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2017.12
１位 歯科理工学入門 第2版,小園凱夫編

２位 よくわかる口腔インプラント学 2版 , 赤川安正 [ほか] 編

３位 公衆衛生がみえる 2016-2017 第2版 , 医療情報科学研究所編

４位 組織学実習書 , 榎本知郎著

５位
コア歯科理工学 , 小倉英夫, 高橋英和, 宮崎隆, 小田豊, 楳本貢三, 小園凱夫
編/遠藤一彦 [ほか] 執筆

６位 心電図のABC 改訂版 (生涯教育シリーズ) , 大林完二 [ほか] 編

７位 介護予防の現場で役立つ口腔機能向上事例集 , 秋房住郎, 高野ひろみ編著

８位 コンプリートデンチャーテクニック 第6版 , 細井紀雄 [ほか] 編

９位 パーシャルデンチャーテクニック 第4版 , 野首孝祠 [ほか] 編

１０位 クラウンブリッジテクニック , 石橋寛二 [ほか] 編
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貸出冊数（１２月）

冊数

明けましておめでとうございます。冬休みはあっという間に過ぎていったのでは
ないでしょうか。新年にあたり、気分も新しく、今まで読んだことのないジャンル
の本を手にとってみませんか？本号には、昨年12月８日に実施された選書ツ
アー購入図書が多数リストアップされています。気になる本をみつけたら、ぜひ
図書館に足を運んでみてください。私のお気に入りの本も選ばれていて、ちょっ
ぴり嬉しいです。 図書館運営部会 佐伯 桂



☆選書ツアーに行ってきました☆
１２月８日（金）にブックセンタークエストで選書ツアーを行いました。参加者１１名で、それぞれ実際に本を見て選びまし
た。下記は選書ツアーで選んだ９６冊の本のリストです。気になる本を見つけたら、図書館に来てみてください！

タイトル 著者名 タイトル 著者名

楽園のカンヴァス 原田マハ著 ヒトリコ 額賀澪著

惜別 改版 太宰治著 とんび 重松清 [著]

東京すみっこごはん 成田名璃子著 阿蘭陀西鶴 朝井まかて [著]

東京すみっこごはん [3] 成田名璃子著 れんげ荘 群ようこ著

雷親父とオムライス (東京すみっこごは
ん) 成田名璃子著 ちょうちんそで 江国香織著

弱虫日記 足立紳 [著] 虹の岬の喫茶店 森沢明夫[著]

給食のおにいさん 遠藤彩見 [著] 図書館の神様 瀬尾まいこ著

冬を待つ城 安部龍太郎著 たゆたえども沈まず 原田マハ著

三度目の殺人 是枝裕和, 佐野晶著 断片的なものの社会学 岸政彦著

九十歳。何がめでたい 佐藤愛子著 君たちはどう生きるか 吉野源三郎著

空棺の烏 阿部智里著 むーさんの自転車 ねじめ正一著

黄金 (きん) の烏 阿部智里著 僕はロボットごしの君に恋をする 山田悠介著

烏に単は似合わない 阿部智里著 四月になれば彼女は 川村元気著

ピンポンさん 城島充 [著] 恋って苦しいんだよね 永沢光雄著

烏は主を選ばない 阿部智里著 こうやって、考える。 外山滋比古著

西郷どん! 上 : 並製版 林真理子著 アキラとあきら 池井戸潤著

西郷どん! 中 : 並製版 林真理子著 いちご同 三田誠広著

西郷どん! 下 : 並製版 林真理子著 生きるぼくら 原田マハ著

図解自分を操る超集中力 メンタリストDaiGo著 気分上々 森絵都 [著]

温室デイズ 瀬尾まいこ [著] ハーモニー 新版 伊藤計劃著

紫のアリス : 新装版 柴田よしき著 虐殺器官 新版 伊藤計劃著

片想い 東野圭吾著 みかづき 森絵都著

井上成美 19刷改版 阿川弘之著 陸王 池井戸潤著

一人っ子同盟 重松清著 夜行 森見登美彦著

キャロリング 有川浩〔著〕 R帝国 中村文則著

太陽のパスタ、豆のスープ 宮下奈都著 蜜蜂と遠雷 恩田陸著

僕と妻の1778話 : メモリアルセレクション
52 眉村卓著 明日の子供たち 有川浩著

かのこちゃんとマドレーヌ夫人 万城目学 [著] 「言葉にできる」は武器になる。 梅田悟司著

妻を殺してもバレない確率 桜川ヒロ著 異形のものたち 小池真理子著

あなたのいない記憶 辻堂ゆめ著 電王 高嶋哲夫著

真田騒動 : 恩田木工 48刷改版 池波正太郎著 ラストレシピ : 麒麟の舌の記憶 田中経一 [著]

パラレルワールド・ラブストーリー 東野圭吾 [著] 辞書になった男 : ケンボー先生と山田先生 佐々木健一著

菜根譚 : 世俗の価値を超えて 野口定男著 平安不思議めぐり (ばけもの好む中将:[1])

天の瞳 あすなろ編1 灰谷健次郎 [著] 虹の歯ブラシ : 上木らいち発散 早坂吝 [著]

天の瞳 あすなろ編2 灰谷健次郎 [著] もう怒らないレッスン 和田秀樹〔著〕

火星の人 新版 上
アンディ・ウィアー著/小野
田和子訳 あなたは、誰かの大切な人 原田マハ [著]

火星の人 新版 下
アンディ・ウィアー著/小野
田和子訳 夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく 汐見夏衛著

後宮に星は宿る : 金椛国春秋 篠原悠希 [著] 自閉症の僕が跳びはねる理由 [1] 東田直樹 [著]

後宮に月は満ちる : 金椛国春秋 篠原悠希 [著] 製造人間は頭が固い 上遠野浩平著

後宮に日輪は蝕す 篠原悠希〔著〕 シャーリー・ホームズと緋色の憂鬱 高殿円著

雪月花黙示録 恩田陸 [著] 君にさよならを言わない [1] 七月隆文著

百瀬、こっちを向いて。 中田永一著
論理トレーニング 新版 (哲学教科書シリー
ズ) 野矢茂樹著

サーカスの夜に 小川糸著 オリエント急行の殺人
アガサ・クリスティー著/山
本やよい訳

盗みは人のためならず : 新装版 (夫は泥
棒、妻は刑事:1) 赤川次郎著

死者を弔うということ : 世界の各地に葬送の
かたちを訪ねる

サラ・マレー著/椰野みさと
訳

日本史の内幕 : 戦国女性の素顔から幕
末・近代の謎まで 磯田道史著 高い城の男 24刷

フィリップ・K・ディック著/浅
倉久志訳

単純な脳、複雑な「私」 : または、自分を
使い回しながら進化した脳をめぐる4つの
講義 池谷裕二著

ペンタゴンの頭脳 : 世界を動かす軍事科学
機関DARPA

アニー・ジェイコブセン著/
加藤万里子訳

デジタル一眼撮影テクニック事典101+ : 
写真がもっと上手くなる 完全版 上田晃司著 灰色の女

A.M.ウィリアムスン著/中島
賢二訳

ブレードランナーの未来世紀 : 「映画の
見方」がわかる本 町山智浩著

ユダヤ人を救った動物園 : アントニーナが
愛した命 普及版

ダイアン・アッカーマン著/
青木玲訳

寒い国から帰ってきたスパイ 33刷
ジョン・ル・カレ著/宇野利泰
訳 小さな習慣

スティーヴン・ガイズ著/田
口未和訳


