぽんたんのおもしろことばなんじゃらほい！その① 絵本 NULL ひろかわさえこ 草土文化 20648

あんぽんたんのおもしろことばなんじゃらほい！その② 絵本 NULL ひろかわさえこ 草土文化 20649

胃・十二指腸潰瘍の人の食事 医療の本 Fs：胃腸 林田　康男　病態
女子栄養大学出版

部
516

胃・十二指腸の病気　新版 医療の本 Fs：胃腸 平塚　秀雄　監修 主婦の友社 515

いい運気と仲良しになれる！引き寄せ行動術 一般図書 C：心の健康 卯野たまご 角川書店 10381

いい覚悟で生きる 医療の本 C：心の健康 樋野興夫 小学館 10333

いいものひろったくまざわくん 絵本 NULL きたやまようこ あかね書房 20334

家缶 絵本 NULL 早川純子 ほるぷ出版 20133

医学・看護用語のカタカナ語・略語便利辞典 医療の本 Aa：医学百科 エキスパートナース編 照林社 11

胃がん　（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Fs5：胃がん 比企直樹　著 主婦の友社 10575

胃がん術後の生活読本 医療の本 Fs5：胃がん 佐野武 主婦と生活社 10492

胃癌治療ガイドライン 医療の本 Fs5：胃がん 日本胃癌学会 金原出版 5490

胃癌治療ガイドライン　医師用　第２版 医療の本 Fs5：胃がん 日本胃癌学会　編 金原出版 388

胃癌治療ガイドライン　医師用2014年5月改訂第4

版
医療の本 Fs5：胃がん 日本胃癌学会 金原出版 10355

胃がん治療ガイドラインの解説一般用　２版 医療の本 Fs5：胃がん 日本胃癌学会　編 金原出版 551

胃がんの最新治療 医療の本 Fs5：胃がん 比企直樹 主婦の友社 5525

育児新百科 最新版オールカラー―月齢ごとに「見て

わかる!」
医療の本 Gh：妊娠/出産

ベネッセコーポレーショ

ン
10181

いこうよいこうよどうぶつえん 絵本 NULL さいとうとしこ 齋藤登志子 20188

居酒屋ぼったくり 一般図書 Fa1：一般 秋川滝美 NULL 10645

いざとういうときに役立つ　マンガでわかる救急・救命処

置：パワーアップ版
医療の本 L：麻酔/手術/救急 安間文彦 メディカ出版 5662

医者からもらった薬がわかる本 医療の本 D：薬 医薬制度研究会 法研 10008

医者からもらった薬がわかる本 第29版 医療の本 D：薬 医薬制度研究会 法研 10151

医者からもらった薬がわかる本　第30版 医療の本 D：薬 法研 10500

医者に聞けない抗癌剤の話　増補改訂版 医療の本 Fe6：化学療法 平岩　正樹　著 海竜社 390

胃手術後の１００日レシピ退院後の食事プラン

（１００日レシピシリーズ）
医療の本 Fs：胃腸 青木照明他

女子栄養大学出版

部
5486

いそいでいそいで 絵本 K：こどもの本 七尾純
ベネッセコーポレーショ

ン
20896

イソップ童話 絵本 K：こどもの本 角野栄子 講談社 20990

依存症のすべてがわかる本 イラスト版 医療の本 C：心の健康 渡辺　登 講談社 99

痛みのケア　慢性痛、がん性疼痛へのアプロ 医療の本 Fe：がん 熊澤　孝朗 照林社 403

悼む人　上 一般図書 C：心の健康 天童荒太 文藝春秋 10386

悼む人　下 一般図書 C：心の健康 天童　荒太 文藝春秋 10387

一期一会　スキだから 絵本 NULL 粟生こずえ 学研 20745

いちご新聞　キャラクターおりがみ教室 絵本 NULL 高島 麻子 サンリオ 20580

いちばんまちどおしい日 絵本 NULL 土田義晴 ポプラ社 20344

胃腸手術後の人の食事 医療の本 Fs：胃腸
河村　一太;吉田　千恵

子;小川　久惠

女子栄養大学出版

部
236

胃腸病 医療の本 Fs：胃腸 渡辺　知明　著 日本医学館 518

胃腸病の食事療法　第２版 医療の本 Fs：胃腸 医歯薬出版　編 医歯薬出版 519

いつかお母さんになるあなたへ　妊娠の心得 医療の本 Gh：妊娠/出産 宋美玄 ロハスメディア 8055

一生インフルエンザにかからない体質の作り方 医療の本 Fg：伝染・感染症 村上一裕　著 フォレスト出版 5362

いつでも会える 絵本 NULL 菊田まりこ 学研 20511

一歩一路中村敦子四文字熟語　母から子へ残して

おきたい七選
一般図書 C：心の健康 中村淳子 水山産業 10320

いつまでもデブと思うなよ 一般図書 V：メタボリックシンドローム 岡田斗司夫 新潮社 5405
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

いつもなかよし 絵本 NULL つちだよしはる あかね書房 20335

伊藤くんＡｔｏＥ 一般図書 Fa1：一般 柚木麻子 幻冬舎 10622

いないいないばぁ　あそび 絵本 NULL きむらゆういち 偕成社 20072

いなくなった私へ 一般図書 C：心の健康 辻堂ゆめ 宝島社 10460

犬ぞり兄弟ヤマトとムサシ 絵本 NULL 甲斐　望 ハート出版 20243

いぬとねこ１００ 絵本 NULL 今泉忠明 講談社 20626

犬のおまわりさんボギー 絵本 NULL 西松　宏 ハート出版 20630

犬の生態図鑑 一般図書 P：アニマル 蒔田和典 金の星社 10404

いのち 絵本 NULL 山岸智幸 三起商工 20136

命ある限り 医療の本 I：患者学 キューブラー・ロス 産業図書 10035

いのちの「語り部」 医療の本 Gk：こどもの健康 迫正廣 悠飛社 10047

いのちのあさがお 絵本 NULL あやのまさる ハート出版 20171

いのちの鼓動が聞こえる　心臓を移植した少女の物語 絵本 NULL 池田まき子 ハート出版 20264

いのちの時間 絵本 NULL ブライアン・メロニー 新教出版社 20457

命のバトンタッチ　障がいを負った犬・来未 絵本 K：こどもの本 今西乃子 岩崎書店 20813

いのちのバトンリレー　臓器移植を乗り越えた少女と白

血病の少年の物語
絵本 NULL 関　朝之 ハート出版 20274

いのちはどこに入ってるの？ 絵本 NULL 竹内　亨 ハート出版 20252

いのちは見えるよ 絵本 NULL 及川和男 岩崎書店 20197

いのちを癒す「心のとまり木」　心のケアの 医療の本 C：心の健康 小此木　啓吾　監 ベストセラーズ 992

イプーとイルカの海 絵本 NULL 片岡道子 旺文社 20362

イプーとまほうのトンネル 絵本 NULL 片岡道子 旺文社 20225

いま、子を育てること 一般図書 Gk：こどもの健康 毛利子来 筑摩書房 10473

いまさら聞けない高齢者の医学常識 医療の本 Gt：高齢者 三宅　貴夫　著 日総研出版 818

今すぐ使える心理学　しぐさを見れば心の９割がわか

る！
一般図書 C：心の健康 渋谷昌三 三笠書房 5394

いもうとのにゅういん 絵本 NULL 筒井頼子 福音館書店 20455

いやいやえん 絵本 NULL 中川李枝子 子どもの本研究会 20337

癒しの国のアリス 医療の本 Gt：高齢者 高柳和江 医歯薬出版 5612

癒しのユーモア　いのちの輝きを支えるケア 医療の本 C：心の健康 柏木　哲夫 三輪書店 155

嫌な女 一般図書 C：心の健康 桂望実 光文社 10445

イライラ・落ち込みが激しいときの本 (みんなの女性外

来)
医療の本 Gg：女性の健康 対馬ルリ子 小学館 8125

イラストでまなぶ人体のしくみとはたらき 医療の本 Ac：図解人体 田中　越郎　著 医学書院 39

イラストで学ぶ麻酔看護 医療の本 L：麻酔/手術/救急 弓削孟文 メディカ出版 5654

イラストでよくわかるがん治療とサポーティブケア 医療の本 Fe：がん 田口哲也 じほう 5478

西表島の海 一般図書 H：代替療法 矢野維幾 平凡社 5634

医療がやさしさをとりもどすとき 医療の本 Gt：高齢者 鎌田實 医歯薬出版 5610

医療コミュニケーションスキル 医療の本 I：患者学 沢村　敏郎　著 メディカルレビュー社 865

医療事故防止・対策マニュアル　改訂版 医療の本 C：心の健康 日本精神科看護技術協 精神看護出版 131

医療は「生活」に出会えるのか 医療の本 Gt：高齢者 竹内孝仁 医歯薬出版 5615

医療はとってもいい仕事 医療の本 Ae：臨床看護 澤田勝寛 薬事日報社 10317

医療被ばく相談Q&A 医療の本 Ad：検査

日本診療放射線技師会

医療被ばく安全管理委

員会

医療科学社 10608

医療福祉総合ガイドブック　2018年度版 医療の本 J：医療
日本医療ソーシャルワーク

研究会
医学書院 10546

イルカの子ディロのぼうけん 一般図書 K：こどもの本 ホラス・ドブス 学研 20825

いるかをおそった黒い波 絵本 NULL 今関信子 汐文社 20677

いろうのい・ろ・は 医療の本 Fs：胃腸 西口幸雄
PEGドクターズネット

ワーク
5419

イン・ザ・プール 一般図書 Fa1：一般 奥田英朗 文藝春秋 10629

インフォームドコンセントのための図説シリーズ　糖尿病

のフットケア
医療の本 Vc：糖尿病 門脇孝[ほか]編集 医薬ジャーナル社 8105

インフォームドチョイス 医療の本 Gt：高齢者 鎌田實 医歯薬出版 5609

陰陽五行による癒しの音楽 医療の本 H：代替療法 米井　嘉一 廣済堂 132

ウィメンズヘルス事典－女性のからだとここ 医療の本 Gg：女性の健康 日本母性衛生学会 中央法規出版 692

6



図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

植村直己と氷原の犬アンナ 絵本 NULL 関　朝之 ハート出版 20253

うごきのことばえじてん 絵本 K：こどもの本 やまさきひであき ひかりのくに 20899

うさこちゃんのにゅういん 絵本 NULL ブルーナ 福音館書店 20070

ウサコレプチイチゴウサギをさがせ！ 絵本 NULL 大野直美 学研 20527

後路みね 絵本 NULL いわむらかずお 理論社 20599

うたうおかあさん 絵本 NULL 西舘好子 サンマーク出版 20384

疑え、常識。 一般図書 C：心の健康 川口淳一郎 KKベストセラーズ 5466

うたぶっく① 絵本 NULL たかいよしかず 京田クリエーション 20588

宇宙プロキシマ号の伝説 絵本 NULL ブライアン・グリーン あすなろ書房 20430

うつヌケ 一般図書 C：心の健康 田中　圭一 角川書店 10506

うつ病　新版 医療の本 C：心の健康 関谷　透　著 主婦の友社 95

うつ病がよくわかる本 医療の本 C：心の健康 鍋田恭孝 日本評論社 10065

うつ病の病態生理と診断・治療 医療の本 C：心の健康 樋口　輝彦　他 真興交易医書出版 120

うでのいいくつや 絵本 K：こどもの本 くすのき　しげのり フレーベル館 21006

生まれ変わりレストラン 絵本 NULL
怪談レストラン編集委員

会
童心社 20724

生まれてよかった 医療の本 Gh：妊娠/出産 福岡光子 日本図書センター 5566

海からの風 一般図書 Fa1：一般 興梠みさ子 NULL 10648

うみべであそぼう 絵本 K：こどもの本 なかのひろみ 福音館書店 20894

占い魔女は消えた 絵本 NULL 池田美代子 岩崎書店 20309

うれしかった言葉悲しかったことば 医療の本 Gk：こどもの健康
麦の会こえだより編集委

員会
海鳥社 5594

うわさの怪談BUNKO１　プールで死者がよんでいる 絵本 NULL 小暮正夫 岩崎書店 20278

うわさの怪談BUNKO２　しのびよる図書室の亡霊 絵本 NULL 小暮正夫 岩崎書店 20279

うわさの怪談BUNKO３　のろわれた携帯メール 絵本 NULL 小暮正夫 岩崎書店 20280

うわさの怪談BUNKO４　恐怖の人食い観覧車 絵本 NULL 小暮正夫 岩崎書店 20281

うわさの怪談BUNKO５　地獄からもどった黒ねこ 絵本 NULL 小暮正夫 岩崎書店 20282

ウンココロ　しあわせウンコ生活のススメ 医療の本 Fs：胃腸 寄藤　文平　著 実業之日本社 530

うんぴ・うんご・うんにょ・うんち うんこのえほん 絵本 NULL 村上八千世 ほるぷ出版 20025

エイズの臨床から 医療の本 I：患者学 竹内照江
日本看護協会出版

会
10040

英独仏ラ-和　医学用語小辞典 医療の本 Aa：医学百科 菊池　博 医学書院 8132

えいようせんたいしょくレンジャー 医療の本 B：栄養/食事 久住 卓也 著 ポプラ社 5350

栄養とがん 医療の本 Fe：がん ネスレ栄養科学会議 建帛社 5475

笑顔のおくりもの 一般図書 C：心の健康 中島未月 PHP研究所 10375

絵でわかるがんと遺伝子 医療の本 Fe：がん 野島　博 講談社 8053

絵でわかる血液のはたらき 医療の本 Fc：血液/リンパ 八幡　義人　著 講談社 304

絵とき再生医学入門　幹細胞の基礎知識から 医療の本 Ab：専門医学事典 朝比奈　欣治　他著 羊土社 13

エドワルド　せかいでいちばんおぞましいおとこのこ 絵本 NULL ジョン・バーニンガム ほるぷ出版 20403

えほん　いのちのあさがお 絵本 K：こどもの本 あやのまさる ハート出版 20981

えほん　かえってきたジロー 絵本 NULL あやのまさる ハート出版 20420

えほん　だんちのこいぬ　ダン 絵本 NULL せきともゆき ハート出版 20134

絵本おとうと 絵本 NULL 松本春野 新日本出版社 20733

絵本おとうとⅡ　はじめての学校 絵本 NULL 松本春野 新日本出版社 20734

絵本版　象の背中-旅立つ日- 絵本 NULL 秋元　康 光文社 20033

エロイーサと虫たち 絵本 K：こどもの本 ハイロ・ブライトラゴ さ・え・ら書房 20853

嚥下障害食のつくりかた　改訂新版 医療の本 Ee5：嚥下障害 藤谷　順子　他 日本医療企画 235

エンジョイ・ユア妊娠ライフ 医療の本 Gh：妊娠/出産 島田信宏 南山堂 5560

塩分早わかり第3版　ＦＯＯＤ＆ＣＯＯＫＩＮＧ

ＤＡＴＡ
医療の本 Vb：高血圧

牧野直子, 女子栄養大

学出版部

女子栄養大学出版

部
10264

老いの泉 上 医療の本 Gt：高齢者 ベティ・フリーダン 西村書店 5613

老いの泉 下 医療の本 Gt：高齢者 ベティ・フリーダン 西村書店 5614

オウエンとムゼイ 絵本 NULL ハトコフ NHK出版 20212

王さまの耳はろばの耳　くいしんぼうのねずみ 絵本 K：こどもの本 八百坂洋子　山内清子 講談社 20999

おうむねこ 絵本 NULL ニコラ・ベーリー ほるぷ出版 20135

オウルくんのクリスマス 絵本 NULL 上野和子 大日本絵画 20022

おおきなかぶ 絵本 NULL うちだりさこ 福音館書店 20096

大塚勝久写真集　南の風　沖縄・宮古・八重山諸

島
一般図書 H：代替療法 大塚勝久 琉球新報社 10472
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

オールカラー 骨・関節・筋肉の構造と動作のしくみ 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 深代 千之 ナツメ社 10154

おかあさん　あのね 絵本 NULL さかぐちえみこ 小峰書店 20016

おかあさん　だいじょうぶ？ 絵本 NULL
乳がんの親とそのこどもの

ためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
小学館 20453

お母さんどうしちゃったの・・・ 医療の本 C：心の健康 プルスアルハ ゆまに書房 10613

おかあさんにおみやげ 絵本 NULL つちだよしはる あかね書房 20366

お母さんに伝えたい子どもの病気 ホームケアガイド　第

３版
医療の本 Gk：こどもの健康 日本外来小児科学会 医歯薬出版 5645

お母さんの小児科専門医 医療の本 Gk：こどもの健康 清水　浩信　著 グラフ社 776

お母さんのためのやさしい小児喘息のおは★医療の本

★
医療の本 Gk：こどもの健康 森川昭廣・望月博之　著 医薬ジャーナル社 8026

お母さんのためのやさしい小児喘息の自己管 医療の本 Gk：こどもの健康 飯倉　洋治 医薬ジャーナル社 775

お母さんのためのやさしい小児糖尿病の自己 医療の本 Gk：こどもの健康 松浦　信夫　編著 医薬ジャーナル社 774

お母さんのためのワクチン接種ガイド改訂版 医療の本 Gk：こどもの健康 薗部友良 日経メディカル開発 5648

おかあさんのパジャマ 絵本 NULL 渡辺博子 ハート出版 20216

お母さんは静養中 医療の本 C：心の健康 プルスアルハ ゆまに書房 10614

お帰り！盲導犬オリバー　ぼく、みんなのこと覚えている

よ
絵本 NULL 今泉耕介 ハート出版 20271

おかしな10のとなえうた 絵本 K：こどもの本 木島始
ベネッセコーポレーショ

ン
20889

おかねのきもち 絵本 NULL やまもとゆか KKベストセラーズ 20121

沖田くんのタイムスリップ 医療の本 Fn：呼吸器
公益財団法人結核予防

会

公益財団法人結核

予防会
5483

おきゃくさま 絵本 NULL なかがわりえこ 福音館書店 20490

お灸百科 医療の本 I：患者学 岡田明三 医道の日本社 10525

億男 一般図書 C：心の健康 川村元気 マガジンハウス 10471

おさるのジョージ　チョコレートこうじょうへいく 絵本 NULL レイ 岩波書店 20157

おじいさんのはやぶさ 絵本 NULL 間瀬なおかた KKベストセラーズ 20425

おじいちゃん、戦争のことを教えて 一般図書 C：心の健康 中條高徳 小学館 10436

おしゃべりなもり 絵本 NULL スラトコフ 福音館書店 20128

おしゃれキャット 絵本 NULL ディズニー 偕成社 20542

おしゃれバトルがはじまっちゃう！ 絵本 NULL 奥沢しおり フレーベル館 20668

おしりたんてい 絵本 NULL トロル ポプラ社 20731

オズの魔法使い 絵本 K：こどもの本 ハウム ポプラ社 20790

おそうじをおぼえたがらないリスのゲルランゲ 絵本 K：こどもの本 J・ロッシュ。マゾン 福音館書店 20887

お父っつあんの冒険 一般図書 C：心の健康 日本エッセイストクラブ 文藝春秋 10209

おつきみピクニック 絵本 NULL いちかわなつこ ほるぷ出版 20404

折って丸めてへんしん！　おもしろハンカチ遊び 絵本 NULL タキガワタカシ すずき出版 20186

おっぱいだより集 医療の本 Gh：妊娠/出産 母乳育児サークル メディカ出版 5569

おっぱいのひみつ 医療の本 Ac：図解人体 やぎゅう げんいちろう 福音館書店 5345

おてんきてんしのおくりもの 絵本 NULL 戸田和代 金の星社 20343

おてんば娘　はな子の七転び八起 絵本 NULL 綾野まさる ハート出版 20439

おてんば娘はな子の七転び八起 絵本 NULL 綾野まさる ハート出版 20635

お父さん・お母さんががんになってしまったら 医療の本 Fe：がん Ann Couldrick ピラールプレス 5471

お父さんのバックドロップ 絵本 NULL 中島らも 学習研究社 20375

男の更年期障害を治す 医療の本 G：生活 天野　俊康　著 講談社 688

おにいちゃんがいてよかった 絵本 NULL 細谷亮太 岩崎書店 20175

おねがいナンマイダー 絵本 K：こどもの本 ハンダ　トシヒト 岩崎書店 20877

おばけのアッチとドララちゃん 絵本 NULL 角野栄子 ポプラ社 20352

おばけのアッチほっぺたぺろりん 絵本 NULL 角野栄子 ポプラ社 20353

おばけのてんぷら 絵本 NULL せなけいこ ポプラ社 20099

おばけのパトロール 絵本 NULL 山本和子 PHP研究所 20342

おばけのひっこし 絵本 NULL さがらあつこ 福音館書店 20442

おばけファクトリー（工場） 絵本 NULL みやざきひろかず 旺文社 20206

おはようからだくん 医療の本 G：生活 竹村俊子　著 ナート 5372

おひとよしのオオシカ 絵本 NULL スース 偕成社 20232

おひめさまえんそくにいく 絵本 NULL まだらめ三保 ポプラ社 20363

おふろだいすき 絵本 NULL 松岡亨子 福音館書店 20489

おへそのあな 絵本 NULL 長谷川義史 BL出版 20451
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

おへそのひみつ 医療の本 Ac：図解人体 やぎゅうげんいちろう 福音館書店 8104

おぼうさんになった少年ピタック 絵本 NULL 田村　仁 草土文化 20432

おまえうまそうだな 絵本 NULL 宮西達也 ポプラ社 20386

おむすびころりん・うらしまたろう 絵本 K：こどもの本 松谷みよ子 講談社 20985

思い出のたんじょう日 絵本 NULL 内田麟太郎 金の星社 20418

思い出のマーニー 絵本 NULL ジョーン・G・ロビンソン 角川書店 20751

おもいやりとホスピタリティの心理学 医療の本 C：心の健康 平井誠也 北大路書房 5554

おもちゃばこ 絵本 H：代替療法 kemeko トリニニィアーツ 10501

親が70歳を過ぎたら読む本 医療の本 Gt5：高齢期ケア 村田裕之 ダイヤモンド社 10027

親子で遊ぼう　手作りおもちゃ 絵本 NULL 鈴木正一 成美堂出版 20245

おやすみなさいフランシス 絵本 K：こどもの本 ラッセル・ホーバン 福音館書店 20878

親の入院・介護が必要になったときに読む本 医療の本 Gt8：在宅介護 豊田眞弓 日本実業出版社 10029

おやゆびとうさん 絵本 NULL 長野ヒデ子 佼成出版 20114

泳ぐのに安全でも適切でもありません 一般図書 C：心の健康 江國香織 集英社 10415

おりおりのりものずかん 絵本 NULL 和田由紀夫 大泉書店 20601

おりがみ　4　にんぎょうや花 絵本 K：こどもの本 エキグチクニオ 偕成社 21025

おりがみ　５　いれものとぼうし 絵本 K：こどもの本 エキグチクニオ 偕成社 21019

オレ様キングダム 絵本 K：こどもの本 村上アンズ 小学館 20869

折れない自信をつくるシンプルな習慣 一般図書 C：心の健康 心屋仁之助 朝日新聞出版 10526

オレンジの壺 一般図書 C：心の健康 宮本輝 光文社 10420

オレンジの壺　下 一般図書 C：心の健康 宮本輝 光文社 10421

おんなじほしをみつめて 絵本 K：こどもの本 ペイジ・ブリット フレベール館 21014

海峡の光 一般図書 C：心の健康 辻仁成 新潮社 10419

カイくんと子どもたち 絵本 NULL 坂本カイ ポプラ社 20737

かいけつゾロリきょうふのようかいえんそく 絵本 NULL 原ゆたか ポプラ社 20657

かいけつゾロリナゾノスパイと100本のバラ 絵本 NULL 原ゆたか ポプラ社 20665

かいけつゾロリなぞのスパイとチョコレート 絵本 NULL 原ゆたか ポプラ社 20664

かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん！ 後編 絵本 NULL 原ゆたか ポプラ社 20660

かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん！ 前編 絵本 NULL 原ゆたか ポプラ社 20658

かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん！ 中編 絵本 NULL 原ゆたか ポプラ社 20659

かいけつゾロリの大どろぼう 絵本 NULL 原ゆたか ポプラ社 20652

かいけつゾロリの大まじんをさがせ！！ 絵本 NULL 原　ゆたか ポプラ社 20625

かいけつゾロリのちきゅうさいごの日 絵本 NULL 原ゆたか ポプラ社 20655

かいけつゾロリのてんごくとじごく 絵本 NULL 原ゆたか ポプラ社 20656

かいけつゾロリのドラゴンたいじ　きょうふのやかた 絵本 NULL 原ゆたか ポプラ社 20541

かいけつゾロリのなぞのおたから大さくせん　後編 絵本 NULL 原ゆたか ポプラ社 20654

かいけつゾロリのなぞのおたから大さくせん　前編 絵本 NULL 原ゆたか ポプラ社 20653

かいけつゾロリのにんじゃ大さくせん 絵本 NULL 原ゆたか ポプラ社 20650

かいけつゾロリのはちゃめちゃテレビ局 絵本 NULL 原ゆたか ポプラ社 20661

かいけつゾロリのめいたんていとうじょう 絵本 NULL 原ゆたか ポプラ社 20651

かいけつゾロリのメカメカ大さくせん 絵本 NULL 原ゆたか ポプラ社 20663

かいけつゾロリはなよめとゾロリじょう 絵本 NULL 原ゆたか ポプラ社 20662

外国人患者診療・看護ガイド 医療の本 I：患者学 小林　米幸 エルゼビア・ジャパン 902

介護食ハンドブック　第２版 医療の本 Gt8：在宅介護 手嶋登志子 医歯薬出版 10025

介護に縁のないくらし　３７のノウハウ 医療の本 Gt5：高齢期ケア 上農　哲朗　監修 メディカ出版 833

介護のほんとうがわかる本 医療の本 Gt8：在宅介護 主婦と生活社 主婦と生活社 10026

外食・デリカ・コンビニのカロリーガイド 医療の本 B：栄養/食事 香川芳子
女子栄養大学出版

部
10060

介助犬武蔵と学校へ行こう　日本初。難病の久美子

ちゃんがチャレンジ
絵本 NULL 綾野まさる ハート出版 20262

介助犬武蔵と学校へ行こう　日本初・難病の久美子

ちゃんがチャレンジ
絵本 K：こどもの本 綾野まさる ハート出版 20787

改訂版　看護に生かす検査マニュアル 医療の本 Ad：検査 高木　康 医学芸術社 8044

快適！ストーマ生活 医療の本 Fs：胃腸 松浦信子/山田陽子 医学書院 5487

外反母趾を防ぐ・治す　新版 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 井口　傑　著 講談社 257

解剖生理学 医療の本 Ac：図解人体 高野　廣子 南山堂 43

解剖生理をおもしろく学ぶ 医療の本 Ac：図解人体 監修：増田敦子 医学芸術社 8045

潰瘍性大腸炎 (ＥＢＭシリ－ズ) 正しい治療がわか

る本
医療の本 Fs9：潰瘍性大腸炎 中島淳 法研 540
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

潰瘍性大腸炎・クローン病の人の食事 医療の本 Fs：胃腸
女子栄養大学出版

部
8018

カウンセリング・ブック　vol.1 医療の本 Gk：こどもの健康 国立総合医療研究ｾﾝﾀｰ
国立総合医療研究

センター
10051

カウンセリング・ブック　vol.2 医療の本 Gk：こどもの健康 国立総合医療研究ｾﾝﾀｰ
国立総合医療研究

センター
10052

帰ってきたはやぶさ 絵本 K：こどもの本 今泉耕介 ハート出版 20846

科学的根拠に基づく　乳癌診療ガイドライン①治療

編2015年版
医療の本 Gg6：乳がん 日本乳癌学会 金原出版 10365

科学的根拠に基づく口腔癌診療ガイドライン　2009

年版
医療の本 Fj：歯

日本口腔腫瘍学会・日

本口腔外科学会/編
金原出版 8060

科学的根拠に基づく口腔癌診療ガイドライン 2013

年版: 構造化抄録CD-ROM付
医療の本 Fj：歯

日本口腔腫瘍学会日腔

癌治療ガイドライン改訂

委員会

金原出版 10160

科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン 1治療編

2013年版
医療の本 Gg6：乳がん 日本乳癌学会 金原出版 10174

科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン 2疫学・診

断編 2013年版
医療の本 Gg6：乳がん 日本乳癌学会 金原出版 10175

科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン②免疫・診

断編　2015年版
医療の本 Gg6：乳がん 日本乳癌学会 金原出版 10367

かかりつけ医活用法　あなたの健康マネジャ 医療の本 I：患者学 筒井　大八　著 近代文藝社 852

かぎばあさんアメリカへいく 絵本 NULL 手島悠介 岩崎書店 20367

書く力伝える力　小学生の作文力 絵本 NULL 岸本裕史 小学館 20673

かぐやひめ 絵本 NULL 日本童話 ひかりのくに 20426

かけがえのない地球３６５日空の旅 一般図書 H：代替療法 ﾔﾝ･ｱﾙﾃｨｽ･ﾍﾞﾝﾄﾗﾝ ピエ・ブックス 5642

かこさとし　あそびの大宇宙　しかくまぶたちゃんのあそび 絵本 NULL かこさとし 農山漁村文化協会 20150

かさじぞう 絵本 NULL 日本昔話 ポプラ社 20544

かさぶたくん 医療の本 Ac：図解人体 やぎゅう げんいちろう 福音館書店 5344

ガスパールびょういんへいく 絵本 NULL アン・グッドマン ブロンズ新社 20454

霞町物語 一般図書 Fa1：一般 浅田次郎 講談社 10633

風にのってきたメアリー・ポピンズ 絵本 NULL トラヴァース 岩波書店 20595

風の谷のナウシカ　上 絵本 K：こどもの本 宮崎駿 徳間書店 20836

風の谷のナウシカ　下 絵本 K：こどもの本 宮崎駿 徳間書店 20837

かぜのてのひら 一般図書 C：心の健康 俵万智 河出書房新社 10448

風の中のマリア 一般図書 C：心の健康 百田　尚樹 講談社 10520

風の星 絵本 NULL 新宮　晋 福音館書店 20117

家族看護　Ｖｏｌ．０１　Ｎｏ．０１ 医療の本 I：患者学 野嶋　佐由美　他編
日本看護協会出版

会
832

家族看護　Ｖｏｌ．０１　Ｎｏ．０２ 医療の本 I：患者学 野嶋　佐由美　編集
日本看護協会出版

会
831

家族のケアでがんは消える　患者を生還に導く48の智

恵
医療の本 Fe：がん 野本篤志 遊タイム出版 10276

家族のためのはじめての認知症介護 一般図書 C：心の健康 田中知世子 幻冬舎 10321

かちかちやま・したきりすずめ 絵本 K：こどもの本 松谷みよ子 講談社 20983

学研の図鑑　魚 絵本 K：こどもの本 沖山宗雄 学習研究社 20916

学研の図鑑　植物 絵本 K：こどもの本 大場達之 学習研究社 20930

学研の図鑑　動物 絵本 NULL 学研 学研 20705

学研まんがＮＥＷ日本の歴史　1 絵本 K：こどもの本 大石学　監修 学研 20965

学研まんがＮＥＷ日本の歴史　10 絵本 K：こどもの本 大石学　監修 学研 20974

学研まんがＮＥＷ日本の歴史　11 絵本 K：こどもの本 大石学　監修 学研 20975

学研まんがＮＥＷ日本の歴史　12 絵本 K：こどもの本 大石学　監修 学研 20976

学研まんがＮＥＷ日本の歴史　2 絵本 K：こどもの本 大石学　監修 学研 20966

学研まんがＮＥＷ日本の歴史　3 絵本 K：こどもの本 大石学　監修 学研 20967

学研まんがＮＥＷ日本の歴史　4 絵本 K：こどもの本 大石学　監修 学研 20968

学研まんがＮＥＷ日本の歴史　5 絵本 K：こどもの本 大石学　監修 学研 20969

学研まんがＮＥＷ日本の歴史　6 絵本 K：こどもの本 大石学　監修 学研 20970

学研まんがＮＥＷ日本の歴史　7 絵本 K：こどもの本 大石学　監修 学研 20971

学研まんがＮＥＷ日本の歴史　8 絵本 K：こどもの本 大石学　監修 学研 20972
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

学研まんがＮＥＷ日本の歴史　9 絵本 K：こどもの本 大石学　監修 学研 20973

学研まんがＮＥＷ日本の歴史　別巻　人物学習事

典
絵本 K：こどもの本 大石学　監修 学研 20977

学研まんがＮＥＷ日本の歴史　別巻　文化遺産学

習事典
絵本 K：こどもの本 大石学　監修 学研 20978

がっこうでトイレにいけるかな？ 絵本 NULL 村上八千世 ほるぷ出版 20452

学校のびっくり事件ファイル 絵本 NULL 日本児童文学者協会 偕成社 20598

学校へいくのいや 絵本 NULL 末吉暁子 講談社 20389

かっとびジャック 絵本 NULL やましたはるお ポプラ社 20126

家庭でつくれる透析食　Ｐａｒｔ１　改訂版 医療の本 Fr5：透析 杉野　信博　監 ライフサイエンス出版 250

家庭でつくれる透析食　Ｐａｒｔ２ 医療の本 Fr5：透析 杉野　信博　監 ライフサイエンス出版 251

家庭でできるリハビリテーション 医療の本 Ee：リハビリ療法 隆島　研吾　著 法研 230

彼女がその名を知らない鳥たち 一般図書 C：心の健康 沼田まほかる 幻冬舎 10530

下半身に筋肉をつけると「太らない」「疲れない」 一般図書 C：心の健康 中野ジェームス修一 大和書房 10507

株価暴落 一般図書 C：心の健康 池井戸潤 文藝春秋 10527

カプチーヌ 絵本 NULL タンギー・グレバン 小峰書店 20627

花粉症 改訂新版 医療の本 Ff5：アレルギー 大塚　博邦 保健同人社 491

花粉症ここまで分かった！ここまで治る！！ 医療の本 Ff5：アレルギー 久松　建一 北隆館 498

神さまに質問「いのち」ってなんですか 絵本 NULL 綾野まさる ハート出版 20263

かみつきドゥードゥル 絵本 NULL ポリー・ダンバー フレベール館 20405

かみであそぼう 絵本 NULL こばやしみのる ほるぷ出版 20494

神の交渉力 一般図書 C：心の健康 竹内一正 経済界 10239

かむ・飲み込むが難しい人の食事 医療の本 Ee5：嚥下障害 藤谷順子 講談社 5538

カメヤマ　カメタの一がっき 絵本 NULL ふなざきよしひこ 草土文化 20214

仮面病棟 一般図書 C：心の健康 知念実希人 実業之日本社 10467

かもさんおとおり 絵本 K：こどもの本 ロバート・マックロスキー 福音館書店 20852

カラー写真で見てわかるストーマケア 医療の本 Fs：胃腸 大村　裕子　編 メディカ出版 531

ガラスのお腹 医療の本 Gh：妊娠/出産 海月まき子 新風舎 5559

からだ 医療の本 Ac：図解人体 幼児ソフト企画開発部 学研 5501

からだあそびシリーズ①　くらしの中でどう動いてる？ 絵本 NULL 原田奈名子 草土文庫 20429

からだあそびシリーズ①　動物になって動いてみよう 絵本 NULL 久保　健 草土文化 20415

からだあそびシリーズ③　からだであそぼう 絵本 NULL 原田奈名子 草土文庫 20441

からだのしくみ全書 医療の本 Fa1：一般 飯野晃啓 東陽出版 10033

からだのしくみ全書 医療の本 Fa1：一般 飯野晃啓 東陽出版 10034

からだの正常/異常ガイドブック　改訂・増補版 医療の本 Ae：臨床看護 医学芸術社 8049

体の病と心のケア－身体疾患患者の精神症状 医療の本 C：心の健康 堀川　直史　著 文光堂 150

からだをまもる免疫のふしぎ 医療の本 Ff：免疫 日本免疫学会 羊土社 10346

カラフル 一般図書 Fa1：一般 森絵都 文藝春秋 10628

雁 一般図書 C：心の健康 森鷗外 新潮社 10432

ガリレオの苦悩 一般図書 C：心の健康 東野　圭吾 文藝春秋 10515

カルアシ・チミーのおはなし 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20567

カルガモガン太の涙 絵本 NULL 吉本正彦 ハート出版 20239

かるたｄｅ漢方 医療の本 He：漢方 草鹿砥千恵 源草社 10083

かわいいひかりのこたち 絵本 NULL イーダ・ボハッタ 童心社 20236

川を探検 絵本 NULL 松井　孝 金の星社 20347

がん　生と死の謎に挑む 医療の本 Fe：がん
立花隆/ＮＨＫスペシャ

ル取材班
文藝春秋 5516

がん!患者会と相談窓口全ガイド 医療の本 Fe：がん いいなステーション 三省堂 5540

がん「余命半年」からの生還患者と家族のための実践

マニュアル
医療の本 Fe：がん 平塚厚子 梧桐書院 5507

がん・家族はどうしたらよいか 医療の本 Fe：がん 季羽倭文子 池田書店 8088

ガン・完全治療の法則 医療の本 Z：DVD 川竹文夫 人間出版 5535

眼科 医療の本 Fh：目 小口　芳久　編 医薬ジャーナル社 481

がん化学療法と患者ケア　改訂第２版 医療の本 Fe6：化学療法 福島　雅典　監修 医学芸術社 374

ガンが消えていく食事 医療の本 Fe：がん 済陽高穂/志澤弘 マキノ出版 10494

眼科疾患ビジュアルブック 医療の本 Fh：目
永本敏之, 岡田アナベル

あやめ

学研メディカル秀潤

社
10251

ガンがゆっくり消えていく　再発・転移を防ぐ１７の戦

略
医療の本 Fe：がん 中山武 草思社 5515
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

カンガルーケア 医療の本 Gh：妊娠/出産 堀内功 メディカ出版 5568

がん患者、お金との闘い 医療の本 Fe：がん 札幌テレビ放送取材班 岩波書店 5509

がん患者ケアＱ＆Ａ－乳がん・消化器がんの 医療の本 Fe：がん 古河　洋　他監修 じほう 549

がん患者さんの心と体の悩み解決ガイド 医療の本 Fe：がん 日経メディカル 日経BP社 349

がん患者さんの心と体の悩み解決ガイド 医療の本 Fe：がん 日経メディカル 日経BP社 5518

がん患者と家族のためのサポートグループ 医療の本 Fe：がん デヴィッド・スピーゲル 医学書院 10036

がん患者の「迷い」に専門医が本音で答える本 医療の本 Fe：がん 水上治 草思社 5513

癌患者の栄養管理 医療の本 Fe6：化学療法 大村健二 南江堂 5519

がん患者のための地域の療養情報 医療の本 Fe：がん 大阪府立成人病センター
大阪府立成人病セ

ンター
10037

がん緩和マニュアル 医療の本 Fe7：緩和ケア
財団法人先端医療振興

財団
日経メディカル開発 10069

がん研有明病院で今起きている漢方によるがん治療

の奇跡
医療の本 He：漢方 星野恵津夫 海竜社 10370

がん研有明病院の抗がん剤・放射線治療に向きあう

食事
医療の本 Fe：がん 伊沢由紀子, 小口正彦

女子栄養大学出版

部
10275

看護技術のなぜ？ガイドブック　改訂・増補2版 医療の本 Ae：臨床看護 医学芸術社 8048

看護職のための代替療法ガイドブック 医療の本 H：代替療法 今西　二郎　他編 医学書院 844

看護に役立つ検査値の読み方・考え方　２版 医療の本 Ad：検査 河野　均也　他監 総合医学社 58

看護に役立つ口腔ケアテクニック 医療の本 Gt6：口腔ケア 医歯薬出版 8043

看護のアートⅠ 医療の本 Gt：高齢者 日野原重明 中央法規出版 5604

看護のための精神医学　第２版 医療の本 C：心の健康 中井　久夫　著 医学書院 134

看護ふれあい学講座　具体例で学ぶコミュニ 医療の本 Jc：医療倫理 中井　喜美子 照林社 869

間質性肺炎・肺線維症　本棚のホームド　４ 医療の本 Fn：呼吸器 長井　苑子　著 最新医学社 624

患者さん・ご家族・一般市民のための膵がん診療ガイ

ドライン2016の解説
医療の本 Ft：肝臓/胆のう/膵臓 日本膵臓学会 金原出版 10456

患者さんが安心できる検査説明ガイドブック 医療の本 Ad：検査
東京慈恵会医科大学附

属病院
医学書院 10280

患者さんから浴びせられる眼科疾患100の質問～達

人はどう答え、どう対応するか～
医療の本 Fh：目 坪田一男 編 メディカルレビュー社 8110

患者さんと家族のための放射線治療Q&A 医療の本 Fe：がん 日本放射線腫瘍学会 金原出版 10344

患者さんとご家族のための子宮頸がん・子宮体がん・

卵巣がん　第2版
医療の本 Gg：女性の健康 日本婦人科腫瘍学会 金原出版 10364

患者さんに伝える臨床検査の説明マニュアル 医療の本 Ad：検査 櫻林　郁之介　監 医歯薬出版 57

患者さんに学ぶ！ 医療の本 I：患者学 クリニックマガジン 866

患者さんのためのガイドブック　よくわかる肺がん　第４

版
医療の本 Fn7：肺ガン 西日本がん研究機構 金原出版 10213

患者さんのためのガイドブック　よくわかる肺がん　第4

版
医療の本 Fn7：肺ガン 西日本がん研究機構 金原出版 10214

患者さんのための頚椎後縦靭帯骨化症ガイドブック 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 南江堂 8041

患者さんのための乳がん診療ガイドライン 2009年版 医療の本 Fe：がん 金原出版 8054

患者さんのための乳がん診療ガイドライン　２０１２

年版
医療の本 Gg6：乳がん 日本乳癌学会 金原出版 10019

患者さんのための乳がん診療ガイドライン　2016年版 医療の本 Gg6：乳がん 日本乳癌学会 金原出版 10366

患者さんのための乳房温存療法ガイドライン 医療の本 Gg6：乳がん 厚生労働科学研究費補 金原出版 727

患者と家族のための川崎病Q&A 医療の本 Gk：こどもの健康 原田研介 ライフサイエンス出版 8040

患者と作る医学の教科書 医療の本 I：患者学 酒巻哲夫編著 日総研出版 8108

患者と読む、患者に話す脳腫瘍　Q&A135 医療の本 Fm：脳・神経系 藤巻　高光 メディカ出版 8131

患者の「なぜ」に答えるがん化学療法Q&A 医療の本 Fe6：化学療法 医学書院 8051

患者の声を医療に生かす 医療の本 I：患者学 大熊　由紀子　他編著 医学書院 867

患者のためのやさしい心電図の見方 医療の本 Fd：心臓・血管系 小沢　友紀雄　編 医薬ジャーナル社 321

患者は何でも知っている　ＥＢＭ時代の医師 医療の本 I：患者学 Ｊ．Ａ．Ｍ．グレイ 中山書店 861

患者をサポートする法律と制度の活用 医療の本 I：患者学 中山書店 854

がん術後の人の食事 医療の本 Fe：がん 太田　博俊　他著
女子栄養大学出版

部
352

関節の痛み 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 安倍千之　著 日本医学館 8014

関節リウマチ患者の在宅生活への支援 医療の本 Ff7：リウマチ 今野　孝彦　編著 メディカルトリビューン 449
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

関節リウマチ治療ガイドライン 医療の本 Ff7：リウマチ 日本リウマチ財団　編 医歯薬出版 450

関節リウマチのある患者の看護相談室 医療の本 Ae：臨床看護 尾岸　恵三子　編著 医歯薬出版 88

ガン全種類別・最新治療法 医療の本 Fe：がん 矢沢サイエンスオフィ 学習研究社 379

感染症診断に必要な微生物検査 医療の本 Fg：伝染・感染症 菅野　治重　他監 ライフサイエンス出版 463

感染症法に基づく医師の届出基準 医療の本 Fg：伝染・感染症 中央法規出版 464

感染症ワールド 医療の本 Fg：伝染・感染症 町田和彦 早稲田大学出版部 10071

完全図解　よくわかる心臓弁膜症 医療の本 Fd：心臓・血管系 加瀬川 均　著 講談社 5358

完全図解顎関節症とかみ合わせの悩みが解決する

本　東京医科歯科大学顎関節治療部部長が書い

た

医療の本 Fj：歯 木野 孔司　著 講談社 5364

がん専任栄養士が患者さんの声を聞いてつくった７３

の食事レシピ
医療の本 Fe：がん 川口美喜子/青山広美 医学書院 5474

感染の理解と消毒・滅菌の看護へのい　２版 医療の本 Fg：伝染・感染症 富野　康日己　編集 医歯薬出版 462

肝臓・胆のう・膵臓病の食事療法　第３版 医療の本 Ft：肝臓/胆のう/膵臓 医歯薬出版　編 医歯薬出版 240

肝臓の病気 医療の本 Ft：肝臓/胆のう/膵臓 大内　清昭 保健同人社 664

肝臓病　（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Ft：肝臓/胆のう/膵臓 泉並木　著 主婦の友社 10558

肝臓病 検査と治療の最新情報を網羅　よく効く薬と

の併用療法も徹底紹介 新版
医療の本 Ft：肝臓/胆のう/膵臓 中嶋　俊彰 主婦の友社 665

肝臓病の最新治療 医療の本 Ft：肝臓/胆のう/膵臓 泉並木 主婦の友社 10076

肝臓病の人の食事 医療の本 Ft：肝臓/胆のう/膵臓
黒田　博之;今堀　智紀;

高橋　敦子

女子栄養大学出版

部
544

簡単おりがみ大百科 絵本 NULL 萩野善之 主婦の友社 20584

かんたんカーボカウント 医療の本 Vc：糖尿病 大阪市立大学 医療ジャーナル社 10087

がん治療中の女性のためのLIFE&Beauty 医療の本 Gg：女性の健康 さとう桜子 主婦の友社 10496

がん治療レクチャー　やさしく学べる最新緩和医療Ｑ

＆Ａ
医療の本 Fe7：緩和ケア 江口研二/余宮きのみ 総合医学社 5481

がん治療を受ける前に知っておきたい５５ 医療の本 Fe6：化学療法 土屋了介 エクスナレッジ 5479

がんで不安なあなたへー心のケアの道しるべー 医療の本 Fe：がん 岡村　仁 メディカルトリビューン 5472

がんでも長生き心のメソッド 医療の本 Fe：がん 保坂隆 マガジンハウス 10340

がんと一緒に働こう！必携ＣＲＳハンドブック 医療の本 Fe：がん ＣＳＲプロジェクト 合同出版 5473

がん疼痛治療ガイドライン 医療の本 Fe：がん 日本緩和医療学会　他 真興交易医書出版 381

がん闘病中の髪・肌・爪の悩み　サポートブック 医療の本 Fe：がん
赤木勝幸・岩岡ひとみ

箸
英治出版 10606

がんとお金の本 医療の本 Fe：がん 黒田尚子 ビーシーケイ 5510

がんとこころのケア 医療の本 Fe：がん 明智龍男 NHK出版 5505

がんとたたかう子とともに　発病後日の浅い患者のご家

族へ
医療の本 Gk：こどもの健康 がんの子どもを守る会 がんの子どもを守る会 10242

がんとともに、自分らしく生きる　希望をもって、がんと

向き合う「ＨＢＭ」のすすめ
医療の本 Fe：がん 高野　利実 きずな出版 10330

がんと向き合う安心便利ノート 医療の本 Fe：がん 中村　直行 名著出版 364

ガンに打ち勝つ患者学末期ガンから生還した1万５０

００人の経験に学ぶ
医療の本 Fe：がん グレッグ・ダンダーソン 実業之日本社 5506

がんに効く生活克服した医師の自分でできる 医療の本 Fe：がん ダヴィド・S.シュレベール 日本放送出版協会 5508

癌についての５０５の質問に答える 医療の本 Fe：がん 小川　道雄　編著 へるす出版 395

がんになったら手にとるガイド 医療の本 Fe：がん 国立がん研究センター
学研メディカル秀潤

社
10039

がんになって、止めたこと、やったこと 医療の本 Fe：がん 野中秀訓 主婦の友社 10345

がんに負けない　治療の最前線 医療の本 Fe：がん 毎日新聞「がん」取材 毎日新聞社 365

がんに負けない、あきらめないコツ 医療の本 Fe：がん 鎌田　實 朝日新聞出版 8121

がんの痛み対策と緩和ケア 医療の本 Fe7：緩和ケア 向山雄人 主婦の友社 8011

がんの在宅ホスピスケアガイド 医療の本 Fe7：緩和ケア 吉田利康 日本評論社 5521

がんのひみつ 医療の本 Fe：がん 中川恵一 朝日出版社 5503

がんはなぜ問題視されるのか 医療の本 Fe：がん 谷田　憲俊 プリメド社 369

がんばれ！盲導犬ベルナ 絵本 NULL 郡司ななえ ハート出版 20273

がんばれば、幸せになれるよ 医療の本 Gk：こどもの健康 山﨑敏子 小学館 5591

漢方外来　漢方から診るからだと病気 医療の本 He：漢方 日笠　久美　著 プリメド社 848

がん放射線治療　（がん看護セレクション） 医療の本 Fe：がん 唐澤久美子, 藤本美生
学研メディカル秀潤

社
10277

がん抑制の食品事典 医療の本 Fa4：食事療法 西野　輔翼　編著 法研 241
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

がんワクチン 医療の本 H：代替療法 大野　忠夫　著 デジタルメディスン 842

がんを生きる 医療の本 Fe：がん 佐々木常雄 講談社現代新書 5543

がんを生きるガイド　「がん難民」にならな 医療の本 Fe：がん 日経メディカル　編 日経BP社 348

がんを生きる十二か条 医療の本 Fe：がん 愛場庸雅 NULL 5427

がんをもつ子どもの痛みからの解放とパリアティブ・ケア 医療の本 Gk：こどもの健康 世界保健機構
日本看護協会出版

会
5542

消えた恐竜のなぞ 絵本 NULL 大野太郎 集英社 20725

気管食道科学用語解説集 医療の本 Ab：専門医学事典 日本気管食道科学会 金原出版 15

聞き書き　ダライ・ラマの言葉 一般図書 C：心の健康 松本栄一著 日本放送出版協会 5412

聞く力　心をひらく35のヒント 一般図書 C：心の健康 阿川佐和子 文藝春秋 10391

危険がいっぱい思春期ダイエット 医療の本 C：心の健康 福岡　秀興 芳賀書店 135

傷はぜったい消毒するな　生態系としての皮膚の科学 医療の本 Fo：皮膚/髪/爪 夏井睦 光文社 10351

基礎からわかる最新漢方薬入門　生薬治療の集大

成
医療の本 He：漢方 関水康彰 技術評論社 10369

気づいて！こどもの心のＳＯＳ　こどもの心 医療の本 Gk：こどもの健康 星野　仁彦　著 ヴォイス 783

吃音のことがよくわかる本 医療の本 Gk：こどもの健康 菊池良和 講談社 10362

きつねとぶどう・注文のおおい料理店 絵本 K：こどもの本 坪田譲二　宮沢賢治 講談社 20989

キツネどんのおはなし 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20562

キツネのクリーニングや大あわて 絵本 NULL 三田村信幸 金の星社 20336

きつねのでんわボックス 絵本 NULL 戸田和代 金の星社 20388

きつねのフォスとうさぎのハーズ 絵本 K：こどもの本
シルヴィア・ヴァンデン・ヘー

デ
岩波書店 20791

きつねのホイティ 絵本 K：こどもの本 シビル・ウェッタ・シンハ 福音館書店 20880

きな子　～見習い警察犬の物語～ 絵本 NULL 水稀しま 小学館 20290

気分障害治療ガイドライン 医療の本 C：心の健康 精神医学講座担当者会 医学書院 136

気分障害治療ガイドライン 医療の本 C：心の健康
精神医学講座担当者会

議
医学書院 10006

キャッチ！ ＪＲ福知山線脱線事故がわたしに教えて

くれたこと
一般図書 C：心の健康 岡崎愛子 ポプラ社 10318

キャラクターいっぱいのおりがみ44てん 絵本 NULL 金杉 登喜子 ブティック社 20579

救急看護ＱＵＥＳＴＩＯＮ　ＢＯＸ 1 第２版 医療の本 L：麻酔/手術/救急 中村　惠子 中山書店 89

救急蘇生法の指針２０１０ 医療の本 L：麻酔/手術/救急 岩井寿夫 へるす出版 5661

救急蘇生法の指針2015（改訂第5版）市民用解

説編
医療の本 L：麻酔/手術/救急

日本救急医療財団心肺

蘇生法委員会
へるす出版 10477

きゅうきゅうばこ 医療の本 L：麻酔/手術/救急 山田 真　著 福音館書店 5389

急性膵炎の診療ガイドライン 改訂第３版 医療の本 Ft：肝臓/胆のう/膵臓

急性膵炎の診療ガイドラ

イン第２版作成出版委

員会

金原出版 1017

急性胆管炎・胆嚢炎の診療ガイドライン 2013

TG13新基準掲載
医療の本 Ft：肝臓/胆のう/膵臓 高田忠敬 医学図書出版 10171

仇敵 一般図書 C：心の健康 池井戸潤 実業之日本社 10461

牛丼一杯の儲けは9円 一般図書 C：心の健康 坂口孝則 幻冬舎 10237

きょうおひさまがでなかったら 絵本 K：こどもの本 塚本やすし フレベール館 2116

今日から実践痛みの漢方治療 医療の本 He：漢方 土方康世 医歯薬出版 10371

今日からは、あなたの盲導犬 絵本 NULL 日野多香子 岩崎書店 20234

教室・家庭でいますぐ使えるSST 医療の本 Gk：こどもの健康 安住ゆう子 ・三島節子 かもがわ出版 10557

狭心症・心筋梗塞から身を守る 医療の本 Fd：心臓・血管系 木全　心一 講談社 310

狭心症・心筋梗塞とつきあうコツ 医療の本 Fd：心臓・血管系 佐々木　達哉　他 フジメディカル 322

狭心症・心筋梗塞の最新治療と発作を防ぐ安心読

本
医療の本 Fd：心臓・血管系 相澤忠範 主婦と生活社 8083

教団Ｘ 一般図書 C：心の健康 中村　文則 集英社 10522

今日のジェネリック医薬品 〈2011-2012〉 医療の本 D：薬
増原慶壮/北村正樹編

集
南江堂 5352

今日のジェネリック医薬品　20122013 医療の本 D：薬 増原慶壮 南山堂 10007

今日のジェネリック医薬品　２０１４－２０１５ 医療の本 D：薬 増原慶壮/北村正樹 南江堂 10153

今日の診断指針　ポケット版　第５版 医療の本 Aa：医学百科 亀山　正邦　他編 医学書院 25
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

今日の治療薬　２０１２ 医療の本 D：薬
浦部晶夫/島田和幸/川

合眞一編集
南江堂 5334

今日の治療薬　２０１３ 医療の本 D：薬 浦部晶夫 南江堂 10009

今日の治療薬 2014 解説と便覧 医療の本 D：薬 浦部 晶夫 南江堂 10150

今日の治療薬2017 医療の本 D：薬 浦部晶夫 南江堂 10478

きょうはいい日だね 絵本 NULL 宮川ひろ PHP研究所 20390

きょうはとくべついいひなの 絵本 NULL ふじおかきょうこ 星雲社 20105

きょうふのうらないやしき 絵本 NULL おぐまこうじ 小峰書店 20486

胸部の地図帳 医療の本 Fn：呼吸器 佐藤達夫 講談社 8035

恐竜の谷の大冒険 絵本 K：こどもの本
メアリー・ポープ・オズボー

ン
メディアファクトリー 20883

行列ができる店はどこが違うのか　飲食店の心理学 一般図書 C：心の健康 大久保一彦 精興社 10236

きよしこ 一般図書 C：心の健康 重松清 新潮社 10433

拒食症と過食症 イラスト版 医療の本 C：心の健康 切池　信夫 講談社 101

拒食症と過食症の治し方 医療の本 C：心の健康 切池信夫 講談社 10334

きらりん★レボリューション① 絵本 NULL 中原杏 小学館 20714

きらりん★レボリューション② 絵本 NULL 中原杏 小学館 20715

きらりん★レボリューション⑦ 絵本 NULL 中原杏 小学館 20716

きらりん★レボリューション⑨ 絵本 NULL 中原杏 小学館 20717

きらりん★レボリューション⑬ 絵本 NULL 中原杏 小学館 20718

きらりん★レボリューション⑭ 絵本 NULL 中原杏 小学館 20719

嫌われる勇気 一般図書 C：心の健康 岸見一郎・古賀史健 ダイヤモンド社 10325

起立性調節障害がよくわかる本 医療の本 Gk：こどもの健康 田中英高　監修 講談社 10584

きりのなかで 絵本 NULL 木村裕一 講談社 20594

きりのなかで④ 絵本 NULL 木村裕一 講談社 20758

禁煙セラピー　らくらく成功日誌３６５ 医療の本 Ei：禁煙 Ａ．カー　著 ロングセラーズ 238

緊急時の介護 医療の本 L：麻酔/手術/救急 橋村あゆみ
介護労働安定セン

ター
10085

きんぎょがにげた 絵本 NULL 五味太郎 福音館書店 20075

きんさんぎんさん　百年の物語 絵本 NULL 綾野まさる ハート出版 20241

銀の匙 一般図書 C：心の健康 荒川　弘 小学館 10513

クイールはもうどう犬になった 絵本 NULL こわせたまみ ひさかたチャイルド 20174

クイズ・ショウ　上 一般図書 C：心の健康 リチャード・Ｎ・グッドウィン 扶桑社 10411

クイズ・ショウ　下 一般図書 C：心の健康 リチャード・Ｎ・グッドウィン 扶桑社 10412

くじけないで 一般図書 Gt8：在宅介護 柴田トヨ 飛鳥新社 5321

くじけないで 一般図書 Gt8：在宅介護 柴田トヨ 飛鳥新社 5423

くじらのなみだ 絵本 K：こどもの本 今井鴻象 岩崎書店 20830

薬が届くまで　ここが知りたい！ 医療の本 K：こどもの本 文春まんが 文藝春秋 20933

薬がみえる　vol.1 医療の本 D：薬 医療情報科学研究所 メディックメディア 10278

薬がみえるvol.1 医療の本 D：薬 医療情報科学研究所 メディックメディア 10543

薬がみえるvol.2 医療の本 D：薬 医療情報科学研究所 メディックメディア 10544

薬がみえるvol.3 医療の本 D：薬 医療情報科学研究所 メディックメディア 10545

くすりと健康についてくすりになる話 医療の本 D：薬 大野　誠　監修 レーダー出版 173

-薬に頼らずラクになる-やさしいうつの治しかた 医療の本 C：心の健康 弥永英晃 パブラボ 10270

薬のサイエンス　Ｖｏｌ．８ 医療の本 D：薬 井村　裕夫 フジメディカル 203

くすりの事典 2015年版―病院からもらった薬がよくわ

かる
医療の本 D：薬 小林　輝明 成美堂出版 10152

薬の事典　ピルブック　２０１３年版 医療の本 D：薬 橘敏也 じほう 10010

薬の事典 ピルブック 2014年度 医療の本 D：薬 橘　敏也 ソシム 10149

薬の事典 ピルブック〈2012年版〉 医療の本 D：薬 橘　敏也　著 ソシム 5335

くすりの事典―病院からもらった薬がよくわかる〈2012

年版〉
医療の本 D：薬 小林　輝明　監修 成美堂出版 5336

くすりの地図帳 医療の本 D：薬
伊賀　立二;小滝　一;沢

田　康文
講談社 174

口から食べる　嚥下障害Ｑ＆Ａ　第３版 医療の本 Ee5：嚥下障害 藤島　一郎 中央法規出版 233

くつやさんと10にんのこびと 絵本 NULL グリム兄弟 金の星社 20469

靴を売るシンデレラ 絵本 NULL バウアー 小学館 20287

くまのオットーとえほんのおうち 絵本 NULL ケイティ・クレミソン 岩崎書店 20399

くまのがっこう 絵本 K：こどもの本 あいはらひろゆき ブロンズ新社 20938
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

くまの子ウーフの絵本　お日さまは　はだかんぼ 絵本 NULL 神沢利子 ポプラ社 20141

クモの糸が織物に使えるってホント？ 絵本 NULL 小川茂男 誠文堂新光社 20373

くものきれまに 絵本 NULL 木村裕一 講談社 20593

くものきれまに③ 絵本 NULL 木村裕一 講談社 20757

クモ膜下出血診療ガイドライン　ＲＯＭ付 医療の本 Fm：脳・神経系 日本脳卒中の外科学会 じほう 570

クモ膜下出血のサインを読む 医療の本 Fm：脳・神経系 山口三千夫　著 講談社 5367

くもんのはじめての英会話じてん 絵本 K：こどもの本 公文寛 くもん出版 20865

くもんのはじめての英和じてん 絵本 K：こどもの本 公文寛 くもん出版 20867

くらしの実用小物　折り紙 絵本 K：こどもの本 山口　真 西東社 20800

くらべる図鑑 絵本 NULL 小学館 小学館 20704

クリスマス・キャロル 絵本 NULL ディケンズ 岩波書店 20603

クリスマスの12日 絵本 NULL サブダ 大日本絵画 20139

クリスマスのインタビュー 絵本 NULL 吉池好高 女子パウロ会 20537

クリスマスのころわん 絵本 NULL 間所ひさ子 ひさかたチャイルド 20092

クリスマスのふしぎなはこ 絵本 K：こどもの本 長谷川摂子 福音館書店 20893

クリスマスをめぐる7つのふしぎ 絵本 NULL 斉藤洋 理論社 20493

ぐりとぐら 絵本 NULL なかがわりえこ 福音館書店 20523

ぐりとぐらのえんそく 絵本 NULL なかがわりえこ 福音館書店 20524

ぐりとぐらのかいすいよく 絵本 NULL なかがわえりこ 福音館書店 20473

クリニカル・アロマテラピー　よりよい看護 医療の本 Hg：アロマテラピー ジェーン・バックル フレグランスジャーナル 849

くりひろい 絵本 NULL イェン・タチョン 福音館書店 20443

車イスの私がアメリカで医療ソーシャルワーカーになった

理由
一般図書 C：心の健康 上原寛奈 幻冬舎 10531

ぐるんぱのようちえん 絵本 NULL 西内ミナミ 福音館書店 20144

クレヨンしんちゃんのまんが科学のふしぎ 絵本 NULL 臼井儀人 双葉社 20672

くれよんのくろくん 絵本 NULL なかやみわ 童心社 20095

グロースターの仕立て屋 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20564

クローン病ってこんな病気 医療の本 Fs7：クローン病 福田能啓編集 診断と治療社 8064

クロスファイア　上 一般図書 C：心の健康 宮部みゆき 光文社 10417

クロスファイア　下 一般図書 C：心の健康 宮部みゆき 光文社 10418

黒魔女さんが通る！！ 絵本 NULL 石崎洋司 講談社 20749

螢 一般図書 C：心の健康 麻耶雄嵩 幻冬舎 10459

勁草の人　中山素平 一般図書 C：心の健康 高杉　良 文藝春秋 10528

けいてぃー　はたらきもののじょせつしゃ 絵本 NULL バートン 福音館書店 20143

ケース別 発達障害のある子へのサポート実例集 小

学校編
医療の本 Gk：こどもの健康 上野一彦・月森久江著 ナツメ社 10556

ケース別発達障害のある子へのサポート実例集 幼稚

園・保育園編
医療の本 Gk：こどもの健康

上野一彦監修　酒井幸

子・中野圭子著
ナツメ社 10555

ゲームの中に閉じこめて 絵本 NULL 宇賀神　水青 集英社 20605

血液・血管が詰まらない切れない最強セルフケア

（Ｍａｋｉｎｏ　ｍｏｏｋ＊マキノ出版ムック）
医療の本 Vb：高血圧 小林弘幸, 池谷敏郎 マキノ出版 10265

血液学用語辞典　改訂３版 医療の本 Ab：専門医学事典 平井　久丸　編集 フジメディカル 16

血液サラサラ健康事典 医療の本 Fc：血液/リンパ 藤井　潤　医学監修 時事通信社 305

血液のガン　悪性リンパ腫と白血病 医療の本 Fc：血液/リンパ 飛内　賢正　監修 講談社 298

結核?!でも心配しないで 医療の本 Fn：呼吸器
公益財団法人結核予防

会

公益財団法人結核

予防会
5482

月経困難症に悩む女性の支援ガイド 医療の本 Gg：女性の健康 ウイメンズヘルスを研 プリメド社 705

月経らくらく講座－もっと上手に付き合い， 医療の本 Gg：女性の健康 松本　清一　監修 文光堂 704

検疫探知犬クレオとキャンディー 絵本 K：こどもの本 池田まき子 ハート出版 20843

元気が出る患者学 医療の本 I：患者学 柳田　邦男 新潮社 857

元気になるシカ！ 一般図書 Gg：女性の健康 藤河るり　著 メディアファクトリー 10604

元気になるシカ！２ 一般図書 Gg：女性の健康 藤河るり　著 メディアファクトリー 10605

元気の花束 医療の本 Fs：胃腸
ブーケ若い女性オスト

メイトの会
5523

健康応援病院　こんな病院があってよい 医療の本 Jb：病院/スタッフ 佐栁　進
関門医療センター広

報部
10055

健康診断の検査値がとことんわかる事典―基本健診

から精密検査まで
医療の本 Ad：検査 西崎　統　編集 主婦と生活社 5347
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

健康の基本 医療の本 F：体と病気 鳴海周平 ワニ・プラス 10067

健康評価ハンドブック 医療の本 Aa：医学百科 森惟明 日東書院 5411

検査値・数式ハンドブック 医療の本 Ad：検査 奈良信雄 エクスナレッジ 10058

検査値の読み方 医療の本 Ad：検査 西﨑祐史/渡邊千登世 照林社 10057

検査でわかること～健康診断ガイドブック　（別冊

NHKきょうの健康）
医療の本 Ad：検査 NHK出版 NHK出版 8094

検査と数値がわかる事典 医療の本 Ad：検査 祝田靖 成美堂出版 10059

けんた・うさぎ 絵本 NULL 中川李枝子 のら書店 20529

原本・西式健康読本　ワイド版　食と健　４ 医療の本 H：代替療法 西　勝造　著 農山漁村文化協会 845

抗悪性腫瘍薬　肺がん 医療の本 Fn7：肺ガン 西條長宏 医療ジャーナル社 5628

降圧薬の知識と自己管理 医療の本 D：薬 日和田　邦男　編 医薬ジャーナル社 187

抗がん剤・放射線治療と食事のくふう 医療の本 Fe：がん 山口建
女子栄養大学出版

部
10554

抗ガン剤治療のすべてがわかる本 医療の本 Fe6：化学療法 秋田　弘俊　他 学習研究社 412

抗がんサプリメントの効果と副作用徹底検証 医療の本 Fe6：化学療法 キャンサーネットジャパン 三省堂 5520

口腔ケア 入れ歯で歩く元気な老後 医療の本 Fj：歯 福田　徳治;石塚　三寿 日本医学館 502

高血圧・心臓病の食事療法　第２版 医療の本 Vb：高血圧 医歯薬出版　編 医歯薬出版 940

高血圧・糖尿病　生活習慣病　改訂版 医療の本 Vb：高血圧 荻原　俊男　監修 メディカルレビュー社 1021

高血圧治療ガイドライン2014 医療の本 Vb：高血圧

日本高血圧学会高血圧

治療ガイドライン作成委

員会

ライフサイエンス出版 10187

高血圧の最新治療 (よくわかる最新医学) 医療の本 Vb：高血圧 宗像 正徳 主婦の友社 10188

高血圧の人のおいしいレシピブック 医療の本 Vb：高血圧
末永 みどり・　浜内 千波

・斉藤 邦夫
保健同人社 8099

高血圧の人の食事 医療の本 Vb：高血圧 長澤　紘一　他
女子栄養大学出版

部
342

高血圧の病態生理と診断・治療 医療の本 Vb：高血圧 田口　理恵　他 真興交易医書出版 947

膠原病　（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Ff6：膠原病 三森明夫　監修 主婦の友社 10564

交錯 一般図書 Fa1：一般 堂場　瞬一 角川文庫 10625

高脂血症・動脈硬化症の食事療法　第２版 医療の本 Va：高脂血症 医歯薬出版　編 医歯薬出版 933

高脂血症・肥満～動脈硬化～ 医療の本 Va：高脂血症 荻原　俊男　監修 メディカルレビュー社 937

高脂血症の人の食事 医療の本 Va：高脂血症 多田　紀夫 著
女子栄養大学出版

部
92

高脂血症を治して脳梗塞・狭心症を予防する 医療の本 Va：高脂血症 石川　俊次　監修 講談社 934

こうして治す 下肢静脈瘤 医療の本 Fc：血液/リンパ 岩井 武尚　著 保健同人社 5356

こうして防ぐ院内感染－患者の立場から－ 医療の本 Fg：伝染・感染症 金森　雅彦　著 医歯薬出版 459

高次脳機能障害のリハビリがわかる本 医療の本 Fm：脳・神経系 橋本圭司　監修 講談社 10586

甲状腺の病気　（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Fl：内分泌 伊藤公一 監 主婦の友社 10571

甲状腺の病気　改訂新版 医療の本 Fl：内分泌 佐藤　幹二　著 保健同人社 558

甲状腺の病気　新版 医療の本 Fl：内分泌 伊藤　公一　監修 主婦の友社 559

甲状腺の病気　バセドウ病・橋本病・甲状腺腫瘍ほ

か
医療の本 Fl：内分泌 伊藤公一 主婦の友社 10487

甲状腺の病気の最新治療（よくわかる最新医学シ

リーズ）
医療の本 Fl：内分泌 伊藤公一 主婦の友社 10161

甲状腺の病気を治す本 医療の本 Fl：内分泌 栗原　英夫　著 法研 1011

口唇裂・口蓋裂治療の手引き　改訂第3版 医療の本 Fj：歯
昭和大学口唇裂・口蓋

裂診療班
金原出版 8102

コウスケくんの青い空 絵本 NULL 綾野まさる ハート出版 20374

抗生物質治療ガイドライン　第２版 医療の本 D：薬 オーストラリア治療ガ
医薬ビジランスセン

ター
163

更年期からの輝き　若さの秘訣：ホルモン療 医療の本 Gg：女性の健康 小池　浩司 前田書店 706

高齢期の病気と食事　第２版 医療の本 Gt：高齢者 医歯薬出版　編 医歯薬出版 815

高齢者・有病者のための歯科診療－さまざま 医療の本 Fj：歯 山崎　博嗣　著 学建書院 507

高齢者肝臓疾患の自己管理 医療の本 Ft：肝臓/胆のう/膵臓 八橋弘 医療ジャーナル社 10078

高齢者ケアの心理学入門 医療の本 Gt：高齢者 本莊　繁　著 朱鷺書房 820

高齢者のための食事制限メニュー　―糖尿病、腎臓

病、高血圧、高脂血症
医療の本 Gt：高齢者 杉橋啓子　監修

女子栄養大学出版

部
5387

高齢者のリハビリＱ＆Ａ(新版) 医療の本 Ee：リハビリ療法 岡本 五十雄著 講談社 229
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

誤嚥を防ぐケアとリハビリテーション 医療の本 Ee5：嚥下障害 藤谷　順子　他編著
日本看護協会出版

会
234

股関節の痛みはこれでとる イラスト版 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 二ノ宮　節夫 講談社 258

子ぎつねヘレンがのこしたもの 一般図書 C：心の健康 竹田津実 偕成社 10389

呼吸器内科医が解説！新型コロナウイルス感染症

COVID-19
医療の本 Fg：伝染・感染症 粟野暢康　出雲雄大 医療科学社 10652

呼吸不全とつきあうコツ 医療の本 Fn6：COPD 栗原　直嗣　他編著 フジメディカル 638

国立がん研究センターのがんの本　胃がん 医療の本 Fs5：胃がん がん予防・検診研究ｾﾝﾀｰ 小学館クリエイティブ 5526

国立がん研究センターのがんの本　大腸がん 医療の本 Fs6：大腸がん がん予防・検診研究ｾﾝﾀｰ 小学館クリエイティブ 5530

国立がん研究センターのがんの本　肺がん 医療の本 Fn7：肺ガン がん予防・検診研究ｾﾝﾀｰ 小学館クリエイティブ 5522

国立がん研究センターのがんの本がんの予防　科学

的根拠にもとづいて
医療の本 Fe：がん がん予防・検診研究ｾﾝﾀｰ 小学館クリエイティブ 5514

こげぱん　京都ぶらり旅日記 絵本 NULL たかはしみき 主婦と生活社 20582

こげぱん　三都旅日記　～大阪・神戸編～ 絵本 NULL たかはしみき ソニーマガジンズ 20583

こげぱん　パンにもいろいろあるらしい・・・。 絵本 NULL たかはしみき ソニーマガジンズ 20078

こげぱん　パンにも出会いがあるらしい・・・。 絵本 NULL たかはしみき ソニーマガジンズ 20077

こげぱん　パンのしあわせってなんだろう・・・。 絵本 NULL たかはしみき ソニーマガジンズ 20076

こげぱん　毎日クタ～っと。 絵本 NULL たかはしみき ソニーマガジンズ 20698

ここがわたしのおうちです 絵本 NULL アイリーン・スピネリ さ・え・ら書房 20435

ココペリのかおみっけ！ 絵本 NULL なかわかりさ タリーズコーヒー 20108

ここまでできる高齢者の転倒予防 医療の本 Gt：高齢者 武藤芳照　総監修
日本看護協会出版

会
8116

心がフッと軽くなる「瞬間の心理学」 医療の本 C：心の健康 名越 康文 
角川SSコミュニケー

ションズ
5351

心がふわっと軽くなる考え方 一般図書 C：心の健康 ひすいこたろう　他
ソフトバンククリエイ

ティブ
10131

心にのこるみんなの体験　きりと雪からのだっしゅつ 絵本 NULL 日本児童文芸家協会 金の星社 20313

こころにみことばの処方箋 医療の本 C：心の健康 樋野興夫 いのちのことば社 10331

こころの医者のフィールド・ノート　新装版 医療の本 C：心の健康 中沢　正夫　著 情報センター 122

こころの声を聴く 一般図書 C：心の健康 河合隼雄 新潮社 10194

こころの旅 一般図書 C：心の健康 神谷恵美子 日本評論社 10195

こころの天気図 一般図書 C：心の健康 河合隼雄 毎日新聞社 10193

こころをはぐくむ－アルコール依存症と自助 医療の本 C：心の健康 今道　裕之　著 東峰書房 123

子育て通信 医療の本 Gk：こどもの健康 子育て通信委員会 大阪小児科医会 10032

こちら「がん研有明相談室」子宮頸がん・子宮体が

ん・卵巣がん患者さんへのドクターズアドバイス
医療の本 Gg：女性の健康 馬屋原健司 新興医学出版社 10178

こちらたこたびょういん 絵本 NULL 岩田明子 PHP研究所 20012

国境の銃弾 一般図書 Fa1：一般 濱　嘉之 文藝春秋 10631

骨粗鬆症 医療の本 Fb7：骨粗鬆症 安倍　千之　著 日本医学館 289

骨粗鬆症　（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Fb7：骨粗鬆症 石橋英明　著 主婦の友社 10562

骨粗しょう症 改訂新版 医療の本 Fb7：骨粗鬆症 広田　憲二;広田　孝子 保健同人社 261

骨粗しょう症に効くらくらくレシピ 医療の本 Fb7：骨粗鬆症 林　泰史　監修 法研 292

骨粗鬆症の最新治療―いまからでも実行できる寝た

きりにならない方法（よくわかる最新医学シリーズ）
医療の本 Fb7：骨粗鬆症 石橋 英明 主婦の友社 10155

骨粗鬆症の人の食事 医療の本 Fb7：骨粗鬆症 白木　正孝　他
女子栄養大学出版

部
280

湖底のまつり 一般図書 C：心の健康 泡坂妻夫 東京創元社 10464

孤独の歌声 一般図書 C：心の健康 天童荒太 新潮社 10463

ことばがくちからでちゃったら 絵本 NULL ひなたあおい タリーズコーヒー 20028

ことばの遅れのすべてがわかる本 イラスト版 医療の本 Gk：こどもの健康 中川　信子 講談社 761

子どもが育つ魔法の言葉 一般図書 Fa1：一般
ドロシー・ロー・ノルト/レイ

チャル・ハリス
PHP研究所 10618

こども漢方 医療の本 Gk：こどもの健康 草鹿砥宗隆, 佐藤大輔 源草社 10257

こども図鑑　からだ 絵本 NULL 学研 学研 20706

こども図鑑プレＮＥＯ　かず・かたちの図鑑 絵本 K：こどもの本 黒澤俊二　監修 小学館 20962

こども図鑑プレＮＥＯ　せいかつの図鑑 絵本 K：こどもの本 流田直　監修 小学館 20963
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こども図鑑プレＮＥＯ　よのなかの図鑑 絵本 K：こどもの本 寺本潔　監修 小学館 20964

こども大百科　キッズペディア 絵本 NULL 小学館 小学館 20291

こども電車 絵本 NULL 岡田　潤 金の星社 20434

子どもと家族のための小児がんガイドブック 医療の本 Gk：こどもの健康 加藤俊一監修 医薬ジャーナル社 5497

子どもにうつる動物の病気　ペットから学校 医療の本 Gk：こどもの健康 神山　恒夫　編著 真興交易医書出版 785

子どもの危ないひきつけ・けいれん イラスト版 医療の本 Gk：こどもの健康 金沢　治 講談社 763

こどものうつ心の叫び 医療の本 Gk：こどもの健康 傳田健三 講談社 5595

こどものがん　病気の知識と療養の手引 医療の本 Gk：こどもの健康 がんの子どもを守る会 がんの子どもを守る会 10241

こどもの感染症　予防のしかた・治しかた 医療の本 Gk：こどもの健康 金子光延 講談社 5644

こどもの感染症ハンドブック　第２版 医療の本 Gk：こどもの健康 脇口　宏　編集 医学書院 777

こどものがんと治療 医療の本 Gk：こどもの健康 細野亜古　編著 メディカ出版 10549

こどものがんと治療 医療の本 Gk：こどもの健康 細野亜古　編著 メディカ出版 10550

子どもの危険な病気のサインがわかる本 医療の本 Gk：こどもの健康 松永正訓　監修 講談社 10587

子どもの救急相談対応ガイド―子どもの急な病気と

事故 こんなときどうするの?
医療の本 Gk：こどもの健康 平林優子　監修 へるす出版 5381

子どものくすり安心ガイド　第２版 医療の本 Gk：こどもの健康 日本外来小児科学会 医歯薬出版 786

子どもの心の病気がわかる本 イラスト版 医療の本 Gk：こどもの健康 市川　宏伸 講談社 764

こどもの腎炎・ネフローゼ 医療の本 Gk：こどもの健康 五十嵐隆 メディカルトリビューン 5544

子どもの心身症ガイドブック 医療の本 Gk：こどもの健康 小林　陽之助　編 中央法規出版 765

こどもの心臓病と手術 医療の本 Gk：こどもの健康 立石実 メディカ出版 5647

こどもの心臓病と手術 医療の本 Gk：こどもの健康 立石実　著 メディカ出版 10551

子どもの性 医療の本 Gk：こどもの健康 山本直英 大月書店 5593

子どもの育ちと遊び 医療の本 Gk：こどもの健康 川村晴子 朱鷺書房 5585

こどものとも０１２ ありのあちち 絵本 NULL つちはしとしこ 福音館書店 20074

子どもの病気・けが　救急＆ケアBOOK 医療の本 Gk：こどもの健康 秋山千枝子 世界文化社 10082

こどもの病気の地図帳 医療の本 Gk：こどもの健康 鴨下　重彦;柳沢　正義 講談社 778

こどもは未来である 医療の本 Gk：こどもの健康 小林登 メディサイエンス 5582

子どもへのまなざし 医療の本 Gk：こどもの健康 佐々木正美 福音館書店 5581

子どもを選ばないことを選ぶ　いのちの現場 医療の本 Gh：妊娠/出産 大野　明子　編著 メディカ出版 749

ことりはどこ？ 絵本 NULL シャーロット・ゾロトウ 童話屋 20423

こねこの　ぴっち 絵本 NULL 石井桃子 岩波書店 20140

こねこのいのち 絵本 NULL 高橋さくら ハート出版 20198

こねこのトムのおはなし 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20553

ごはんですよ　おもちですよ 絵本 K：こどもの本 かこさとし 農文協 21022

こびとかな 絵本 K：こどもの本 おがわようこ フレーベル館 21024

こぶたのかくれんぼ 絵本 NULL 小沢正 ポプラ社 20540

こぶたのピグリン・ブランドのおはなし 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20570

ごぼう力 医療の本 V：メタボリックシンドローム 南雲 吉則　著 主婦と生活社 5391

こまったさんのコロッケ 絵本 K：こどもの本 寺村輝夫 あかね書房 20802

こりゃ　まてまて 絵本 NULL 中脇初枝 福音館書店 20113

ゴリラのパンやさん 絵本 NULL 白井三香子 金の星社 20093

ゴリラのボスになった力三さん 絵本 NULL 綾野まさる ハート出版 20634

ゴリラはごりら 一般図書 C：心の健康 くどうなおこ 童話屋 10378

これだけは知っておきたい抗アレルギー薬の 医療の本 D：薬 中川　武正　編 医薬ジャーナル社 175

これだけは知っておきたい手術室ナーシングＱ＆Ａ 医療の本 L：麻酔/手術/救急 天羽敬祐 総合医学社 5660

これで解決！ウンコパニック 医療の本 Gt5：高齢期ケア 宮田乃有 メディカ出版 5650

これならできる！感染予防～抗がん剤治療を乗りきる

ために～
医療の本 Z：DVD 辻村秀樹 武田薬品工業 10125

ころころまるパン・マーシャとくま・やぎのブルーセ 絵本 K：こどもの本 松谷さやか　山内清子 講談社 20996

ころわんはおにいちゃん 絵本 NULL 間所ひさ子 ひさかたチャイルド 20091

こわいわるいうさぎのおはなし 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20555

ごんぎつね 絵本 K：こどもの本 新美南吉 ポプラ社 20829

金色のクジラ 絵本 NULL 岸川悦子 ひくまの出版 20600

ゴン太占い～今日からおきらく～ 絵本 NULL GONTACLUB 金の星社 20265

コントロールする　神経系・感覚器 医療の本 Fm：脳・神経系 メディ・イシュ 571

こんなに大切！抗がん剤治療とうまく付き合う「口腔ケ

ア」
医療の本 Z：DVD 大田洋二郎 武田薬品工業 10123

こんな問題に出会ったら－生活者とともに考 医療の本 Gk：こどもの健康 佐々木　洋　他編著 医歯薬出版 779
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こんにちはウーフ 絵本 NULL 神沢利子 ポプラ社 20539

今夜、すべてのバーで 一般図書 C：心の健康 中島らも 講談社 10437

さいごのまほう 絵本 NULL 中島和子 金の星社 20338

最新　家庭の医学百科 医療の本 Aa：医学百科 主婦と生活社　編 主婦と生活社 2

最新 子宮頸がん予防　ワクチンと検診の正しい受け

方
医療の本 Gg：女性の健康 高橋真理子 著 朝日新聞出版 5375

最新　出産・新生児大百科 医療の本 Gh：妊娠/出産 総監修：杉本充弘
ベネッセコーポレーショ

ン
8037

最新　妊娠大百科 医療の本 Gh：妊娠/出産 総監修：中林正雄
ベネッセコーポレーショ

ン
8036

最新　輸血のケアＱ＆Ａ　改訂版 医療の本 Fc：血液/リンパ 藤田　浩　編著 照林社 1005

最新！がん治療予防から緩和ケアまですべてがわかる 医療の本 Fe：がん
弘前大学大学院医学研

究科
朝日新聞出版 5504

最新赤ちゃん・子どものアトピー&アレルギー大百科 医療の本 Gh：妊娠/出産 ひよこくらぶ特別編集
ベネッセコーポレーショ

ン
5377

最新赤ちゃんの病気大百科 医療の本 Gh：妊娠/出産 田村正徳監修
ベネッセコーポレーショ

ン
5376

最新の内視鏡手術がわかる本 医療の本 L：麻酔/手術/救急 黒川良望 法研 5653

最新版　家庭医学大全科 医療の本 Aa：医学百科 高久　史麿　他監修 法研 7

最新版　よくわかる　血糖値を下げる基本の食事 医療の本 Vc：糖尿病
監修 松葉育郎、忍田聡

子
主婦の友社 8085

最先端がん治療免疫細胞療法にたどり着いて 医療の本 H：代替療法 藤原　義久　編著 河出書房新社 846

最善の医療をめざして－エビデンスに基づく 医療の本 Ja：医療概論 Ｓ．ヘイマー　編 エルゼビア・ジャパン 3

在宅医療が必要な子どものための図解ケアテキスト

Q&A
医療の本 Gk：こどもの健康 梶原厚子 編著 メディカ出版 10548

在宅医療実践マニュアル　第２版　地域ケア 医療の本 Gt8：在宅介護 在宅ケアを支える診療 医歯薬出版 836

在宅栄養管理・経口から胃廔・経静脈栄養まで 医療の本 Gt8：在宅介護 小野沢滋 南山堂 5499

在宅介護　家族がつくるケアプラン 医療の本 Gt8：在宅介護 和田　要　著 日中出版 838

在宅での看取りと緩和ケア 医療の本 Fe7：緩和ケア 佐藤智 中央法規出版 5480

在宅での看取りのケア　家族支援を中心に 医療の本 Gt8：在宅介護 宮崎　和加子　監修
日本看護協会出版

会
835

在宅における床ずれ予防マニュアル 医療の本 Gt8：在宅介護 藤原泰子 真興交易医書出版 5652

斎藤孝のイッキによめる！名作品集　小学5年生 絵本 K：こどもの本 斎藤孝 講談社 20792

齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学2年生 絵本 NULL 齋藤　孝 講談社 20530

細胞と組織の地図帳 医療の本 Fg：伝染・感染症 和気　健二郎 講談社 466

サイモントン療法　治癒に導くがんのイメージ療法 医療の本 Fe：がん 川端伸子 同文館出版 5517

さかな１ぴきなまのまま 絵本 NULL さのようこ フレーベル館 20229

坐骨神経痛 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 久野木順一 主婦の友社 8017

坐骨神経痛 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 久野木順一 主婦の友社 10486

坐骨神経痛　（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 久野木順一 著 主婦の友社 10577

笹倉鉄平画集 一般図書 H：代替療法 笹倉鉄平 ガリレア・プロバ 5640

ザスーラ 絵本 NULL オールズバーグ ほるぷ出版 20219

授かる 医療の本 Gh：妊娠/出産 堤治 朝日出版社 5571

雑談力が上がる話し方 一般図書 C：心の健康 齋藤　孝 ダイヤモンド社 10001

佐藤可士和の超整理術 一般図書 C：心の健康 佐藤可士和
日本経済新聞出版

社
5401

里見八犬伝 絵本 NULL 高木卓 ポプラ社 20397

サニー　アフガニスタンへ　心をこめて地雷ではなく花をく

ださい
絵本 NULL 柳瀬房子 自由国民社 20183

サニー　カンボジアへ　続・地雷ではなく花をください 絵本 NULL 柳瀬房子 自由国民社 20180

サニー　ボスニア・ヘルツェゴビナへ　続々・地雷ではなく

花をください
絵本 NULL 柳瀬房子 自由国民社 20181

サニーのおねがい　地雷ではなく花をください 絵本 NULL 柳瀬房子 自由国民社 20179

サニーのゆめ　ありがとう地雷ではなく花をください 絵本 NULL 柳瀬房子 自由国民社 20182

サバンナ決死の横断 絵本 K：こどもの本
メアリー・ポープ・オズボー

ン
メディアファクトリー 20885

サボテンたちのゆきあそび 絵本 K：こどもの本 川端誠 BL出版 20860

さむくてもまけない　季節と動物 絵本 P：アニマル 中嶋博和 農文協 20879

さよならプータ 医療の本 Gk：こどもの健康 福山隆 テイクツー 5579
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サラバ！上 一般図書 Fa1：一般 西加奈子 小学館 10643

サラバ！下 一般図書 Fa1：一般 西加奈子 小学館 10644

さらばゆきひめ 絵本 NULL 宮本忠夫 童心社 20237

さるかに・天からおちたげんごろう 絵本 K：こどもの本 松谷みよ子 講談社 20986

さるの嫁っこ 絵本 NULL 小沢昭巳 ハート出版 20244

三月ひなのつき 絵本 NULL 石井桃子 福音館書店 20590

残響 一般図書 C：心の健康 保坂和志 中央公論社 10439

酸素療法ガイドライン 医療の本 Fn：呼吸器 日本呼吸器学会肺生理 メディカルレビュー社 625

サンタクロースがすねちゃった 絵本 K：こどもの本 ウテ・クラウゼ 佑学社 20932

サンタクロースっているんでしょうか？ 一般図書 C：心の健康 中村妙子　訳 偕成社 5678

サンタクロースのふくろのなか 絵本 NULL 安野光雅 童話屋 20628

サンタさん　すきですといえなくて・・・ 絵本 NULL ふくだすぐる 大和書房 20623

サンタさんからきたてがみ 絵本 NULL たんのゆきこ 福音館書店 20487

痔　新版 医療の本 Fs：胃腸 平田　雅彦　著 主婦の友社 520

幸せになる魔法のことば 一般図書 C：心の健康 森　惟明 高知新聞総合印刷 10215

幸せになる魔法のことば 一般図書 C：心の健康 森惟明 高知新聞総合印刷 10316

しあわせの子犬たち 絵本 NULL Ｍ・ラバット 文研出版 20587

しあわせのバトンタッチ　障がいを負った犬・未来、学校

へ行く
絵本 K：こどもの本 今西乃子 岩崎書店 20801

シートンさんのどうぶつ記① 絵本 NULL シートン 集英社 20224

ジェレミー・フィッシャーどんのおはなし 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20566

鹿のまほう 絵本 NULL 岡田美里 星の環会 20142

子宮・卵巣がん手術後の１００日レシピ退院後の

食事プラン
医療の本 Gg：女性の健康 岩崎啓子他

女子栄養大学出版

部
5492

子宮がん・卵巣がん全書 医療の本 Gg：女性の健康 野澤　志朗　編著 法研 695

子宮がんと卵巣がん 医療の本 Gg：女性の健康 岡本　愛光　著 主婦の友社 709

子宮筋腫　（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Gg5：子宮筋腫 佐藤孝道 著 主婦の友社 10578

子宮筋腫　改訂新版 医療の本 Gg5：子宮筋腫 藤井　信吾　著 保健同人社 696

子宮筋腫はこわくない 医療の本 Gg5：子宮筋腫 中村　幸雄　著 悠飛社 729

子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん　治療ガイドライン

の解説
医療の本 Gg：女性の健康 日本婦人科腫瘍学会 金原出版 8129

子宮体がん治療ガイドライン 2013年版 医療の本 Gg：女性の健康 日本婦人科腫瘍学会 金原出版 10172

子宮内膜症 医療の本 Gg：女性の健康 百枝幹雄 主婦の友社 10490

子宮内膜症　（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Gg：女性の健康 百枝幹雄 著 主婦の友社 10569

子宮内膜症（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Gg：女性の健康 百枝 幹雄 主婦の友社 10173

自己愛性パーソナリティ障害のこと 医療の本 C：心の健康 狩野　力八郎 講談社 103

仕事ができる人はなぜ筋トレをするのか 一般図書 C：心の健康 山本ケイイチ 幻冬舎 10238

仕事の中の曖昧な不安 一般図書 C：心の健康 玄田有史 中央公論社 5396

仕事をしたつもり 一般図書 C：心の健康 海老原嗣生 星海社 10245

脂質異常の最新治療 (よくわかる最新医学) 医療の本 Va：高脂血症 石川 俊次 主婦の友社 10186

死者はにっこりよみがえる 絵本 NULL 宇賀神　水青 集英社 20606

歯周病 医療の本 Fj：歯 新井　高 保健同人社 504

自信がもてる食事療法のコツ 医療の本 Vc：糖尿病 坂根　直樹 診断と治療社 958

地震の村で待っていた猫のチボとハル　山古志村で被

災したペットたちの物語
絵本 NULL 池田まき子 ハート出版 20275

しずくちゃん③しずくパークへようこそ！ 絵本 NULL ぎぼりつこ 岩崎書店 20687

しずくちゃん④ぼくらのだいぼうけん。 絵本 NULL ぎぼりつこ 岩崎書店 20688

しずくちゃん⑤がっこうはたのしいな♪ 絵本 NULL ぎぼりつこ 岩崎書店 20689

しずくちゃん⑥しずくの森の12か月。 絵本 NULL ぎぼりつこ 岩崎書店 20690

しずくちゃん⑦わくわく★しゅうがくりょこう 絵本 NULL ぎぼりつこ 岩崎書店 20691

しずくちゃん⑬がくえんさいにいらっしゃい！ 絵本 NULL ぎぼりつこ 岩崎書店 20692

しずくちゃん⑭ハイサイ！沖縄めぐり 絵本 NULL ぎぼりつこ 岩崎書店 20693

しずくちゃん⑮デパート★レボリューション 絵本 NULL ぎぼりつこ 岩崎書店 20694

しずくちゃん⑲クリスマスはおおいそがし！ 絵本 NULL ぎぼりつこ 岩崎書店 20695

しずくちゃん⑳ときどきハッピーバースデー 絵本 NULL ぎぼりつこ 岩崎書店 20696

自然の中でかず・かたち遊び　かずの冒険　海編 絵本 NULL 香川元太郎 小学館 20249

疾患と今日の処方　第５版 医療の本 D：薬 福田　保　監修 医歯薬出版 999

疾患別服薬指導マニュアル　３　第２版 医療の本 D：薬 宮本　謙一　監修 じほう 193
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

失禁・便秘・カテーテル・人工肛門のホーム 医療の本 Gt8：在宅介護 林　泰史　監修 中央法規出版 839

失語症のすべてがわかる本 イラスト版 医療の本 C：心の健康 加藤　正弘;小嶋　知幸 講談社 105

実践　インフォームド・コンセント 医療の本 I：患者学 宮本　恒彦　編著 永井書店 871

実践　生理機能検査テキスト 医療の本 Ad：検査 宮武　邦夫　監修 メディカ出版 60

知ってほしい障害年金のはなし　もらえるはずなのに気

づかずにいませんか？
医療の本 Jd：医療経済学 佐々木久美子 日本法令 10273

失敗しない医者えらび　納得して医療を受け 医療の本 Jb：病院/スタッフ 日経メディカル　編 日経BP社 851

疾風ロンド 一般図書 Fa1：一般 東野圭吾 実業之日本社 10620

実物大　あそべるおりがみ 絵本 NULL 藤本祐子 世界文化社 20083

児童書版　ホームレス中学生 絵本 K：こどもの本 田村裕 ワニブックス 20871

死と老いと生への道 医療の本 Gt：高齢者 日野原重明 中央法規出版 5603

死にカタログ 一般図書 C：心の健康 寄藤文平 大和書房 10066

死にゆく者の礼儀 一般図書 Gt：高齢者 遥洋子 筑摩書房 10038

シネマのなかの臨床心理学 医療の本 C：心の健康
山中康裕/橋本やよい/

高月玲子　編
有斐閣 5326

痔の最新治療―可能な限り切らずに治す（よくわか

る最新医学シリーズ）
医療の本 Fs：胃腸 平田 雅彦 主婦の友社 10168

司馬サンの大阪弁 一般図書 C：心の健康 日本エッセイストクラブ 文藝春秋 10206

耳鼻咽喉科疾患ビジュアルブック 医療の本 Fi：耳/鼻/喉 中尾一成, 落合慈之
学研メディカル秀潤

社
10253

耳鼻咽喉科の病気 医療の本 Fi：耳/鼻/喉 飯田　順　著 日本医学館 492

自分と子どもを放射能から守るには（日本語版特別

編集）
医療の本 Gk：こどもの健康 ウラジーミル・バベンコ 著 世界文化社 5384

自分のこころのトリセツ 一般図書 C：心の健康 下園壮太
日経BPマーケティン

グ
10132

自分のことをしゃべりすぎる若者たち 一般図書 C：心の健康 杉浦由美子 講談社 10129

自分らしい「がん」とのつきあい方 医療の本 Fe：がん 富永博 ウィング出版 10474

自分を超える法 一般図書 C：心の健康 ピーター・セージ ダイヤモンド社 10234

自閉症スペクトラムがよくわかる本 医療の本 Gk：こどもの健康 本田秀夫 講談社 10361

自閉症のすべてがわかる本 イラスト版 医療の本 Gk：こどもの健康 佐々木　正美 講談社 766

シャーロットのおくりもの 絵本 K：こどもの本 E.B.ホワイト あすなろ書房 20797

社会不安障害のすべてがわかる本 イラスト版 医療の本 C：心の健康 貝谷　久宣 講談社 106

若年性がん患者情報マガジン　STAND UP!

2017.08
医療の本 Fe：がん

若年性がん患者団体

STAND UP!!
NULL 10451

ジャッキー・チェンになりたいな 絵本 NULL 岡本　央 草土文化 20431

シャッター・チャンスでこ・ろ・さ・れ・る 絵本 NULL 宇賀神　水青 集英社 20607

しゃぼん玉 一般図書 Fa1：一般 乃南アサ 新潮社 10638

ジャムつきパンとフランシス 絵本 NULL ホーバン 好学社 20223

銃・病原菌・鉄　上 一般図書 C：心の健康 ジャレンド・ダイヤモンド 草思社 10529

自由と規律 一般図書 C：心の健康 池田潔 岩波書店 5397

手術室・ＩＣＵで使う薬剤ノート　改訂４版 医療の本 D：薬 弓削　孟文　監修 メディカ出版 194

手術日までに患者が知りたい大腸癌 医療の本 Fs6：大腸がん 市原隆夫 金原出版 10256

十歳のきみへ―九十五歳のわたしから 医療の本 Gk：こどもの健康 日野原重明　著
冨山房インターナショ

ナル
5383

出生前診断 医療の本 Gh：妊娠/出産 坂井律子 NHK出版 5572

出動！災害救助犬　トマト　新潟の人々とペットを

救った名犬物語
絵本 NULL 池田まき子 ハート出版 20270

ジュニア版日本文学選３　野菊の墓 絵本 K：こどもの本 伊藤左千夫 偕成社 20799

春夏秋冬　プーさんといっしょ 絵本 K：こどもの本 エミリー・ステッド 大日本絵画 21023

循環器用薬の薬物相互作用 医療の本 D：薬 高田　充隆　編 医薬ジャーナル社 195

女医が教えるおしりの本―痔が心配?でも、もう大丈

夫!
医療の本 Fs：胃腸 山口トキコ　著 TBSサービス 5369

障害と私たちの社会 医療の本 Gk：こどもの健康 茂木俊彦 大月書店 5580

障害をもつ子を産むということ 医療の本 Gh：妊娠/出産 野辺明子 中央法規出版 5561

障害をもつ子を産むということ 医療の本 Gh：妊娠/出産 野辺明子 中央法規出版 5562

消化器疾患ビジュアルブック 医療の本 Fs：胃腸 落合 慈之／監修
学研メディカル秀潤

社
10255

小学生探偵　コタロウと謎の村 絵本 NULL 夢現舎 ほるぷ出版 20636

症状Q&Aガイドブック 医療の本 Ae：臨床看護 監修：岡田　忍 医学芸術社 8050
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

症状からみる病態生理の基本 医療の本 Aa：医学百科 斎藤宣彦 照林社 10271

小説版ドラえもん　のび太と鉄人兵団 絵本 NULL 瀬名秀明 小学館 20288

消毒剤の選び方と使用上の留意点　改訂２版 医療の本 D：薬 神谷　晃　著 じほう 196

小児・ヤング糖尿病－のびのびしっかりサポ 医療の本 Gk：こどもの健康 内潟　安子　著 シービーアール 789

小児がん経験者のための　ハンドブック 医療の本 Gk：こどもの健康 がんの子どもを守る会 がんの子どもを守る会 10243

小児がんとたたかうこと 医療の本 Gk：こどもの健康 石本浩市 医学書院 10048

小児がん病棟の子どもたち 医療の本 Gk：こどもの健康 田代順 青弓社 5323

小児がん病棟の子どもたち 医療の本 Gk：こどもの健康 田代順 青弓社 5586

小児救急のおとし穴 医療の本 Gk：こどもの健康 市川　光太郎　著 シービーアール 796

小児急性中耳炎診療ガイドライン ２００９年版 医療の本 Gk：こどもの健康 金原出版 794

小児急性中耳炎診療ガイドライン 2013年版 医療の本 Gk：こどもの健康 日本耳科学会 金原出版 10182

小児初期救急診療ガイドブック 医療の本 Gk：こどもの健康 柳澤　正義 へるす出版 798

小児糖尿病・ヤング糖尿病 医療の本 Gk：こどもの健康 田嶼尚子 主婦の友社 8015

小児の在宅生活支援のための医療的ケア・マニュアル 医療の本 Gk：こどもの健康 永井利三郎 大阪府医師会 10099

小児白血病・リンパ腫　診療ガイドライン　2016年版 医療の本 Gk：こどもの健康 日本小児血液・がん学会 金原出版 10359

小児白血病・リンパ腫の診療ガイドライン　２００７

年版
医療の本 Gk：こどもの健康 金原出版 799

小児白血病・リンパ腫の診療ガイドライン 2011年版 医療の本 Gk：こどもの健康
日本小児血液学会　編

集
ワニブックス 5342

小児病棟の子どもたち 医療の本 Gk：こどもの健康 向井承子 晶文社 5600

小児病棟の四季 医療の本 Gk：こどもの健康 細谷亮太 岩波書店 5590

上半身に筋肉をつけると「肩がこらない」「猫背になら

ない」
医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 中野ジェームズ修一 厚徳社 10134

しょうぼうじどうしゃ　じぷた 絵本 K：こどもの本 渡辺茂男 福音館書店 21001

小美代姐さん花乱万丈 一般図書 C：心の健康 群ようこ 集英社 10441

女王様のむらさきの魔法 絵本 NULL あんびるやすこ ポプラ社 20743

女王フェテピのなぞ 絵本 K：こどもの本
メアリー・ポープ・オズボー

ン
メディアファクトリー 20884

食道がん 医療の本 Fs：胃腸 細川正夫 講談社 10075

食道がん 術前・術後の100日レシピ　―回復までの

食事プラン
医療の本 Fs：胃腸

外村 修一/小菅 陽子/

松原 弘樹著

女子栄養大学出版

部
5370

食道癌診断・治療ガイドライン ２００７年４月版 医療の本 Fs：胃腸 日本食道学会 金原出版 1009

食道癌診断・治療ガイドライン　２０１２年４月版 医療の本 Fs：胃腸 日本食道学会 金原出版 5485

食道癌診療ガイドライン2017 医療の本 Fs：胃腸
特定非営利活動法人

日本食堂学会
金原出版 10475

食道がんのすべてがわかる本　（健康ライブラリーイラ

スト版）
医療の本 Fs：胃腸 細川正夫 講談社 10254

職場不適応症 医療の本 C：心の健康 渡辺　登 講談社 8118

食物アレルギー診療ガイドライン　２０１２ 医療の本 Gk：こどもの健康 日本小児ｱﾚﾙｷﾞｰ学会 協和企画 10020

食物アレルギーハンドブック 医療の本 Gk：こどもの健康 向山　徳子　他監修 協和企画 814

女性のADHD 医療の本 Gg：女性の健康 宮尾益知　監修 講談社 10582

女性のアスペルガー症候群 医療の本 Gg：女性の健康 宮尾益知　監修 講談社 10583

女性のうつ病 (よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 C：心の健康 野田 順子 主婦の友社 10147

女性のうつ病　（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Gg：女性の健康 野田順子　著 主婦の友社 10565

女性のがん　心のケア　（改訂版） 医療の本 Gg：女性の健康 大西　秀樹 土屋書店 8127

女性の尿トラブル　気になる症状を改善する　（別冊

NHKきょうの健康）
医療の本 Gg：女性の健康 加藤久美子 NHK出版 8106

女性泌尿器科外来へ行こう－尿もれ、性器脱 医療の本 Gg：女性の健康 竹山　政美　他著 法研 698

女性泌尿器科へ行こう!―骨盤臓器脱・尿もれ・間

質性膀胱炎の治療と手術を受ける人へ
医療の本 Gg：女性の健康 竹山 政美 著 メディカ出版 5374

ショットバー 一般図書 C：心の健康 麻生幾 幻冬舎 10466

シリーズ『自然と遊ぼう』動物編⑤さあへんしんだ　成

長と変態
絵本 K：こどもの本 中嶋博和 農文協 20785

自律神経失調症の悩みをぐんぐん解消する基本ワザ 医療の本 C：心の健康 久保木富房 日東書院 10063

シルバー川柳　誕生日　ローソク吹いて　たちくらみ 一般図書 C：心の健康
全国有料老人ホーム協

会
ポプラ社 10102
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

事例にみるうつ病の理解とケア 医療の本 C：心の健康 白石　弘巳　編著 精神看護出版 139

しろくまくん、ふねにのる。 絵本 K：こどもの本 ハンス・ド・ビア 童話屋 20832

しろくまパパのソフトクリーム 絵本 K：こどもの本 とおやましげとし 金の星社 20856

白夜行 一般図書 Fa1：一般 東野圭吾 集英社 10627

新「お子さんの耳がきこえない」と言われたら・・・ 医療の本 Fi：耳/鼻/喉
全国早期支援研究協議

会

全国早期支援研究

協議会
5428

新・予防接種へ行く前に 医療の本 Gk：こどもの健康

ﾜｸﾁﾝﾄｰｸ全国「新予防接

種へ行く前に」編集委員

会 編集

ジャパンマシニスト社 5343

新13歳のハローワーク 絵本 K：こどもの本 村上龍 幻冬舎 20979

新外食料理のしおり 医療の本 Vc：糖尿病
大阪糖尿病協会顧問栄

養士会
赤坂印刷 5315

新型コロナウイルス　脅威を制する正しい知識 医療の本 Fg：伝染・感染症 水谷哲也 NULL 10651

新型コロナウイルス緊急対策マニュアル 医療の本 Fg：伝染・感染症 齋藤勝裕 秀和システム 10653

新型コロナウイルスの真実 医療の本 Fg：伝染・感染症 岩田健太郎 ベストセラーズ 10654

腎癌診療ガイドライン ２００７年版 医療の本 Fr：腎臓 日本泌尿器科学会 金原出版 679

腎癌診療ガイドライン　2011年版 医療の本 Fr：腎臓
日本泌尿器科学会 編

集
金原出版 5338

新幹線お掃除の天使たち 一般図書 C：心の健康 遠藤功 あさ出版 10192

神経救急・集中治療ガイドライン 医療の本 Fm：脳・神経系 有賀　徹　他監訳
メディカル・サイエンス・

インターナショナル
601

人工肛門・人口膀胱の知識 医療の本 Fs：胃腸 高屋通子・高橋のり子 学研 5524

人工呼吸ケア「なぜ・何」大百科 医療の本 Fn5：人工呼吸 道又　元裕　編著 照林社 629

心身医療と歯科医療－歯・口腔・顎と心と健 医療の本 Fj：歯 都　温彦　編著 新興医学出版社 512

人生の実力 一般図書 C：心の健康 柏木哲夫 幻冬舎 10004

人生ピロピロ 一般図書 C：心の健康 さとなお 角川書店 10414

腎臓の病気 改訂新版 医療の本 Fr：腎臓 富野　康日己 保健同人社 1016

腎臓の病気を防ぐ、治す イラスト版 医療の本 Fr：腎臓 酒井　紀 講談社 671

新装版　やさしい喘息の自己管理 医療の本 Fn8：ぜんそく 久保　裕 医薬ジャーナル社 639

心臓病 検査と治療の最新情報を網羅　心臓病を悪

化させないためには 新版
医療の本 Fd：心臓・血管系 中村　治雄;主婦の友社 主婦の友社 311

腎臓病 診察・検査と最新治療法　食事療法と日常

生活のポイント
医療の本 Fr：腎臓 高市　憲明;主婦の友社 主婦の友社 672

腎臓病食品交換表 医療の本 Fr：腎臓 黒川清 医歯薬出版 5320

心臓病児をささえる　社会保障制度 医療の本 Gk：こどもの健康
全国心臓病の子どもを守

る会

全国心臓病の子ども

を守る会
10259

腎臓病たんぱく質３０ｇの献立集 医療の本 Fr：腎臓

宮本　佳代子;佐藤　敏

子;高橋　まり;田部井

薫;今井　久美子

女子栄養大学出版

部
680

心臓病の最新治療（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Fd：心臓・血管系 小橋 隆一郎 主婦の友社 10156

腎臓病の最新治療（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Fr：腎臓 高市 憲明 主婦の友社 10167

腎臓病の食事療法　第３版 医療の本 Fr：腎臓 医歯薬出版　編 医歯薬出版 242

腎臓病の食品早わかり　FOOD＆COOKING

DATA
医療の本 Fr：腎臓

牧野直子, 女子栄養大

学出版部

女子栄養大学出版

部
10290

腎臓病のための低たんぱくレシピ 医療の本 Fr：腎臓
出浦照國、樋口久美子

著
日本放送出版協会 8078

腎臓病の人の食事 医療の本 Fr：腎臓 北本　清
女子栄養大学出版

部
647

腎臓病の人の低たんぱく献立カレンダー 医療の本 Fr：腎臓 香川芳子
女子栄養大学出版

部
5319

心臓病の予防・治療と生活のしかた 医療の本 Fd：心臓・血管系 伊東　春樹 主婦と生活社 335

心臓ペースメーカー・植込み型除細動　改訂 医療の本 Fd：心臓・血管系 田中　茂夫　編 医薬ジャーナル社 332

人体スペシャル　脳の地図帳 医療の本 Ab：専門医学事典 原　一之　著 講談社 17

人体の構造と機能－解剖生理学　第２版 医療の本 Ac：図解人体 メディカ出版 45

人体の勝利 医療の本 Ac：図解人体 レナルト・ニルソン 小学館 5549

シンデレラ・ながぐつをはいたねこ 絵本 K：こどもの本 山下明生 講談社 20991

新電車大集合1616点 絵本 NULL 広田尚敦 講談社 20585
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新床ずれケアナビ 医療の本 Gt5：高齢期ケア
日本在宅褥瘡創傷ケア

推進協会
中央法規出版 5651

新日本少年少女文学　発掘屋おフミさん 絵本 NULL あかねるつ 新日本出版社 20285

心配しないでいいですよ　再発・転移　悪性リンパ腫 医療の本 Fc：血液/リンパ 著/畠　清彦 真興交易医書出版 8067

心配しないでいいですよ　再発・転移　胃がん 医療の本 Fs5：胃がん 山口俊晴編著 真興交易医書出版 8068

心配しないでいいですよ　再発・転移　子宮がん 医療の本 Gg：女性の健康 著/瀧澤　憲 真興交易医書出版 8073

心配しないでいいですよ　再発・転移　前立腺がん 医療の本 Fp：泌尿器
監修/福井　巌、編著/米

瀬淳ニ
真興交易医書出版 8069

心配しないでいいですよ　再発・転移　大腸がん 医療の本 Fs6：大腸がん
編集/武藤徹一郎、畠

清彦
真興交易医書出版 8076

心配しないでいいですよ　再発・転移　多発性骨髄

腫
医療の本 Fc：血液/リンパ

編集/畠　清彦、著/照井

康仁
真興交易医書出版 8071

心配しないでいいですよ　再発・転移　乳がん　改訂

第2版
医療の本 Gg6：乳がん

編集/畠　清彦、著/伊藤

良則
真興交易医書出版 8072

心配しないでいいですよ　再発・転移　白血病 医療の本 Fc：血液/リンパ
編集/畠　清彦、著/照井

康仁
真興交易医書出版 8075

心配しないでいいですよ　再発・転移　卵巣がん 医療の本 Gg：女性の健康 著/瀧澤　憲 真興交易医書出版 8074

心配しないでいいですよ　再発・転移・大腸がん（新

訂版）
医療の本 Fs6：大腸がん 山口俊晴・水沼信之 真興交易医書出版 10354

心配しないでいいですよ　放射線治療　改訂2版 医療の本 Fe：がん
がん研有明病院　放射

線治療部
真興交易医書出版 10341

新版　下肢静脈瘤　（よくわかる最新医学シリー

ズ）
医療の本 Fc：血液/リンパ 保坂純郎　著 主婦の友社 10572

新版　坐骨神経痛がわかる本　中高年を悩ます「腰 医療の本 Fb5：腰痛 戸山　芳昭　著 法研 1002

新版　痔の最新治療　（よくわかる最新医学シリー

ズ）
医療の本 Fs：胃腸 平田雅彦　著 主婦の友社 10570

新版 心臓病児者の幸せのために 医療の本 Gk：こどもの健康
全国心臓病の子どもを守

る会

全国心臓病の子ども

を守る会
10258

新版　白内障・緑内障・糖尿病網膜症 医療の本 Fh：目 杉田美由紀監修 主婦の友社 8091

新版　ひきつけ・けいれんは小児てんかんを疑え 医療の本 Gk：こどもの健康 金澤　治　著 講談社 5380

新版 万病を治す冷えとり健康法 医療の本 Gg：女性の健康 進藤 義晴 著 農山漁村文化協会 5371

新版伊丹の樹木 一般図書 H：代替療法
伊丹市立総合教育セン

ター

伊丹市立総合教育

センター
5671

新版膠原病（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Ff6：膠原病 三森 明夫 主婦の友社 10157

新版腎不全がわかる本 医療の本 Fr：腎臓 井浦照國 日本評論社 5317

じんましん最前線 医療の本 Fo：皮膚/髪/爪 秀　道広　編集 メディカルレビュー社 435

膵癌診療ガイドライン2016年版 医療の本 Ft：肝臓/胆のう/膵臓 日本膵臓学会 金原出版 10455

膵臓・胆のう・胆管の病気 最新の検査法と治療法

日常生活のケア
医療の本 Ft：肝臓/胆のう/膵臓 白鳥　敬子;主婦の友社 主婦の友社 526

膵臓・胆のう・胆管の病気の最新治療 医療の本 Ft：肝臓/胆のう/膵臓 白鳥敬子 主婦の友社 10077

すい臓がんから奇跡の生還　術後7年の記録 医療の本 Ft：肝臓/胆のう/膵臓 中央公論社 10499

膵臓の病気 医療の本 Ft：肝臓/胆のう/膵臓 小泉　勝 保健同人社 527

水頭症・二分脊椎　必携 医療の本 Gk：こどもの健康 山内康雄・長嶋達也
日本二分脊椎･水

頭症研究振興団体
10328

水頭症・二分脊椎　必携 医療の本 Gk：こどもの健康 山内康雄・長嶋達也
日本二分脊椎･水

頭症研究振興団体
10329

水頭症・二分脊椎ハンドブック 医療の本 Gk：こどもの健康 松本悟
日本二分脊椎･水

頭症研究振興団体
10088

睡眠の教科書 医療の本 Fm5：睡眠障害 ロバート・ローゼンバーグ
シャスタインターナショ

ナル
10493

水曜日の朝、午前三時 一般図書 C：心の健康 蓮見圭一 新潮社 10438

スヴェン 医療の本 Fm：脳・神経系 ナディア・カーン メディカルレビュー社 10091

スーパー図解　くび・肩・背中の痛み　不快な症状を

消し去る生活処方と最新治療
医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 星川吉光監修 法研 8080

スーホの白い馬に会ったよ 絵本 NULL かまだしゅんぞう ハート出版 20438

図解 甲状腺の病気がよくわかる最新治療と正しい知

識 
医療の本 Fl：内分泌 伊藤公一/高見博　監修 日東書院 5366

図解　白血病・悪性リンパ腫がわかる本 医療の本 Fc：血液/リンパ 永井　正 法研 8096

図解・症状からみる老いと病気とからだ 医療の本 Gt：高齢者 高橋龍太郎 中央法規出版 8046

図解雑学　安保徹の病気にならない免疫のしくみ 医療の本 Ff：免疫 安保　徹 ナツメ社 8097
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図解でわかる心臓病―世界一の心臓病最新治療が

手に取るようによくわかる
医療の本 Fd：心臓・血管系 中村 正人 監修 主婦の友社 5359

図解内科学セミナー　呼吸器 医療の本 Fn：呼吸器 永井　厚志　監修 中外医学社 626

図解肺がんの最新治療と予防&生活対策 医療の本 Fn7：肺ガン 坪井正博 日東書院 10498

図解わかりやすい　新・介護保険ガイド 医療の本 Gt8：在宅介護 佐藤　ちよみ　校閲 保健同人社 840

すきってなあに 絵本 NULL 矢崎節夫 至光社 20463

好きになる精神医学 医療の本 C：心の健康 越野　好文　著・絵 講談社 137

図説シリーズ　心臓ペースメーカー・植え込み型除細

動器　改訂版
医療の本 Fd：心臓・血管系 田中茂夫（編） 医薬ジャーナル社 8112

頭痛外来へようこそ 医療の本 Fm：脳・神経系 清水俊彦 保健同人社 8079

ステージ 一般図書 C：心の健康
演劇ストーリー入選作品

集

大阪市人権啓発推

進協議会
10309

ステップアップ離乳食 医療の本 Gk：こどもの健康 小池澄子 学研 10023

ストーマとともに 医療の本 Fs：胃腸 中里博昭　その他 金原出版 5489

ストーリー・セラー 一般図書 Fa1：一般 有川浩 幻冬舎 10623

ストレスゼロの仕事術 一般図書 C：心の健康 木村英一
阪急コミュニケーション

ズ
5399

ストレス対策で病気を防ぐ、治す本 医療の本 C：心の健康 村上正人 主婦と生活社 10005

ストレスマネジメント入門 一般図書 C：心の健康 島　悟・佐藤　恵美
日本経済新聞出版

社
10509

すなはまいそのいきものずかん 絵本 NULL 荒木勝彦 学習研究社 20495

すべてわかる！！前立腺がん・肥大症 医療の本 Fp：泌尿器 本間　之夫　著 毎日新聞社 659

スポーツと皮膚　アスリートの皮膚トラブル 医療の本 Fo：皮膚/髪/爪 上田　由紀子　著 文光堂 436

住友銀行秘史 一般図書 C：心の健康 國重　惇史 講談社 10524

ずるいねこのおはなし 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20569

スローレNo.4 一般図書 C：心の健康 宮下奈都 光文社 10384

性格リフォームカウンセラー心屋仁之助の「ありのままの

自分」に○をつけよう
一般図書 C：心の健康 心屋仁之助 三笠書房 10511

生活習慣病とその治療薬 医療の本 D：薬 橘　敏也 じほう 200

生活習慣病の予防・治療に役立つ心身医学 医療の本 V：メタボリックシンドローム 久保　千春 ライフサイエンス出版 932

整形外科の疾患＆治療 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 津村弘 監修 メディカ出版 10552

青春とは 一般図書 C：心の健康 サムエル・ウルマン 講談社 10226

生存者ゼロ 一般図書 C：心の健康 安生　正 宝島社 10521

成長障害のマネジメント　改訂版 医療の本 Gk：こどもの健康 藤枝　憲二　編 医薬ジャーナル社 801

生と死のケア 医療の本 Gt：高齢者 日野原重明 医学書院 5605

生命進化のなぞを解く　ゲノム王と二人の家臣 絵本 NULL 鳥居信夫 誠文堂新光社 20380

生命を継ぐ物語　皇帝ペンギン 一般図書 Z：DVD
ギャガ・コミュニケーショ

ンズ
5546

聖夜のおくりもの 絵本 NULL ロマンス 岩波書店 20218

生理(月経)のトラブルがつらいときの本 (みんなの女

性外来)
医療の本 Gg：女性の健康 対馬ルリ子 小学館 8124

世界一やさしいベビーサインの教え方 医療の本 Gh：妊娠/出産 直江千恵子 ブックマン社 5565

世界一わかりやすい放射能の本当の話　子どもを守る

編 
医療の本 Gk：こどもの健康 伊藤 隼也　監修 宝島社 5385

世界地図帳 一般図書 H：代替療法 青柳栄次 旺文社 10044

世界と日本のまちがい 一般図書 C：心の健康 松岡正剛 春秋社 10200

世界の偉人伝　２発明・発見・開発に活躍した人た

ち
一般図書 K：こどもの本 富士山　みえる 汐文社 20845

せかいのどうぶつずかん 絵本 NULL 荒木勝彦 学研 20532

世界の花と木2850 一般図書 H：代替療法 塚本洋太郎 主婦の友社 5638

世界の亡霊スリラー 絵本 NULL 庄司浅水 秋田書店 20311

世界の名探偵①オーギュスト・デュパン 絵本 NULL ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｱﾗﾝ･ﾎﾟｰ 岩崎書店 20314

世界の名探偵②シャーロック・ホームズ 絵本 NULL ドイル 岩崎書店 20315

世界の名探偵③アルセーヌ・ルパン 絵本 NULL ルブラン 岩崎書店 20316

世界の名探偵④エルキュール・ポワロ 絵本 NULL クリスティー 岩崎書店 20317

世界の名探偵⑤エラリー・クイーン 絵本 NULL クイーン 岩崎書店 20318

世界の名探偵⑥ミス・マープル 絵本 NULL クリスティー 岩崎書店 20319

脊髄損傷者の社会参加マニュアル 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 住田幹男 日本せきずい基金 10097

脊髄損傷初めの1年 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 米国脊髄医学ｺﾝｿｰｼｱﾑ 日本せきずい基金 10096
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脊損慢性期マネジメントガイド 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 住田幹男 日本せきずい基金 10095

セシリ・パセリのわらべうた 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20332

せっけん　つるりん 絵本 NULL 今井弓子 岩崎書店 20101

摂食障害から回復するための8つの秘訣 医療の本 C：心の健康 キャロリン・コスティン 星和書店 10458

ぜったいいぬをかうからね 絵本 K：こどもの本 ローレン・チャイルド フレーベル館 21015

セラピードッグ(動物介在療法)の世界 医療の本 Pd：アニマルテラピー 大木トオル　著
日本経済新聞出版

社
5390

全科で知っておきたい　心のケアＱ＆Ａ 医療の本 C：心の健康 中山書店 149

先生！大変です！救急車を呼びますか!! 医療の本 L：麻酔/手術/救急 玉川進 東山書房 5656

先生！大変です！どうしたらいいですか!!　ー応急処

置の実際－
医療の本 L：麻酔/手術/救急 玉川進 東山書房 5655

先生と保護者のための子どもアレルギー百科 医療の本 Gk：こどもの健康 向山　徳子　著 少年写真新聞社 803

喘息予防・管理ガイドライン 2012 医療の本 Fn8：ぜんそく 日本アレルギー学会 協和企画 10165

喘息予防・管理ガイドライン2015 医療の本 Fn8：ぜんそく 日本アレルギー学会 協和企画 10350

先端技術が応える！中高年の目の悩み 医療の本 Fh：目 横井 則彦　著 集英社 5363

センナじいとくま 絵本 NULL 松谷みよ子 童心社 20194

全部見える整形外科疾患　スーパービジュアル 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 高井信朗 成美堂出版 10267

全部見える脳・神経疾患　スーパービジュアル 医療の本 Fm：脳・神経系 服部光男 成美堂出版 10283

ぜんぶわかる人体解剖図―系統別・部位別にわかり

やすくビジュアル解説
医療の本 Ac：図解人体 坂井 建雄/橋本 尚詞 成美堂出版 5346

せん妄　すぐに見つけて！すぐに対応！ 医療の本 Fm：脳・神経系 一瀬　邦弘　他監 照林社 593

専門医が語る　大腸がんがわかる本 医療の本 Fs6：大腸がん 赤須　孝之　著 法研 552

専門医が治す！糖尿病 医療の本 Vc：糖尿病
東京女子医科大学糖尿

病センター/編
高橋書店 8087

専門外の医師のための小児のてんかん入門 医療の本 Gk：こどもの健康 白石秀明 中外医学社 10263

前立腺がん　（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Fp：泌尿器 赤倉功一郎　著 主婦の友社 10580

前立腺癌　診療ガイドライン 医療の本 Fp：泌尿器 日本泌尿器学会 金原出版 10014

前立腺がん検診ガイドライン 2010年増補版 医療の本 Fp：泌尿器
日本泌尿器科学会 編

集
ワニブックス 5337

前立腺癌診療ガイドライン ２００６年版 医療の本 Fp：泌尿器 日本泌尿器科学会 金原出版 397

前立腺がんの最新治療（よくわかる最新医学シリー

ズ）
医療の本 Fp：泌尿器 澤村 良勝 主婦の友社 10166

前立腺がんを生きる 医療の本 Fp：泌尿器 海鳴社 10497

前立腺の病気 改訂新版 医療の本 Fp：泌尿器 杉村　芳樹 保健同人社 652

前立腺の病気がわかる本　前立腺肥大症・前 医療の本 Fp：泌尿器 窪田　吉信　編著 法研 653

前立腺肥大症・前立腺がん 新版 医療の本 Fp：泌尿器 沢村　良勝;主婦の友社 主婦の友社 654

ぞうさんのふとん 絵本 NULL 鬼頭　隆 チャイルド本社 20354

想像力を高める　たのしい手づくりおもちゃ 絵本 NULL 小関武明 小学館 20298

象の背中 医療の本 Fe：がん 秋元康 扶桑社 5539

ぞうのババール 絵本 K：こどもの本 ジャン・ド・ブリュノフ 評論社 20855

創立20周年+2記念誌 医療の本 Fn5：人工呼吸
人口呼吸器をつけた子の

親の会

人口呼吸器をつけた

子の親の会
10054

続・体脂肪計タニタの社員食堂 医療の本 V：メタボリックシンドローム タニタ　著 大和書房 5393

続・まんがで見る手術と処置ーカラー版（続） 医療の本 L：麻酔/手術/救急 高橋俊雄 照林社 5659

続こどもは未来である 医療の本 Gk：こどもの健康 小林登 メディサイエンス 5583

そっと　そっと　しずかにね 絵本 NULL イアン・ホワイブロウ 評論社 20402

そとねこものがたり 絵本 NULL しまだけんじ ハート出版 20408

その女アレックス 一般図書 C：心の健康 ピエール・ルメートル 文藝春秋 10468

その後ツレがうつになりまして 医療の本 C：心の健康 細川貂々 幻冬舎 10447

そばがらじさまとまめじさま 絵本 NULL 小林輝子 福音館書店 20446

空にかかるはしご　天使になった子どもと生きるｸﾞﾘｰﾌｻ

ﾎﾟｰﾄﾌﾞｯｸ
医療の本 Gk：こどもの健康

「空にかかるはしご」編集

委員会
NULL 10402

空への手紙 一般図書 C：心の健康 佐藤律子 ポプラ社 5555

そらまめくんとめだかのこ 絵本 NULL なかやみわ 福音館書店 20525

だ・い・す・き！　たぬきのホーショージくん 絵本 NULL 菊池ただし 金の星社 20167

退院後のがん患者と家族の支援ガイド 医療の本 Fe5：がん介護 日本ホスピス・在宅ケ プリメド社 400

大往生の条件 医療の本 C：心の健康 色平　哲郎 角川書店 151

胎児期水頭症 医療の本 Gk：こどもの健康 山崎麻美 金芳堂 10145
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体脂肪計タニタの社員食堂 ~500kcalのまんぷく定

食
医療の本 V：メタボリックシンドローム タニタ　著 大和書房 5392

だいじょうぶ　だいじょうぶ 絵本 NULL いとうひろし 講談社 20383

だいじょうぶだよ、モリス「こわい」と「いやだ」がなくなる本 医療の本 Gk：こどもの健康 カール・ヨハン＝エリーン 飛鳥新社 10610

大丈夫やで 医療の本 Gh：妊娠/出産 坂本フジヱ 産業編集センター 10080

大丈夫やで2 医療の本 Gh：妊娠/出産 坂本フジヱ 産業編集センター 10081

帯状疱疹・単純ヘルペスがわかる本 医療の本 Fo：皮膚/髪/爪 本田　まりこ　著 法研 643

大切な人をがんから守るため今できること命の食事 医療の本 Fe：がん 南雲吉則 主婦の友社 10343

大草原の小さな家 絵本 NULL
ローラ・インガルス・ワイル

ダー
福音館書店 20377

タイタニックの犬ラブ 絵本 NULL 関　朝之 ハート出版 20632

大腸がん 医療の本 Fs6：大腸がん 小平進 医療ジャーナル社 5631

大腸がん　（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Fs6：大腸がん 福長洋介　著 主婦の友社 10576

大腸がん　内視鏡検査がよくわかる本 医療の本 Fs6：大腸がん 松生　恒夫　著 リヨン社 555

大腸がん・潰瘍性大腸炎・過敏性腸症候群 急増す

る大腸の病気の原因・検査・診断
医療の本 Fs6：大腸がん

佐原　力三郎;主婦の友

社
主婦の友社 354

大腸がん手術後の１００日レシピ 退院後の食事プ

ラン
医療の本 Fs6：大腸がん 森谷宜皓他

女子栄養大学出版

部
5491

大腸がん手術後の生活読本 医療の本 Fs6：大腸がん 高橋慶一 主婦と生活社 5528

大腸癌診療ガイドライン医師用2016 医療の本 Fs6：大腸がん 大腸癌研究会 金原出版 10476

大腸癌治療ガイドライン 医師用　〈2010年版〉 医療の本 Fs6：大腸がん 大腸癌研究会　編集 ワニブックス 5339

大腸癌治療ガイドライン 医師用 ２００９年版 医療の本 Fs6：大腸がん 大腸癌研究会 金原出版 1008

大腸癌治療ガイドライン 医師用 2014年版 医療の本 Fs6：大腸がん 大腸癌研究会　編 金原出版 10170

大腸がんの最新治療 医療の本 Fs6：大腸がん 福長洋介 主婦の友社 5527

大腸の病気 医療の本 Fs：胃腸 高野　正博 保健同人社 523

たいようのオルガン 絵本 K：こどもの本 荒井良二 偕成社 20839

太陽の子 一般図書 C：心の健康 灰谷健次郎 角川書店 10435

ダウン症のすべてがわかる本 イラスト版 医療の本 Gk：こどもの健康 池田　由紀江 講談社 762

宝　島 絵本 NULL 坂井晴彦 福音館書店 20781

だから優しく、と空が言う 一般図書 C：心の健康 中島未月 PHP研究所 10374

たこぼとみのむし 絵本 NULL きのひなた 星の環会 20120

正しいステロイド剤の使い方　１　内用剤編　改訂版 医療の本 D：薬 宮坂　信之　編 医薬ジャーナル社 1000

正しいステロイド剤の使い方　２　外用剤編 医療の本 D：薬 塩原 哲夫　編 医薬ジャーナル社 199

正しいステロイド剤の使い方　３　吸入薬編 医療の本 Fn：呼吸器 足立　満　編 医薬ジャーナル社 627

タッジーマッジーと三人の魔女 絵本 NULL あんびるやすこ ポプラ社 20741

たった１文からトコトン学べる私の英語ノートを紹介し

ます。
一般図書 C：心の健康 石原　真弓 株域会社　アスコム 10510

たっちゃん　しりませんか 絵本 NULL さかぐちえみこ 小峰書店 20017

たっちゃんはぼくがきらいなの 絵本 NULL さとうとしなお 岩崎書店 20081

たっぷどこへいく 絵本 NULL ベングトソン 福音館書店 20131

たとへば君 一般図書 Gg6：乳がん 河野裕子・永田和宏 文藝春秋 10127

他人をほめる人、けなす人 一般図書 C：心の健康 フランチェスコ・アルベローニ 草思社 10198

たぬきのきょうだいオーポンとチーポン 絵本 K：こどもの本 にしかわおさむ
ベネッセコーポレーショ

ン
20890

種まく子供たち 医療の本 Gk：こどもの健康 佐藤律子 ポプラ社 5541

種まく子供たち 医療の本 Gk：こどもの健康 佐藤律子 ポプラ社 5588

種まく子供たち 医療の本 Gk：こどもの健康 佐藤律子 ポプラ社 5589

楽しいおりがみ教室 絵本 NULL 八田久弥 小学館 20187

楽しく遊ぶ学ぶ　きせつの図鑑 絵本 NULL 小学館 小学館 20701

楽しく遊ぶ学ぶ　こくごの図鑑 絵本 NULL 小学館 小学館 20703

楽しく遊ぶ学ぶ　ふしぎの図鑑 絵本 NULL 小学館 小学館 20702

多発性骨髄腫の診療指針　第２版 医療の本 Fc：血液/リンパ 日本骨髄腫研究会　編 文光堂 1007

旅するベッド 絵本 NULL ジョン・バーニンガム ほるぷ出版 20372

旅に出たくなる地図　世界編 一般図書 H：代替療法 帝国書院 帝国書院 10210

旅に出たくなる地図　日本編 一般図書 H：代替療法 帝国書院 帝国書院 10211

旅人の甘い蜜 絵本 NULL 山田法胤 コミニケ出版 20549
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

食べて健康！タニタ式カラダのひみつ 医療の本 V：メタボリックシンドローム 池田義雄 三笠書房 5663

食べて治す高血圧 イラスト版 医療の本 Vb：高血圧 家森　幸男 講談社 247

たべもの２ 絵本 NULL たしろたく 偕成社 20002

多摩川にすてられたミーコ 絵本 NULL なりゆきわかこ 角川書店 20750

たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典〈2014-2015

年版〉
一般図書 Gk：こどもの健康 栗原 里央子

ベネッセコーポレーショ

ン
10183

だれでもわかる感染症 医療の本 Fg：伝染・感染症 清水喜八郎 へるす出版 10072

誰にも言えないアソコらへんの話。 肛門科・泌尿器

科・婦人科の知りたかった正しい情報教えます。
医療の本 Gg：女性の健康 たかぎりょうこ　著 マガジンハウス 5373

誰も語りたがらないウンチとオシッコの話 医療の本 Gt5：高齢期ケア 勝屋なつみ シービーアール 5649

誕生死 医療の本 Gh：妊娠/出産 流産・死産・新生児死 三省堂 752

誕生日のアップルパイ 一般図書 C：心の健康 日本エッセイストクラブ 文藝春秋 10207

胆石・胆のう炎・膵炎の人の食事 医療の本 Ft：肝臓/胆のう/膵臓 田中　照二　病態
女子栄養大学出版

部
524

探偵ガリレオ 一般図書 C：心の健康 東野圭吾 文藝春秋 10416

ダンボールくん 絵本 NULL リュイエ 小峰書店 20116

ダンボールごう空へ 絵本 NULL 小森良子 新日本出版社 20165

ちいさい・おおきい・よわい・つよい　４２ 医療の本 Ad：検査 毛利　子来　編集代表 ジャパンマシニスト社 52

ちいさいケーブルカーのメーベル 絵本 NULL ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ･ﾘｰ･ﾊﾞｰﾄﾝ ペンギン社 20370

小さいことにくよくよするな！ 一般図書 C：心の健康 リチャード・カールソン サンマーク出版 10224

ちいさなくし 絵本 NULL Ｍ・ポプルトン 福音館書店 20414

ちいさなチョーじんスーパーぼうや 絵本 NULL グラハム 評論社 20162

地下街の雨 一般図書 C：心の健康 宮部みゆき 集英社 10401

地下鉄に乗って 一般図書 Fa1：一般 浅田次郎 講談社 10632

地図絵本　日本の食べもの 絵本 NULL 素朴社 素朴社 20699

乳がん診療ガイドライン　①治療編　２０１１年版 医療の本 Gg6：乳がん 日本乳癌学会 金原出版 10017

乳がん診療ガイドライン　②疫学・診断編　２０１１

年版
医療の本 Gg6：乳がん 日本乳癌学会 金原出版 10018

チックとトゥレット症候群がよくわかる本 医療の本 Gk：こどもの健康 星加明徳 講談社 10360

チップとなぞのビー玉めいろ 絵本 NULL 末吉暁子 あかね書房 20419

知的障害のことがよくわかる本 イラスト版 医療の本 Fm：脳・神経系 有馬　正高 講談社 579

ちび★デビ！ 絵本 NULL 蜜家ビィ 小学館 20747

ちびフクロウのぼうけん 絵本 NULL ノーラ・スロイェギン 福音館書店 20427

ちびまる子ちゃんの　なぞなぞ１年生 絵本 NULL 葉月みどり 集英社 20257

ちびまる子ちゃんの　なぞなぞ２年生 絵本 NULL 葉月みどり 集英社 20258

ちびまる子ちゃんの学級文庫① 絵本 NULL さくらももこ 学習研究社 20676

ちびまる子ちゃんの慣用句教室 絵本 K：こどもの本 川嶋優 小学館 20875

ちびまる子ちゃんのことわざ教室 絵本 K：こどもの本 島村直己 集英社 20866

ちびまる子ちゃんの似たもの漢字使い分け教室 絵本 K：こどもの本 関根健一 集英社 20876

ちびまる子ちゃんの表現力をつけることば教室 絵本 K：こどもの本 貝田桃子 集英社 20793

地平線にむかって 絵本 NULL 三輪裕子 小峰書店 20381

痴呆性高齢者の残存能力を高めるケア 医療の本 Gt7：認知症 山下美根子 医学書院 5616

チャートで学ぶ糖尿病と合併症 医療の本 Vc：糖尿病 細井雅之 メディカ出版 5666

チャーリー・ブラウンなぜなんだい？ 絵本 NULL シュルツ 岩崎書店 20177

中耳炎 医療の本 Fi：耳/鼻/喉 老木　浩之 保健同人社 494

中耳炎がわかる本 急性、慢性化膿性、滲出性、真

珠腫性中耳炎
医療の本 Fi：耳/鼻/喉 鈴木光也 法研 487

注射薬投与法の基本と工夫　安全かつ有効な 医療の本 D：薬 幸保　文治 メディカルトリビューン 201

注文の多い料理店 絵本 NULL 宮沢賢治 岩崎書店 20681

チョ～　かんたん　おりがみ 絵本 NULL たけいしろう 草土文化 20024

腸の病気は連鎖する 医療の本 Fs：胃腸 寺野　彰 講談社 8082

腸を鍛えれば頭がよくなる 医療の本 Fs：胃腸 辨野 義己 マキノ出版 10169

治療薬ハンドブック　第２版 医療の本 D：薬 奈良　信雄　著 医歯薬出版 189

鎮痛・解熱治療ガイドライン 医療の本 D：薬 オーストラリア治療ガ プリメド社 165

チンパンジー神ちゃんの日記 絵本 NULL 亀井一成 ポプラ社 20683

椎間板ヘルニアと言われたらこの本を読もう 医療の本 Fb5：腰痛 諸岡　正明　著 文芸社 285

痛風 痛風の最新治療と発作への対処法　新版 医療の本 Fb6：痛風
小田原　雅人;主婦の友

社
主婦の友社 264

痛風と高尿酸血症 医療の本 Fb6：痛風 御巫清允 主婦の友社 5314

29



図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

痛風の人の食事 医療の本 Fb6：痛風 藤森　新　他
女子栄養大学出版

部
281

月と猫 絵本 NULL 田川　誠 Peter&Joseph 20640

月のかがやく夜に-がんと向きあうあなたのために- 医療の本 Fe：がん リササックスヤッファ 先端医学社 5556

月夜の子うさぎ 絵本 NULL いわむらかずお クレヨンハウス 20492

月夜のふしぎ道 一般図書 K：こどもの本 上﨑美惠子 小峰書店 20828

筑波大学附属病院とクックパッドのおいしく治す「糖尿

病食」
医療の本 Vc：糖尿病 屋作直也 講談社 10292

つづきの図書館 絵本 K：こどもの本 柏葉幸子 講談社 20936

綱渡りの男 絵本 NULL ガースティン 小峰書店 20203

妻を看取る日　国立がんセンター名誉総長の喪失と

再生の記録
医療の本 C：心の健康 垣添忠生 新潮社 8114

つみきバス 絵本 NULL いのうえまこと あかね書房 20014

強くてごめんね 絵本 K：こどもの本 令丈ヒロ子 あかね書房 20868

つるのよめさま・かさじぞう・ごはんのむしぼし 絵本 K：こどもの本 松谷みよ子 講談社 20987

出会えてよかった！Ⅱ 医療の本 I：患者学 菊池　眞 TONEGAWA 10146

出会えてよかったⅢ 医療の本 I：患者学 近藤　達也 TONEGAWA 10650

手足のしびれ、歩きにくい症状がある方に 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 南江堂 8042

ティギーおばさんのおはなし 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20565

データで見る　抗がん剤のやめ方始め方 医療の本 Fe6：化学療法 近藤　誠　著 三省堂 382

デコボコえほん　かずをかぞえよう 絵本 K：こどもの本 グザビエ・ドゥヌ 小学館 20786

手作りおもちゃのかがく館　おってうごかす 絵本 NULL きむらゆういち ほるぷ出版 20248

手作りおもちゃのかがく館「重さでうごかす　１」 絵本 NULL きむらゆういち ほるぷ出版 20228

徹底図解　手術と解剖のしくみ 医療の本 L：麻酔/手術/救急 坂井建雄 新星出版社 5657

徹底図解　ぜんそく　健やかな毎日を約束す 医療の本 Fn8：ぜんそく 多田　寛　監 法研 634

徹底図解　認知症・アルツハイマー病 医療の本 Gt7：認知症 林　泰史　監修 法研 580

徹底図解リウマチ がまんできない痛みをコントロール 医療の本 Ff7：リウマチ 西岡　久寿樹 法研 267

鉄道員 一般図書 C：心の健康 浅田次郎 集英社 10201

てぶくろをかいに 絵本 NULL 新見南吉 ポプラ社 20491

デブの国ノッポの国 絵本 K：こどもの本 アンドレ・モロア 集英社 20798

でも女 一般図書 C：心の健康 群ようこ 集英社 10429

てるてるひめ 絵本 K：こどもの本 宇津木秀輔 新日本出版社 21002

テレメンタリング 双方向ツールによるヘルスケア・コミュニ

ケーション
医療の本 C：心の健康 日本遠隔医療学会 中山書店 125

てんかん診療ガイドライン2018 医療の本 Fm：脳・神経系 日本神経学会 医学書院 10547

てんかん発作こうすればだいじょうぶ　―発作と介助 医療の本 Fm：脳・神経系 川崎 淳　著 クリエイツかもがわ 5368

てんかん発作こうすればだいじょうぶ　発作と介助（改

訂版）
医療の本 Fm：脳・神経系 日本てんかん協会 クリエイツかもがわ 10457

転校生はハリウッドスター 絵本 NULL キャロニタ 小学館 20289

天国の孝ちゃんへのメール　別れそして嘆き 一般図書 Fa1：一般 孝ちゃんのパパ 文芸社 10646

天使の犬ちろちゃん 絵本 K：こどもの本 杏有記 ハート出版 20842

天使のおともだち 絵本 NULL ロス 日本教文社 20170

天璋院篤姫　上 一般図書 C：心の健康 宮尾登美子 講談社 10430

天璋院篤姫　下 一般図書 C：心の健康 宮尾登美子 講談社 10431

天声人語　自然編 一般図書 C：心の健康 辰濃和男 朝日新聞出版 10233

天声人語　人物編 一般図書 C：心の健康 辰濃和男 朝日新聞出版 10232

電池が切れるまで 一般図書 Gk：こどもの健康 すずらんの会 角川文庫 10003

電池が切れるまで　子ども病院からのメッセージ 絵本 NULL すずらんの会 角川書店 20292

電池が切れるまで　子ども病院からのメッセージ 絵本 NULL すずらんの会 角川書店 20293

トイレが近い人の読む本－頻尿の原因と治療　改訂

版
医療の本 Fp：泌尿器 本間　之夫　著 メディカルレビュー社 660

トイレさくせん 絵本 NULL うめだよしこ 新日本出版社 20189

東京ミュウミュウ④ 絵本 NULL 征海未亜 講談社 20708

道具と機械の本 絵本 K：こどもの本 デビッド・マコーレイ 岩波書店 20952

頭頚部癌診療ガイドライン　2009年版 医療の本 Fi：耳/鼻/喉 日本頭頚部癌学会/編 金原出版 8059

頭頸部癌診療ガイドライン 2013年版 医療の本 Fi：耳/鼻/喉 日本頭頸部癌学会 金原出版 10159

凍結捜査 一般図書 Fa1：一般 堂場瞬一 集英社 10626

統合医療の扉　生命倫理の視角から 医療の本 Jc：医療倫理 小松　奈美子 北樹出版 912

統合失調症　（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 C：心の健康 春日武彦　監修 主婦の友社 10566
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統合失調症 最新の薬物療法とその他の治療法 医療の本 C：心の健康 春日　武彦;主婦の友社 主婦の友社 156

統合失調症スペクトラムがよくわかる本 医療の本 C：心の健康 糸川昌成　監修 講談社 10581

慟哭 一般図書 C：心の健康 貫井徳郎 東京創元社 10385

透析看護ＱＵＥＳＴＩＯＮ　ＢＯＸ 1 医療の本 Fr5：透析
水附　裕子;大坪　みは

る
中山書店 683

透析看護ＱＵＥＳＴＩＯＮ　ＢＯＸ 2 医療の本 Fr5：透析
水附　裕子;大坪　みは

る
中山書店 684

透析患者の食事指導　栄養の知識をしっかり！　食

事管理のコツをたっぷり
医療の本 Fr5：透析 田村智子編著 メディカ出版 8066

透析患者のための血圧と心臓・血管の自己管理 医療の本 Fr5：透析 深川雅史 医療ジャーナル社 10074

透析室の感情トラブル 医療の本 Fr5：透析 春木　繁一　監 メディカ出版 685

透析ハンドブック　第4版 増補版 医療の本 Fr5：透析
小川洋史・岡山ミサ子

監修
医学書院 8130

どうぞのいす 絵本 NULL 香山美子 ひさかたチャイルド 20357

とうだいのくま 絵本 NULL ひるたりょうこ タリーズコーヒー 20027

糖尿病 医療の本 Vc：糖尿病 加藤　光敏;加藤　則子 日本医学館 960

糖尿病 最新治療・最新薬 医療の本 Vc：糖尿病 鈴木 吉彦 主婦の友社 10190

糖尿病　ビジュアルガイド 医療の本 Vc：糖尿病 石井　均 医歯薬出版 8120

糖尿病 病気の本質、危険信号、検査法　新版 医療の本 Vc：糖尿病 鈴木　吉彦 主婦の友社 961

糖尿病が良くなるごちそうレシピ 医療の本 Vc：糖尿病 江部　康二　著 東洋経済新報社 252

糖尿病患者のためのカーボフラッシュカード 医療の本 Vc：糖尿病 川村智行 医療ジャーナル社 5665

糖尿病食事療法のための食品交換表 活用編 医療の本 Vc：糖尿病 日本糖尿病学会 文光堂 978

糖尿病食事療法のための食品交換表 活用編―献

立例とその実践　第２版
医療の本 Vc：糖尿病 日本糖尿病学会 文光堂 10291

糖尿病食事療法のための食品交換表 第６版 医療の本 Vc：糖尿病 日本糖尿病学会 文光堂 977

糖尿病食事療法のための食品交換表　第7版 医療の本 Vc：糖尿病 日本糖尿病学会 文光堂 10189

糖尿病性腎症の食品交換表 第２版 医療の本 Vc：糖尿病 日本糖尿病学会 文光堂 979

糖尿病性腎症の人の食事 医療の本 Vc：糖尿病
長坂　昌一郎;本田　佳

子;小川　久惠

女子栄養大学出版

部
648

糖尿病治療ガイド 2014ー2015 医療の本 Vc：糖尿病 文光堂 文光堂 10293

糖尿病の食事療法　第２版 医療の本 Vc：糖尿病 医歯薬出版　編 医歯薬出版 962

糖尿病の食事をつくる本　新版 医療の本 Vc：糖尿病 鈴木　吉彦　著 主婦の友社 973

糖尿病の人の朝昼夕献立カレンダー　改新 医療の本 Vc：糖尿病 香川　芳子　監
女子栄養大学出版

部
974

糖尿病の人の献立カレンダー　朝昼夕（３） 医療の本 Vc：糖尿病 香川芳子
女子栄養大学出版

部
10488

糖尿病の人の食事 医療の本 Vc：糖尿病
長坂　昌一郎;宮本　佳

代子;松田　康子

女子栄養大学出版

部
566

糖尿病はこうして防ぐ、治す イラスト版 医療の本 Vc：糖尿病 河盛　隆造 講談社 964

どうぶつ　どうして　どんどんどんと 絵本 NULL マイケ・フォアマンル 岩崎書店 20401

動物園で毎日働く 絵本 NULL 中川志郎 農文協 20433

動物園は心の学校 絵本 NULL 亀井一成 ポプラ社 20351

動物と話せる少女リリアーネ 絵本 NULL タニヤ・シュテーブナー 学研 20739

どうぶつなぜなぜばなし 絵本 K：こどもの本 河野一郎 講談社 20998

動物の赤ちゃんを育てる 一般図書 H：代替療法 亀井一成 朝日出版社 10041

動物の赤ちゃんを育てる 一般図書 H：代替療法 亀井一成 朝日出版社 10042

どうぶつのおかあさん 絵本 NULL 小森　厚 福音館書店 20008

どうぶつのおかあさんあかちゃんずかん 絵本 NULL 荒木勝彦 学研 20535

ドードーとせいちゃん　おはなしえほん　ドーナツだいす

き！
絵本 NULL わたせせいぞう 三起商工 20088

とかげ 一般図書 C：心の健康 吉本ばなな 新潮社 10413

ドキドキハートの告白大作戦 絵本 NULL 奥沢しおり フレーベル館 20667

どきどきミステリーランド　オペラ座の怪人 絵本 NULL ルルー 金の星社 20247

時を飛ぶＵＦＯ　大統領誘拐の怪事件 絵本 NULL 高橋克雄 金の星社 20246

ドクターズカー奮戦記 医療の本 L：麻酔/手術/救急 鵜飼卓 メディカ出版 10315

ドクター夏井の外傷治療「裏」マニュアル 医療の本 Fa：一般医学 夏井睦 三輪書店 10335

特別支援教育のための精神・神経医学 医療の本 Gk：こどもの健康 杉山　登志郎　他 学習研究社 804

処は憂子　宮城のこども病院物語り 医療の本 Jb：病院/スタッフ 大井龍司 笹気出版印刷 10101

都市伝説＆怪談スペシャル 絵本 NULL ヤングセレクション 実業之日本社 20721
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どしゃぶりのひに⑤ 絵本 NULL 木村裕一 講談社 20759

としょかんライオン 絵本 NULL ヌードセン 岩崎書店 20163

とっておき！病気・治療・薬の知識 医療の本 Gt8：在宅介護 川人　明　著
日本看護協会出版

会
830

とっとこハム太郎 絵本 NULL 河合リツ子 小学館 20502

となりのトンコやん 絵本 NULL 久保田ゆき ハート出版 20436

とにかくさけんでにげるんだ　わるい人から身をまもる 絵本 NULL ボガホールド 岩崎書店 20132

跳びはねる思考 一般図書 C：心の健康 東田直樹 イースト・プレス 10449

とべないホタル 絵本 NULL 小沢昭巳 ハート出版 20266

とべないホタル２ 絵本 K：こどもの本 小沢昭巳 ハート出版 20847

とべないホタル５－月（のの）さんの歌ー 絵本 NULL 小沢克巳 ハート出版 20267

とべないホタル９－水辺のおやどー 絵本 NULL 小沢克巳 ハート出版 20268

とべないホタルのゆりかご 絵本 K：こどもの本 小沢昭巳 ハート出版 21010

とべないホタルのゆりかごー星の降る水辺にー 絵本 NULL 小沢昭巳 ハート出版 20269

トムとムー　おかしのまちへいく 絵本 NULL 伊勢淳一 ワークス 20548

ともだち絵本　けんか 絵本 NULL シャーロット・ズロトウ 童話屋 20727

ともだちのたまご 絵本 NULL さえぐさひろこ 童心社 20129

ともだちや 絵本 NULL 内田麟太郎 偕成社 20521

トラブルクッキング 一般図書 C：心の健康 群ようこ 集英社 10428

取りこむ　消化器・呼吸器系 医療の本 Fs：胃腸 メディ・イシュ 521

トリセツ・カラダ　カラダ地図を描こう 医療の本 Ac：図解人体 海堂　尊著 宝島社 8092

トリフのすてきなけっこんしき 絵本 K：こどもの本 アンナ・カリー くもん出版 20850

どろんこおそうじ 絵本 NULL さとうわきこ 福音館書店 20470

ドングリ山のやまんばあさん 絵本 NULL 富安陽子 理論社 20602

とんでったらあふりか 絵本 NULL 羽仁　進 福音館書店 20153

ナースが知っておくべきかゆみのケア 医療の本 Ae：臨床看護 高島　玉青　著
日本看護協会出版

会
81

ナースの常識！？医者の非常識！？ 医療の本 Ae：臨床看護 南淵　明宏 中山書店 83

内視鏡検査・治療・ケアがよくわかる本 医療の本 Ad：検査 田中　雅夫　監修 照林社 63

内臓感覚　脳と腸の不思議な関係 医療の本 Fm：脳・神経系 福土審 日本放送出版協会 5418

ナイトメアービフォアークリスマス 絵本 K：こどもの本 橘高弓枝 偕成社 20789

中くらいの妻 一般図書 C：心の健康 日本エッセイストクラブ 文藝春秋 10208

なかなおり 絵本 NULL シャーロット・ゾロトウ 童話屋 20406

流れ星におねがい 絵本 NULL 森絵都 童心社 20538

なきむしライオンのクリスマス 絵本 NULL 矢崎節夫 東京リスマチック 20102

なくなキリンの六と甲 絵本 NULL 亀井一成 ポプラ社 20684

なぜ、ヒトは「うつ」になるのか 医療の本 C：心の健康 北島潤一郎
シーアンドアール研究

所
8122

なぜか「美人」に見える女性の習慣 一般図書 C：心の健康 中谷彰宏 大和書房 10443

なぜタミばあちゃんはボケたか 絵本 NULL おいかわさちえ ハート出版 20376

なぞの電子メール 絵本 NULL 日本児童文学者協会 偕成社 20597

納得いく仕事　納得できる人生 一般図書 C：心の健康 江波戸哲夫 プレジデント社 10227

夏の夜の夢・間違いの喜劇 一般図書 C：心の健康 シェイクスピア 筑摩書房 10440

ななみちゃんの漢字えほん 絵本 NULL 正村史郎 NHK出版 20422

なまえのことばえじてん 絵本 K：こどもの本 やまさきひであき ひかりのくに 20898

名もなき毒 一般図書 C：心の健康 宮部　みゆき 文藝春秋 10519

なんだかうれしくなってきた 絵本 NULL 五味太郎 佼成出版 20019

難聴・めまい・耳鳴りを解消する イラスト版 医療の本 Fi：耳/鼻/喉 神尾　友和;相原　康孝 講談社 496

なんでもおこのみやき 絵本 NULL さとうわきこ 福音館書店 20471

なんでも魔女商会　お洋服リフォーム支店 絵本 NULL あんびるやすこ 岩崎書店 20679

苦手が「できる」にかわる！ 発達が気になる子への生

活動作の教え方
医療の本 Gk：こどもの健康 鴨下賢一, 立石加奈子 中央法規出版 10262

西表写真館 一般図書 H：代替療法 笠井雅夫 サンエイテイ 5633

日常生活指導のためのリハビリ・テクニック 医療の本 Ee：リハビリ療法 林　ヤス史 文光堂 231

日米比較に学ぶ「国民主役」医療への道 医療の本 I：患者学 町　淳二　編著 日本医療企画 913

にっぽん探検大図鑑 絵本 NULL 小学館 小学館 20700

二分脊椎症の手引き 医療の本 Gk：こどもの健康 日本二分脊椎症協会
日本二分脊椎症協

会
10249
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二分脊椎症の手引き 医療の本 Gk：こどもの健康 日本二分脊椎症協会
日本二分脊椎症協

会
10250

日本一わかりやすいがんの教科書 医療の本 Fe：がん 水上治 PHP研究所 5512

日本医薬品集　医療薬　2010 医療の本 D：薬 じほう 8007

日本医薬品集　医療薬　2018 医療の本 D：薬 日本医薬品集フォーラム じほう 10481

日本子ども資料年間　2011 医療の本 Gk：こどもの健康
日本子ども家庭総合研

究所
KTC中央出版 10098

日本人のための高血圧治療Ｑ＆Ａ～エビデン 医療の本 Vb：高血圧 檜垣　實男　編 医薬ジャーナル社 951

日本地図帳 一般図書 H：代替療法 青柳栄次 旺文社 10043

にほんのどうぶつずかん 絵本 NULL 荒木勝彦 学研 20533

日本の風景松 絵本 NULL ゆのきようこ 理論社 20361

日本の文学　注文の多い料理店 絵本 NULL 宮沢賢治 金の星社 20322

日本の文学　藤村詩集・嵐 絵本 NULL 島崎藤村 金の星社 20320

日本の文学　吾輩は猫である（下） 絵本 NULL 夏目漱石 金の星社 20321

にゃーご 絵本 NULL 宮西達也 すずき出版 20106

ニャゴマロのコンテスト 絵本 NULL サム・ロイド 評論社 20400

ニャンマロくんとチイヒゲちゃん 絵本 K：こどもの本 サム・ロイド 評論社 20849

乳がん 医療の本 Gg6：乳がん 山内英子 主婦の友社 10491

乳がん　（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Gg6：乳がん 山内英子 著 主婦の友社 10574

乳がん　あなたにとって一番の治療を 医療の本 Gg6：乳がん 中村　清吾　監修 双葉社 730

乳がん　からだとこころを守る 医療の本 Gg6：乳がん 岩田　広治　総監修 日本放送出版協会 731

乳がん　私らしく生きる 医療の本 Gg6：乳がん ライフサイエンス出版 732

乳がん（最新医学がとことんわかる） 医療の本 Gg6：乳がん 川端英孝 PHP研究所 5531

乳がん（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Gg6：乳がん 山内 英子 主婦の友社 10176

乳がん・子宮がん・卵巣がん術後のリンパ浮腫を自分

でケアする
医療の本 Gg：女性の健康 監修：廣田彰男 主婦の友社 8010

乳がんかもといわれたら　乳がんの最適治療2011～

2012
医療の本 Gg6：乳がん

日経ヘルス・プルミェ編集

部
日経BP社 8128

乳がん看護 サポートブック 医療の本 Gg6：乳がん 阿部恭子編 メディカ出版 5494

乳がん全書 医療の本 Gg6：乳がん 福田　護　編著 法研 717

乳がんテキスト　正しい知識と理解のために 医療の本 Gg6：乳がん 野口昌邦 南江堂 5493

乳腺画像診断法－Ｘ線・超音波と病理－ 医療の本 Gg6：乳がん 松江　寛人　編著 金原出版 735

乳房温存療法ガイドライン 医療者向け 医療の本 Gg6：乳がん 金原出版 736

乳幼児・学童期の病気と食事　第３版 医療の本 Gk：こどもの健康 医歯薬出版　編 医歯薬出版 769

乳幼児の摂食指導　お母さんの疑問にこたえ 医療の本 Gk：こどもの健康 向井　美惠　編著 医歯薬出版 805

ニューワイド学研の図鑑　イヌ 絵本 K：こどもの本
社団法人ジャパンケネルク

ラブ　監修
学研 20957

ニューワイド学研の図鑑　魚　増補改訂版 絵本 K：こどもの本 沖山宗雄　監修 学研 20956

ニューワイド学研の図鑑　自動車・飛行機　増補改

訂版
絵本 K：こどもの本 高島鎮雄　監修 学研 20959

ニューワイド学研の図鑑　鉄道・船　増補改訂版 絵本 K：こどもの本
原口隆行　山田廸生

監修
学研 20958

ニューワイド学研の図鑑　鳥　増補改訂版 絵本 K：こどもの本 小宮輝之　監修 学研 20954

ニューワイド学研の図鑑　花 絵本 K：こどもの本 千谷順一郎　監修 学研 20955

ニューワイド学研の図鑑ｉ　なぜ？の図鑑 絵本 K：こどもの本 阿部和厚　他　監修 学研 20960

ニューワイド学研の図鑑ｉ　ひみつの図鑑 絵本 K：こどもの本 阿部和厚　他　監修 学研 20961

尿路結石症の治療と食事療法 医療の本 Fp：泌尿器 伊藤晴夫 日東書院 8038

ニルスのふしぎな旅（１） 絵本 K：こどもの本 ラーゲルレーヴー 偕成社 20794

にんげんだもの 一般図書 C：心の健康 相田みつを著 文化出版局 5413

妊娠・出産新百科 最新版オールカラー―月数ごとに

「見てわかる!」
医療の本 Gh：妊娠/出産

ベネッセコーポレーショ

ン
10180

妊娠・授乳期の食事　第２版 医療の本 Gh：妊娠/出産 医歯薬出版　編 医歯薬出版 738

にんじんぎらいのうさこさん 絵本 NULL 垣内礒子 フレーベル館 20333

妊娠中の元気メニュー 医療の本 Gh：妊娠/出産 本多京子 共同印刷 5570

妊娠と出産　ママと赤ちゃんのなぜ？に答え 医療の本 Gh：妊娠/出産 国府田　きよ子 新星出版社 753

認知行動療法のすべてがわかる本 医療の本 C：心の健康 清水栄司 講談社 10363

認知症　家族を救う対策集 医療の本 Gt7：認知症 主婦の友社 主婦の友社 10024

認知症（痴呆） 医療の本 Gt7：認知症 一宮　洋介　著 日本医学館 826

認知症の知りたいことガイドブック 医療の本 Gt7：認知症 長谷川　和夫 中央法規出版 8098

33



図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

妊婦と薬物治療の考え方　全面改訂第２版 医療の本 Gh：妊娠/出産 松田　静治　編 ヴァンメディカル 712

妊婦への服薬指導 医療の本 Gh：妊娠/出産 田中　憲一　他編 南山堂 713

ねぇ、あそぼ!３さいのキャロっとさん 絵本 NULL のぶみ 講談社 20007

ネガティブな自分をゆるす本 一般図書 C：心の健康 植木理恵著 大和出版 5414

ネガティブな自分をゆるす本 一般図書 C：心の健康 植木理恵 大和出版 5677

ねこ語の歌が死を招く 絵本 NULL 宇賀神　水青 集英社 20604

ねことおんどり 絵本 NULL うちだりさこ 福音館書店 20130

ねこのごんごん 絵本 NULL 大道あや 福音館書店 20444

ネコ博士が語る　科学の不思議 絵本 K：こどもの本 ドミニク・ウォーリマン 徳間書店 20953

ねころんで読めるCDCガイドライン 医療の本 Fg：伝染・感染症 矢野邦夫 メディカ出版 8113

ねずみくん　うみへいく 絵本 NULL なかえよしを ポプラ社 20021

ねずみのさかなつり 絵本 NULL 山下明生 ひさかたチャイルド 20466

寝たきりにさせないために 医療の本 Gt：高齢者 榎村陽太郎 医歯薬出版 5606

熱傷はこうやって治す　安全に行う湿潤療法 医療の本 Fo：皮膚/髪/爪 水原章浩 医学と看護社 10352

ねてるのだあれ 絵本 K：こどもの本 神沢利子 福音館書店 21009

ネパールのビール 一般図書 C：心の健康 日本エッセイストクラブ 文藝春秋 10203

ねぼすけスーザのおかいもの 絵本 NULL 広野多珂子 福音館書店 20100

ねるまで　あとなんぷん 絵本 NULL ヘインズ 大日本絵画 20018

年齢に負けない身体の作り方 医療の本 Gt：高齢者 宇田川宏 同時代社 5608

ノアとはこぶねのおはなし 絵本 NULL 聖書 いのちのことば社 20522

脳科学研究の現状と課題 医療の本 C：心の健康 精神神経科学振興財団 じほう 5325

脳が冴える15の習慣　記憶・集中・思考力を高める 一般図書 C：心の健康 築山節 NHK出版 10235

脳からストレスを消す技術 医療の本 Fm：脳・神経系 有田秀穂 サンマーク出版 8119

脳血管救命センター物語 医療の本 Fm：脳・神経系 岡田　靖　総監修 メディカルレビュー社 607

脳梗塞　脳出血　くも膜下出血　（よくわかる最新医

学シリーズ）
医療の本 Fm：脳・神経系 高木誠　監修 主婦の友社 10561

脳梗塞・脳出血・くも膜下出血 医療の本 Fm：脳・神経系 高木　誠　監修 主婦の友社 584

脳梗塞はこうして防ぐ、治す イラスト版 医療の本 Fm：脳・神経系 高木　誠 講談社 585

脳出血・くも膜下出血はこうして防ぐ、治す イラスト版 医療の本 Fm：脳・神経系 中込　忠好 講談社 587

脳神経 医療の本 Ad：検査 志賀　逸夫　編 メジカルビュー社 64

脳神経外科学　1　改訂12版 医療の本 Fm：脳・神経系 太田富雄　総編集 金芳堂 10615

脳神経外科学　2　改訂12版 医療の本 Fm：脳・神経系 太田富雄　総編集 金芳堂 10616

脳神経外科学　3　改訂12版 医療の本 Fm：脳・神経系 太田富雄　総編集 金芳堂 10617

脳卒中 医療の本 Fm：脳・神経系 伊藤　昌徳 日本医学館 218

脳卒中　見逃さない、あきらめない　（別冊NHKきょ

うの健康）
医療の本 Fm：脳・神経系 内山真一郎総監修 NHK出版 8107

脳卒中とリハビリテーション 医療の本 Ee：リハビリ療法 本多　虔夫;星野　晴彦 保健同人社 219

脳卒中リハビリガイド 医療の本 Fm：脳・神経系 監修：田口芳雄 学研 8047

脳にいいことだけをやりなさい！ 一般図書 Fm：脳・神経系 マーシー・シャイモフ 三笠書房 5404

脳のメモ帳　ワーキングメモリ 一般図書 C：心の健康 苧阪満里子 新曜社 5328

脳はバカ、腸はかしこい 医療の本 C：心の健康 藤田紘一郎 三五館 10002

脳は甦る　音楽運動療法による甦生リハビリ 医療の本 H：代替療法 後藤　幸生　他 大修館書店 606

能率手帳の流儀 一般図書 C：心の健康 野口晴巳
日本能率協会マネジ

メントセンター
10230

脳を活かす勉強法 一般図書 C：心の健康 茂木健一郎 PHP研究所 10223

脳を究める　脳研最前線 一般図書 C：心の健康 立花隆 朝日新聞出版 5675

野菊の墓 絵本 K：こどもの本 伊藤左千夫 金の星社 20844

のねずみチュウチュウおくさんのおはなし 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20557

のはらのうたⅠ 一般図書 C：心の健康 くどうなおこ 童話屋 10379

呪われた鏡　占い魔女２ 絵本 NULL 池田美代子 岩崎書店 20310

ノンタンがんばるもん 絵本 NULL キヨノサチコ 偕成社 20450

のんびりすいぞくかん 絵本 NULL 長　新太 理論社 20417

はーい　ばーい 絵本 K：こどもの本 きしらまゆこ フレーベル館 21007

パーキンソン病　（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Fm：脳・神経系 山之内博　監修 主婦の友社 10567

パーキンソン病最新治療と生活法 イラスト版 医療の本 Fm：脳・神経系 作田　学 講談社 573

パーソナリティ障害〈人格障害〉のことがよくわかる本 イ

ラスト版
医療の本 C：心の健康 市橋　秀夫 講談社 96
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

バーバパパのなつやすみ 絵本 K：こどもの本
アネット＝チゾン/タラス＝

テイラー
講談社 20895

パイがふたつあったおはなし 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20568

肺がん　（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Fn7：肺ガン 坪井正博　著 主婦の友社 10568

肺がん　改訂版 医療の本 Fn7：肺ガン 西條長宏 医療ジャーナル社 5629

肺ガン 日本人のがん死亡１位肺がんのすべてがわか

る
医療の本 Fn7：肺ガン 坪井　正博 主婦の友社 356

肺がん外来化学療法へのアプローチ 医療の本 Fn7：肺ガン 山本信之 医療ジャーナル社 5630

肺がんがわかる本 医療の本 Fn7：肺ガン 浅村尚生 法研 5484

肺がんと闘う方法　告知の仕方，告知後の生 医療の本 Fn7：肺ガン 野守　裕明 メヂカルフレンド 406

肺がんの最新治療（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Fn7：肺ガン 坪井 正博 主婦の友社 10164

肺ガンハンドブック 医療の本 Fn7：肺ガン 土屋　繁裕　著 学習研究社 407

肺気腫 医療の本 Fn：呼吸器 千治松　洋一　著 日本医学館 622

ハイリスク患者の看護ケア 医療の本 Ae：臨床看護 中山書店 85

ハエのアストリッド 絵本 K：こどもの本 マリア・ヨンソン 評論社 21016

ハキちゃんの「はっぴょうします」 絵本 K：こどもの本 薫くみこ 佼成出版 21013

白内障・緑内障・糖尿病網膜症　新版 医療の本 Fh：目 杉田　美由紀　監修 主婦の友社 475

化け猫レストラン 絵本 K：こどもの本
怪談レストラン編集委員

会
童心社 20881

はじめてでもやさしいがん化学療法看護　抗がん薬を

扱う知識と副作用マネジメント
医療の本 Fe6：化学療法 小西敏郎

学研メディカル秀潤

社
10274

はじめての医療面接－コミュニケーション技 医療の本 I：患者学 斎藤　清二 医学書院 863

はじめてのずかん３ 絵本 NULL たしろたく 偕成社 20726

はじめての多面体おりがみ 絵本 NULL 川村みゆき 日本ヴォーグ社 20508

はじめての注射と採血 医療の本 Ad：検査 大阪労災病院看護部 メディカ出版 53

はじめての妊娠・出産・安心マタニティブッ 医療の本 Gh：妊娠/出産 Ｃ．ハリス　著 永岡書店 745

はじめてのモニター心電図 医療の本 Fd：心臓・血管系 松井　由美恵　著 メディカ出版 315

はじめての輸液 医療の本 Ad：検査 大阪労災病院看護部 メディカ出版 54

はじめてのゆきのひ 絵本 K：こどもの本 バーネット・フォード 評論社 20848

はじめての離乳食 医療の本 Gk：こどもの健康 小池澄子 学研 10022

はじめの一歩が大切 医療の本 Vc：糖尿病 坂根　直樹 診断と治療社 954

はしれ！はしれ！パトカー 絵本 NULL たけいしろう あかね書房 20089

走れ！マスワラ 一般図書 C：心の健康
グザヴィエ=ローラン=プ

ティ

PHPエディターズ・グ

ループ
10399

はずかしがりやのれんこんくん 絵本 NULL 二宮由紀子 童心社 20148

裸のお医者さまたち 医療の本 J：医療 桑間　雄一郎 ビジネス社 917

はだかのおうさま 絵本 NULL アンデルセン 岩崎書店 20152

はだかのおうさま 絵本 NULL アンデルセン 世界文化社 20369

働く女性のためのがん入院・治療生活便利帳 医療の本 Gg：女性の健康 岩井ますみ 講談社 10495

八郎太郎 絵本 K：こどもの本 菊池敬一 小峰書店 21008

白血病と言われたら　疾患・治療編 医療の本 Fc：血液/リンパ

特定非営利活動法人

全国骨髄バンク推進連

絡協議会

全国骨髄バンク推進

連絡協議会
10502

白血病と言われたら　闘病支援編 医療の本 Fc：血液/リンパ

特定非営利活動法人

全国骨髄バンク推進連

絡協議会

全国骨髄バンク推進

連絡協議会
10503

はっけんずかん　どうぶつ 絵本 NULL 学研 学研 20707

初恋ストリート 絵本 NULL 藤村かおり 金の星社 20545

発達障がい児の子育て　ママたちが見つけた大切なこ

と
医療の本 Gk：こどもの健康 佐々木正美　監修 大和書房 10609

発達障害の子どもを伸ばす魔法の言葉かけ 医療の本 Gk：こどもの健康  shizu, 平岩幹男 講談社 10260

発達障害の子の脳を育てる忍者遊び 医療の本 Gk：こどもの健康 柳澤弘樹　監修 講談社 10585

発達って、障害ってなんだろう? 医療の本 Gk：こどもの健康 日原 信彦　著 ミネルヴァ書房 5382

はっぱのフレディ 絵本 NULL バスカーリア 童話屋 20178

葉っぱのフレディ　いのちの旅 絵本 K：こどもの本 レオ・バスカーリア 童話屋 21004

はなさかじい・たべられたやまんば 絵本 K：こどもの本 松谷みよ子 講談社 20984

話を聴かない耳栓医者と思いを呑み込む仮面患者 医療の本 Ja：医療概論 嵯峨崎泰子 メディカルトリビューン 10282

花のおりがみ 絵本 NULL 桃谷好秀 誠文堂新光社 20300

はなのさくえほん 絵本 NULL いしかわこうじ 童心社 20090
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

鼻の病気がわかる本 慢性副鼻腔炎、アレルギ－性

鼻炎
医療の本 Fi：耳/鼻/喉 飯田誠 法研 488

花屋さんの１２ヶ月 一般図書 H：代替療法 小林寛幸 淡交社 5636

はなやのおばさん 絵本 NULL ねじめ正一 童心社 20149

パニック障害－心の不安はとり除ける－ 医療の本 C：心の健康 渡辺　登　監修 講談社 97

パニック障害とうまくつきあうルール 医療の本 C：心の健康 べヴ・エイズベット 大和書房 10064

歯のは★医療の本★　なんの歯この歯 医療の本 Fj：歯 後藤　仁敏 医歯薬出版 510

パパがくまになるとき 絵本 NULL 神沢利子 あかね書房 20387

母の写真 一般図書 C：心の健康 日本エッセイストクラブ 文藝春秋 10205

ばばばあちゃんとおべんとう　つくろう 絵本 NULL さとうわきこ 福音館書店 20485

ばばばあちゃんのなぞなぞりょうりえほん　むしぱんのまき 絵本 NULL さとうわきこ 福音館書店 20484

ばばばあちゃんのマフラー 絵本 NULL さとうわきこ 福音館書店 20472

はぴはぴクローバー① 絵本 NULL 竜山さゆり 小学館 20713

はぴはぴクローバー② 絵本 NULL 竜山さゆり 小学館 20712

はぴはぴクローバー③ 絵本 NULL 竜山さゆり 小学館 20711

ハムスターの研究レポート① 絵本 NULL 大雪師走 偕成社 20675

ハムスターのひとりごと 絵本 NULL 井川俊彦 誠文堂新光社 20528

ハリー・ポッターとアズガバンの囚人③ 一般図書 C：心の健康 J.K.ローリング 静山社 10300

ハリー・ポッターと賢者の石① 一般図書 C：心の健康 J.K.ローリング 静山社 10298

ハリー・ポッターと死の秘宝　下巻 一般図書 C：心の健康 J.K.ローリング 静山社 10308

ハリー・ポッターと死の秘宝　上巻 一般図書 C：心の健康 J.K.ローリング 静山社 10307

ハリー・ポッターと謎のプリンス　下巻 一般図書 C：心の健康 J.K.ローリング 静山社 10306

ハリー・ポッターと謎のプリンス　上巻 一般図書 C：心の健康 J.K.ローリング 静山社 10305

ハリー・ポッターと秘密の部屋② 一般図書 C：心の健康 J.K.ローリング 静山社 10299

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団⑤（上） 一般図書 C：心の健康 J.K.ローリング 静山社 10303

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団⑤（下） 一般図書 C：心の健康 J.K.ローリング 静山社 10304

ハリー・ポッターと炎のゴブレット④（上） 一般図書 C：心の健康 J.K.ローリング 静山社 10301

ハリー・ポッターと炎のゴブレット④（下） 一般図書 C：心の健康 J.K.ローリング 静山社 10302

ハリーとマルタン② 絵本 NULL やなせたかし 新日本出版社 20618

ハリーとマルタン③ 絵本 NULL やなせたかし 新日本出版社 20619

ハリーとマルタン④ 絵本 NULL やなせたかし 新日本出版社 20620

ハリーとマルタン⑤ 絵本 NULL やなせたかし 新日本出版社 20621

ハリーとマルタン⑥ 絵本 NULL やなせたかし 新日本出版社 20622

春・花づくし 一般図書 H：代替療法 細川護貞 講談社ペック 5641

春ちゃんは元気です 絵本 NULL 松田のぶお 文芸社 20391

はるのいきものずかん 絵本 NULL 荒木勝彦 学習研究社 20496

春の主役桜 絵本 NULL ゆのきようこ 理論社 20360

バルボンさんのおうち 絵本 NULL とよた　かずひこ アリス館 20728

バルンくん 絵本 K：こどもの本 こもりまこと 福音館書店 20939

パレッタとふしぎなもくば 絵本 NULL 千葉史子 講談社 20233

番号をどうぞ 絵本 NULL 和田　誠 理論社 20639

バンジのにゃむにゃむ日記 絵本 NULL ジョンイ ポプラ社 20685

パンダのひ・み・つ 絵本 NULL 森田倫代/熊川智子
アワーズ・アドベン

チャーワールド
20752

バンビ 絵本 NULL ジョアン・ライダー作 偕成社 20670

パン屋のこびととハリネズミ 絵本 NULL アニー・G・M・シュミット 徳間書店 20740

ピーター・パン 絵本 NULL ジェームズ・バリ ポプラ社 20467

ピーターラビットのおはなし 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20550

ピーターラビットのてがみの本① 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20571

ピーターラビットのてがみの本② 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20572

ピーポポ・パトロール　はんぶんおばけのマメンキサウル

ス
絵本 NULL 柏葉幸子 童心社 20159

冷え症・貧血・低血圧　（よくわかる最新医学） 医療の本 Fc：血液/リンパ 南雲久美子 主婦の友社 10289

冷え症・貧血・低血圧　（よくわかる最新医学シリー

ズ）
医療の本 Fc：血液/リンパ 南雲久美子　監 主婦の友社 10579

冷え症・貧血・低血圧　新版 医療の本 Fc：血液/リンパ 南雲　久美子　監修 主婦の友社 301

ビオトープづくり 絵本 NULL 松井　孝 金の星社 20350

光とともに・・・　－自閉症児を抱えて-① 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部けいこ 秋田書店 5329
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光とともに・・・　－自閉症児を抱えて-② 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部けいこ 秋田書店 5330

光とともに・・・　－自閉症児を抱えて-③ 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部けいこ 秋田書店 5331

光とともに・・・　－自閉症児を抱えて-④ 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部けいこ 秋田書店 5332

光とともに・・・　－自閉症児を抱えて-⑤ 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部けいこ 秋田書店 5420

光とともに・・・　－自閉症児を抱えて-⑥ 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部けいこ 秋田書店 5429

光とともに・・・　－自閉症児を抱えて-⑦ 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部けいこ 秋田書店 5430

光とともに・・・　－自閉症児を抱えて-⑧ 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部けいこ 秋田書店 5431

光とともに・・・　－自閉症児を抱えて-⑨ 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部けいこ 秋田書店 5432

光とともに・・・　－自閉症児を抱えて-⑩ 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部けいこ 秋田書店 5433

光とともに・・・　－自閉症児を抱えて-⑪ 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部けいこ 秋田書店 5434

光とともに・・・　－自閉症児を抱えて-⑫ 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部けいこ 秋田書店 5435

光とともに・・・　－自閉症児を抱えて-⑬ 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部けいこ 秋田書店 5436

光とともに・・・　－自閉症児を抱えて-⑭ 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部けいこ 秋田書店 5437

光とともに・・・　－自閉症児を抱えて-⑮ 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部けいこ 秋田書店 5438

光とともに…～自閉症児を抱えて～　10巻 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部 けいこ　著 秋田書店 10597

光とともに…～自閉症児を抱えて～　11巻 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部 けいこ　著 秋田書店 10598

光とともに…～自閉症児を抱えて～　12巻 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部 けいこ　著 秋田書店 10599

光とともに…～自閉症児を抱えて～　13巻 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部 けいこ　著 秋田書店 10600

光とともに…～自閉症児を抱えて～　14巻 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部 けいこ　著 秋田書店 10601

光とともに…～自閉症児を抱えて～　15巻 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部 けいこ　著 秋田書店 10602

光とともに…～自閉症児を抱えて～　1巻 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部 けいこ　著 秋田書店 10588

光とともに…～自閉症児を抱えて～　2巻 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部 けいこ　著 秋田書店 10589

光とともに…～自閉症児を抱えて～　3巻 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部 けいこ　著 秋田書店 10590

光とともに…～自閉症児を抱えて～　4巻 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部 けいこ　著 秋田書店 10591

光とともに…～自閉症児を抱えて～　5巻 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部 けいこ　著 秋田書店 10592

光とともに…～自閉症児を抱えて～　6巻 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部 けいこ　著 秋田書店 10593

光とともに…～自閉症児を抱えて～　7巻 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部 けいこ　著 秋田書店 10594

光とともに…～自閉症児を抱えて～　8巻 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部 けいこ　著 秋田書店 10595

光とともに…～自閉症児を抱えて～　9巻 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部 けいこ　著 秋田書店 10596

光とともに…～自閉症児を抱えて～　別巻 一般図書 Gk：こどもの健康 戸部 けいこ・河崎芽衣　著 秋田書店 10603

ひきこもる心のカルテ　心の扉をひらくカウ 医療の本 C：心の健康 井上　敏明 朱鷺書房 126

ひげのサムエルのおはなし 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20563

美國 一般図書 C：心の健康 三枝濱子 ショーアート 10297

ひざ・腰・肩の痛み 痛みの原因と治療法　新版 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 三井　弘 主婦の友社 254

ビジネスマンの心の病気がわかる本 イラスト版 医療の本 C：心の健康 山本　晴義 講談社 98

ビジュアル版　がんの教科書 医療の本 Fe：がん 中川恵一 三省堂 8013

美少女シェフに手をだすな 絵本 NULL 宇賀神　水青 集英社 20609

美少女戦士セーラームーン① 絵本 NULL 武内直子 講談社 20709

陽だまりの病室で 医療の本 Gk：こどもの健康 亀井智泉 メディカ出版 5587

悲嘆の門（上） 一般図書 C：心の健康 宮部みゆき 新潮社 10516

悲嘆の門（下） 一般図書 C：心の健康 宮部　みゆき 新潮社 10518

悲嘆の門（中） 一般図書 C：心の健康 宮部　みゆき 新潮社 10517

棺のなかで目ざめたら 絵本 NULL 宇賀神　水青 集英社 20608

びっくりいきものずかん 絵本 NULL 荒木勝彦 学習研究社 20497

ひつじかいとうさぎ 絵本 NULL うちだりさこ 福音館書店 20445

非定型うつ病 パニック症・社交不安症 (よくわかる最

新医学)
医療の本 C：心の健康 貝谷久宣 主婦の友社 10269

ひどい便秘の治し方 医療の本 Fs：胃腸 松生恒夫 講談社 10272

ひとのからだたんけんずかん 絵本 NULL 荒木勝彦 学研 20536

ひと目でわかる！食品表示簡単チェックBOOK 医療の本 B：栄養/食事 ホームライフセミナー/編 青春出版社 8086

ひと目でわかる！図解人気折り紙 絵本 NULL 山口　真 主婦と生活社 20578

ひと目でわかる向精神薬の薬効比較　４ 医療の本 D：薬 稲田　俊也 じほう 177

ひとりでうんち　できるかな 絵本 NULL きむらゆういち 偕成社 20073

ひとりで暮らして気楽に老いる 一般図書 Gt：高齢者 吉沢久子 慶昌堂印刷 5602

泌尿器科の病気 排尿と性機能の障害 医療の本 Fp：泌尿器 矢島　通孝 日本医学館 1015

ひねもす山のなかまたち 絵本 NULL むかいはつこ 文芸社 20510

ひねもす山のなかまたち（１）お日さまの音 絵本 K：こどもの本 むかいはつこ 文芸社 20922

ひねもす山のなかまたち（３）まいごの’たまご’ 絵本 K：こどもの本 むかいはつこ 文芸社 20920

ひねもす山のなかまたち（４）すてきなプレゼント 絵本 K：こどもの本 むかいはつこ 文芸社 20921
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ひねもす山のなかまたち（4）すてきなプレゼント 絵本 K：こどもの本 むかいはつこ 文芸社 21026

ひねもす山のなかまたち（５）赤いマフラー 絵本 NULL むかいはつこ 文芸社 20509

ひねもす山のなかまたち（６）ドッカンさまがやってきた 絵本 K：こどもの本 むかいはつこ 文芸社 20923

皮膚科疾患ビジュアルブック新版 医療の本 Fo：皮膚/髪/爪 五十嵐敦之, 落合慈之
学研メディカル秀潤

社
10285

皮膚のトラブルが治らないときの本 (みんなの女性外

来)
医療の本 Fo：皮膚/髪/爪 対馬ルリ子 小学館 8126

皮膚の病気　（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Fo：皮膚/髪/爪 清佳浩　監修 主婦の友社 10559

皮膚病（シルバースキンケア） 医療の本 Gt：高齢者 種田　明生　著 日本医学館 644

ひまわり 絵本 K：こどもの本 荒井真紀 金の星社 21005

肥満症・痛風の食事療法　第２版 医療の本 V：メタボリックシンドローム 医歯薬出版　編 医歯薬出版 244

肥満の人の食事 医療の本 V：メタボリックシンドローム 小山勝一/宮崎靖子 健康同人社 5627

秘密 一般図書 Fa1：一般 東野圭吾 文藝春秋 10649

ヒューマンボディ－からだの不思議がわかる 医療の本 Ac：図解人体 尾岸　恵三子　監訳 エルゼビア・ジャパン 42

病院からもらった薬がよくわかる　薬の事典　２０１３

年版
医療の本 D：薬 小林輝明 成美堂出版 10011

病院からもらった薬がよくわかるくすりの事典2018 医療の本 D：薬 片山志郎 成美堂出版 10479

病院で受ける検査がわかる本 医療の本 Ad：検査 高木 康/田口 進　著 法研 5348

病院の言葉を分かりやすく 医療の本 Aa：医学百科 国立国語研究所 勁草書房 10049

病院の言葉を分かりやすく 医療の本 Ab：専門医学事典
国立国語研究所「病院

の言葉」委員会　編著
勁草書房 8039

病気がみえる　①：消化器　第3版 医療の本 Fs：胃腸 メディックメディア 8001

病気がみえる　１０　産科　第２版 医療の本 Gh：妊娠/出産 メディックメディア 1019

病気がみえる　②：循環器　第2版 医療の本 Fd：心臓・血管系 メディックメディア 8002

病気がみえる　③：糖尿病・代謝・内分泌　第2版 医療の本 Vc：糖尿病 メディックメディア 8003

病気がみえる　④：呼吸器 医療の本 Fn：呼吸器 メディックメディア 8004

病気がみえる　⑤：血液 医療の本 Fc：血液/リンパ メディックメディア 8005

病気がみえる　6：免疫・膠原病・感染症 医療の本 Fg：伝染・感染症
医療情報科学研究所/

編
メディックメディア 8089

病気がみえる　⑨：婦人科・乳腺外科　第2版 医療の本 Gg：女性の健康 メディックメディア 8006

病気がみえる　№１　消化器 医療の本 Fs：胃腸 メディックメディア メディックメディア 10016

病気がみえる　№２　循環器 医療の本 Fd：心臓・血管系 メディックメディア メディックメディア 10012

病気がみえる　№３　糖尿病・代謝・内分泌 医療の本 Vc：糖尿病 メディックメディア メディックメディア 10031

病気がみえる　№７　脳・神経 医療の本 Fm：脳・神経系 メディックメディア メディックメディア 10013

病気がみえる　№８　腎・泌尿器 医療の本 Fr：腎臓 メディックメディア メディックメディア 10015

病気がみえる vol.10: 産科　第3版 医療の本 Gh：妊娠/出産 医療情報科学研究所 メディックメディア 10179

病気がみえる　vol.11　運動器・整形外科 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 医療情報科学研究所 メディックメディア 10485

病気がみえる　Vol.2　循環器　第4版 医療の本 Fd：心臓・血管系 医療情報科学研究所 メディックメディア 10483

病気がみえる vol.4 呼吸器 第2版 医療の本 Fn：呼吸器 医療情報科学研究所 メディックメディア 10162

病気がみえる　Vol.5　血液　第2版 医療の本 Fc：血液/リンパ 医療情報科学研究所 メディックメディア 10484

病気がみえる vol.9: 婦人科・乳腺外科第3版 医療の本 Gg：女性の健康 医療情報科学研究所 メディックメディア 10177

病気がみえる＜vol.６＞免疫・膠原病・感染症 医療の本 Ff6：膠原病 医療情報科学研究所 メディックメディア 5643

病気がみえる①消化器　第5版 医療の本 Fs：胃腸 メデックメディア メディックメディア 10356

病気がみえる③糖尿病・代謝・内分泌　第4版 医療の本 Vc：糖尿病 メデックメディア メディックメディア 10372

病気がみえるvol.1　消化器　第5版 医療の本 Fs：胃腸 医療情報科学研究所 メディックメディア 10532

病気がみえるvol.10　産科　第4版 医療の本 Gh：妊娠/出産 医療情報科学研究所 メディックメディア 10541

病気がみえるvol.11　運動器・整形外科 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 医療情報科学研究所 メディックメディア 10542

病気がみえるvol.2　循環器　第4版 医療の本 Fd：心臓・血管系 医療情報科学研究所 メディックメディア 10533

病気がみえるvol.3　糖尿病・代謝・内分泌　第4版 医療の本 Vc：糖尿病 医療情報科学研究所 メディックメディア 10534

病気がみえるvol.4　呼吸器　第3版 医療の本 Fn：呼吸器 医療情報科学研究所 メディックメディア 10535

病気がみえるvol.5　血液　第2版 医療の本 Fc：血液/リンパ 医療情報科学研究所 メディックメディア 10536

病気がみえるvol.6　免疫・膠原病・感染症　第2版 医療の本 Ff：免疫 医療情報科学研究所 メディックメディア 10537

病気がみえるvol.7　脳・神経　第2版 医療の本 Fm：脳・神経系 医療情報科学研究所 メディックメディア 10538

病気がみえるvol.8　腎・泌尿器　第2版 医療の本 Fr：腎臓 医療情報科学研究所 メディックメディア 10539

病気がみえるvol.9　婦人科・乳腺外科　第4版 医療の本 Gg：女性の健康 医療情報科学研究所 メディックメディア 10540
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

病気にならない15の食習慣　楽しく生きる長寿の秘

訣
医療の本 Gt：高齢者 日野原重明、劉影 青春出版社 8101

病気のこと子どもに伝える？伝えない？～迷っている

あなたへ～
医療の本 Z：DVD 福田護 武田薬品工業 10124

病気ユニーク事典 医療の本 Aa：医学百科 北岡　建樹　著 南山堂 23

病気を持つ子どもと家族のためのおうちで暮らすガイド

ブック
医療の本 Gk：こどもの健康 前田浩利 メディカ出版 10454

標準・傷病名事典　Ver2.0 全診療科対応／ＩＣ

Ｄ－
医療の本 Aa：医学百科 寺島　裕夫　編著 医学通信社 989

標準・傷病名事典　Ver3.0 医療の本 Aa：医学百科 寺島裕夫 医学通信社 10482

広岡式　こころの病の治し方 医療の本 C：心の健康 広岡　清伸　著 日経BP社 138

ビロードのうさぎ 絵本 K：こどもの本 マージェリィ・W・ビアンコ ブロンズ新社 21027

貧血の人の食事 医療の本 Fc：血液/リンパ 代田　常道　病態
女子栄養大学出版

部
300

ピンちゃんポンちゃんだ～いすき！ 絵本 NULL わたせせいぞう 講談社 20205

不安な気持ちをしずめる方法 医療の本 C：心の健康 キャロライン・カー PHP研究所 5502

プーさんのおさんぽ 絵本 NULL 村田さちこ 世界文化社 20356

ぷうちゃんのちいさいマル 絵本 NULL 東直子 岩崎書店 20730

ぶーぶーぶー 絵本 NULL こかぜさち 福音館書店 20009

フェアリーたちの魔法の夜 絵本 NULL あんびるやすこ ポプラ社 20742

フォローアップ検査ガイド 医療の本 Ad：検査 北村　聖　他編 医学書院 55

武器としての交渉思考 一般図書 C：心の健康 瀧本哲史 星海社 10128

武器より一冊の本をください　少女マララ・ユスフザイの

祈り
一般図書 C：心の健康 ヴィヴィアナ・マッツァ 金の星社 10397

ふしぎだね！？アスペルガー症候群のおともだち 医療の本 Gk：こどもの健康 内山登紀夫 ミネルヴァ書房 8103

不思議の国のアリス 絵本 K：こどもの本 ルイス・キャロル 岩波書店 20788

ふしぎふにゃふにゃフランケン 絵本 NULL 立花尚之介 岩崎書店 20169

不自由な心 一般図書 C：心の健康 白石一文 角川書店 10442

防ぐ、治す胆のう・胆管の病気 医療の本 Ft：肝臓/胆のう/膵臓 税所　宏光 講談社 682

ブタヤマさんたらブタヤマさん 絵本 NULL 長　新太 文研出版 20382

ふたりはなかよし 絵本 NULL ジョアンナ・コール　ほか 小峰書店 20624

ふつうのくま 絵本 NULL 佐野洋子 講談社 20416

不登校・ひきこもりの心がわかる本 イラスト版 医療の本 Gk：こどもの健康 磯部　潮 講談社 772

不妊治療ワークブック 年齢・原因別の「戦略」がわか

る
医療の本 Gh：妊娠/出産 日経メディカル 日経BP社 737

ふぶきのあした⑥ 絵本 NULL 木村裕一 講談社 20760

不眠症とつきあうコツ 医療の本 C：心の健康 伊藤　洋　編著 フジメディカル 152

ふゆのいきものずかん 絵本 NULL 荒木勝彦 学習研究社 20498

ふゆのおばけ 絵本 K：こどもの本 せなけいこ 金の星社 20888

フラニーと世界の国々 絵本 NULL ほしのまりこ ライツエンタテイメント 20085

プラハの春 一般図書 C：心の健康 春江一也 集英社 10141

フランシスのいえで 絵本 K：こどもの本 ラッセル・ホーバン 好学社 20864

フランシスのおともだち 絵本 K：こどもの本 ラッセル・ホーバン 好学社 20854

振り回されない「がん」医療 医療の本 Fe：がん 福嶋敬宜 ワニブックス 10339

ブル、わらってよ！ 絵本 NULL ローレンス 大日本絵画 20023

フルーツポンチがすき！！ 絵本 NULL MARVY-Q タリーズコーヒー 20026

ブルーナの０歳からの本２　ミッフィーⅡ 絵本 NULL ブルーナ 講談社 20063

ブルーナの0歳からの本３　たべもの 絵本 NULL ブルーナ トーア出版 20064

ブルーナの0歳からの本４　おもちゃ 絵本 NULL ブルーナ トーア出版 20065

ブルーナの0歳からの本５　どうぶつⅠ 絵本 NULL ブルーナ トーア出版 20066

ブルーナの0歳からの本７　うちのなかのもの 絵本 NULL ブルーナ トーア出版 20067

ブルーナの0歳からの本８　ぼくのものわたしのもの 絵本 NULL ブルーナ 講談社 20068

プレゼント 絵本 NULL おとたけひろただ 中央法規出版 20589

プレゼント　プレゼント 絵本 NULL うめだ よしこ 新日本出版社 20421

フレディの遺言 医療の本 Gt7：認知症 フレディ松川 朝日新聞出版 8081

プロコフィエフ　音楽はだれのために？ 絵本 NULL ひのまどか リブリオ出版 20378

フロプシーのこどもたち 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20552

ふわふわのおはなし 絵本 NULL ひろかわさえこ あかね書房 20613

文化現象としての癒し　民間医療の現在 医療の本 C：心の健康 佐藤　純一　編 メディカ出版 153
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

分子生物学・免疫学キーワード辞典　第２版 医療の本 Ab：専門医学事典 永田　和宏　他編 医学書院 27

閉経後 医療の本 Gg：女性の健康 宮崎　亮一郎　著 日本医学館 699

ベイリーとさっちゃん 一般図書 Gk：こどもの健康 田村　朗 かまくら春秋社 10505

平和の種をまく　ボスニアの少女エミナ 絵本 NULL 大塚敦子 岩崎書店 20235

ペーター・プムのともだちさがし 絵本 NULL イェシュケ フレーベル館 20146

別冊「プラクティス」糖尿病の生活支援Q＆A 看護と

食事療法のポイント
医療の本 Vc：糖尿病 (社)日本糖尿病協会 医歯薬出版 980

ベニー　フランスへいく 医療の本 Fm：脳・神経系 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ･ﾊﾞｯﾁｪﾗｰ
日本二分脊椎･水

頭症研究振興団体
10090

ベビーマッサージ 医療の本 Gh：妊娠/出産 能登春男/あきこ PHP研究所 5564

部屋とこころのシンプルな掃除 一般図書 C：心の健康 ドミニック・ローホー 幻冬舎 10508

ペンギンビッグハウス 絵本 NULL クリスティン・イェレミース ブロンズ新社 20732

変形性股関節症の運動・生活ガイド　第３版 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 杉岡　洋一　監修 日本醫事新報社 277

変形性ひざ関節症　（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 八木貴史　著 主婦の友社 10573

弁護士が教える気弱なあなたの交渉術 一般図書 C：心の健康 谷原　誠 日本実業出版社 5416

ベンジャミンバニーのおはなし 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20551

へんてこ宝さがし・２　マンドラゴラを追え！ 絵本 NULL 三田村信行 あかね書房 20210

へんてこ宝さがし・３　むかし砂漠はどこだ！ 絵本 NULL 三田村信行 あかね書房 20209

放射線検査説明の手引き 医療の本 Ad：検査 日本診療放射線技師会 医療科学社 10607

ボードブックノンタンＡ・Ｂ・Ｃ 絵本 NULL キヨノサチコ 偕成社 20004

ホームズ君の賢い病院のかかり方 医療の本 I：患者学 増村　道雄 神戸新聞総合出版 853

ホームレス中学生 一般図書 C：心の健康 田村裕 ワニブックス 10396

ぼくがあのこをきらいなわけ 絵本 NULL 礒　みゆき ポプラ社 20111

ぼくがいちばん！ 絵本 K：こどもの本 ルーシー・カズンズ 岩崎書店 20851

ぼくがきょうりゅうだったとき 絵本 K：こどもの本 まつおかたつひで ポプラ社 20859

ぼくが父さんなら 絵本 K：こどもの本 シャーロット・ゾロトウ 童話屋 20783

牧場犬になったマヤ 一般図書 K：こどもの本 中島　晶子 ハート出版 20841

ぼくってかわいそう！ 絵本 K：こどもの本 パメラ・ダンカン・エドワーズ フレベール館 21021

ぼくとおかあさん 絵本 NULL 宮本忠夫 くもん出版 20158

ぼくのいのち 絵本 NULL 細谷亮太 岩崎書店 20176

ぼくのうしろ足はタイヤだよ　車いすの犬チャンプ 絵本 NULL 池田　まき子 ハート出版 20440

ボクのせいかも・・・ 医療の本 C：心の健康 プルスアルハ ゆまに書房 10612

僕のナゼ、私のナゼ　　わたしたちはなぜうまれてきた

の？
絵本 K：こどもの本 自遊空間ゼロ 編集工房ＤＥＰ 20941

僕のメジャースプーン 一般図書 Fa1：一般 辻村深月 講談社 10634

ぼくは赤ちゃんがほしいの 絵本 NULL シャーロット・ズロトウ 童話屋 20720

ぼくは明日、昨日のきみとデートする 一般図書 Fa1：一般 七月隆文 宝島社 10624

ボクは船長 絵本 K：こどもの本 クリスティーネ・メルツ 童話屋 20782

ぼくびょうきじゃないよ 絵本 NULL 角野栄子 福音館書店 20456

ぼくらは少年探偵団 絵本 NULL 日本児童文学者協会 偕成社 20596

ぼくをすてないで 絵本 NULL なりゆきわかこ ハート出版 20190

ぼくをだいて 絵本 NULL はたよしこ 偕成社 20355

ポケット医学英和辞典　第２版 医療の本 Aa：医学百科 泉　孝英　編 医学書院 10

ポケット版　基本薬事典　第３版 医療の本 D：薬 岡島　重孝　編集 照林社 178

ポケット版　消化器外科ケアマニュアル 医療の本 Fs：胃腸 宇佐美　眞　他編著 照林社 224

ポケット版　整形外科ケアマニュアル 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 土方　浩美　編著 照林社 271

ポケット版　脳神経外科ケアマニュアル 医療の本 Fm：脳・神経系 大井　静雄　編著 照林社 595

ポケネコにゃんころりん　ポケットの中のふしぎネコ 絵本 NULL 山本悦子 童心社 20666

ポケモンおもしろことわざ 絵本 NULL げゑせんうえの 永岡書店 20574

星がひとつほしいとの祈り 一般図書 Fa1：一般 原田マハ 実業之日本社 10619

星新一　YAセレクション 一般図書 C：心の健康 星新一 理論社 10469

星新一　ちょっと長めのショートショート　七人の犯罪

者
一般図書 C：心の健康 星新一 理論社 10470

星の王子さま 一般図書 C：心の健康 ｻﾝ=ﾃｸﾞｼﾞｭﾍﾟﾘ 新潮社 10504

星を見に行く 絵本 NULL えびなみつる 誠文堂新光社 20312

ほたる先生と「とべないホタル」たち 絵本 NULL 綾野まさる ハート出版 20240
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

北極のムーシカミーシカ 絵本 NULL いぬいとみこ 理論社 20586

ホップステップ　食物アレルギー教室 医療の本 Gk：こどもの健康 柴田瑠美子、伊藤和枝 南江堂 8062

ほっぺちゃん 絵本 NULL 名取なずな 角川書店 20671

骨・軟部腫瘍　臨床・画像・病理　改訂第2版 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉
大塚隆信・福田国彦・小

田義直
診断と治療社 10337

ホバート 絵本 NULL ブリッグズ 金の星社 20207

ほんとうに心があったかくなる話　４年生 絵本 NULL 日本児童文学者協会 ポプラ社 20678

ほんとうの南極犬物語 絵本 NULL 綾野まさる ハート出版 20629

ほんとうのハチこうものがたり 絵本 NULL あやのまさる ハート出版 20221

本人と家族のための痴呆症介護百科 医療の本 Gt7：認知症 須貝　佑一　他著 永井書店 828

煩悩リセット稽古帖 一般図書 C：心の健康 小池龍之介
ディスカヴァー・トゥエン

ティワン
10380

ほんやのいぬくん 絵本 K：こどもの本 ルイーズ・イエーツ 岩崎書店 20863

まいど！医療的ケア報告書 医療の本 Fn5：人工呼吸
人口呼吸器をつけた子の

親の会

人口呼吸器をつけた

子の親の会
10100

毎日の食事のカロリーガイド 医療の本 B：栄養/食事 香川芳子
女子栄養大学出版

部
10061

毎日ムック　乳がんから身を守る本　告知から手術、

心のケアまで
医療の本 Gg6：乳がん 毎日新聞社 5532

前足だけの白い猫マイ 絵本 NULL 今泉耕介 ハート出版 20633

まこちゃんしってるよ 絵本 NULL 松谷みよ子 講談社 20393

マジックの鉄人 絵本 NULL 稲村八大 ポプラ社 20746

マシュー先生とゆかいなヒルトップ病院01　ゾウのバー

チュー、お兄ちゃんになる
絵本 K：こどもの本 ニコラス・アラン 偕成社 20942

マシュー先生とゆかいなヒルトップ病院02　ムカデのシリ

ルは名かんとく
絵本 K：こどもの本 ニコラス・アラン 偕成社 20943

マシュー先生とゆかいなヒルトップ病院03　コウモリのル

ビィに愛の手を
絵本 K：こどもの本 ニコラス・アラン 偕成社 20944

マシュー先生とゆかいなヒルトップ病院04　３びきの子

ブタとさびしがりやのオオカミ
絵本 K：こどもの本 ニコラス・アラン 偕成社 20945

マシュー先生とゆかいなヒルトップ病院05　勇気をだし

て！カモのデリク
絵本 K：こどもの本 ニコラス・アラン 偕成社 20946

マシュー先生とゆかいなヒルトップ病院06　パメラとじま

んの髪
絵本 K：こどもの本 ニコラス・アラン 偕成社 20947

マシュー先生とゆかいなヒルトップ病院07　子ザルのマ

イーティンは絵の天才！？
絵本 K：こどもの本 ニコラス・アラン 偕成社 20948

マシュー先生とゆかいなヒルトップ病院08　ヒルトップの

クリスマス
絵本 K：こどもの本 ニコラス・アラン 偕成社 20949

マシュー先生とゆかいなヒルトップ病院09　マシュー先

生とお兄さん
絵本 K：こどもの本 ニコラス・アラン 偕成社 20950

マシュー先生とゆかいなヒルトップ病院10　カメのおば

あちゃんのさいごのしごと
絵本 K：こどもの本 ニコラス・アラン 偕成社 20951

魔女とふしぎな指輪 絵本 NULL ルース・チュウ フレーベル館 20543

魔女のステキな冬じたく 絵本 NULL あんびるやすこ ポプラ社 20744

魔女の宅急便 絵本 K：こどもの本 宮崎駿 徳間書店 20819

マタニティ　ホワイトブック 医療の本 Gh：妊娠/出産 松峯　寿美 朝日出版社 746

マタニティアセスメントガイド　新訂 医療の本 Gh：妊娠/出産 吉沢　豊予子　他編著 真興交易医書出版 722

マタニティブルー 医療の本 Gh：妊娠/出産 木村もちこ サイマル出版会 5563

まちねずみジョニーのおはなし 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20558

末期がんの逆転の治療法 医療の本 Fe：がん 前山和宏 幻冬舎 10338

マッチうりの少女・はだかの王さま・イーダちゃんの花 絵本 K：こどもの本 立原えりか 講談社 20994

マネジメントツールとしての看護必要度 第２版 医療の本 Ae：臨床看護 嶋森　好子;筒井　孝子 中山書店 991

まほうのえのぐ 絵本 NULL 林明子 福音館書店 20488

幻の女 一般図書 C：心の健康 ウイリアム・アイリッシュ
株式会社　早川書

房
10514

ママ、生まれる前から大好きだよ!　―胎内記憶といの

ちの不思議
医療の本 Gh：妊娠/出産 池川 明　著 学習研究社 5378

ままならないから私とあなた 一般図書 Fa1：一般 朝井リョウ 文藝春秋 10630

豆の上で眠る 一般図書 Fa1：一般 湊　かなえ 新潮社 10639

まりーちゃんのくりすます 絵本 NULL 与田準一 岩波書店 20368
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

マンガ「寝たきり婆あ」わがまま対策マニュアル 一般図書 Gt：高齢者 門野晴子 講談社 5601

マンガ坂本龍馬伝！ 一般図書 C：心の健康 風槇絃一 三笠書房 10446

まんがで見る手術と処置ーカラー版 医療の本 L：麻酔/手術/救急 高橋俊雄 照林社 5658

マンガでわかる! 統合失調症〔家族の対応編〕 医療の本 C：心の健康 中村ユキ　著 日本評論社 10553

マンガでわかる！統合失調症 医療の本 C：心の健康 中村ユキ 日本評論社 10148

マンガでわかる一次救急・救命処置―医療・介護ス

タッフ必修
医療の本 L：麻酔/手術/救急 安間文彦 メディカ出版 8115

マンガでわかる生活習慣病　糖尿病をやっつけろ！ 医療の本 Vc：糖尿病 加来浩平 武田薬品工業 5322

まんげつのよるに⑦ 絵本 NULL 木村裕一 講談社 20761

まんげつのよるまでまちなさい 絵本 NULL ブラウン ペンギン社 20127

慢性腎臓病の自己管理 医療の本 Fr：腎臓 今井圓裕 医療ジャーナル社 10073

慢性腎不全保存期のケア　第３版　寛解を目 医療の本 Fr：腎臓 佐中　孜　著 医学書院 687

慢性頭痛とつきあう法 イラスト版 医療の本 Fm：脳・神経系 寺本　純 講談社 589

慢性頭痛の診療ガイドライン 市民版 医療の本 Fm：脳・神経系 日本頭痛学会 医学書院 10284

まんてんべんとう 絵本 K：こどもの本 くすのきしげのり フレーベル館 21020

マンモグラフィガイドライン　第２版増補版 医療の本 Gg6：乳がん 日本医学放射線学会 医学書院 723

マンモグラフィ診断の進め方とポイン　第３版 医療の本 Gg6：乳がん 東野　英利子　他著 金原出版 1018

みえるとか みえないとか 医療の本 Gk：こどもの健康 ヨシタケシンスケ アリス館 10611

みさきのこうま 絵本 NULL 市川宣子 チャイルド本社 20358

みずのいきものずかん 絵本 NULL 荒木勝彦 学研 20534

ミッキーマウス　たからさがし　ディズニーとびだししかけえ

ほん
絵本 NULL ディズニー 大日本絵画 20138

ミッフィーの早引き 栄養の基本ハンドブック 医療の本 B：栄養/食事
中村丁次/足立香代子/

川島由起子
エクスナレッジ 5349

ミッフィーの早引き薬の使い方ハンドブック 医療の本 D：薬 根橋一夫　著 エクスナレッジ 5353

みつやくんのマークX 絵本 NULL 渡辺茂男 新栄堂書店 20199

みにくいあひるの子・おやゆびひめ 絵本 K：こどもの本 立原えりか 講談社 20993

三びきのくま・ジャックとまめの木 絵本 K：こどもの本 渡辺茂男 講談社 20995

三びきの子ぶた 絵本 NULL 梯有子（イギリス民話） 河出書房新社 20614

三人屋 一般図書 Fa1：一般 原田ひ香 実業之日本社 10621

ミフィーのめくるえほん　こんにちはあそびましょ 絵本 NULL ブルーナ 講談社 20006

耳ぶくろ 一般図書 C：心の健康 日本エッセイストクラブ 文藝春秋 10202

未来PUREボイス 絵本 NULL 五十嵐かおる 小学館 20710

みるみるナットク血液疾患　病態生理がわかればケア

がわかる
医療の本 Fc：血液/リンパ 須永真司 文光堂 10287

民間療法－誰にもできる－食と健康の古　５ 医療の本 H：代替療法 農文協　編 農山漁村文化協会 847

みんな　とぶよ！ 絵本 NULL いしかわこうじ 童心社 20011

みんな知りたい　遺伝のはなし 医療の本 Fa1：一般 藤田潤
京都新聞出版セン

ター
10093

みんなといっしょにあそべるよ 医療の本 Gk：こどもの健康 九十九そのえ
日本二分脊椎･水

頭症研究振興団体
10319

みんなの防災ハンドブック 医療の本 L：麻酔/手術/救急 草野かおる
ディスカヴァー・トゥエン

ティワン
10084

昔ばなしのおりがみえほん 絵本 NULL 丹羽 兌子 泉書房 20581

夢幻花 一般図書 C：心の健康 東野圭吾 PHP研究所 10452

無印ＯＬ物語 一般図書 C：心の健康 群ようこ 角川書店 10422

無印おまじない物語 一般図書 C：心の健康 群ようこ 角川書店 10426

無印親子物語 一般図書 C：心の健康 群ようこ 角川書店 10425

無印結婚物語 一般図書 C：心の健康 群ようこ 角川書店 10424

無印失恋物語 一般図書 C：心の健康 群ようこ 角川書店 10423

胸のしこりが気になる人が読む本　改訂版 医療の本 Gg6：乳がん 日馬　幹弘　著 扶桑社 728

むらさきふうせん 絵本 NULL 谷川俊太郎 BL出版 20086

名医のわかりやすい狭心症・心筋梗塞　４版 医療の本 Fd：心臓・血管系 小船井　良夫　著 同文書院 1006

メイシーちゃんのさがしもの 絵本 NULL カズンズ 偕成社 20003

明治のベースボール 一般図書 C：心の健康 日本エッセイストクラブ 文藝春秋 10204

名探偵コナン　11人目のストライカー 絵本 K：こどもの本 水稀しま 小学館 20874

名探偵コナン　異次元の狙撃手 絵本 K：こどもの本 水稀しま 小学館 20870

名探偵コナン　絶海の探偵 絵本 K：こどもの本 水稀しま 小学館 20873

42
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目がぐんぐん若返るNo．1自力療法　老眼、近視の

視力が急向上！緑内障、白内障、飛蚊症、

（Makino　mook＊マキノ出版ムック）

医療の本 Fh：目 マキノ出版 マキノ出版 10252

めがねうさぎ 絵本 NULL せなけいこ ポプラ社 20098

メグとモグのおはなし　メグむじんとうにいく 絵本 NULL ニコル 偕成社 20015

めざせ！仕事のプロ　ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝが上がるﾜｸﾜｸ仕事術 一般図書 C：心の健康 小林英二
シーアンドアール研究

所
5402

めざせクラスのクイズ王　ずっこけクイズ王 絵本 NULL ながたみかこ 大泉書店 20238

メタボ外来のやせる弁当と作りおき 医療の本 V：メタボリックシンドローム 京都医療ｾﾝﾀｰ セブン＆アイ出版 10322

メタボ外来のやせるレシピ 医療の本 V：メタボリックシンドローム 京都医療ｾﾝﾀｰ セブン＆アイ出版 10212

メタボリックシンドローム 医療の本 V：メタボリックシンドローム 和田　高士　著 保健同人社 929

メチャクサ 絵本 NULL ジョナサン・アレン アスラン書房 20385

メディクイックブック（2015年版　第1部）　患者さん

によくわかる薬の説明
医療の本 D：薬

鈴木康夫（リウマチ内科

学）
金原出版 10279

目でみる救命救急処置　新訂　第４版 医療の本 L：麻酔/手術/救急 杉本　侃　編著 日本臨牀社 990

眼で見る小児のリハビリテーション　改２ 医療の本 Gk：こどもの健康 栗原　まな　著 診断と治療社 782

目の病気がよくわかる本 医療の本 Fh：目 大鹿哲郎 講談社 10349

目の病気の最新治療 緑内障・糖尿病網膜症・白内

障・黄斑変性症（よくわかる最新医学シリーズ）
医療の本 Fh：目 杉田美由紀 主婦の友社 10158

めまい・耳鳴り　改訂新版 医療の本 Fi：耳/鼻/喉 馬場　俊吉　著 保健同人社 490

めまいは寝てては治らない　第2版 医療の本 Fi：耳/鼻/喉 新井基洋 中外医学社 8093

メルクマニュアル医学百科　最新家庭版 医療の本 Aa：医学百科 日経BP社 5

メル友からのメッセージ 絵本 NULL 増原亜紀子 ハート出版 20308

メル友からのメッセージ 絵本 NULL 増原亜紀子 ハート出版 20323

免疫・アレルギー疾患用語解説集 医療の本 Ab：専門医学事典 足立　満　監修 エクセル企画出 28

免疫力を鍛えるスーパー食事法 イラスト版 医療の本 Fg：伝染・感染症 星野　泰三 講談社 454

も～お～うしです 絵本 NULL うしのえほんをつくる会 開放出版社 20071

もう怖くない！抗がん剤の吐き気は、ここまで予防でき

る
医療の本 Z：DVD 中村清吾 武田薬品工業 10126

盲導犬チャンピィ　日本初盲導犬を育てた塩屋賢一

ものがたり
絵本 NULL 桑原崇寿 ハート出版 20272

もぐらくんとふゆ 絵本 NULL ドスコチロヴァー 偕成社 20118

もぐらバス 絵本 NULL 佐藤雅彦 偕成社 20520

もしも、がんが再発したら 医療の本 Fe：がん
国立がん研究センター、が

ん対策情報センター
英治出版 5333

もしも１００人の糖尿病村があったら 医療の本 Vc：糖尿病 坂根　直樹　著 診断と治療社 956

もし闇夜がこわかったら 夜空に星をくわえましょう 絵本 NULL クーパー・エデンズ ほるぷ出版 20407

もっと自然に! 不妊治療 医療の本 Gh：妊娠/出産 加藤 修/竹原 祐志 著 主婦の友社 5379

ものいうからだ 医療の本 C：心の健康 南雲直二 講談社 5552

もの食う人びと 一般図書 C：心の健康 辺見庸 共同通信社 10199

モペットちゃんのおはなし 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20554

ももいろのきりん 絵本 K：こどもの本 中川季枝子 福音館書店 20924

ももたろう・こぶとり 絵本 K：こどもの本 松谷みよ子 講談社 20982

モモちゃんとアカネちゃん 絵本 NULL 松谷みよ子 講談社 20500

モモちゃんとプー 絵本 NULL 松谷みよ子 講談社 20531

もりのおかしやさん 絵本 K：こどもの本 舟崎靖子 偕成社 20917

森のこずえちゃん 絵本 NULL 松居スーザン 童心社 20201

もりのじてんしゃやさん 絵本 K：こどもの本 舟崎靖子 偕成社 20918

もりのスパゲッティやさん 絵本 NULL 丹崎靖子 偕成社 20097

もりのとこやさん 絵本 NULL いわせななみ タリーズコーヒー 20107

もりのなか 絵本 K：こどもの本 マリー・ホール・エッツ 福音館書店 20892

森のネズミの冬ごもり 一般図書 K：こどもの本 岡野薫子 ポプラ社 20823

もりのびょういん 絵本 K：こどもの本 渡辺鉄太 福音館書店 20862

モルヒネと緩和ケア質問箱１０１ 医療の本 Fe7：緩和ケア 濱野　恭一　監修 メディカルレビュー社 383

モンジュイックのふうくろう 絵本 K：こどもの本 さえぐさひろこ ブックローン出版 20934

モンプチ人形のぼうけん旅行 絵本 NULL 舟崎克彦 金の星社 20215

薬剤識別コード事典　平成２１年改訂版★ 医療の本 D：薬 医薬ジャーナル社編集 医薬ジャーナル社 984

薬剤識別コード事典　平成29年改訂版 医療の本 D：薬 医薬ジャーナル社編集部 医薬ジャーナル社 10480

やさいさん 絵本 K：こどもの本 tupera tupera 学研 20891
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

やさしいＣＯＰＤの自己管理　慢性閉塞性肺 医療の本 Fn6：COPD 北村　諭 医薬ジャーナル社 630

やさしいＣＯＰＤリハビリテーションの自己 医療の本 Fn6：COPD 本間　生夫　監修 医薬ジャーナル社 631

やさしいC型肝炎の自己管理 医療の本 Ft5：C型肝炎 岡上武 医療ジャーナル社 10357

やさしいC型肝炎の自己管理　改訂版-その最新情

報-
医療の本 Ft5：C型肝炎 岡上武　著 医薬ジャーナル社 8034

やさしいアトピー予防の自己管理 医療の本 Gk：こどもの健康 岸田　勝　著 医薬ジャーナル社 811

やさしいアレルギー性鼻炎の自己管理 医療の本 Fi：耳/鼻/喉 大久保公裕　著 医薬ジャーナル社 8029

やさしい胃がん外来化学療法の自己管理　追補改

訂版
医療の本 Fs5：胃がん 瀧内比呂也　編 医薬ジャーナル社 8028

やさしい胃の手術後の自己管理 医療の本 Fs：胃腸 中村　肇　他編 医薬ジャーナル社 226

やさしいインスリン治療の自己管理　改訂版 医療の本 Vc：糖尿病 松澤　佑次　監 医薬ジャーナル社 968

やさしいうつ病・うつ状態のマネジメ　改訂 医療の本 C：心の健康 桂　戴作　編 医薬ジャーナル社 128

やさしい折りかた　かわいいおりがみ 絵本 NULL 三村あつ子 大泉書店 20641

やさしい過活動膀胱の自己管理 医療の本 Fp：泌尿器 武田正之　編 医薬ジャーナル社 8022

やさしい肩の痛みの自己管理 医療の本 Fb：骨/関節/筋肉 井樋栄二　編 医薬ジャーナル社 8027

やさしい花粉症の自己管理　改訂版 医療の本 Ff5：アレルギー 奥田　稔　著 医薬ジャーナル社 497

やさしい肝臓病の自己管理　改訂版 医療の本 Ft：肝臓/胆のう/膵臓 林紀夫　編 医薬ジャーナル社 8031

やさしいがんの痛みの自己管理　改訂３版 医療の本 Fe：がん 武田　文和　著 医薬ジャーナル社 385

やさしい逆流性食道炎の自己管理 医療の本 Fs：胃腸 中村　孝司　編 医薬ジャーナル社 532

やさしい禁煙の方法と自己管理 医療の本 Ei：禁煙 北村　諭 医薬ジャーナル社 237

やさしいクローン病の自己管理 医療の本 Fs7：クローン病 松澤　佑次　監 医薬ジャーナル社 557

やさしい血液疾患　第５版 医療の本 Fc：血液/リンパ 押味　和夫　著 日本醫事新報社 1003

やさしい更年期障害の自己管理 医療の本 Gg：女性の健康 青野　敏博　編 医薬ジャーナル社 703

やさしい高齢者肝疾患の自己管理 医療の本 Ft：肝臓/胆のう/膵臓 八橋弘　編 医薬ジャーナル社 8020

やさしい骨粗鬆症の自己管理　改訂版 医療の本 Fb7：骨粗鬆症 森井　浩世　著 医薬ジャーナル社 291

やさしい小腸・大腸疾患の自己管理 医療の本 Fs：胃腸 寺野　彰　編 医薬ジャーナル社 533

やさしい食後高血糖の自己管理 医療の本 Vc：糖尿病 加来浩平　編 医薬ジャーナル社 8021

やさしい食物アレルギーの自己管理　改訂版 医療の本 Ff5：アレルギー 馬場　実　編 医薬ジャーナル社 1010

やさしい頭痛の自己管理 医療の本 Fm：脳・神経系 間中　信也 医薬ジャーナル社 597

やさしいストーマケア 医療の本 Fs：胃腸 青木和恵　その他 桐書房 5488

やさしい生活習慣病の自己管理　改訂版 医療の本 V：メタボリックシンドローム 北村　諭　著 医薬ジャーナル社 931

やさしい前立腺疾患のマネジメント 医療の本 Fp：泌尿器 武田　正之　編 医薬ジャーナル社 661

やさしい造血幹細胞移植後のＱＯＬの向上 医療の本 Fe：がん 室井一男 医薬ジャーナル社 5476

やさしい造血幹細胞移植へのアプローチ　改訂版 医療の本 Fc：血液/リンパ 小寺良尚　編 医薬ジャーナル社 8025

やさしい早朝高血圧の自己管理 医療の本 Vb：高血圧 苅尾　七臣　著 医薬ジャーナル社 943

やさしい大腸がん外来化学療法の自己管理 医療の本 Fs6：大腸がん 朴　成和　編 医薬ジャーナル社 554

やさしいてんかんの自己管理　ポケット版 医療の本 Fm：脳・神経系 八木　和一　著 医薬ジャーナル社 596

やさしい透析患者の自己管理　改訂３版 医療の本 Fr5：透析 秋澤忠男　編 医薬ジャーナル社 8023

やさしい透析患者の自己管理　改訂4版 医療の本 Fr5：透析 秋澤忠男 医療ジャーナル社 10353

やさしい透析患者のためのリン・カルシウム代謝の自己

管理
医療の本 Fr5：透析 深川雅史　編著 医薬ジャーナル社 8032

やさしい糖尿病食の献立と料理　腎症予防の 医療の本 Vc：糖尿病 穐山　道子　他編 医薬ジャーナル社 971

やさしい糖尿病の外食のコツと心得　改訂版 医療の本 Vc：糖尿病 山崎　義光　他編著 医薬ジャーナル社 1022

やさしい糖尿病の外食のコツと心得　改訂版 医療の本 Vc：糖尿病 山崎義光　他編著 医薬ジャーナル社 8030

やさしいネフローゼ症候群の自己管理 医療の本 Fr：腎臓 斉藤喬雄　編 医薬ジャーナル社 8024

やさしいパーキンソン病の自己管理 医療の本 Fm：脳・神経系 村田美穂編著 医薬ジャーナル社 8100

やさしい人 一般図書 C：心の健康 加藤諦三 PHP研究所 10229

やさしい貧血の自己管理 医療の本 Fc：血液/リンパ 内田　立身　編 医薬ジャーナル社 317

やさしい閉塞性動脈硬化症の自己管理 医療の本 Fd：心臓・血管系 松尾　汎　編 医薬ジャーナル社 318

やさしい慢性腎臓病の自己管理　改訂版 医療の本 Fr：腎臓 今井圓裕　編 医薬ジャーナル社 8019

やさしい味覚障害の自己管理 医療の本 Fi：耳/鼻/喉 池田稔　編 医薬ジャーナル社 8033

やさしいメタボリックシンドロームの自己管理　改訂版 医療の本 V：メタボリックシンドローム 松沢佑次監修 医薬ジャーナル社 8063

やさしい腰痛の自己管理 医療の本 Fb5：腰痛 米延　策雄　監 医薬ジャーナル社 272

やさしいリウマチ治療薬の基礎知識 医療の本 Ff7：リウマチ 川合　眞一　著 医薬ジャーナル社 447

やさしく学ぶ薬剤経済学 医療の本 D：薬 坂巻　弘之 じほう 180

やさしく理解できるメニエール病の自己管理　改訂版

(めまいと耳鳴り、難聴)
医療の本 Fi：耳/鼻/喉 神崎仁 医薬ジャーナル社 8123

やっばり　ノミタくん！ 絵本 K：こどもの本 ヘレン・スティーヴンズ 評論社 21003

やまない雨はない　妻の死、うつ病、それか 医療の本 C：心の健康 倉嶋　厚　著 文藝春秋 129
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

やんちゃな時代 一般図書 C：心の健康 林真理子 文藝春秋 10395

ゆうかんな十人のきょうだい・かみさまになりそこねたサン

ダル
絵本 K：こどもの本 君島久子 講談社 20997

郵便犬ポチの一生　吹雪にきえた郵便屋さん 絵本 NULL 綾野まさる ハート出版 20242

幽霊＆都市伝説スペシャル 絵本 NULL ヤングセレクション 実業之日本社 20722

幽霊屋敷レストラン 絵本 NULL 松谷みよ子 童心社 20682

ゆかいなホーマーくん 絵本 K：こどもの本 ロバート・マックロスキー 岩波書店 20882

ゆかいなゆうびんやさん 絵本 NULL
ジャネット&アラン・アル

バーグ
文化出版局 20447

ゆかいなゆうびんやさんのクリスマス 絵本 NULL
ジャネット&アラン・アル

バーグ
文化出版局 20448

ゆかいなゆうびんやさんのだいぼうけん 絵本 NULL
ジャネット&アラン・アル

バーグ
文化出版局 20449

雪はちくたく 絵本 K：こどもの本 長崎源之助 銀河社 20831

雪見だいふくはなぜ大ヒットしたのかー７７の「特許」

発想法ー
一般図書 C：心の健康 重田暁彦 講談社 5395

雪むすめのおくりもの 絵本 NULL 佐藤義則 草土文化 20424

夢をかなえるゾウ 一般図書 C：心の健康 水野敬也 飛鳥新社 10196

夢をかなえるゾウ② 一般図書 C：心の健康 水野敬也 飛鳥新社 10246

ゆらゆらゆくよ 絵本 NULL ジョンセン 小峰書店 20137

夜明けの街で 一般図書 C：心の健康 東野圭吾 角川文庫 10383

良い医療の条件　＜医の原点　第６集＞ 医療の本 J：医療 高本眞一 金原出版 8058

ようこそ！ヘンテコ小学校 絵本 K：こどもの本 スギヤマカナヨ 角川書店 20937

妖精ライラ 絵本 NULL エリザベス・リンジー 星雲社 20669

腰痛 医療の本 Fb5：腰痛 梶原　一 日本医学館 260

腰痛 医療の本 Fb5：腰痛 住田　憲是　監修 主婦の友社 282

腰痛の病態生理と診断・治療 医療の本 Fb5：腰痛 山岸　正明　他 真興交易医書出版 283

よくみえる!医療・先進医療・介護のは★医療の本★ 医療の本 Gt：高齢者

大野太平/大場幸子/山

本ゆかり/上田香十里

著

セールス手帖社保険 5386

よくわかる　新しい東洋医学入門講座 医療の本 H：代替療法 丁　宗鐡　監 永井書店 850

よくわかる　小児の造血細胞移植 医療の本 Gk：こどもの健康 加藤俊一監修 医薬ジャーナル社 5495

よくわかる　肺がん 医療の本 Fn7：肺ガン 中西洋一
NPO法人西日本が

ん研究機構
5669

よくわかる癌放射線治療の基本と実際 医療の本 Fe：がん 兼平　千裕　編集 真興交易医書出版 386

よくわかる薬の知識と自己管理　きちんとし 医療の本 D：薬 杉山　正敏　他編 医薬ジャーナル社 181

よくわかる高齢者の排便障害 医療の本 Fs：胃腸 高野正博 弘文堂 8061

よくわかる子どもの心身症－診療のすすめ方 医療の本 Gk：こどもの健康 星加　明徳　編集 永井書店 780

よくわかる最新「病」の基本としくみ 医療の本 Fa1：一般 秀和システム 8052

よくわかる最新医学　子宮筋腫 医療の本 Gg5：子宮筋腫 佐藤孝道・石田友彦 主婦の友社 10358

よくわかる最新医学　リウマチの最新治療 医療の本 Ff7：リウマチ 吉野槇一 主婦の友社 10347

よくわかる最新医学腎臓病 医療の本 Fr：腎臓 高市憲明 主婦の友社 5318

よくわかる小児がん経験者のためにより良い生活の質

（ＱＯＬ）を求めて
医療の本 Gk：こどもの健康 加藤俊一監修 医薬ジャーナル社 5496

よくわかる双極性障害（躁うつ病）　両極端な気分

の変動をコントロールする
医療の本 C：心の健康 貝谷久宣 主婦の友社 10268

よくわかる造血幹細胞移植コーディネートクリニカル移

植コーディネーﾀｰからのヒント
医療の本 Fe：がん 加藤俊一 医薬ジャーナル社 5477

よくわかる脳卒中後遺症におけるうつ病・う 医療の本 Fm：脳・神経系 平井　俊策　編 医薬ジャーナル社 598

よくわかる肺がん 医療の本 Fn7：肺ガン 中西洋一
NPO法人西日本が

ん研究機構
5547

よくわかる肺がん 医療の本 Fn7：肺ガン 中西洋一
NPO法人西日本が

ん研究機構
5548

よくわかる病理学の基本としくみ 医療の本 Fa：一般医学 田村浩一 秀和システム 10336

よくわかる腹膜透析の基礎 医療の本 Fr5：透析 山下明泰 東京医学社 5426

予知夢 一般図書 C：心の健康 東野　圭吾 文藝春秋 10523

四つ話のクローバー 一般図書 C：心の健康 水野敬也 文響社 5672

ヨハン・シュトラウス　「ワルツ王」の喜びと悲しみ 絵本 NULL ひのまどか リブリオ出版 20379

よぶこどり・てぶくろをかいに 絵本 K：こどもの本 浜田廣介　新美南吉 講談社 20988
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図書名 図書種類名称 質研分類名称 著者名 出版社名 図書番号

予防接種へ行く前に　改訂版　受けるこども 医療の本 Gk：こどもの健康 毛利　子来　編集代表 ジャパンマシニスト社 806

読まずにいられぬ名短編集 一般図書 C：心の健康 宮部みゆき 筑摩書房 10135

余命3カ月のガンを消したムラキテルミさんの奇跡のレ

シピ
医療の本 Fe：がん ムラキテルミ 主婦の友社 10342

よるくま 絵本 NULL 酒井駒子 偕成社 20729

夜のピクニック 一般図書 Fa1：一般 恩田　陸 新潮社 10636

夜まわりクマのアーサー 絵本 K：こどもの本 ジェシカ・メザーブ 童話屋 20784

らくだい魔女のデート作戦 絵本 NULL 成田サトコ ポプラ社 20748

ラブ♥偏差値 絵本 NULL 斉藤栄実美 金の星社 20723

卵巣がん治療ガイドライン　２００７年版 医療の本 Gg：女性の健康 金原出版 408

卵巣がん治療ガイドライン　2010年版 (第3版) 医療の本 Gg：女性の健康
日本婦人科腫瘍学会

編集
ワニブックス 5340

卵巣がん治療ガイドライン　2015年版 医療の本 Gg：女性の健康 日本婦人科腫瘍学会 金原出版 10368

リウマチ 早期発見・早期治療が決め手　新版 医療の本 Ff7：リウマチ 吉野　槙一;主婦の友社 主婦の友社 255

リウマチ・膠原病: 病気別治療の最先端と痛みをやわ

らげるポイント
医療の本 Ff6：膠原病 竹内勤　監修 PHP研究所 5361

リウマチ・膠原病ＡＢＣ　改訂第２版 医療の本 Ff7：リウマチ 延永　正　著 日本医学出版 448

りえの森の旅 絵本 NULL ぶしかえつこ 小峰書店 20365

理学療法ハンドブック　改訂第３版　全３巻 第1巻 医療の本 Ee：リハビリ療法 細田　多穂　他編 協同医書出版社 1001

理学療法ハンドブック　改訂第３版　全３巻 第2巻 医療の本 Ee：リハビリ療法 細田　多穂　他編 協同医書出版社 981

理学療法ハンドブック　改訂第３版　全３巻 第3巻 医療の本 Ee：リハビリ療法 細田　多穂　他編 協同医書出版社 982

利休にたずねよ 一般図書 C：心の健康 山本兼一 PHP研究所 10390

理系思考 一般図書 C：心の健康 元村有希子 毎日新聞社 10231

理系白書 一般図書 C：心の健康 毎日新聞科学環境部 講談社 10247

りすのナトキンのおはなし 絵本 NULL ビアトリクス・ポター 福音館書店 20559

りそうのくに 絵本 NULL 平井美里 ハート出版 20276

リトル・ウイング 絵本 NULL 吉富多美 金の星社 20674

リトルチャロ　～キャンディのたんじょうび～ 絵本 NULL 立原滉二 小学館 20164

離乳食大百科 医療の本 Gk：こどもの健康 小池澄子 学研 10021

リバース 一般図書 Fa1：一般 湊　かなえ 講談社 10635

リハビリテーション医学白書 医療の本 Ee：リハビリ療法
日本リハビリテーション医

学会

リハビリテーション医学

白書委員会
10053

リハビリテーションとしての在宅医療 医療の本 Gt8：在宅介護
藤井博之/山口明/田中

久美子
南山堂 5498

リハビリテーションのための脳・神経科学入 医療の本 Ee：リハビリ療法 森岡　周　著 協同医書出版社 599

リハビリテーションビジュアルブック 医療の本 Ee：リハビリ療法 稲川利光, 落合慈之
学研メディカル秀潤

社
10266

流 一般図書 C：心の健康 東山彰良 講談社 10465

緑内障・白内障　（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Fh：目 杉田美由紀 監 主婦の友社 10563

りん　らん　ろん 絵本 NULL マリー・コールマン 童話屋 20428

臨床家が知っておきたい「子どもの精神科」 医療の本 Gk：こどもの健康
佐藤泰三/市川宏伸編

集
医学書院 5327

臨床という海 一般図書 Ae：臨床看護 徳永進 看護の科学社 5550

臨床という海 一般図書 Ae：臨床看護 徳永進 看護の科学社 5551

臨床婦人科産科 医療の本 Gg：女性の健康 医学書院 医学書院 10079

リンパ浮腫　（よくわかる最新医学シリーズ） 医療の本 Fc：血液/リンパ 廣田彰男　監修 主婦の友社 10560

リンパ浮腫がわかる本　予防と治療の実践ガ 医療の本 Fc：血液/リンパ 廣田　彰男　他著 法研 296

リンパ浮腫治療のセルフケア 医療の本 Fc：血液/リンパ 佐藤　佳代子 文光堂 8009

リンパ浮腫の治療とケア　第2版 医療の本 Fc：血液/リンパ 佐藤　佳代子 医学書院 8095

ルナ・チャイルド①　ニーナと魔法宇宙の月 絵本 NULL ウィッチャー 岩崎書店 20324

ルナ・チャイルド②　ニーナと神々の宇宙船 絵本 NULL ウィッチャー 岩崎書店 20325

ルナ・チャイルド③　ニーナと錬金タロットの謎 絵本 NULL ウィッチャー 岩崎書店 20326

ルナ・チャイルド④　ニーナと水の迷宮の秘密 絵本 NULL ウィッチャー 岩崎書店 20327

ルルとララのアイスクリーム 絵本 NULL あんびるやすこ 岩崎書店 20644

ルルとララのおしゃれクッキー 絵本 NULL あんびるやすこ 岩崎書店 20642

ルルとララのシャーベット 絵本 NULL あんびるやすこ 岩崎書店 20645
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ルルとララのチョコレート 絵本 NULL あんびるやすこ 岩崎書店 20643

ルルとララのふんわりムース 絵本 NULL あんびるやすこ 岩崎書店 20647

ルルとララのわくわくクレープ 絵本 NULL あんびるやすこ 岩崎書店 20646

レ・ミゼラブル　ああ無情 絵本 K：こどもの本 ユゴー ポプラ社 20818

レオナルド・ダ・テッケンの天才！あるあるスクール 絵本 K：こどもの本
天才画家レオナルド・ダ・

テッケン

小学館集英社プロダ

クション
20872

レッツゴー・サフィー 絵本 NULL 井上夕香 ハート出版 20631

レディ・ジョーカー(上) 一般図書 Fa1：一般 髙村薫 新潮社 10640

レディ・ジョーカー(下) 一般図書 Fa1：一般 高村薫 新潮社 10642

レディ・ジョーカー(中) 一般図書 Fa1：一般 高村薫 新潮社 10641

レビー小体型認知症がよくわかる本 医療の本 Gt7：認知症 小坂 憲司 講談社 10184

恋愛成就寺 一般図書 C：心の健康 小池龍之介
ディスカヴァー・トゥエン

ティワン
10197

老後はひとり暮らしが幸せ 一般図書 Gt：高齢者 辻川覚志 水曜社 10050

老年症候群の診かた 医療の本 Gt：高齢者 大内　尉義　監修 メジカルビュー社 824

ロッテ ニューヨークにいく 絵本 NULL デリエ 理論社 20231

ロバのシルベスターとまほうの小石 絵本 K：こどもの本 ウィリアム・スタイグ 評論社 20858

わかりやすい！覚えやすい！アロマテラピー基本講座

基本から応用まで、ていねいに解説
医療の本 Hg：アロマテラピー 重松浩子 成美堂出版 5534

わかりやすい予防接種　改訂第３版 医療の本 Fg：伝染・感染症 渡辺　博　著 診断と治療社 460

わくわく森のむ・－かみ 絵本 NULL 村上しいこ アリス館 20156

わすれられないおくりもの 絵本 K：こどもの本 スーザン・バーレイ 評論社 20940

わたしのかわいいワニ 絵本 NULL ｲｱﾝ･ﾘｭｯｸ･ｱﾝｸﾞﾙﾍﾞｰﾙ 小峰書店 20413

わたしのきもちをきいて　Ⅰ．家出 絵本 NULL バンサン BL出版 20079

わたしのきもちをきいて　Ⅱ．家出 絵本 NULL バンサン BL出版 20080

私もママになる！ 医療の本 Gh：妊娠/出産 牛山武久 日本せきずい基金 10094

渡邉美樹のシゴト進化論 一般図書 C：心の健康 渡邉美樹 日経BP社 5398

ワニのライルがやってきた 絵本 K：こどもの本 バーナード・ウェーバー NULL 20857

わらべきみか　イラスト・セレクション 絵本 NULL わらべきみか ひかりのくに 20185

ワン 一般図書 P：アニマル
コシノタミオ/ラッセル　ブ

ラックウェル
講談社 10403
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