
依頼月 タイトル 状　　況

1 千の顔を持つ英雄　上 発注中 娯楽

1 千の顔を持つ英雄　下 発注中 娯楽

1 OECD幸福度白書 受入済み 卒論

1 NO.6　BEYOND 受入済み 娯楽

12 The Frandidate #7  -- Reprint    （Franny K. Stein, Mad Scientist ; ） 受入済み 教養

12 旅猫レポート 受入済み 娯楽

12 一鬼夜行　花守り鬼 受入済み 娯楽

12 一鬼夜行　枯れずの鬼灯 受入済み 娯楽

12 鬼やらい　上 受入済み 娯楽

12 鬼やらい　下 受入済み 娯楽

12 黒猫の接吻　あるいは最終講義 受入済み 娯楽

11 つくってあそぼう！おりがみ指人形 受入済み 教養

11 保育者がまず身につけておきたい基本の遊び方と広げ方 受入済み 教養

11 64（ロクヨン）　　（横山秀夫の小説） 受入済み 娯楽

10 ベニシアのハーブ便り 受入済み 教養

10 アートで見る医学の歴史 受入済み 教養

10 顔は口ほどに嘘をつく 受入済み 卒論

10 顔を読む　－顔学の招待ー 受入済み 卒論

10 移住・移民の世界地図 受入済み 卒論

10 子どもの生活体験と学・社連携　改訂 受入済み レポート

9 発達段階からみた小児看護過程+病態関連図　第2版 受入済み 研究

9 統合失調症　－患者・家族を支えた実例集ー 受入済み 卒論

9 本人・家族のための統合失調症とのつきあい方 受入済み 卒論

8 RDGレッドデータガール　1 受入済み 娯楽

8 RDGレッドデータガール　2 受入済み 娯楽

8 RDGレッドデータガール　3 受入済み 娯楽

8 RDGレッドデータガール　4 受入済み 娯楽

8 RDGレッドデータガール　5 受入済み 娯楽

8 美容福祉概論　－その知識と実践技術 受入済み 卒論

6 ハーブの図鑑 品切れ 娯楽

6 マタニティヨーガ安産BOOK　DVD付き 受入済み 研究

6 問題解決のための瞑想法 受入済み 教養

6 女性のためのハーブ自然療法 受入済み 教養

6 ＴＯＥＩＣテスト公式プラクティス　リスニング編 受入済み 教養

6 ＴＯＥＩＣテスト新公式問題集　Ｖｏｌ．４ 受入済み 教養

6 セレモニー黒真珠 受入済み 娯楽

6 ダブル・ジョーカー 受入済み 娯楽

6 心とからだをきれいにするマクロビオティック 所蔵あり 教養

学生希望図書状況

　図書館では、学生の皆さんの希望図書を購入する制度があります。全ての希望が叶うとは限りませんが、広
い範囲で購入を検討しておりますので、希望がありましたら、図書館カウンターに置いている「購入希望用紙」
１枚につき１冊ずつ必要事項を書いて、図書館入口の購入希望ボックスに投函してください。

　なお、購入希望できるのは、本学学生のみです。

２０１２年度購入希望図書 ２０１３年１月２８日現在



依頼月 タイトル 状　　況

6 アーユルベーダ入門 所蔵あり 教養

6 One　Piece　全巻 お断り 娯楽

少年・少女系恋愛小説を主とした文庫本は限りがないので、連載分のみで新規購入は見合わせます。

その他の司書が選んだおすすめ図書 2012/11/7更新
所在 タイトル 状況 ジャンル

画集「山本作兵衛」 受入済
ふるさとの昭和がわかる『今昔写真集』　写真が語るいまむかし　田川市編 受入済
地の底のヤマ 受入済
キジバトの記 【新装版】 受入済
福岡県地名考　市町村名の由来・語源 発注中
最新EndNote活用ガイド 『デジタル文献整理術』 第5版 受入済
超！文献管理ソリューション　ＰｕｂＭｅｄ／医中誌検索からクラウド活用まで 受入済
図解ＰｕｂＭｅｄの使い方　第５版 受入済
よくわかる卒論の書き方（やわらかアカデミズム・わかるシリーズ） 受入済
チャート式情報アクセスガイド 受入済
大学生のための「学ぶ」技術 受入済
大学生のための基礎力養成ブック 受入済
iCloud基本＆便利技 受入済
iPad基本＆便利技 受入済
Twitterツイッター基本＆便利技　改訂新版 受入済
Facebook活用大事典 受入済
プレゼン心理術 受入済
日本人の知らない日本語　3　祝　卒業編 受入済
伝える力　2 受入済
知らないと恥をかく世界の大問題　2 受入済
知らないと恥をかく世界の大問題　3 受入済
池上彰の知らないと恥をかく世界の大問題４２　イラスト図解版 受入済
池上彰の新聞勉強術 受入済
大学生のためのヘルスサイエンス 受入済
大学ランキング　　2013 受入済
学生よ、旅に出ろ！　現役大学生の世界一周物語 受入済
福島第一原発：真相と展望 受入済
チェルノブイリへの医療援助始まる甲状腺・白血病の現地診療具体化する 受入済
「顔と心の見える援助」をめざして子ども・市民・医師同士の交流深まる 受入済
永遠の語り継ぎたい3.11の素敵な話 受入済
のこされた動物たち　福島第一原発20キロ圏内の記録 受入済
図解よくわかる大人のアスペルガー症候群 受入済
図解よくわかる大人の発達障害 受入済
ペコロスの母に会いに行く 受入済
あと少しの支援があれば 受入済
わが子が不登校で教えてくれたこと 受入済
発達障害の子どもの明日を拓く　発達援助法の提言と実践 受入済
山中伸弥先生に、人生とｉＰＳ細胞について聞いてみた 受入済

大人のロンドン散歩　－在英４０年だから知っている魅力の街角ー 受入済

ブータン、これでいいのだ 受入済
戦争を取材する 受入済
未来国家ブータン 受入済
蟻の兵隊　日本兵2600人山西省残留の真相 受入済
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依頼月 タイトル 状　　況

トットちゃんと地球っ子たち　黒柳徹子ユニセフ親善大使28年の全記
録

受入済

ラララ親善大使 受入済
蟻の兵隊　日本兵2600人山西省残留の真相 受入済
毎日がおいしいサラダ料理　Simple　Note 受入済
毎日食べたいおかずサラダ 受入済
内田悟のやさい塾　春夏旬野菜の調理技すべて保存版 受入済
女子栄養大学の毎日おかず 受入済
花のズボラ飯うんま～いレシピ 受入済
いちばんかんたんな料理・雑貨・花の撮り方手帖 受入済
基本はかんたんレイアウト 受入済
基本はかんたん配色のルール 受入済
モビールでつづる３６５日 受入済
最強の７分間「仙骨」ダイエット 受入済
あかにんじゃ 受入済
絵本・地獄 受入済
すいかのたね 受入済
いそがしいよる 受入済
舟を編む（三浦しをん） 受入済
カラマーゾフの妹 受入済
橘花抄 受入済
三匹のおっさんふたたび 受入済
心霊探偵八雲　9 受入済
玉村警部補の災難 受入済
ナミヤ雑貨店の奇蹟 受入済
リスボンへの夜行列車 受入済
書店ガール 受入済
鍵のない夢を見る 受入済
冥土めぐり 受入済
ひなこまち 受入済
ケルベロスの肖像 受入済
モルフェウスの領域 受入済
ウィンター・ホリデー 受入済
ヒア・カムズ・ザ・サン 受入済
空飛ぶ広報室 受入済
神様のカルテ　3 受入済
探偵・日暮旅人の探し物 受入済
探偵・日暮旅人の失くし物 受入済
探偵・日暮旅人の忘れ物 受入済
探偵・日暮旅人の贈り物 受入済
ビブリア古書堂の事件手帖　3 受入済
伯爵と妖精　恋よりもおだやかに見つめて 受入済
伯爵と妖精　オーロラの護りを胸に 受入済
伯爵と妖精　祝福の子か、夜の死者か 受入済
後はマのつく石の壁 受入済
今日からマ玉？ 受入済
お嬢様とは仮の姿！ 受入済
砂はマのつく途の先！ 受入済
眞マ国より愛をこめて 受入済
故郷へのマのつく舵をとれ！ 受入済
前はマのつく鉄格子！ 受入済
シー・ラブズ・ユー　東京バンドワゴン 受入済
東京バンドワゴン 受入済
桐島、部活やめるってよ 受入済
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ソロモンの偽証　1 受入済
ソロモンの偽証　2 受入済
ソロモンの偽証　3 受入済
秋月記 受入済
往復書簡 受入済
ツナグ 受入済
マイ・ブルー・ヘブン　 受入済
スタンド・バイ・ミー 受入済
あたまをなくしたおとこ 受入済
生きるぼくら 受入済

みとりびと　全４巻 受入済
熱中症を防ごう 受入済
危険から身を守る本　日常生活編 受入済
好きになる救急医学 受入済
ホテルシェフと大学病院の管理栄養工が考えたおいしくやせる480kcalのレシピ 受入済
日本一おいしい病院ごはん目指す！せんぽ東京高輪病院500kcal台のけんこう定食 受入済
心からのお見舞い　House　Calls 受入済
病気がみえる　1　消化器　第4版 受入済
病気がみえる　2　循環器　第3版 受入済
病気がみえる　3　糖尿病・代謝・内分泌　第3版 受入済
初めてママの母乳育児安心BOOK 受入済
外科系実践的看護マニュアル　改訂版 受入済
医療に必ず役立つｉＰｈｏｎｅ／ｉＰａｄ　:　日常診療・文献管理・勉強・学会などにアプ
リやＷｅｂ

受入済

メメント・モリ　－僕の死学ノートー 受入済
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