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貸出冊数（１２月） 

冊数 

１位 コンプリートデンチャーテクニック / 細井紀雄 [ほか] 編 

２位 必修 / 加藤和英著 

３位 歯科国試answer / DES歯学教育スクール編 

４位 口腔解剖学 = Oral anatomy / 井出吉信, 前田健康, 天野修編 

５位 基礎歯科生理学 / 森本俊文, 山田好秋編 

６位 「Q&A」で学ぶ歯科放射線学 : SBOs講義 / 金田隆編集 ; 奥村泰彦 [ほか] 執筆 

７位 トラブルを起こさない局所麻酔 / 深山治久編著 

８位 よくわかる口腔インプラント学 / 赤川安正 [ほか] 編 

９位 パーシャルデンチャーテクニック / 五十嵐順正 [ほか] 編 

１０位 スタンダード部分床義歯補綴学 / 藍稔, 五十嵐順正編集・執筆 

新年明けましておめでとうございます。冬休みはいかがだったでしょうか。
読書する時間は取れましたでしょうか。さて、本号には昨年11月30日に実施
しました選書ツアー購入図書がたくさんリストアップされています。是非手
に取ってみてほしいと思います。選書ツアーに参加する学生さんがもっと増
えてくれることを願っています。折角のチャンスですので、積極的に参加し
ましょう。本はあなたの世界を広げてくれます。 

                                             図書館運営部会 安細敏弘  



書  名 著者名 書  名 著者名 

 黒い家  貴志祐介   伝え方が9割 1・2  佐々木圭一 

 天使の囀り  貴志祐介  大学生活を極める55のヒント  板野博行 

 夜市  恒川光太郎  20代で始める大好きなことの見つけ方  本田健 

 アルケミスト 
 パウロ・コエーリョ著 : 山川紘
矢, 山川亜希子訳 

 ハーバードの人生を変える授業 
 タル・ベン・シャハー著 ; 成瀬ま
ゆみ訳 

 生き残った者  上橋菜穂子  カレイドスコープの箱庭  海堂尊 

 還って行く者  上橋菜穂子  さよならドビュッシー  中山七里 

 神々の山嶺 (いただき)  1・2  夢枕獏   生存者ゼロ  安生正 

 過ぎ去りし王国の城  宮部みゆき  ゼロの迎撃  安生正 

 医系技官がみたフランスのエリート
教育と医療行政 

 入江芙美 
 新米サーバ/インフラ担当者のため
の仮想サーバ/クラウド技術の常識 

 鷲北賢 

 はじめての新TOEICテスト全パート総
合対策 

 塚田幸光 
 嫌われる勇気 : 自己啓発の源流「ア
ドラー」の教え 

 岸見一郎, 古賀史健 

 TOEIC test単語→熟語→例文→演
習4ステッププラチナマスター 

 澤泰人 
 白洲次郎100の言葉 : 逆境を乗り越
えるための心得 

 別冊宝島編集部編 

 僕が旅に出る理由  日本ドリームプロジェクト編集 
 大村智 : 2億人を病魔から守った化
学者 

 馬場錬成 

 完全マスターしたい人のためのイー
サネット&TCP/IP入門 

 榊正憲 
 どっちのスター・ウォーズ = STAR 
WARS Which do you like better? 

 立田敦子著 ; 河原一久監修 

 ルシファー・エフェクト : ふつうの人が
悪魔に変わるとき 

 フィリップ・ジンバルドー著 ; 鬼
澤忍, 中山宥訳 

 天災から日本史を読みなおす : 先人
に学ぶ防災 

 磯田道史 

 満洲難民 : 三八度線に阻まれた命  井上卓弥 
 超訳ニーチェの言葉 = Die weltliche 
Weisheit von Nietzsche 

 フリードリヒ・ヴィルヘルム・
ニーチェ [著] ; 白取春彦編訳 

 人魚の眠る家  東野圭吾  「学力」の経済学  中室牧子 

 置かれた場所で咲きなさい  渡辺和子 
 自己評価型病理学ノート = Master 
medicine : pathology/systematic 
pathology 

 P. Bass [ほか]  

 化物語 1・2  西尾維新  新発生学 
 白澤信行編著 ; 白澤伸行, 佐
藤巌, 小泉憲司執筆 

 希望ケ丘の人びと 1・2  重松清   そして誰もいなくなった 
 アガサ・クリスティー著 ; 青木
久惠訳 

 流  東山彰良  わたしを離さないで 
 カズオ・イシグロ著 ; 土屋政雄
訳 

 生き方 : 人間として一番大切なこと  稲盛和夫  隣の家の少女 
 ジャック・ケッチャム著 ; 金子浩
訳 

 無人島、不食130日 : 「食べない」の、
その先へ 

 山田鷹夫 
 人体600万年史 : 科学が明かす進
化・健康・疾病 1・2 

 ダニエル・E.リーバーマン著 ; 
塩原通緒訳 

 世界でいちばん貧しい大統領のス
ピーチ 

 [ムヒカ] [述] ; くさばよしみ編 ; 
中川学絵 

 剣と紅 : 戦国の女領主・井伊直虎  高殿円 

 Masato  岩城けい  葉桜の季節に君を想うということ  歌野晶午 

 よくわかる最新情報セキュリティの基
本と仕組み : 基礎から学ぶセキュリ
ティリテラシー : 対策の基礎 

 相戸浩志 
 ラオスにいったい何があるというんで
すか? : 紀行文集 

 村上春樹 

 サラバ! 1・2  西加奈子  スクラップ・アンド・ビルド  羽田圭介 

 世界から戦争がなくならない本当の
理由 : 戦後70年の教訓 

 池上彰 
 食べない人たちビヨンド : 不食実践
家3人の「その後」 

 秋山佳胤, 森美智代, 山田鷹
夫 

 山本五十六 1・2  阿川弘之 
 集中講義病理学 : カラーイラストで学
ぶ 

 清水道生編集 

 豆の上で眠る  湊かなえ   美しきイスラームという場所2015   

 爪と目  藤野可織  仏果を得ず  三浦しをん 

今年は67冊の図書が選書ツアーで選ばれました。様々なジャンルの図書があります。図書館入ってすぐ正面のコ
ピー機横に置いてありますので、来館された際には、ぜひ手に取ってみてください。 


