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貸出ランキング 2011.11 

年末・年始をひかえ、本格的な冬の季節がやってきます。 それにインフルエンザが猛威を振るう
のもこれからの季節です。 こんな寒いときには、暖かい図書館で読書を楽しんだり、なにか調べ
物でもしてみてはどうでしょう。 日頃、気づかなかった新たな発見があるかも。 インフルエンザの
予防に努め、寒い冬を乗り越えましょう。                       学務部学生支援班                                 

1位  標準組織学 / 藤田尚男, 藤田恒夫共著 

2位  組織学 / 伊藤隆著 

3位  人体組織学 / Alan Stevens, James Lowe著 

4位  口腔病理アトラス / 山本浩嗣, 坂井英隆, 高田隆編 

5位  保存修復学21 / 田上順次 [ほか] 監修 ; 赤峰昭文 [ほか] 編集 

6位  歯科理工学入門 / 小園凱夫編 

7位  標準組織学 / 藤田尚男, 藤田恒夫共著 

8位 
 最新カラー組織学  
 / L. P. ガートナー, J. L. ハイアット著 ; 石村和敬, 井上貴央監訳 

9位  リーソン組織学図譜 : 第2版 / C.R.Leeson[ほか著] ; 山内昭雄訳 

10位  保存 . 保存修復学 歯内療法学 歯周病学 / 麻布デンタルアカデミー編 
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「学会誌、雑誌」発刊の遅れのお知らせ 
   ３月の震災の影響で、発刊が遅れている学 
   会誌、雑誌があります。 
   例えば、１０月号が１２月に届くといったケー 
   スが報告されています。 
   読みたい学会誌、雑誌がまだ図書館にない 
   場合は、カウンターまでお知らせ下さい。 
   また、先月号でお知らせしたように、今、製 
   本処理中の雑誌が４０６冊あります。こちら 
   は、来年２月に配架予定です。 

１１月の新着図書 
   『原発訴訟』／海渡雄一（岩波新書） 
   『就職とは何か』／森岡孝二（岩波新書） 
   『新しい世界史』／羽田正（岩波新書） 
   『李鴻章』／岡本隆司（岩波新書） 
   『デスマスク』／岡田温司（岩波新書） 
   『歯と歯列を守るための歯根膜活用術』 
            （歯界展望 別冊） 
   『インプラント時代の歯周マネジメント』 
            （デンタルダイヤモンド 増刊号） 

1 スヌスムムリクの恋人 35 世界の中心で愛を叫んだけもの 

2 神様のカルテ 36 鴨川ホルモー 

3 神様のカルテ  2 37 ZOO 1 

4 鹿男あをによし 38 ZOO 2 

5 愛しの座敷わらし 上 39 箱庭図書館 

6 愛しの座敷わらし 下 40 NO.6 [ナンバーシックス] ♯1 

7 手紙 41 NO.6 [ナンバーシックス] ♯2 

8 プリンセス・トヨトミ 42 NO.6 [ナンバーシックス] ♯3 

9 自分を許す心理学 43 NO.6 [ナンバーシックス] ♯4 

10 バーにかかってきた電話 44 NO.6 [ナンバーシックス] ♯5 

11 スターガール 45 NO.6 [ナンバーシックス] ♯6 

12 KAGEROU 46 四畳半神話大系 

13 下町ロケット 47 植物図鑑 

14 屋久島ジュソウ 48 シリコンﾗﾝﾁﾎﾞｯｸｽでつくるあったか!弁当とすぐでき！おかず 

15 ここに死体を捨てないでください！ 49 男子おかずの感動レシピ -作ってあげたい、作りたい！ 

16 毒を出す食ためる食 50 syunkonカフェごはん 

17 毒を出す生活ためる生活 51 NHKｽﾍﾟｼｬﾙ  がん 生と死の謎に挑む 

18 第二音楽室 -School and Music 52 燃えよ剣 上 

19 聖夜 -School and Music 53 燃えよ剣 下 

20 県庁おもてなし課 54 外科医 須磨久喜 

21 確率捜査官 御子柴岳人 密室のゲーム 55 医療倫理 

22 ラヴクラフト全集 1 56 20代で身につけたい論理的な考え方 

23 ラヴクラフト全集 2 57 数学ガール 

24 ラヴクラフト全集 3 58 ひとり暮らしのラックラク！ごはん -はじめてさんでも大丈夫 

25 ラヴクラフト全集 4 59 駿河城御前試合 

26 ラヴクラフト全集 5 60 謎解きはディナーのあとで 

27 ラヴクラフト全集 6 61 マスカレード・ホテル 

28 探偵ガリレオ 62 阪急電車 

29 予知夢 63 スヌーピー こんな生き方探してみよう 

30 容疑者Xの献身 64 秘密 

31 ガリレオの苦悩 65 「疲れないからだ」のつくり方 

32 隠し剣 秋風抄 66 猫は忘れない 

33 隠し剣 狐影抄 67 ラブ、スターガール 

34 最後の喫煙者 -自選ドタバタ傑作集 1 68 放課後はミステリーとともに              後援会寄贈 

図書館からのお知らせ 

選書ツアーで購入した本６８冊が図書館出入り口正面（コピー機前）に配架されました。ぜひ、読んでみて下
さい。 


