有効利用展示リスト 図書 （請求記号順）
期間 ： 5月10日（火）～5月23日（月）
なお、資料の請求記号は、現物では処理が施してあるため確認できません。ご了承ください。
書誌情報

巻冊次等／製本巻号
請求記号

サーチャー試験傾向と対策 : データベース検索技術者認定試験1級・2級 / 小川清, 安藤彰敏編著007.68/O
電子図書館の神話 / ウィリアム F. バーゾール著 ; 根本彰 [ほか] 訳. -- 勁草書房, 1996.4. -- xi, 254p
010.1/B
; 22cm.
図書館の社会理論 / マイケル・H・ハリス著 ; 根本彰編訳. -- 青弓社, 1991.9. -- 212, vip ; 20cm. 010.1/H
図書館概論 / 椎名六郎, 岩猿敏生共著. -- 雄山閣出版, 1977.1. -- 264p ; 21cm. -- (日本図書館学講座
010.1/S
図書館・情報学の創造 / 津田良成著. -- 勁草書房, 1992.10. -- v, 259p ; 22cm.
010.1/T
図書館概論 / 塩見昇編著. -- 四訂版. -- 日本図書館協会, 2004.4. -- 284p : 挿図 ; 26cm. -- (JLA図書館情報学テキストシリーズ
010.1/T
図書館概論 / 塩見昇編著. -- 新訂版. -- 日本図書館協会, 2008.11. -- 276p : 挿図 ; 26cm. -- (JLA図書館情報学テキストシリーズ
010.1/T
図書館学大綱 / 和田万吉著 ; 弥吉光長編・解説. -- 日本図書館協会, 1984. -- 348p ; 22cm.
010.1/W
図書館社会学 / ペーター・カールシュテット著 ; 加藤一英, 河井弘志共訳. -- 日本図書館協会, 1980.2.
010.2/K
-- 17, 260p ; 21cm.
ライブラリアンシップ史 : 図書館および図書収集史概論 / ジョン・L・ソーントン著 ; 三輪昌伸訳
010.2/T
図書館史 / 和田萬吉著. -- 図書館短期大学同窓会橘会. -- 379p : 図, 肖像 ; 22cm. -- (芸艸會叢書 ; 010.2/W
日本近代図書館史 / 角家文雄編著. -- 学陽書房, 1977.5. -- 246p ; 20cm.
010.21/K
近代日本図書館の歩み : 日本図書館協会創立百年記念 / 日本図書館協会編 ; 地方篇, 本篇
010.21/K
間宮不二雄の印象 / 前田哲人編 ; [本編], 補遺. -- 限定版. -- 前田哲人, 1964.6-1965.6. [本編]
-- 2
010.21/M
図書館を生きる : 若い図書館員のために / 清水正三著. -- 日本図書館協会, 1995.10. -- 318p ; 19cm.
010.21/S
近世日本文庫史 / 竹林熊彦著. -- 日本図書館協会, 1978.7. -- 436, 9p : 図版 ; 19cm. -- (復刻図書館学古典資料集
010.21/T
東北の文庫と稀覯本 / 河北新報社編集局学芸部編. -- 無明舎出版, 1987.6. -- 269p ; 19cm.
010.212/T
ハンガリーの図書館 / イエネ・キシュ著 ; 長倉美恵子訳. -- 日本図書館協会, 1977.9. -- 156p : 図 010.2347/K
The universe of information : the work of Paul Otlet for documentation and international organisation
010.2358/O
/ by W. Boyd Rayward. -- P
多文化社会の図書館サービス : カナダ・北欧の経験 / 深井耀子著. -- 青木書店, 1992.2. -- xii, 234p010.251/F
; 20cm. -- (
アメリカ小図書館のシステム / 日本図書館協会編. -- 日本図書館協会, 1978.12. -- 167p ; 26cm. 010.253/A
図書館の歴史 / 川崎良孝著 ; アメリカ編. -- 増訂版. -- 日本図書館協会, 1995.8. -- x, 280p
アメリカ編
; 19cm.010.253/K
-- (
図書館のめざすもの / 竹内悊編・訳. -- 日本図書館協会, 1997.8. -- 63p ; 19cm.
010.253/T
アメリカ / 藤野幸雄編著. -- 日本図書館協会, 1984.10. -- 216, xiiip, 図版2枚 ; 18cm. -- (図書館を育てた人々
010.28/T
電子図書館とマルチメディア・ネットワーク / 日本薬学図書館協議会『薬学図書館』編集委員会編
010.4/D
情報技術と図書館 : 小田泰正先生追悼論文集 / 小田泰正先生追悼論文集編集委員会編. -- 小田泰正先生追悼論文集刊行会
010.4/J
最後の国立図書館長 : ある図書館守の一生 / 加藤宗厚著. -- 公論社, 1976.8. -- 178p ; 20cm.
010.4/K
図書館奉仕の防人 / 松本伸夫著. -- 丸善岡山支店出版サービスセンター, 1981.3. -- 143p ; 21cm. 010.4/M
図書館との半生 : 読書・思索・智命 / 森耕一著. -- 森昌子, 1993.11. -- 99p ; 21cm.
010.4/M
?とわが生涯 / 間宮不二雄著 ; 前期, 後期. -- 間宮不二雄, 1969.6-1971.6. -- 2冊 ; 22cm.
前期
010.4/M/1
?とわが生涯 / 間宮不二雄著 ; 前期, 後期. -- 間宮不二雄, 1969.6-1971.6. -- 2冊 ; 22cm.
後期
010.4/M/2
論理とその実践 : 組織論から図書館像へ / 中井正一[著] ; 中井浩編. -- てんびん社, 1972. -- 312p ;010.4/N
19cm.
図書館と社会 : 武田虎之助先生古稀記念論文集 / 武田虎之助先生古稀記念論文集編集委員会編. -010.4/T
和田吉人図書館学・その理論と実践 / 和田吉人教授古稀記念祝賀会編. -- 早川図書, 1986.5. -- 279p
010.4/W
; 22cm.
図書館学教授要目 / 日本図書館協会図書館学教育部会『図書館学教授要目』作成委員会編. -- 日本図書館協会
010.7/N
図書館教育 / 田中敬著. -- 日本図書館協会, 1978.7. -- 10, 7, 8, 359, 10, 8p ; 22cm. -- (復刻図書館学古典資料集
010.7/T
図書館講習資料 / 日本図書館協会編集. -- 6訂版. -- 日本図書館協会, 1996.3. -- 359p ; 21cm.
010.78/T
図書館学演習資料 / 全国学校図書館協議会演習資料編集委員会編 ; 前編, 後編. -- 新訂
後編
010.78/Z
図書館資料論 / 前園主計 [ほか] 著. -- 東京書籍, 1983.9. -- 185p ; 22cm. -- (現代図書館学講座 ; 2).010.8/G
資料目録法 / 林収正, 高島涼子共著. -- 東京書籍, 1983.9. -- 191p ; 22cm. -- (現代図書館学講座 ; 3).
010.8/G
参考業務 / 安藤勝 [ほか] 著. -- 東京書籍, 1983.12. -- 280p ; 22cm. -- (現代図書館学講座 ; 5).
010.8/G
資料整理法特論 / 長谷川宏, 成井恵子著. -- 東京書籍, 1983.9. -- 246p ; 22cm. -- (現代図書館学講座
010.8/G
人文科学及び社会科学の書誌解題 / 中森強 [ほか] 著. -- 東京書籍, 1983.12. -- 210p ; 22cm. -- (現代図書館学講座
010.8/G
資料目録法・資料分類法・参考業務演習 / 林収正 [ほか] 共著. -- 東京書籍, 1983.12. -- 208, 42p ;010.8/G
22cm. -- (
自然科学と技術の書誌解題 / 田中功 [ほか] 共著. -- 東京書籍, 1983.12. -- 187p ; 22cm. -- (現代図書館学講座
010.8/G
視聴覚教育 / 野田一郎編. -- 東京書籍, 1988.3. -- 238p ; 22cm. -- (現代図書館学講座 ; 12).
010.8/G
図書館通論 / 小野泰博 [ほか] 著. -- 東京書籍, 1983.9. -- 163p ; 22cm. -- (現代図書館学講座 ; 1). 010.8/G
図書館の施設と設備 / 栗原嘉一郎編著. -- 東京書籍, 1988.5. -- 243p ; 22cm. -- (現代図書館学講座010.8/G
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図書及び図書館史 / 北嶋武彦編著. -- 東京書籍, 1988.8. -- 258p ; 22cm. -- (現代図書館学講座 ; 14).
010.8/G
資料目録法 / 林収正著. -- 新訂. -- 東京書籍, 1989. -- 202p ; 22cm. -- (現代図書館学講座 ; 3).
010.8/G
新図書館資料論 / 河井弘志編著. -- 東京書籍, 1993.8. -- 291p ; 22cm. -- (現代図書館学講座 ; 2). 010.8/G/2
読書教育原論 / 井澤純著. -- 全国学校図書館協議会, 1989.7. -- 209p ; 23cm. -- (図書館学大系 / 芦谷清
010.8/T
読書教育原論 / 井澤純著. -- 全国学校図書館協議会, 1989.7. -- 209p ; 23cm. -- (図書館学大系 / 芦谷清
010.8/T
新しい図書館 / 中村初雄編. -- 日本図書館協会, 1973.3. -- 220p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 1).
010.8/T/1
新しい図書館 / 中村初雄編. -- 日本図書館協会, 1973.3. -- 220p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 1).
010.8/T/1
公立図書館原論 / 森耕一著. -- 全国学校図書館協議会, 1983.4. -- 212p ; 23cm. -- (図書館学大系 / 010.8/T/1
公立図書館原論 / 森耕一著. -- 全国学校図書館協議会, 1983.4. -- 212p ; 23cm. -- (図書館学大系 / 010.8/T/1
和漢書目録のつくり方 / 岩淵泰郎編. -- 日本図書館協会, 1969.4. -- 183p ; 19cm. -- (図書館の仕事010.8/T/10
件名目録の実際 / 山下栄編. -- 日本図書館協会, 1973.9. -- 241p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 12). 010.8/T/12
貸出しと閲覧 / 前川恒雄編. -- 日本図書館協会, 1966.8. -- 155p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 13). 010.8/T/13
ブック・モビルと貸出文庫 / 鈴木四郎・石井敦編. -- 日本図書館協会, 1967.2. -- 251p ; 19cm. -- (010.8/T/15
読書運動 / 叶沢清介編. -- 日本図書館協会, 1974.7. -- 174p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 16).
010.8/T/16
逐次刊行物 / 今まど子編. -- 日本図書館協会, 1971.2. -- 172p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 17).
010.8/T/17
逐次刊行物 / 今まど子編. -- 日本図書館協会, 1971.2. -- 172p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 17).
010.8/T/17
ファイリング・システム / 服部金太郎編. -- 日本図書館協会, 1966.11. -- 187p ; 19cm. -- (図書館の仕事
010.8/T/18
図書館の製本 / 古野健雄編. -- 日本図書館協会, 1972.2. -- 239p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 19). 010.8/T/19
図書館の製本 / 古野健雄編. -- 日本図書館協会, 1972.2. -- 239p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 19). 010.8/T/19
世界の図書館 / 岡田温編. -- 日本図書館協会, 1966.4. -- 263p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 2).
010.8/T/2
マイクロ資料論 / 服部一敏著. -- 全国学校図書館協議会, 1984.4. -- 217p ; 23cm. -- (図書館学大系010.8/T/2
マイクロ資料論 / 服部一敏著. -- 全国学校図書館協議会, 1984.4. -- 217p ; 23cm. -- (図書館学大系010.8/T/2
児童図書館 / 小河内芳子編. -- 日本図書館協会, 1967.6. -- 203p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 20). 010.8/T/20
視聴覚ライブラリー / 関晶編. -- 第2補訂版. -- 日本図書館協会, 1976. -- 274p ; 19cm. -- (図書館の仕事
010.8/T/21
視聴覚ライブラリー / 関晶編. -- 日本図書館協会, 1966. -- 274p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 21). 010.8/T/21
PRと図書館報 / 石井敦編. -- 日本図書館協会, 1967.11. -- 220p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 22). 010.8/T/22
PRと図書館報 / 石井敦編. -- 日本図書館協会, 1967.11. -- 220p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 22). 010.8/T/22
図書館の家具と用品 / 神野清秀, 竹内悊編. -- 日本図書館協会, 1970.11. -- 311p ; 19cm. -- (図書館の仕事
010.8/T/23
図書館の家具と用品 / 神野清秀, 竹内悊編. -- 日本図書館協会, 1970.11. -- 311p ; 19cm. -- (図書館の仕事
010.8/T/23
図書館学学習の手引 / 武田虎之助編. -- 日本図書館協会, 1973.9. -- 239p ; 19cm. -- (図書館の仕事010.8/T/24
図書館学学習の手引 / 武田虎之助編. -- 日本図書館協会, 1973.9. -- 239p ; 19cm. -- (図書館の仕事010.8/T/24
児童図書館 / 小河内芳子編. -- 新版. -- 日本図書館協会, 1976.7. -- 271p ; 19cm. -- (図書館の仕事 010.8/T/25
児童図書館 / 小河内芳子編. -- 新版. -- 日本図書館協会, 1976.7. -- 271p ; 19cm. -- (図書館の仕事 010.8/T/25
公共図書館の管理 / 清水正三編. -- 日本図書館協会, 1971.3. -- 205p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 3).010.8/T/3
公共図書館の管理 / 清水正三編. -- 日本図書館協会, 1971.3. -- 205p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 3).010.8/T/3
世界の学校図書館 / 長倉美恵子著. -- 全国学校図書館協議会, 1984.8. -- 217p ; 23cm. -- (図書館学大系
010.8/T/3
世界の学校図書館 / 長倉美恵子著. -- 全国学校図書館協議会, 1984.8. -- 217p ; 23cm. -- (図書館学大系
010.8/T/3
調査と統計 / 森耕一編. -- 日本図書館協会, 1974.10. -- 213p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 4).
010.8/T/4
調査と統計 / 森耕一編. -- 日本図書館協会, 1974.10. -- 213p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 4).
010.8/T/4
公立図書館活動論 / 鈴木四郎著. -- 全国学校図書館協議会, 1985.8. -- 208p ; 23cm. -- (図書館学大系
010.8/T/4
公立図書館活動論 / 鈴木四郎著. -- 全国学校図書館協議会, 1985.8. -- 208p ; 23cm. -- (図書館学大系
010.8/T/4
図書の知識 / 河野徳吉編. -- 日本図書館協会, 1974.7. -- 158p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 5).
010.8/T/5
図書の知識 / 河野徳吉編. -- 日本図書館協会, 1974.7. -- 158p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 5).
010.8/T/5
日本学校図書館史 / 塩見昇著. -- 全国学校図書館協議会, 1986.6. -- 211p ; 23cm. -- (図書館学大系010.8/T/5
日本学校図書館史 / 塩見昇著. -- 全国学校図書館協議会, 1986.6. -- 211p ; 23cm. -- (図書館学大系010.8/T/5
図書の選択 / 弥吉光長編. -- 日本図書館協会, 1967.12. -- 196p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 6).
010.8/T/6
世界の公立図書館 / 埜上衞編著. -- 全国学校図書館協議会, 1986.8. -- 215p ; 23cm. -- (図書館学大系
010.8/T/6
世界の公立図書館 / 埜上衞編著. -- 全国学校図書館協議会, 1986.8. -- 215p ; 23cm. -- (図書館学大系
010.8/T/6
図書の受入・保管・払出 / 沓掛伊左吉編. -- 日本図書館協会, 1967.11. -- 196p ; 19cm. -- (図書館の仕事
010.8/T/7
図書の受入・保管・払出 / 沓掛伊左吉編. -- 日本図書館協会, 1967.11. -- 196p ; 19cm. -- (図書館の仕事
010.8/T/7
分類と目録 / 後藤純郎編. -- 日本図書館協会, 1974.11. -- 272p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 8).
010.8/T/8
NDCのつかい方 / もり・きよし編. -- 日本図書館協会, 1966.4. -- 127p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 010.8/T/9
9).
NDCのつかい方 / もり・きよし編. -- 日本図書館協会, 1966.4. -- 127p ; 19cm. -- (図書館の仕事 ; 010.8/T/9
9).
図書館の自由と検閲 : あなたはどう考えるか / A J アンダーソン著 ; 藤野幸雄監訳. -- 日本図書館協会
010/A
図書館概論 / 塩見昇編著. -- 日本図書館協会, 2012.12. -- 284p : 挿図 ; 26cm. -- (JLA図書館情報学テキストシリーズ
010/T
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図書館概論 / 塩見昇編著. -- 新訂版. -- 日本図書館協会, 2013.11. -- 284p : 挿図 ; 26cm. -- (JLA図書館情報学テキストシリーズ
010/T
図書館概論 / 塩見昇編著. -- 三訂版. -- 日本図書館協会, 2014.5. -- 284p : 挿図 ; 26cm. -- (JLA図書館情報学テキストシリーズ
010/T
図書館概論 / 塩見昇編著. -- 4訂版. -- 日本図書館協会, 2015.2. -- 284p : 挿図 ; 26cm. -- (JLA図書館情報学テキストシリーズ
010/T
Resource sharing in libraries : why, how, when, next action steps / edited by Allen Kent. -- M. Dekker,
011.3/C
1974. -- x, 393 p. ; 24 cm
公共図書館の計画とデザイン / R.ミラー著 ; 菅原峻訳. -- 日本図書館協会, 1978.10. -- 95p ; 22×27cm.
012/M
図書館建築 : 施設と設備 / 植松貞夫, 木野修造共著. -- 樹村房, 1986.3. -- viii, 180p ; 21cm. -- (図書館学シリーズ
012/U
建築から図書館をみる / 植松貞夫著. -- 勉誠出版, 1999.10. -- 225p ; 19cm. -- (図書館・情報メディア双書
012/U
図書館員への招待 / 塩見昇編著. -- 三訂版. -- 教育史料出版会, 2004.6. -- 223p ; 21cm.
013.1/T
図書館サービスの測定と評価 / 森耕一編. -- 日本図書館協会, 1985.4. -- 301p ; 21cm.
013.5/T
図書館・情報センターの経営 / 高山正也編. -- 勁草書房, 1994.1. -- x, 282p ; 22cm. -- (図書館・情報学シリーズ
013/T
図書館経営論 / 竹内紀吉編著. -- 東京書籍, 1998.2. -- 223p ; 22cm. -- (新現代図書館学講座 ; 3). 013/T
図書館資料論 / 河井弘志編著. -- 東京書籍, 1998.1. -- 222p ; 22cm. -- (新現代図書館学講座 ; 8). 014.1/K
専門資料論 / 三浦逸雄, 野末俊比古共編著. -- 日本図書館協会, 2005.6. -- 140p : 挿図 ; 26cm. -- (JLA
014.1/S
専門資料論 / 三浦逸雄, 野末俊比古共編著. -- 日本図書館協会, 2008.1. -- 140p : 挿図 ; 26cm. -- (JLA
014.1/S
図書館資料論 / 古賀節子 [ほか] 共著. -- 樹村房, 1983.4. -- 184p ; 21cm. -- (図書館学シリーズ / 中村初雄
014.1/T
図書館資料論 / 後藤暢編. -- 補訂版. -- 教育史料出版会, 2003.4. -- 229p ; 21cm. -- (新編図書館学教育資料集成
014.1/T
図書館資料論 / 馬場俊明編著. -- 新訂版. -- 日本図書館協会, 2004.3. -- 260p : 挿図 ; 26cm. -- (JLA014.1/T
図書館情報資源概論 / 馬場俊明編著. -- 日本図書館協会, 2012.12. -- 270p : 挿図 ; 26cm. -- (JLA図書館情報学テキストシリーズ
014.1/T
蔵書構成と図書選択 / 河井弘志編. -- 新版. -- 日本図書館協会, 1992.3. -- xvii, 283p ; 19cm. -- (図書館員選書
014.1/Z
件名作業 / 加藤宗厚著. -- 理想社, 1957.4. -- 319p ; 22cm. -- (図書館実務叢書 ; 11).
014.35/K
件名作業 / 加藤宗厚著. -- 理想社, 1957.4. -- 319p ; 22cm. -- (図書館実務叢書 ; 11).
014.35/K
件名作業 / 加藤宗厚著. -- 理想社, 1957.4. -- 319p ; 22cm. -- (図書館実務叢書 ; 11).
014.35/K
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編. -- 改訂版. -- 日本図書館協会, 1971. -- 423p 014.35/N
; 27cm.
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編. -- 改訂版. -- 日本図書館協会, 1971. -- 423p 014.35/N
; 27cm.
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編. -- 改訂版. -- 日本図書館協会, 1971. -- 423p 014.35/N
; 27cm.
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編. -- 改訂版. -- 日本図書館協会, 1971. -- 423p 014.35/N
; 27cm.
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編. -- 改訂版. -- 日本図書館協会, 1971. -- 423p 014.35/N
; 27cm.
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編. -- 改訂版. -- 日本図書館協会, 1971. -- 423p 014.35/N
; 27cm.
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編. -- 改訂版. -- 日本図書館協会, 1971. -- 423p 014.35/N
; 27cm.
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編. -- 改訂版. -- 日本図書館協会, 1971. -- 423p 014.35/N
; 27cm.
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編. -- 改訂版. -- 日本図書館協会, 1971. -- 423p 014.35/N
; 27cm.
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編. -- 改訂版. -- 日本図書館協会, 1971. -- 423p 014.35/N
; 27cm.
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編. -- 改訂版. -- 日本図書館協会, 1971. -- 423p 014.35/N
; 27cm.
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編. -- 改訂版. -- 日本図書館協会, 1971. -- 423p 014.35/N
; 27cm.
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編. -- 改訂版. -- 日本図書館協会, 1971. -- 423p 014.35/N
; 27cm.
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編. -- 改訂版. -- 日本図書館協会, 1971. -- 423p 014.35/N
; 27cm.
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編. -- 改訂版. -- 日本図書館協会, 1971. -- 423p 014.35/N
; 27cm.
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編. -- 改訂版. -- 日本図書館協会, 1971. -- 423p 014.35/N
; 27cm.
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編. -- 改訂版. -- 日本図書館協会, 1971. -- 423p 014.35/N
; 27cm.
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編. -- 改訂版. -- 日本図書館協会, 1971. -- 423p 014.35/N
; 27cm.
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編 ; : (set), [本編], [別冊]. -- 第3版. -[本編]
014.35/N
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編 ; : (set), [本編], [別冊]. -- 第3版. -[本編]
014.35/N
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編 ; : (set), [本編], [別冊]. -- 第3版. -[本編]
014.35/N
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編 ; : (set), [本編], [別冊]. -- 第3版. -[本編]
014.35/N
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編 ; : (set), [本編], [別冊]. -- 第3版. -[本編]
014.35/N
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編 ; : (set), [本編], [別冊]. -- 第3版. -[本編]
014.35/N
基本件名標目表 / 日本図書館協会件名標目委員会編 ; : (set), [本編], [別冊]. -- 第3版. -[本編]
014.35/N
資料組織演習 / 吉田憲一編著. -- 新訂版. -- 日本図書館協会, 2002.7. -- 270p ; 26cm. -- (JLA図書館情報学テキストシリーズ
014/S
情報資源組織論 / 柴田正美著. -- 日本図書館協会, 2012.6. -- 270p : 挿図 ; 26cm. -- (JLA図書館情報学テキストシリーズ
014/S
情報資源組織論 / 柴田正美著. -- 新訂版. -- 日本図書館協会, 2016.1. -- 270p ; 26cm. -- (JLA図書館情報学テキストシリーズ
014/S
障害者サービス / 日本図書館協会障害者サービス委員会編. -- 日本図書館協会, 1996.10. -- 300p 015.17/S
; 19cm. -- (
としょかんサービスこれからの課題 : 障害者と読書権 1981-1990 / 日本図書館協会障害者サービス委員会編
015.17/T
書誌と索引 : 情報アクセスのための機能と使い方 / 堀込靜香著. -- 日本図書館協会, 1990.1. -- xi, 015.2/H
306p ; 19cm. -- (
書誌と索引 : 情報アクセスのための機能と使い方 / 堀込靜香著. -- 補訂版. -- 日本図書館協会, 1996.11.
015.2/H
-- xii, 306p ; 19cm. -- (
参考業務 / 伊藤松彦著. -- 教育史料出版会, 1989.4. -- 198p ; 21cm. -- (新図書館学教育資料集成 ; 015.2/I
5).
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文科系学生のための文献調査ガイド / 池田祥子著. -- 青弓社, 1995.4. -- 183, viip ; 20cm.
015.2/I
情報サービス概説 / 渋谷嘉彦編集 ; 京藤松子 [ほか] 著. -- 樹村房, 1998.3. -- viii, 163p ; 21cm. -- ( 015.2/J
情報サービス論 / 阪田蓉子編. -- 教育史料出版会, 1998.4. -- 227p ; 21cm. -- (新編図書館学教育資料集成
015.2/J
情報サービス概説 / 渋谷嘉彦編著 ; 大庭一郎, 杉江典子, 梁瀬三千代共著. -- 改訂. -- 樹村房, 2004.3.
015.2/J
-- xi, 174p ; 21cm. -- (
情報サービス論 / 阪田蓉子編. -- 補訂版. -- 教育史料出版会, 2003.4. -- 244p ; 21cm. -- (新編図書館学教育資料集成
015.2/J
情報サービス演習 / 原田智子編 ; 原田智子, 江草由佳, 小山憲司共著. -- 樹村房, 2012.6. -- xv, 213p
015.2/J
:
Basic information sources / William A. Katz. -- 3th ed. -- McGraw-Hill, c1978. -- 367 p. ; 24 cm. -- 015.2/K
(McGraw-Hill series in library
図書館における調査と研究 : 大学生のための入門書 / 小林矩子著. -- 蒼文社, 1978.9. -- 254p ; 19cm.
015.2/K
文献調査法 : 調査・レポート・論文作成必携 : 情報リテラシー読本 / 毛利和弘著. -- 毛利和弘, 2004.
015.2/M
-- 202p ; 26cm.
レファレンス・ブック : なにを・どうして求めるか / 長沢雅男著. -- 日本図書館協会, 1974.7. -- 231p
015.2/N
; 19cm.
レファレンス・ブック : なにを・どうして求めるか / 長沢雅男著. -- 日本図書館協会, 1974.7. -- 231p
015.2/N
; 19cm.
レファレンス・ブック : なにを・どうして求めるか / 長沢雅男著. -- 補訂版. -- 日本図書館協会, 1981.5.
015.2/N-- 231p ; 19cm.
レファレンス・ブックス : なにを・どうして求めるか / 長沢雅男著. -- 新版. -- 日本図書館協会, 1982.7.
015.2/N-- 277p ; 20cm.
情報と文献の探索 : 参考図書の解題 / 長澤雅男著. -- 丸善, 1982.10. -- x, 385p ; 22cm.
015.2/N
情報と文献の探索 : 参考図書の解題 / 長澤雅男著. -- 第3版. -- 丸善, 1995.5. -- ix, 337p ; 22cm. 015.2/N
レファレンス・ブックス : なにを・どうして求めるか / 長沢雅男著. -- 新版. -- 日本図書館協会, 1982.7.
015.2/N-- 277p ; 20cm.
情報源としてのレファレンス・ブックス / 長澤雅男著. -- 日本図書館協会, 1989.8. -- xii, 275p ; 21cm.
015.2/N
情報源としてのレファレンス・ブックス / 長澤雅男著. -- 日本図書館協会, 1989.8. -- xii, 275p ; 21cm.
015.2/N
問題解決のためのレファレンス・サービス / 長澤雅男著. -- 日本図書館協会, 1991.5. -- xviii, 259p015.2/N
; 21cm.
情報源としてのレファレンス・ブックス / 長澤雅男著. -- 日本図書館協会, 1989.8. -- xii, 275p ; 21cm.
015.2/N
情報源としてのレファレンス・ブックス / 長澤雅男著. -- 日本図書館協会, 1989.8. -- xii, 275p ; 21cm.
015.2/N
レファレンスブックス : 選びかた・使いかた / 長澤雅男, 石黒祐子共著. -- 新訂版. -- 日本図書館協会
015.2/N
参考業務及び演習 / 森睦彦 [ほか] 共著. -- 樹村房, 1982.4. -- 8, 158p ; 21cm. -- (図書館学シリーズ015.2/S
参考業務及び演習 / 森睦彦 [ほか] 共著. -- 樹村房, 1982.4. -- 8, 158p ; 21cm. -- (図書館学シリーズ015.2/S
参考業務 : 原論から演習まで / 図書館学演習研究会編著. -- 学芸図書, 1985.3. -- 191p ; 21cm. 015.2/S
参考業務 : 原論から演習まで / 図書館学演習研究会編著. -- 学芸図書, 1985.3. -- 191p ; 21cm. 015.2/S
参考業務及び演習 / 森睦彦[ほか]共著. -- 改訂. -- 樹村房, 1987. -- 172p ; 21cm. -- (図書館学シリーズ
015.2/S
参考業務及び演習 / 森睦彦[ほか]共著. -- 改訂. -- 樹村房, 1987. -- 172p ; 21cm. -- (図書館学シリーズ
015.2/S
実践型レファレンス・サービス入門 / 斎藤文男, 藤村せつ子著. -- 日本図書館協会, 2004.7. -- vi, 162p
015.2/S
:
文献探索学入門 / 佃實夫著. -- 第2版. -- 思想の科学社, 1971.10. -- 161, 167p ; 20cm.
015.2/T
文献探索法 / 佃実夫著. -- 補訂版. -- 文和書房, 1977.3. -- 369, 244p ; 20cm.
015.2/T
文献探索学入門 / 佃実夫著. -- 改訂新版(第3版). -- 思想の科学社, 1978.7. -- 173, 198p ; 20cm. 015.2/T
参考図書研究ガイド / 全国学校図書館協議会参考図書研究ガイド編集委員会編. -- 全国学校図書館協議会
015.2/Z
貸出し / 前川恒雄著. -- 日本図書館協会, 1982.3. -- 174p ; 19cm. -- (図書館員選書 ; 1).
015.3/M
相互貸借マニュアル / 日本医学図書館協会相互貸借マニュアル作成委員会編集. -- 日本医学図書館協会
015.7/N
相互貸借マニュアル / 日本医学図書館協会相互貸借マニュアル作成委員会編集. -- 日本医学図書館協会
015.7/N
図書館の集会・文化活動 / ちばおさむ, 伊藤紀子, 松島茂著. -- 日本図書館協会, 1993.9. -- viii, 179p
015.8/T
; 19cm. -- (
図書館をPRする / 西田清子著. -- 日本図書館協会, 1997.10. -- xii, 175p ; 19cm. -- (図書館員選書 ;015.9/N
13).
図書館をPRする / 西田清子著. -- 日本図書館協会, 1997.10. -- xii, 175p ; 19cm. -- (図書館員選書 ;015.9/N
13).
児童サービス論 / 佐藤凉子編. -- 教育史料出版会, 1998.5. -- 230p ; 21cm. -- (新編図書館学教育資料集成
015/J
現代の圖書館 : 圖書館協力計画への手引き / L.R.マッコルビン著 ; 齋藤毅譯. -- 河出書房, 1953.5.015/M
-- 4,6,224p :
現代の図書館 : 図書館協力計画へのてびき / L.R.マッコルビン著 ; 斎藤毅訳. -- 複刻版. -- 日本図書館協会
015/M
図書館活動 / 前島重方著. -- 理想社, 1983.4. -- 262p ; 21cm. -- (図書館学テキストシリーズ / 彌吉光長
015/M
図書館サービス論 / 前園主計編著. -- 東京書籍, 1998.1. -- 199p ; 22cm. -- (新現代図書館学講座 ; 015/M
4).
図書館活動 / 服部金太郎[ほか]共著. -- 樹村房, 1984.3. -- 184p ; 21cm. -- (図書館学シリーズ / 中村初雄
015/T
図書館サービス論 / 塩見昇編. -- 補訂版. -- 教育史料出版会, 2002.4. -- 234p ; 21cm. -- (新編図書館学教育資料集成
015/T
私論市立図書館の経営 / 石井富之助著. -- 神奈川県図書館協会. -- 319p : 肖像 ; 19cm.
016.2/I
私論市立図書館の経営 / 石井富之助著. -- 神奈川県図書館協会. -- 319p : 肖像 ; 19cm.
016.2/I
公立図書館の任務と目標 : 解説 / 日本図書館協会図書館政策特別委員会編. -- 増補版. -- 日本図書館協会
016.21/K
市民の図書館 / 日本図書館協会編. -- 増補版. -- 日本図書館協会, 1976.5. -- 168p ; 18cm.
016.21/N
公立図書館の経営 / 大澤正雄著. -- 日本図書館協会, 1999.10. -- 270p ; 19cm. -- (図書館員選書 ; 21).
016.21/O
これからの図書館 / 菅原峻著. -- 晶文社, 1984.1. -- 233p ; 20cm.
016.21/S
Books for the people : an illustrated history of the British public library / Thomas Kelly ; ill. selected016.233/K
by Edith Kelly. -- A. Deutsch,
アメリカ公立図書館成立思想史 / 川崎良孝著. -- 日本図書館協会, 1991.5. -- xix, 335p ; 22cm.
016.253/K
子どもと本の世界に生きて : 一児童図書館員の歩んだ道 / アイリーン・コルウェル著 ; 石井桃子訳
016.285/C
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子どもの図書館の運営 / 小河内芳子編. -- 日本図書館協会, 1986.7. -- vii, 283p ; 19cm. -- (図書館員選書
016.285/K
アメリカを生きた子どもたち : 図書館の果した役割 / ハリエット・G.ロング著 ; 古賀節子監訳. --016.285/L
児童奉仕論 / 森崎震二著. -- 教育史料出版会, 1990.3. -- 190p ; 21cm. -- (新図書館学教育資料集成016.285/M
The United Nations Library : its origin and development / Dorris Cruger Dale. -- American Library Association,
016/D
1970. -- xvi, 236
日本学校図書館史概説 / 草野正名著. -- 理想社, 1955.9. -- 201, 6p ; 22cm. _.
017.021/K
The college library : a collection of essays / ed. by George Jefferson and G.C.K. Smith-Burnett
: Bingley ; : 017.7/C
Linnet, : Bingley. -- Bingley. -大学図書館の利用者教育 / 丸本郁子, 椎葉[もと]子編. -- 日本図書館協会, 1989. -- 256p ; 19cm. -- 017.7/D
(
The library in the university : observations on a service / Norman Higham. -- A. Deutsch, 1980. -- 205
017.7/H
p. ; 23 cm. -- (A Grafton b
大学図書館 / 岩猿敏生著. -- 雄山閣出版, 1976.2. -- 295p ; 21cm. -- (日本図書館学講座 / 椎名六郎017.7/I
世界の大学図書館めぐり / 田辺広, 荒岡興太郎著. -- 雄松堂出版, 1986.3. -- xxii, 279p, 図版16枚 ; 017.7/T
19cm.
世界の大学図書館めぐり / 田辺広, 荒岡興太郎著. -- 雄松堂出版, 1986.3. -- xxii, 279p, 図版16枚 ; 017.7/T
19cm.
University libraries in Britain : a new look / by Harrison Bryan. -- C. Bingley. -- 192 p. ; 23 cm. _. 017.733/B
College libraries : guidelines for professional service and resource provision. -- 3rd ed. -- Library Association,
017.733/C 1982. -- 64 p. ; 22
学校図書館通論 / 古賀節子編著 ; 朝比奈大作[ほか]共著. -- 樹村房, 1990.4. -- ix, 191p ; 21cm.
017/G
学校図書館論 / 塩見昇編. -- 教育史料出版会, 1998.2. -- 209p ; 21cm. -- (新編図書館学教育資料集成
017/G
学校図書館のためのパソコン入門Q&A / 大木実著. -- 全国学校図書館協議会, 1995.9. -- 47p ; 21cm.
017/G/2
-- (
楽しい読み聞かせ / 小林功著. -- 全国学校図書館協議会, 1996.4. -- 47p ; 21cm. -- (学校図書館入門シリーズ
017/G/3
学校図書館入門 / 野村亨著. -- 北方新社, 1985.1. -- 152p ; 18cm.
017/N
学校図書館と児童図書館 / 塩見昇, 間崎ルリ子共著. -- 雄山閣出版, 1976.4. -- 263p ; 21cm. -- (日本図書館学講座
017/S
新編学校図書館通論 / 図書館教育研究会編著. -- 学芸図書, 1985.5. -- 294p ; 22cm.
017/S
学校図書館論 / 塩見昇著. -- 教育史料出版会, 1989.3. -- 200p ; 21cm. -- (新図書館学教育資料集成017/S
新編学校図書館通論 / 図書館教育研究会編著. -- 改訂版. -- 学芸図書, 1992.10. -- 237p ; 21cm. 017/S
学校図書館通論 / 図書館教育研究会編著. -- 新版. -- 学芸図書, 1972.11. -- 279p ; 22cm.
017/T
学校図書館通論 / 図書館教育研究会編著. -- 新版(改訂版). -- 学芸図書, 1978.5. -- 298p ; 22cm. 017/T
公立学校図書館職員の現在 : その配置状況と雇用実態 / 八木清江, 高橋清一著. -- 日本図書館協会017/Y
学校図書館の利用指導の計画と方法 / 全国学校図書館協議会利用指導委員会編. -- 全国学校図書館協議会
017/Z
自学能力を高める学校図書館の利用指導 / 全国学校図書館協議会利用指導委員会編. -- 全国学校図書館協議会
017/Z
Handbook of special librarianship and information work / editor, W.E. Batten ; : hbk, ::pbk.
hbk -- 4th ed.
018.036/H
-- Aslib, 1975. -- vii, 430 p.
Handbook of special librarianship and information work. -- 5th ed. / editor, L.J. Anthony. -- Aslib, 1982.
018.036/H
-- v, 416 p. : ill. ; 22 cm.
専門図書館 / 河野徳吉著. -- 雄山閣出版, 1976.10. -- 278p ; 21cm. -- (日本図書館学講座 / 椎名六郎
018/K
ふざけんな人生 : 回想の五〇年・六〇年代 / 安原顕著. -- 清流出版, 2002.12. -- 312p ; 20cm.
021.4/Y
笹塚日記 / 目黒考二著 ; [正] - ご隠居篇. -- 本の雑誌社, 2000.7-2007.3. -- 4冊 ; 19cm.
023.1/M
百科の時代いまいずこ / 山川泰夫著. -- リンリン企画, 1993.10. -- 303p ; 20cm.
023.1/Y
自費出版年鑑 ; 1998, 1999, 2002. -- 自費出版ネットワーク, 1998.10-. -- 冊 ; 21cm.
2002 023/J
国立国会図書館所蔵逐次刊行物目録 : NDL CD-ROM Line / 国立国会図書館編 ; 19992000年末現在
027.5/K
ビジネスと生活情報べんり帳 / 講談社辞典局編. -- 講談社, 1999.5. -- 254p ; 18cm. -- (講談社ことばの新書
031.6/B
大百科事典 / 平凡社編 ; 第1 - 第16. -- 平凡社, 1984-1985. -- 16冊 ; 27cm.
第1
031/D
大百科事典 / 平凡社編 ; 第1 - 第16. -- 平凡社, 1984-1985. -- 16冊 ; 27cm.
第2
031/D
大百科事典 / 平凡社編 ; 第1 - 第16. -- 平凡社, 1984-1985. -- 16冊 ; 27cm.
第3
031/D
大百科事典 / 平凡社編 ; 第1 - 第16. -- 平凡社, 1984-1985. -- 16冊 ; 27cm.
第4
031/D
大百科事典 / 平凡社編 ; 第1 - 第16. -- 平凡社, 1984-1985. -- 16冊 ; 27cm.
第5
031/D
大百科事典 / 平凡社編 ; 第1 - 第16. -- 平凡社, 1984-1985. -- 16冊 ; 27cm.
第6
031/D
大百科事典 / 平凡社編 ; 第1 - 第16. -- 平凡社, 1984-1985. -- 16冊 ; 27cm.
第7
031/D
大百科事典 / 平凡社編 ; 第1 - 第16. -- 平凡社, 1984-1985. -- 16冊 ; 27cm.
第8
031/D
大百科事典 / 平凡社編 ; 第1 - 第16. -- 平凡社, 1984-1985. -- 16冊 ; 27cm.
第9
031/D
大百科事典 / 平凡社編 ; 第1 - 第16. -- 平凡社, 1984-1985. -- 16冊 ; 27cm.
第10
031/D
大百科事典 / 平凡社編 ; 第1 - 第16. -- 平凡社, 1984-1985. -- 16冊 ; 27cm.
第11
031/D
大百科事典 / 平凡社編 ; 第1 - 第16. -- 平凡社, 1984-1985. -- 16冊 ; 27cm.
第12
031/D
大百科事典 / 平凡社編 ; 第1 - 第16. -- 平凡社, 1984-1985. -- 16冊 ; 27cm.
第13
031/D
大百科事典 / 平凡社編 ; 第1 - 第16. -- 平凡社, 1984-1985. -- 16冊 ; 27cm.
第14
031/D
大百科事典 / 平凡社編 ; 第1 - 第16. -- 平凡社, 1984-1985. -- 16冊 ; 27cm.
第15
031/D
大百科事典 / 平凡社編 ; 第1 - 第16. -- 平凡社, 1984-1985. -- 16冊 ; 27cm.
第16
031/D
Das Neue Fischer Lexikon in Farbe ; set. - Bd. 10 Vox-z.Z. -- Aktualisierte Ausg. -- Fischer-Taschenbuch-Verl.,
Bd. 1. A-Bluh034/N
1981. -- 10 v. :
Das Neue Fischer Lexikon in Farbe ; set. - Bd. 10 Vox-z.Z. -- Aktualisierte Ausg. -- Fischer-Taschenbuch-Verl.,
Bd. 2. Blum-Dzi
034/N
1981. -- 10 v. :
Das Neue Fischer Lexikon in Farbe ; set. - Bd. 10 Vox-z.Z. -- Aktualisierte Ausg. -- Fischer-Taschenbuch-Verl.,
Bd. 3. E-Geiss
034/N
1981. -- 10 v. :
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Das Neue Fischer Lexikon in Farbe ; set. - Bd. 10 Vox-z.Z. -- Aktualisierte Ausg. -- Fischer-Taschenbuch-Verl.,
Bd. 4. Geist-Info
034/N
1981. -- 10 v. :
Das Neue Fischer Lexikon in Farbe ; set. - Bd. 10 Vox-z.Z. -- Aktualisierte Ausg. -- Fischer-Taschenbuch-Verl.,
Bd. 5. Infr-Kyt
034/N
1981. -- 10 v. :
Das Neue Fischer Lexikon in Farbe ; set. - Bd. 10 Vox-z.Z. -- Aktualisierte Ausg. -- Fischer-Taschenbuch-Verl.,
Bd. 6. L-Nati034/N
1981. -- 10 v. :
Das Neue Fischer Lexikon in Farbe ; set. - Bd. 10 Vox-z.Z. -- Aktualisierte Ausg. -- Fischer-Taschenbuch-Verl.,
Bd. 7. Nato-Rauh
034/N
1981. -- 10 v. :
Das Neue Fischer Lexikon in Farbe ; set. - Bd. 10 Vox-z.Z. -- Aktualisierte Ausg. -- Fischer-Taschenbuch-Verl.,
Bd. 8. Rauk-Span
034/N
1981. -- 10 v. :
Das Neue Fischer Lexikon in Farbe ; set. - Bd. 10 Vox-z.Z. -- Aktualisierte Ausg. -- Fischer-Taschenbuch-Verl.,
Bd. 9. Span-Vou
034/N
1981. -- 10 v. :
Das Neue Fischer Lexikon in Farbe ; set. - Bd. 10 Vox-z.Z. -- Aktualisierte Ausg. -- Fischer-Taschenbuch-Verl.,
Bd. 10 Vox-z.Z
034/N
1981. -- 10 v. :
Der Neue Brockhaus : Lexikon und W?rterbuch in 5 Bd. und einem Atlas ; V. 1: A-EipV.- V.
1: A-Eip
6: Atlas.
034/N
-- 6., v?llig neubearbeitete A
Der Neue Brockhaus : Lexikon und W?rterbuch in 5 Bd. und einem Atlas ; V. 1: A-EipV.- V.
2: El-I
6: Atlas.
034/N
-- 6., v?llig neubearbeitete A
Der Neue Brockhaus : Lexikon und W?rterbuch in 5 Bd. und einem Atlas ; V. 1: A-EipV.- V.
3: J-Neu
6: Atlas.
034/N
-- 6., v?llig neubearbeitete A
Der Neue Brockhaus : Lexikon und W?rterbuch in 5 Bd. und einem Atlas ; V. 1: A-EipV.- V.
4: Nev-Sid
6: Atlas.
034/N
-- 6., v?llig neubearbeitete A
Der Neue Brockhaus : Lexikon und W?rterbuch in 5 Bd. und einem Atlas ; V. 1: A-EipV.- V.
5: Sie-Z
6: Atlas.
034/N
-- 6., v?llig neubearbeitete A
Der Neue Brockhaus : Lexikon und W?rterbuch in 5 Bd. und einem Atlas ; V. 1: A-EipV.- V.
6: Atlas
6: Atlas.
034/N
-- 6., v?llig neubearbeitete A
転換期を考える : 企業と生活の視点から / 横浜商科大学公開講座委員会編. -- 南窓社, 1987.12. --041/T
163p ; 20cm. -- (
人間と医学 / 松田道雄著. -- 筑摩書房, 1981.1. -- 214p ; 19cm. -- (松田道雄の本 ; 6).
081.6/M
Descartes' Leben, Werke und Lehre / Kuno Fischer. -- 5. Aufl. -- Kraus Reprint, 1973. -- xv, 467 p.130/F
; 23 cm. -- (Geschichte der n
Spinozas Leben, Werke und Lehre / Kuno Fischer. -- Kraus Reprint, 1973. -- xvi, 635 p. ; 23 cm. -130/F
(Geschichte der neuern Phi
Gottfried Wilhelm Leibniz : Leben, Werke und Lehre / Kuno Fischer. -- Kraus Reprint, 1973. -- xix,130/F
797 p. ; 23 cm. -- (Geschicht
Entstehung und Grundlegung der kritischen Philosophie / Kuno Fischer. -- Kraus Reprint, 1973. --130/F
xx, 686p. ; 23 cm. -- (Geschi
Das Vernunftsystem auf der Grundlage der Vernunftkritik / Kuno Fischer. -- Kraus Reprint, 1973. 130/F
-- xviii, 645p. ; 23 cm. -- (Gesc
Fisches Leben, Werke und Lehre / Kuno Fischer. -- Kraus Reprint, 1973. -- xxii, 735 p. ; 23 cm. --130/F
(Geschichte der neuern Philo
Schellings Leben, Werke und Lehre / Kuno Fischer. -- Kraus Reprint, 1973. -- xxxii, 859 p. ; 23 cm.
130/F
-- (Geschichte der neuern P
Hegels Leben Werke und Lehre / Kuno Fischer ; T. 1, T. 2. -- Kraus Reprint, 1973. -- T.
2 v.
1 (xx, 1265
130/F
p.) ; 23 cm. -- (Geschichte d
Hegels Leben Werke und Lehre / Kuno Fischer ; T. 1, T. 2. -- Kraus Reprint, 1973. -- T.
2 v.
2 (xx, 1265
130/F
p.) ; 23 cm. -- (Geschichte d
Schopenhauers Leben, Werke und Lehre / Kuno Fischer. -- Kraus Reprint, 1973. -- xvi, 577 p. ; 23
130/F
cm. -- (Geschichte der neue
Francis Bacon und seine Schule : Entwicklungsgeschichte der Erfahrungsphilosophie / Kuno Fischer.
130/F-- Kraus Reprint, 1973. -L'imaginaire : psychologie ph?nom?nologique de l'imagination / par Jean-Paul Sartre. -- Gallimard,
135.9/S
c1940. -- 246 p. ; 23 cm. -Th?orie des ensembles pratiques / Jean-Paul Sartre. -- Gallimard, 1960. -- 755 p. ; 23 cm. -- (Biblioth?que
135.9/S des id?es . Critique
現代倫理学の冒険 : 社会理論のネットワーキングへ / 川本隆史著. -- 創文社, 1995.1. -- xv, 246, 47p
150/K
; 22cm. -- (
倫理学とはなにか : その歴史と可能性 / 訓覇曄雄, 有福孝岳編. -- 新版. -- 勁草書房, 1989.2. -- 290,
150/R
ivp ; 22cm.
クロニック世界全史 / 樺山絋一 [ほか] 編集. -- 講談社, 1994.11. -- 1303p ; 29cm.
209/C
クロニック戦国全史 / 池上裕子 [ほか] 編. -- 講談社, 1995.12. -- 799p ; 29cm.
210.47/C
社会科学の方法 : ヴェーバーとマルクス / 大塚久雄著. -- 岩波書店, 1966.9. -- 222p ; 18cm. -- (岩波新書
301/O
統計学辞典 / 竹内啓編集委員代表. -- 東洋経済新報社, 1989.12. -- xxiv, 1185p : 挿図 ; 27cm.
350.3/T
現場から生まれた介護技術指導マニュアル [映像資料] : ビデオシナリオ集 お年寄りと介護者の個別性を大切にして
360/VC-VHS
こころに響く接遇 [映像資料] : ホームヘルパーのための実践ビデオ / 中央法規出版制作・発行. --360/VC-VHS
おとしよりのための保健医療福祉サービス [映像資料] / NHKエデュケーショナル制作. -- 中央法規出版
360/VC-VHS
ボディメカニクス [映像資料] / NHKエデュケーショナル制作. -- 中央法規出版. -- ビデオカセット360/VC-VHS/1
お年寄りの暮らしと福祉［映像資料］ / NHKエデュケーショナル制作. -- 中央法規出版・ＮＨＫエデュケーショナル
360/VC-VHS/1
寝たきり予防と介護の心がまえ［映像資料］ / 中央法規出版制作・発行. -- 中央法規出版. -- ビデオカセット
360/VC-VHS/1
社会福祉概論［映像資料］ / NHKエデュケーショナル企画・制作. -- NHKエデュケーショナル・中央法規出版
360/VC-VHS/1
ベッドメーキング, 寝たままのシーツ交換, 安楽な体位［映像資料］ / 岡山県社会福祉協議会・岡山県福祉人材センター岡山県
360/VC-VHS/1
医学一般［映像資料］ / NHKエデュケーショナル企画・制作. -- NHKエデュケーショナル・中央法規出版
360/VC-VHS/10
精神保健［映像資料］ / NHKエデュケーショナル企画・制作. -- NHKエデュケーショナル・中央法規出版
360/VC-VHS/11
介護概論［映像資料］ / NHKエデュケーショナル企画・制作. -- NHKエデュケーショナル・中央法規出版
360/VC-VHS/12
介護技術［映像資料］ / NHKエデュケーショナル企画・制作. -- NHKエデュケーショナル・中央法規出版
360/VC-VHS/13
障害形態別介護技術［映像資料］ / NHKエデュケーショナル企画・制作. -- NHKエデュケーショナル・中央法規出版
360/VC-VHS/14
体位変換 [映像資料] / NHKエデュケーショナル制作. -- 中央法規出版. -- ビデオカセット1巻(26分360/VC-VHS/2
障害のある人の暮らしと福祉［映像資料］ / NHKエデュケーショナル制作. -- 中央法規出版・ＮＨＫエデュケーショナル
360/VC-VHS/2
移動の基本［映像資料］ / 中央法規出版制作・発行. -- 中央法規出版. -- ビデオカセット1巻(25分360/VC-VHS/2
老人福祉論［映像資料］ / NHKエデュケーショナル企画・制作. -- NHKエデュケーショナル・中央法規出版
360/VC-VHS/2
おむつの交換, 衣類の交換, 車椅子への移動［映像資料］ / 岡山県社会福祉協議会・岡山県福祉人材センター岡山県老人福祉施
360/VC-VHS/2
移動 [映像資料] / NHKエデュケーショナル制作. -- 中央法規出版. -- ビデオカセット1巻(28分) : VHS,
360/VC-VHS/3
col.. -- (
清潔を保つ［映像資料］ / 中央法規出版制作・発行. -- 中央法規出版. -- ビデオカセット1巻(19分360/VC-VHS/3
障害者福祉論［映像資料］ / NHKエデュケーショナル企画・制作. -- NHKエデュケーショナル・中央法規出版
360/VC-VHS/3
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食事の介助, ベッドでの部分浴[映像資料］ / 岡山県社会福祉協議会・岡山県福祉人材センター岡山県老人福祉施設協議会編集
360/VC-VHS/3
食事 [映像資料] / NHKエデュケーショナル制作. -- 中央法規出版. -- ビデオカセット1巻(22分) : VHS,
360/VC-VHS/4
col.. -- (
食事介護の基本［映像資料］ / 中央法規出版制作・発行. -- 中央法規出版. -- ビデオカセット1巻360/VC-VHS/4
リハビリテーション論［映像資料］ / NHKエデュケーショナル企画・制作. -- NHKエデュケーショナル・中央法規出版
360/VC-VHS/4
排泄 [映像資料] / NHKエデュケーショナル制作. -- 中央法規出版. -- ビデオカセット1巻(30分) : VHS,
360/VC-VHS/5
col.. -- (
福祉用具の活用と暮らしやすい住宅改造［映像資料］ / 中央法規出版制作・発行. -- 中央法規出版
360/VC-VHS/5
社会福祉援助技術［映像資料］ / NHKエデュケーショナル企画・制作. -- NHKエデュケーショナル・中央法規出版
360/VC-VHS/5
清拭・洗髪 [映像資料] / NHKエデュケーショナル制作. -- 中央法規出版. -- ビデオカセット1巻(27360/VC-VHS/6
レクリエーション指導法［映像資料］ / NHKエデュケーショナル企画・制作. -- NHKエデュケーショナル・中央法規出版
360/VC-VHS/6
入浴 [映像資料] / NHKエデュケーショナル制作. -- 中央法規出版. -- ビデオカセット1巻(26分) : VHS,
360/VC-VHS/7
col.. -- (
老人・障害者の心理［映像資料］ / NHKエデュケーショナル企画・制作. -- NHKエデュケーショナル・中央法規出版
360/VC-VHS/7
在宅における介護 [映像資料] / NHKエデュケーショナル制作. -- 中央法規出版. -- ビデオカセット360/VC-VHS/8
施設における介護 [映像資料] / NHKエデュケーショナル制作. -- 中央法規出版. -- ビデオカセット360/VC-VHS/9
賃金実態調査集 : 業種別195社収録. -- 1993年度版. -- 政経研究所, 1993.10. -- 348p, 25cm. -- (賃金四季報
366.42/C
医療と福祉の連携をめざして : 高度先進医療から地域ケアの実践まで / 福崎恒著. -- 金原出版, 1999.3.
369.9/F-- 5, 177p ; 21cm.
社会福祉概論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第4版. -- 中央法規出版, 2006.1. -- v, 308p
369/K/1
:
精神保健 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第3版. -- 中央法規出版, 2006.1. -- iv, 250p : 369/K/10
精神保健 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版第4版. -- 中央法規出版, 2007.1. -- iv, 254p ; 26cm.
369/K/10
-- (
介護概論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第3版. -- 中央法規出版, 2006.1. -- vi, 274p : 369/K/11
介護技術 / 福祉士養成講座編集委員会編集 ; 1, 2. -- 新版, 第3版. -- 中央法規出版, 2006.1. -- 2 1 369/K/12
介護技術 / 福祉士養成講座編集委員会編集 ; 1, 2. -- 新版, 第3版. -- 中央法規出版, 2006.1. -- 2 2 369/K/13
形態別介護技術 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第3版. -- 中央法規出版, 2006.1. -- vi, 380p
369/K/14
:
介護福祉士養成講座 / 福祉士養成講座編集委員会編集 ; 15. -- 新版, 第4版. -- 中央法規出版 15 369/K/15
介護福祉士養成講座 / 福祉士養成講座編集委員会編集 ; 15: 資料編. -- 新版第5版. -- 15: 資料編 369/K/15
老人福祉論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第4版. -- 中央法規出版, 2006.1. -- v, 290p 369/K/2
:
老人福祉論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版第5版. -- 中央法規出版, 2007.1. -- v, 291p ; 369/K/2
26cm. -- (
障害者福祉論 / 小島蓉子編著. -- 建帛社, 1990.4. -- 207p ; 21cm. -- (介護福祉士選書 ; 3).
3 369/K/3
障害者福祉論 / 小島蓉子, 飯田雅子編著. -- 3訂. -- 建帛社, 1997.3. -- x, 227p ; 21cm. -- (
3 369/K/3
障害者福祉論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版第2版. -- 中央法規出版, 2003.2. -- v, 277p369/K/3
; 26cm. -- (
障害者福祉論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第4版. -- 中央法規出版, 2006.1. -- vi, 302p
369/K/3
:
障害者福祉論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版第5版. -- 中央法規出版, 2007.1. -- v, 277p369/K/3
; 26cm. -- (
リハビリテーション概論 / 竹内孝仁編著. -- 建帛社, 1990.5. -- 189p ; 21cm. -- (介護福祉士選書4 369/K/4
リハビリテーション論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版第2版. -- 中央法規出版, 2003.2. 369/K/4
-- iv, 320p ; 26cm. -- (
リハビリテーション論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第4版. -- 中央法規出版, 2006.1.369/K/4
-- iv, 334p :
リハビリテーション論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版第5版. -- 中央法規出版, 2007.1. 369/K/4
-- iv, 332p ; 26cm. -- (
社会福祉援助技術 / 根本博司編. -- 建帛社, 1990.6. -- 274p ; 21cm. -- (介護福祉士選書
5 369/K/5
社会福祉援助技術 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版第2版. -- 中央法規出版, 2003.2. -- v, 369/K/5
295p ; 26cm. -- (
社会福祉援助技術 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第3版. -- 中央法規出版, 2006.1. -- v,369/K/5
297p :
レクリエーション活動援助法 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版第3版. -- 中央法規出版, 2007.1.
369/K/6-- v, 244p ; 26cm. -- (
老人・障害者の心理 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版第3版. -- 中央法規出版, 2007.1. -- 369/K/7
v, 279p ; 26cm. -- (
家政学概論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第4版. -- 中央法規出版, 2006.1. -- iv, 378p369/K/8
:
医学一般 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版第4版. -- 中央法規出版, 2007.1. -- vi, 292p ; 26cm.
369/K/9
-- (
高齢者に対する支援と介護保険制度 / 岡田進一, 橋本正明編著. -- 第2版. -- ミネルヴァ書房, 2013.3.
369/M/11
-- vii, 209p ; 26cm. -- (Min
新・社会福祉学講義 / 杉本敏夫, 宮川数君, 小尾義則編著 ; 加納光子 [ほか] 共著. -- 改訂. -- 西日本法規出版
369/S
初めての社会福祉 / 櫻井慶一著. -- 第4版. -- 学文社, 2006.4. -- 6, 148p ; 21cm.
369/S
社会福祉概論 : その基礎学習のために / 西村昇, 日開野博, 山下正國編著. -- 3訂版. -- 中央法規出版
369/S
社会福祉概論 / 三浦文夫編著 ; 加納武 [ほか] 共著. -- 改訂版. -- 建帛社, 2010.3. -- vii, 194p : 挿図 369/S
社会福祉 / 石田慎二, 山縣文治編著. -- 第2版. -- ミネルヴァ書房, 2012.3. -- ix, 164p ; 21cm. -- (新・プリマーズ
369/S
社会福祉 / 石田慎二, 山縣文治編著. -- 第3版. -- ミネルヴァ書房, 2013.3. -- ix, 169p ; 21cm. -- (新・プリマーズ
369/S
社会福祉概論 : 現代社会と福祉 / 小田兼三, 杉本敏夫編著 ; 小田兼三 [ほか] 執筆. -- 第3版. -- 勁草書房
369/S
社会福祉を学ぶ / 山田美津子, 稲葉光彦編. -- 第3版. -- みらい, 2016.4. -- 242p ; 22cm.
369/S
社会福祉原論 / 岡本民夫, 小林良二, 高田眞真治編著. -- ミネルヴァ書房, 2002.4. -- vi, 205p ; 26cm.
369/S/1
-- (
社会福祉原論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第4版. -- 中央法規出版, 2006.1. -- v, 305p
369/S/1
:
社会福祉原論 / 岡本民夫, 小林良二, 高田眞治編著. -- ミネルヴァ書房, 2007.2. -- vii, 213p : 挿図 ;369/S/1
26cm. -- (
人体の構造と機能及び疾病 : 医学一般. -- 中央法規出版, 2009.3. -- viii, 200p ; 26cm. -- (新・社会福祉士養成講座
369/S/1
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人間の理解 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集. -- 中央法規出版, 2009.1. -- 198p : 挿図 ; 26cm.
369/S/1
-- (
人体の構造と機能及び疾病 : 医学一般 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第2版. -- 中央法規出版
369/S/1
公的扶助論 / 岩田正美, 岡部卓, 杉村宏編著. -- ミネルヴァ書房, 2003.2. -- vii, 189p ; 26cm. -- (社会福祉士養成テキストブック
369/S/10
公的扶助論 / 岩田正美, 岡部卓, 杉村宏編著. -- ミネルヴァ書房, 2007.2. -- vii, 199p : 挿図 ; 26cm.369/S/10
-- (
心理学 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第3版. -- 中央法規出版, 2007.1. -- v, 280p : 挿図
369/S/10
介護総合演習・介護実習 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集. -- 中央法規出版, 2009.1. -- 234p369/S/10
:
福祉行財政と福祉計画 : 社会福祉行財政・福祉計画 / 福祉臨床シリーズ編集委員会編 ; 池村正道責任編集
369/S/10
福祉行財政と福祉計画 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第4版. -- 中央法規出版, 2014.2. 369/S/10
-- v, 250p :
地域福祉論 / 市川一宏, 牧里毎治編著. -- ミネルヴァ書房, 2002.12. -- vii, 227p ; 26cm. -- (社会福祉士養成テキストブック
369/S/11
地域福祉論 / 市川一宏, 牧里毎治編著. -- ミネルヴァ書房, 2007.3. -- vii, 247p : 挿図 ; 26cm. -- (新・社会福祉士養成テキストブ
369/S/11
社会学 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第2版. -- 中央法規出版, 2003.1. -- iv, 247p : 挿図
369/S/11
発達と老化の理解 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集. -- 中央法規出版, 2009.2. -- 236p : 挿図369/S/11
福祉サービスの組織と経営 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第3版. -- 中央法規出版, 2012.2.
369/S/11
-- v, 257p ; 26cm. -- (
介護概論 / 澤田信子, 西村洋子編著. -- 第2版. -- ミネルヴァ書房, 2005.3. -- ix, 202p : 挿図 ; 26cm.369/S/12
-- (
法学 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第3版. -- 中央法規出版, 2006.1. -- iii, 230p : 挿図 369/S/12
介護概論 / 澤田信子, 西村洋子編著. -- ミネルヴァ書房, 2007.3. -- ix, 214p : 挿図 ; 26cm. -- (新・社会福祉士養成テキストブッ
369/S/12
社会保障 / 社会福祉養成講座編集委員会編集. -- 中央法規出版, 2009.3. -- ix, 293p ; 26cm. -- (新・社会福祉士養成講座
369/S/12
認知症の理解 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集. -- 中央法規出版, 2009.1. -- 257p, 図版 [4] p 369/S/12
:
社会保障 : 社会保障制度 社会保障サービス / 福祉臨床シリーズ編集委員会編 ; 阿部裕二責任編集369/S/12
社会保障 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第5版. -- 中央法規出版, 2016.2. -- ix, 328p ; 26cm.
369/S/12
-- (
心理学 / 加藤伸司, 中島健一編著. -- ミネルヴァ書房, 2002.6. -- ix, 244p ; 26cm. -- (社会福祉士養成テキストブック
369/S/13
心理学 / 加藤伸司, 中島健一編著. -- ミネルヴァ書房, 2007.2. -- ix, 246p : 挿図 ; 26cm. -- (新・社会福祉士養成テキストブック
369/S/13
医学一般 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第4版. -- 中央法規出版, 2007.1. -- vi, 300p : 369/S/13
高齢者に対する支援と介護保険制度 : 高齢者福祉論 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 中央法規出版
369/S/13
障害の理解 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集. -- 中央法規出版, 2008.12. -- 247p : 挿図 ; 26cm.
369/S/13
-- (
高齢者に対する支援と介護保険制度 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第5版. -- 中央法規出版
369/S/13
社会学 / 安立清史, 杉岡直人編著. -- ミネルヴァ書房, 2001.11. -- 190p ; 26cm. -- (社会福祉士養成テキストブック
369/S/14
介護概論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第3版. -- 中央法規出版, 2006.1. -- vi, 264p : 369/S/14
社会学 / 安立清史, 杉岡直人編著. -- ミネルヴァ書房, 2007.2. -- vii, 194p : 挿図 ; 26cm. -- (新・社会福祉士養成テキストブック
369/S/14
介護概論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第4版. -- 中央法規出版, 2008.2. -- vi, 266p ; 26cm.
369/S/14
-- (
こころとからだのしくみ / 介護福祉士養成講座編集委員会編集. -- 中央法規出版, 2009.1. -- 242p,369/S/14
こころとからだのしくみ / 介護福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第2版. -- 中央法規出版, 2010.2.
369/S/14
-- 274p,
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第5版. -- 中央法規出版
369/S/14
法学 / 釜田泰介編著 ; 井上徹也 [ほか] 共著. -- ミネルヴァ書房, 2003.11. -- x, 259p ; 26cm. -- (社会福祉士養成テキストブック
369/S/15
法学 / 釜田泰介編著 ; 井上徹也 [ほか] 共著. -- ミネルヴァ書房, 2007.3. -- x, 264p ; 26cm. -- (新・社会福祉士養成テキストブッ
369/S/15
社会福祉援助技術演習 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第2版. -- 中央法規出版, 2005.1.369/S/15
-- viii, 260p :
新・介護福祉士養成講座 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 ; 15 資料編. -- 中央法規出版
15 資料編 369/S/15
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 : 児童・家庭福祉制度児童・家庭福祉サービス /369/S/15
医療的ケア / 介護福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第2版. -- 中央法規出版, 2014.2. -- 283p, 図版
369/S/15
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第6版. 369/S/15
-医学一般 / 黒田研二, 竹内孝仁編著. -- ミネルヴァ書房, 2001.12. -- vii, 219p ; 26cm. -- (社会福祉士養成テキストブック
369/S/16
資料編 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第4版. -- 中央法規出版, 2006.1. -- iii, 514p : 挿図
369/S/16
医学一般 / 黒田研二, 竹内孝仁編著. -- ミネルヴァ書房, 2007.2. -- vii, 227p : 挿図 ; 26cm. -- (新・社会福祉士養成テキストブッ
369/S/16
資料編 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第5版. -- 中央法規出版, 2007.1. -- iii, 546p : 挿図
369/S/16
低所得者に対する支援と生活保護制度 : 公的扶助論 / 社会福祉養成講座編集委員会編集. -- 中央法規出版
369/S/16
新・介護福祉士養成講座 / 介護福祉士養成講座編集委員会編 ; 16 資料編. -- 第7版. --16 資料編 369/S/16
低所得者に対する支援と生活保護制度 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第4版. -- 中央法規出版
369/S/16
保健医療サービス / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第4版. -- 中央法規出版, 2014.2. -- vi,369/S/17
246p ; 26cm. -- (
就労支援サービス / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第3版. -- 中央法規出版, 2013.2. -- iv,369/S/18
160p :
就労支援サービス : 雇用支援雇用政策 / 福祉臨床シリーズ編集委員会編 ; 桐原宏行責任編集. -- 第
369/S/18
権利擁護と成年後見制度 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第3版. -- 中央法規出版, 2012.2.
369/S/19
-- vi, 238p :
社会福祉援助技術論 / 北島英治, 白澤政和, 米本秀仁編著 ; 上, 下. -- ミネルヴァ書房 上
369/S/2
老人福祉論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第4版. -- 中央法規出版, 2006.1. -- vi, 327p369/S/2
:
社会福祉援助技術論 / 北島英治, 白澤政和, 米本秀仁編著 ; 上, 下. -- ミネルヴァ書房 上
369/S/2
老人福祉論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第5版. -- 中央法規出版, 2007.1. -- vi, 333p369/S/2
:
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心理学理論と心理的支援 : 心理学. -- 中央法規出版, 2009.2. -- vii, 198p ; 26cm. -- (新・社会福祉士養成講座
369/S/2
社会と制度の理解 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集. -- 中央法規出版, 2009.1. -- 307p : 挿図369/S/2
心理学理論と心理的支援 : 心理学 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第2版. -- 中央法規出版
369/S/2
更生保護制度 / 社会福祉養成講座編集委員会編集. -- 中央法規出版, 2009.1. -- v, 129p ; 26cm. -- (369/S/20
更生保護制度 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第3版. -- 中央法規出版, 2014.2. -- v, 153p369/S/20
:
現代社会と福祉 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第7版. -- 全国社会福祉協議会, 2016.2.
369/S/2016-1
-- xii, 336p ; 26cm. -- (
相談援助の理論と方法就労支援サービス / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第7版. -- 369/S/2016-10
心理学 : 心理学理論と心理的支援 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第7版. -- 全国社会福祉協議会
369/S/2016-11
社会学 : 社会理論と社会システム社会調査の基礎 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第
369/S/2016-12
法学 : 権利擁護と成年後見制度更生保護制度 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第7版369/S/2016-13
医学一般 : 人体の構造と機能及び疾病保健医療サービス / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -369/S/2016-14
介護概論 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第7版. -- 全国社会福祉協議会, 2016.2. -- 369/S/2016-15
xi, 277p ; 26cm. -- (
学びを深める福祉キーワード集 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第5版. -- 全国社会福祉協議会
369/S/2016-16
福祉行財政と福祉計画福祉サービスの組織と経営 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第
369/S/2016-2
老人福祉論 : 高齢者に対する支援と介護保険制度 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第
369/S/2016-3
障害者福祉論 : 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編369/S/2016-4
児童家庭福祉論 : 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編
369/S/2016-5
社会保障論 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第7版. -- 全国社会福祉協議会, 2016.2. 369/S/2016-6
-- x, 296p ; 26cm. -- (
公的扶助論 : 低所得者に対する支援と生活保護制度 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第
369/S/2016-7
地域福祉論 : 地域福祉の理論と方法 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第7版. -- 全国社会福祉協議会
369/S/2016-8
相談援助の基盤と専門職相談援助の理論と方法 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第369/S/2016-9
現代社会と福祉 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第8版. -- 全国社会福祉協議会, 2017.2.
369/S/2017-1
-- xii, 338p ; 26cm. -- (
相談援助の理論と方法就労支援サービス / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第8版. -- 369/S/2017-10
心理学 : 心理学理論と心理的支援 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第8版. -- 全国社会福祉協議会
369/S/2017-11
社会学 : 社会理論と社会システム社会調査の基礎 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第
369/S/2017-12
法学 : 権利擁護と成年後見制度更生保護制度 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第8版369/S/2017-13
医学一般 : 人体の構造と機能及び疾病保健医療サービス / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -369/S/2017-14
介護概論 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第8版. -- 全国社会福祉協議会, 2017.3. -- 369/S/2017-15
x, 293p ; 26cm. -- (
学びを深める福祉キーワード集 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第6版. -- 全国社会福祉協議会
369/S/2017-16
福祉行財政と福祉計画福祉サービスの組織と経営 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第
369/S/2017-2
老人福祉論 : 高齢者に対する支援と介護保険制度 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第
369/S/2017-3
障害者福祉論 : 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編369/S/2017-4
児童家庭福祉論 : 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編
369/S/2017-5
社会保障論 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第8版. -- 全国社会福祉協議会, 2017.2. 369/S/2017-6
-- x, 303p ; 26cm. -- (
公的扶助論 : 低所得者に対する支援と生活保護制度 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第
369/S/2017-7
地域福祉論 : 地域福祉の理論と方法 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第8版. -- 全国社会福祉協議会
369/S/2017-8
相談援助の基盤と専門職相談援助の理論と方法 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第369/S/2017-9
現代社会と福祉 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第9版. -- 全国社会福祉協議会, 2018.2.
369/S/2018-1
-- xii, 343p ; 26cm. -- (
相談援助の理論と方法就労支援サービス / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第9版. -- 369/S/2018-10
心理学 : 心理学理論と心理的支援 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第9版. -- 全国社会福祉協議会
369/S/2018-11
社会学 : 社会理論と社会システム社会調査の基礎 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第
369/S/2018-12
法学 : 権利擁護と成年後見制度更生保護制度 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第9版369/S/2018-13
医学一般 : 人体の構造と機能及び疾病保健医療サービス / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -369/S/2018-14
介護概論 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第9版. -- 全国社会福祉協議会, 2018.2. -- 369/S/2018-15
x, 295p ; 26cm. -- (
学びを深める福祉キーワード集 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第7版. -- 全国社会福祉協議会
369/S/2018-16
福祉行財政と福祉計画福祉サービスの組織と経営 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第
369/S/2018-2
老人福祉論 : 高齢者に対する支援と介護保険制度 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第
369/S/2018-3
障害者福祉論 : 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編369/S/2018-4
児童家庭福祉論 : 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編
369/S/2018-5
社会保障論 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第9版. -- 全国社会福祉協議会, 2018.2. 369/S/2018-6
-- x, 313p ; 26cm. -- (
公的扶助論 : 低所得者に対する支援と生活保護制度 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第
369/S/2018-7
地域福祉論 : 地域福祉の理論と方法 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第9版. -- 全国社会福祉協議会
369/S/2018-8
相談援助の基盤と専門職相談援助の理論と方法 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編. -- 改訂第369/S/2018-9
相談援助演習 : ソーシャルワーク演習 / 福祉臨床シリーズ編集委員会編 ; 秋山博介, 谷川和昭, 柳沢孝主責任編集
369/S/21
新・社会福祉士養成講座 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集 ; 21: 資料編. -- 第9版21: 資料編 369/S/21
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巻冊次等／製本巻号
請求記号

障害者福祉論 / 手塚直樹, 加藤博臣編. -- 第4版. -- ミネルヴァ書房, 1997.4. -- x, 225p ; 26cm. -- ( 369/S/3
障害者福祉論 / 手塚直樹, 加藤博臣編. -- ミネルヴァ書房, 2001.5. -- 12, 256p ; 26cm. -- (新・セミナー介護福祉
369/S/3
障害者福祉論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版. -- 中央法規出版, 2001.3. -- vii, 369p ; 26cm.
369/S/3
-- (
社会福祉援助技術論 / 北島英治, 白澤政和, 米本秀仁編著 ; 上, 下. -- ミネルヴァ書房 下
369/S/3
障害者福祉論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第4版. -- 中央法規出版, 2006.1. -- vii, 399p
369/S/3
:
社会福祉援助技術論 / 北島英治, 白澤政和, 米本秀仁編著 ; 上, 下. -- ミネルヴァ書房 下
369/S/3
障害者福祉論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第5版. -- 中央法規出版, 2007.1. -- vii, 378p
369/S/3
:
介護の基本 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 ; 1, 2. -- 中央法規出版, 2009. -- 2冊
1 369/S/3
社会理論と社会システム : 社会学 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 中央法規出版, 2009.3.
369/S/3
-- iv, 219p ; 26cm. -- (
社会理論と社会システム : 社会学 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第2版. -- 中央法規出版
369/S/3
リハビリテーションの理論と実際 / 上田敏編. -- ミネルヴァ書房, 2002.2. -- 11,191p ; 26cm. -- (新・セミナー介護福祉
369/S/4
児童福祉論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版. -- 中央法規出版, 2001.3. -- iv, 274p ; 26cm.369/S/4
-- (
社会福祉援助技術演習 / 黒木保博, 白澤政和, 牧里毎治編著. -- ミネルヴァ書房, 2003.7. -- viii, 221p
369/S/4
; 26cm. -- (
社会福祉援助技術演習 / 黒木保博, 白澤政和, 牧里毎治編著. -- ミネルヴァ書房, 2007.2. -- viii, 221p
369/S/4
:
児童福祉論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第4版. -- 中央法規出版, 2007.1. -- iv, 310p369/S/4
:
介護の基本 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集 ; 1, 2. -- 中央法規出版, 2009. -- 2冊
2 369/S/4
現代社会と福祉 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第3版. -- 中央法規出版, 2012.2. -- ix, 353p
369/S/4
; 26cm. -- (
社会福祉援助技術現場実習指導・現場実習 / 福山和女, 米本秀仁編著. -- ミネルヴァ書房, 2002.2.369/S/5
-- x, 203p ; 26cm. -- (
社会保障論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第4版. -- 中央法規出版, 2006.1. -- iv, 342p369/S/5
:
社会福祉援助技術現場実習指導・現場実習 / 福山和女, 米本秀仁編著. -- ミネルヴァ書房, 2007.2.369/S/5
-- x, 213p ; 26cm. -- (
社会保障論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第5版. -- 中央法規出版, 2007.1. -- iv, 354p369/S/5
:
コミュニケーション技術 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集. -- 中央法規出版, 2009.1. -- 223p369/S/5
:
社会調査の基礎 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第2版. -- 中央法規出版, 2010.2. -- iv, 173p
369/S/5
:
社会調査の基礎 : 社会調査 社会福祉調査 / 福祉臨床シリーズ編集委員会編 ; 宮本和彦, 梶原隆之369/S/5
老人福祉論 / 白澤政和, 中野いく子編著. -- 第2版. -- ミネルヴァ書房, 2005.3. -- xi, 247p : 挿図 ; 26cm.
369/S/6
-- (
子ども家庭福祉とソーシャルワーク : 児童福祉論 / 高橋重宏, 山縣文治, 才村純編. -- 第2版. -- 有斐閣
369/S/6
公的扶助論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第4版. -- 中央法規出版, 2006.1. -- v, 258p 369/S/6
:
老人福祉論 / 白澤政和, 中野いく子編著. -- ミネルヴァ書房, 2007.3. -- x, 263p : 挿図 ; 26cm. -- (新・社会福祉士養成テキストブ
369/S/6
公的扶助論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第5版. -- 中央法規出版, 2007.1. -- v, 258p 369/S/6
:
生活支援技術 / 介護福祉士養成講座編集委員会編 ; 1, 2, 3. -- 中央法規出版, 2009.2. -- 3
1 369/S/6
相談援助の基盤と専門職 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第2版. -- 中央法規出版, 2010.2.
369/S/6
-- vi, 243p :
相談援助の基盤と専門職 : ソーシャルワーク / 福祉臨床シリーズ編集委員会編 ; 柳沢孝主, 坂野憲司責任編集
369/S/6
障害者福祉論 / 小澤温, 北野誠一編著. -- ミネルヴァ書房, 2002.3. -- vi, 242p ; 26cm. -- (社会福祉士養成テキストブック
369/S/7
地域福祉論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第3版. -- 中央法規出版, 2006.1. -- v, 304p 369/S/7
:
障害者福祉論 / 小澤温, 北野誠一編著. -- ミネルヴァ書房, 2007.4. -- vii, 267p : 挿図 ; 26cm. -- (新・社会福祉士養成テキストブ
369/S/7
地域福祉論 / 福祉士養成講座編集委員会編集. -- 新版, 第4版. -- 中央法規出版, 2007.1. -- v, 307p 369/S/7
:
生活支援技術 / 介護福祉士養成講座編集委員会編 ; 1, 2, 3. -- 中央法規出版, 2009.2. -- 3
2 369/S/7
相談援助の理論と方法 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集 ; 1, 2. -- 中央法規出版
1 369/S/7
相談援助の理論と方法 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集 ; 1, 2. -- 第2版. -- 中央法規出版 1 369/S/7
生活支援技術 / 介護福祉士養成講座編集委員会編 ; 1, 2, 3. -- 第2版. -- 中央法規出版
2 369/S/7
児童福祉論 / 松原康雄, 山縣文治編著. -- 第2版. -- ミネルヴァ書房, 2003.11. -- vii, 216p ; 26cm. --369/S/8
(
社会福祉援助技術論 / 福祉士養成講座編集委員会編集 ; 1, 2. -- 新版, 第3版. -- 中央法規出版 1 369/S/8
児童福祉論 / 松原康雄, 山縣文治編著. -- ミネルヴァ書房, 2007.2. -- vii, 228p : 挿図 ; 26cm. -- (新・社会福祉士養成テキストブ
369/S/8
生活支援技術 / 介護福祉士養成講座編集委員会編 ; 1, 2, 3. -- 中央法規出版, 2009.2. -- 3
3 369/S/8
相談援助の理論と方法 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集 ; 1, 2. -- 中央法規出版
2 369/S/8
相談援助の理論と方法 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集 ; 1, 2. -- 第2版. -- 中央法規出版 2 369/S/8
社会保障論 / 広井良典, 山崎泰彦編著. -- 第3版. -- ミネルヴァ書房, 2005.3. -- vii, 249p ; 26cm. -- (369/S/9
社会福祉援助技術論 / 福祉士養成講座編集委員会編集 ; 1, 2. -- 新版, 第3版. -- 中央法規出版 2 369/S/9
社会保障論 / 広井良典, 山崎泰彦編著. -- ミネルヴァ書房, 2007.2. -- viii, 267p : 挿図 ; 26cm. -- (新・社会福祉士養成テキストブ
369/S/9
社会福祉援助技術論 / 福祉士養成講座編集委員会編集 ; 2. -- 新版, 第4版. -- 中央法規出版
2 369/S/9
介護過程 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集. -- 中央法規出版, 2009.1. -- 269p : 挿図 ; 26cm. --369/S/9
(
地域福祉の理論と方法 : 地域福祉論 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 中央法規出版, 2009.3.
369/S/9
-- ix, 301p ; 26cm. -- (
地域福祉の理論と方法 : 地域福祉論 / 社会福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第2版. -- 中央法規出版
369/S/9
介護過程 / 介護福祉士養成講座編集委員会編集. -- 第2版. -- 中央法規出版, 2011.2. -- 278p : 挿図369/S/9
わかりやすく役に立つ介護専門用語集 / 教材開発委員会専門用語編集部会編. -- 改訂版. -- 介護労働安定センター
369/W
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よくわかる社会福祉 / 山縣文治, 岡田忠克編. -- 第8版. -- ミネルヴァ書房, 2010.3. -- v, 230p : 挿図
369/Y
The handbook of school psychology / editors, Terry B. Gutkin, Cecil R. Reynolds. -- 2nd ed. -- Wiley,
371.4/H
c1990. -- xviii, 1056, I1-I44
Handbook of pediatric psychology / edited by Donald K. Routh. -- Guilford Press, c1988. -- viii, 612
371.45/H
p. ; 26 cm.
学校保健活動 / 船川幡夫,高石昌弘編. -- 杏林書院, 1981.3. -- 2,9,xiii,233p ; 21cm. -- (学校保健シリーズ
374.908/G/3
新しい教材生物の研究 : 飼育培養から観察実験まで / 山田卓三, 山極隆編. -- 講談社, 1980.4. -- 279p
375.42/A
; 22cm.
土をどう教えるか : 新たな環境教育教材 / 日本土壌肥料学会土壌教育委員会編. -- 古今書院, 1998.6.
375.42/T
-- vi, 118p ; 26cm.
図解実験観察大事典 / 船元重春 [ほか] 編集 ; 化学 - 生物. -- 第2版. -- 東京書籍, 1985-.
生物
-- 4
375.42/Z
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 1-- 1年[テキスト
375.893/T/1
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 1-- CD1
375.893/T/1-1
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 1-- CD10
375.893/T/1-10
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 1-- CD2
375.893/T/1-2
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 1-- CD3
375.893/T/1-3
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 1-- CD4
375.893/T/1-4
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 1-- CD5
375.893/T/1-5
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 1-- CD6
375.893/T/1-6
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 1-- CD7
375.893/T/1-7
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 1-- CD8
375.893/T/1-8
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 1-- CD9
375.893/T/1-9
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 2-- 2年[テキスト
375.893/T/2
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 2-- CD1
375.893/T/2-1
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 2-- CD10
375.893/T/2-10
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 2-- CD2
375.893/T/2-2
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 2-- CD3
375.893/T/2-3
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 2-- CD4
375.893/T/2-4
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 2-- CD5
375.893/T/2-5
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 2-- CD6
375.893/T/2-6
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 2-- CD7
375.893/T/2-7
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 2-- CD8
375.893/T/2-8
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 2-- CD9
375.893/T/2-9
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 3-- 3年[テキスト
375.893/T/3
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 3-- CD1
375.893/T/3-1
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 3-- CD10
375.893/T/3-10
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 3-- CD2
375.893/T/3-2
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 3-- CD3
375.893/T/3-3
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 3-- CD4
375.893/T/3-4
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 3-- CD5
375.893/T/3-5
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 3-- CD6
375.893/T/3-6
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 3-- CD7
375.893/T/3-7
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 3-- CD8
375.893/T/3-8
Total English : 学校用CD ; 1 1年[テキスト] - 3 CD10. -- New ed. -- 学校図書, [2012]. 3-- CD9
375.893/T/3-9
Mainstream / 安藤昭一[ほか]著 ; 2. -- 2版. -- 増進堂, 1991. -- 227p ; 21cm. -- (The new comprehensive
2 375.894/M
English course).
くわしい理科 : 1分野2分野 / 鳥塚一男, 古谷庫造編著 ; 中学1年, 中学2年, 中学3年. --中学1年
375.9423/K
くわしい理科 : 1分野2分野 / 鳥塚一男, 古谷庫造編著 ; 中学1年, 中学2年, 中学3年. --中学2年
375.9423/K
くわしい理科 : 1分野2分野 / 鳥塚一男, 古谷庫造編著 ; 中学1年, 中学2年, 中学3年. --中学3年
375.9423/K
解明物理 / 池本義夫, 永田恒夫共著 ; 1, 2. -- 改訂版. -- 文英堂, 1981. -- 2冊 ; 22cm. -- (
1 375.9424/I
解明物理 / 池本義夫, 永田恒夫共著 ; 1, 2. -- 改訂版. -- 文英堂, 1981. -- 2冊 ; 22cm. -- (
2 375.9424/I
解明化学 / 渡辺慶一, 堀一男共著 ; 1, 2. -- 改訂版. -- 文英堂, 1981. -- 2冊 ; 22cm. -- (シグマベスト
1 375.9434/W
解明化学 / 渡辺慶一, 堀一男共著 ; 1, 2. -- 改訂版. -- 文英堂, 1981. -- 2冊 ; 22cm. -- (シグマベスト
2 375.9434/W
解明生物 / 植田利喜造, 鈴木恕共著 ; 1, 2. -- 改訂版. -- 文英堂, 1981. -- 2冊 ; 22cm. -- (
1 375.9464/U
解明生物 / 植田利喜造, 鈴木恕共著 ; 1, 2. -- 改訂版. -- 文英堂, 1981. -- 2冊 ; 22cm. -- (
2 375.9464/U
頭と手と足で学ぶ平和・環境教材集 / 関根一昭編 ; [正], 続. -- 平和文化, 1996.5-1999.8.
続 -- 2
375/A/2
拇指内向 : 子どもの足があぶない / 原田碩三著. -- 黎明書房, 1985.5. -- 257p ; 19cm. -- (発達シリーズ
376.14/H
短期大学の"改組転換" : その計画と実際 : 学科改組,4大化への"リモデル"化の手法 : 教学理念,教員組織
377.3/T
序篇 / 礪波護 [ほか] 訳. -- 思索社, 1974.7. -- xxii, 359p : 図 ; 26cm. -- (中國の科學と文明
第1巻:序篇 402.22/N
数学 / 芝原茂 [ほか] 訳. -- 思索社, 1975.12. -- xv, 208p : 図版1枚 ; 25cm. -- (中國の科學と文明 / ジョゼフ・ニーダム著
402.22/N
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ライナス ポーリング : その実像と業績 / Anthony Serafini著 ; 加藤郁之進監訳. -- 宝酒造, 1994.9. 402.53/S
-- xviii, 315p,
医学思想と人間 / 川喜田愛郎 [ほか] 執筆. -- 朝倉書店, 1979.9. -- 224, ixp ; 21cm. -- (知の革命史 /402/C
科学の限界 / P.B.メダウォー著 ; 加藤珪訳. -- 地人書館, 1987.8. -- 164p ; 20cm. -- (地人選書 ; 27).404/M
理科年表をおもしろくする本 / 宇野正宏 [ほか] 著. -- 丸善, 1999.3. -- vi, 117p ; 19cm. -- (理科年表読本
404/R
How to write and publish a scientific paper / Robert A. Day ; : pbk. -- 2nd ed.. -- ISI Press, c1983. 407/D
-- xv, 181 p. : ill. ; 24 cm. -- (T
文部省特定研究科学教育実験観察教材教具 / 芦葉浪久編集. -- 東京書籍, 1978.2. -- 975p ; 27cm. 407/M
手ぎわよい科学論文の仕上げ方 : (付)初心者べからず集 / 田中潔著. -- 第2版. -- 共立出版, 1994.1.407/T
-- ix, 190p :
新微分方程式対話 : 固有値を軸として / 笠原晧司著. -- 現代数学社, 1970. -- 167p ; 22cm. -- (数学リーブル
410.8/S
数理物理入門 / 高橋哲郎著. -- 現代数学社, 1972.2. -- 234p ; 22cm. -- (数学リーブル ; 6).
410.8/S
平面・球面 三角法 / 穂刈四三二著 . 整数論 / 稲葉栄次著. -- 共立出版, 1956.11. -- 135,81p ; 22cm.
410.8/S
-- (
パソコンらくらく数学 : 会話式数学ソフトSpeakeasyで楽しく学ぶ / 新村秀一著 ; [本冊
[本冊]
410/S
多変量解析のはなし / 有馬哲, 石村貞夫共著. -- 東京図書, 1987.10. -- ix, 320p ; 19cm.
417.5/A
グラフ統計のはなし / 石村貞夫著. -- 東京図書, 1995.10. -- xi, 322p ; 19cm.
417.5/I
すぐわかる多変量解析 / 石村貞夫著. -- 東京図書, 1992.10. -- x, 201p ; 21cm.
417.5/I
分散分析のはなし / 石村貞夫著. -- 東京図書, 1992.2. -- viii, 373p : 挿図 ; 19cm.
417.7/I
実験計画法 / 田口玄一著 ; 上, 下. -- 第3版. -- 丸善, 1976.12-1977.8. -- 2冊 ; 22cm. 上
417.7/T
実験計画法 / 田口玄一著 ; 上, 下. -- 第3版. -- 丸善, 1976.12-1977.8. -- 2冊 ; 22cm. 下
417.7/T
統計解析のはなし / 石村貞夫著. -- 東京図書, 1989.4. -- xii, 340p ; 19cm.
417/I
統計解析のはなし / 石村貞夫著. -- 東京図書, 1989.4. -- xii, 340p ; 19cm.
417/I
Excelでやさしく学ぶアンケート処理 / 加藤千恵子, 石村貞夫著. -- 東京図書, 2003.6. -- xiv, 216p 417/K
; 21×19cm.
統計学入門 / 東京大学教養学部統計学教室編. -- 東京大学出版会, 1991.7. -- xv, 307p : 挿図 ; 21cm.
417/K
-- (
SPSS完全活用法 : データの入力と加工 / 酒井麻衣子著. -- 第2版. -- 東京図書, 2005.7. -- 233p : 挿図
417/S
物理学とは何だろうか / 朝永振一郎著 ; 上, 下. -- 岩波書店, 1979.5-1979.11. -- 2冊 ; 上
18cm. -- ( 420.2/T/1
物理学とは何だろうか / 朝永振一郎著 ; 上, 下. -- 岩波書店, 1979.5-1979.11. -- 2冊 ; 下
18cm. -- ( 420.2/T/2
統計物理学 / ビラース, ベネディック共著 ; 松原武生訳 ; 上, 下. -- 吉岡書店, 1980.10-11.
上 -- 2
420/B/2A
統計物理学 / ビラース, ベネディック共著 ; 松原武生訳 ; 上, 下. -- 吉岡書店, 1980.10-11.
下 -- 2
420/B/2B
大学教養物理学 / 三輪光雄編. -- 森北出版, 1956. -- 248p ; 22cm.
420/D
試薬便覧 / 上野景平,今村寿明共著. -- 南江堂, 1983.6. -- 436p ; 22cm.
433.07/U
最新ガスクロマトグラフィー : 基礎と応用 / 舟阪渡, 池川信夫編集 ; 1 基礎編 - 4. -- 2 応用編
433.4/S
高速液体クロマトグラフィー / L. R. Snyder, J. J. Kirkland著 ; 小島次雄 [ほか] 訳. -- 東京化学同人
433.4/S
地図のファンタジア / 尾崎幸男著. -- 文芸春秋, 1978.12. -- 261p ; 20cm.
448.9/O
地図入門 : 地形図からナショナルアトラスまで / 高崎正義著. -- 日本放送出版協会, 1976.10. -- 247p
448.9/T
; 19cm. -- (NHK
なぜ地球は人が住める星になったか? : 現代宇宙科学への招待 / W.S.ブロッカー著 ; 齋藤馨児訳 450/B
地球進化論 / 松井孝典著. -- 岩波書店, 1988.8. -- 147p ; 19cm. -- (New science age ; 34).
450/M
先生、地震だ! / 田中二郎〔ほか〕編. -- どうぶつ社, 1985.5. -- 181p ; 20cm. -- (自然誌選書).
453.212/S
青森の自然をたずねて / 青森県地学教育研究会編著. -- 新訂版. -- 築地書館, 2003.10. -- 227p, 図版
455.121/A
草を手にした肖像画 / 上野益三著. -- 八坂書房, 1986.6. -- 300p ; 20cm.
460.21/U
宇宙生物学 : 銀河系のかなたに友を求めて / 大島泰郎著. -- 光文社, 1977.8. -- 278p ; 18cm. -- (カッパ・ブックス
460.4/O
生物観察実験ハンドブック / 今堀宏三, 山極隆, 山田卓三編集. -- 朝倉書店, 1985.12. -- x, 423p ; 22cm.
460.7/S
Cryotechniques in biological electron microscopy / edited by Rudolf A. Steinbrecht and
:Germany
Karl Zierold
460.72/C
; :U.S., :Germany. -- Springe
電子顕微鏡でみるミクロの世界 / 日本電子顕微鏡学会編 ; 生物編. -- 学際企画, 1995.11.
生物編
-- 306p ;460.72/D
27cm.
The encyclopedia of microscopy and microtechnique / edited by Peter Gray. -- Van Nostrand Reinhold,
460.72/E
c1973. -- xi, 638 p. : ill.
A colour atlas of histological staining techniques / [by] Arthur Smith, John Bruton. -- Wolfe Medical,
460.72/S
1977. -- 192 p. : ill. (chiefly c
面白い生物学の世界 : 生命の科学と神秘をさぐる / イゴリ・アキムシキン著 ; 浦川瓔子訳. -- 白揚社
460/A
生物学のすすめ / 黒田洋一郎, 馬渕一誠編. -- 筑摩書房, 1997.7. -- xiii, 205p, 図1枚 ; 19cm. -- (21世紀学問のすすめ
460/S
身近な生命科学を知る / 土屋隆英著. -- 丸善, 1996.6. -- iv, 116p ; 19cm.
460/T
生物学におけるダイナミカルシステムの理論 / ロバート・ローゼン著 ; 山口昌哉 [ほか] 訳. -- 産業図書
461.2/R
バイオアッセー(生物定量法) : その医学生物学領域での適用 / 黒川正身 [ほか] 著. -- 近代出版, 1978.1.
461.4/K
-- 5, iii, 303, 38p ; 27cm
生物学的定量法の実際 / 冨澤攝夫, 暮部勝共著. -- 改訂版. -- 廣川書店, 1972.2. -- 152p ; 22 cm. 461.4/T
いのちを考える : 大阪大学開放講座より / 三輪正 [ほか] 著. -- メディカル葵出版, 1983.8. -- vi, 386p
461/I
; 21cm.
発生 : そのメカニズム / J.D.イバート著 ; 岡田瑛, 岡田節人訳. -- 岩波書店, 1967.8. -- vii, 286p : 図463.8/E
卵から親へ : 生命体の発生 : 講演集 / 第6回「大学と科学」公開シンポジウム組織委員会 編. -- クバプロ
463.8/T
組織細胞化学の最新技術 / 濱島義博,藤田哲也編. -- 日本組織細胞化学会, 1977. -- 181p : 図 ; 22cm.
463/S
酵素ハンドブック / 赤堀四郎監修. -- 朝倉書店, 1966.4. -- v, 803p ; 22cm.
464.503/K
カラー生化学 / マシューズ, ホルダ, アハーン著 ; 清水孝雄 [ほか] 監訳 ; 相内敏弘 [ほか] 訳. -- 西村書店
464/B
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Principles of biochemistry / Albert L. Lehninger. -- Worth Publishers, c1982. -- xxiv, 1011 p. : ill. ; 27
464/L
cm.
遺伝子操作技術入門 : 生命への挑戦 / 池田庸之助著. -- 工業調査会, 1980.8. -- 168p ; 19cm. -- (K 467.2/I
books ; 8).
遺伝子工学の基礎 / 野島博著. -- 東京化学同人, 1996.4. -- xi, 328p ; 22cm.
467.2/N
Mechanisms of morphological evolution : a combined genetic, developmental, and ecological approach
467.5/A
/ Wallace Arthur. -- Wile
新・進化論 : 自然淘汰では説明できない! / ロバート・オークローズ, ジョージ・スタンチュー著467.5/A
進化と人間行動 / 長谷川寿一, 長谷川眞理子著. -- 東京大学出版会, 2000.4. -- vii, 291p ; 21cm. 467.5/H
神を殺した男 : ダーウィン革命と世紀末 / 丹治愛著. -- 講談社, 1994.4. -- 285p ; 19cm. -- (講談社選書メチエ
467.5/T
遺伝工学の時代 : 誰が神に代りうるか / T.ハワード, J.リフキン著 ; 磯野直秀訳. -- 岩波書店, 1979.3.
467/H
-- xiii, 298, 24p ; 19cm. -海岸動物の生態と観察 / 鳥海衷著. -- 築地書館, 1975. -- 136p ; 23cm. -- (生態と観察シリーズ ; 3).468.08/S
顔 : 顔・表情・化粧の文化史 / 大和勇三著. -- 池田書店, 1955.12. -- 197,4p ; 18cm.
469.43/Y
私たちはどこから来たのか : 日本人を科学する / 隈元浩彦著. -- 毎日新聞社, 1998.6. -- 251p ; 19cm.
469.6/K
江東区の野草 / 東京都江東区総務部広報秘書室編 ; [正], 続, 続続. -- 東京都江東区総務部広報秘書室
[正]
472.136/K/1
江東区の野草 / 東京都江東区総務部広報秘書室編 ; [正], 続, 続続. -- 東京都江東区総務部広報秘書室
続
472.136/K/2
組織分化とホルモン : 新しい実験形態学の展開 / 新井康允, 平野哲也編. -- 学会出版センター, 1984.2.
481.1/S
-- 184p ; 21cm.
Allgemeine und vergleichende Embryologie der Tiere : ein Lehrbuch / Pio Fioroni ; : gw,
: gw: us. -- Springer,
481.2/F c1987. -- xii, 429 p. : i
Comparative animal biochemistry / Klaus Urich ; translated from German by Patrick J. King ; : gw,481.4/U
: us. -- Springer-Verlag, c199
無脊椎動物採集・飼育・実験法 : (図譜・分類表) / 佐藤隼夫, 伊藤猛夫著. -- 北隆館, 1961.11. -- 4,483.07/S
16, 446p :
日本の蝶 : カラー / 小檜山賢二 [ほか] 著 ; [正], 続. -- 山と渓谷社, 1971-1972. -- 2冊( [正]
486.8038/K
硬組織の起源と進化 : 分子レベルから骨格系までの形態と機能 / L.B.ホールステド著 ; 後藤仁敏 487/H
Vertebrate blood cells / edited by A.F. Rowley & N.A. Ratcliffe. -- Cambridge University Press, 1988.
487/V
-- 444 p. : ill. ; 25 cm.
人間の性はどこから来たのか / 榎本知郎著. -- 平凡社, 1994.3. -- 228p ; 20cm. -- (平凡社・自然叢書
489.9/E
日本哺乳動物図説 / 今泉吉典著 ; 上巻. -- 新思潮社, 1970. -- 冊 : 挿図 ; 27cm.
上巻
489/I
行動科学と医療 / 長谷川浩, 宗像恒次編集責任. -- 弘文堂, 1991.11. -- vi, 293p ; 22cm. -- (講座人間と医療を考える
490.1/K
宗教学と医療 / 黒岩卓夫編集責任. -- 弘文堂, 1991.10. -- v, 237p ; 22cm. -- (講座人間と医療を考える
490.1/K
ヒポクラテスの西洋医学序説 / ヒポクラテス原典 ; 常石敬一訳・解説. -- 小学館, 1996.8. -- 251p490.11/H
; 20cm. -- (
インフォームド・コンセント実践学 : より良き「医師-患者」関係のすすめ / 浅井賢著. -- メジカルビュー社
490.14/A
メディカル・インタビューマニュアル : 医師の本領を生かすコミュニケーション技法 / 福井次矢監修
490.14/F
インフォームドコンセントの基本と実際 / 岩永剛, 正岡徹編. -- 医薬ジャーナル社, 1997.4. -- 263p
490.14/I
; 21cm.
生と死の医療 / 河野友信, 河野博臣編. -- 朝倉書店, 1985.5. -- 271p ; 22cm.
490.14/S
医の倫理 / クレール・アンブロセリ著 ; 中川米造訳. -- 白水社, 1993.1. -- 148, ivp ; 18cm. -- (文庫クセジュ
490.15/A
医療倫理学 : 医師の倫理的責任 / Tom L. Beauchamp, Laurence B. McCullough[著] ; 宗像恒次, 山崎久美子監訳
490.15/B
医の倫理 : 医師・看護婦のジレンマ / A.V.キャンベル著 ; 羽白清, 羽白多恵子訳. -- 紀伊國屋書店490.15/C
臨床倫理学 : 臨床医学における倫理的決定のための実践的なアプローチ / Albert R. Jonsen, Mark490.15/C
Siegler, William J. Winslade
医療の倫理 / 星野一正著. -- 岩波書店, 1991.12. -- x, 240p ; 18cm. -- (岩波新書 ; 新赤版 201).
490.15/H
医療の倫理 / 星野一正著. -- 岩波書店, 1991.12. -- x, 240p ; 18cm. -- (岩波新書 ; 新赤版 201).
490.15/H
醫師倫理論集 / 日本医師会編. -- 金原出版, 1968.6. -- 230p ; 22cm.
490.15/I
医療・医学研究における倫理の諸問題 / 岡本直正[ほか]編集. -- 東京医学社, 1988.6. -- viii, 376p ; 490.15/I
21cm.
医の倫理 / 中川米造著. -- 玉川大学出版部, 1977.12. -- 228p ; 18cm. -- (玉川選書 ; 63).
490.15/N
医の倫理 / 中川米造著. -- 玉川大学出版部, 1977.12. -- 228p ; 18cm. -- (玉川選書 ; 63).
490.15/N
医の倫理 : 医学講演集 / 澤瀉久敬著. -- 誠信書房, 1971.4. -- 215p ; 19cm. -- (ヒューマン・ブックス
490.15/O
日本の医の倫理 : 歴史と現代の課題 / 関根透著. -- 学建書院, 1998.4. -- 185p ; 21cm.
490.15/S
アメリカ大統領委員会生命倫理総括レポート / アメリカ大統領委員会[著] ; 厚生省医務局医事課監訳
490.15/U
疫学・臨床医学における比較研究の統計学 : 偏り修正の技法を中心に / Sharon Anderson[ほか]著
490.16/S
医学統計解析入門 / Byron Wm.Brown,Jr.,Myles Hollander共著 ; 医学統計研究会訳. -- マール社プランニングセンター
490.19/B
統計学を一歩一歩 / キャスル[著] ; 麻生芳郎訳. -- 広川書店, 1979.11. -- 235p ; 21cm.
490.19/C
医学・生物学の統計学 / 仮谷太一著. -- 共立出版, 1979.9. -- 246p ; 22cm.
490.19/K
SPSSによる医学・歯学・薬学のための統計解析 / 石村貞夫, 謝承泰, 久保田基夫著. -- 東京図書, 490.19/S
2003.12. -- xiv, 251p ; 21cm.
図説医学大辞典 / ドーランド医学大辞典編集委員会編. -- 特装机上版. -- 廣川書店, 1980.8. -- 2415p
490.3/D
; 27cm.
図解医学英語辞典 / 奥田邦雄, 高原満男共著. -- 第4刷. -- メジカルビュー社, 1975.2. -- 10, 567, 59,
490.3/O
98p :
意志を強くする法 : タバコ・酒・セックス等 / 馬場和光著. -- 同文書院, 1976. -- 220p ; 19cm. -- (DBS
490.4/B
cosmos library .
医のこころ : やさしい医学概論 / 山口与市著. -- 日本評論社, 1977.12. -- 260p ; 20cm.
490.4/Y
医学的研究のデザイン : 研究の質を高める疫学的アプローチ / スティーブン・B.ハリー, スティーブン・
490.7/D
医学教育測定 / John P.Hubbard著 ; 吉岡昭正訳. -- 医歯薬出版, 1973.5. -- xv, 164p ; 26cm.
490.7/H
How to write and publish papers in the medical sciences / Edward J. Huth ; pbk.. -- ISI Press, c1982.
490.7/H
-- ix, 203 p. ; 24 cm. -- (Th
医学教育白書 / 日本医学教育学会編集 ; [1978年版] - 2006年版(02?'06). -- 篠原出版, [1978年版]
1978.7-. -- 490.7/I
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医学教育論 : 新しい医学教育を求めて / 水野祥太郎著. -- 医歯薬出版, 1979.11. -- 343p ; 21cm. 490.7/M
医学教育の原理と進め方. -- 篠原出版, 1978.5. -- xi, 111p ; 27cm. -- (医学教育マニュアル / 日本医学教育学会教育開発委員会編
490.7/N
Dr.ロビンスの上手な英語医学論文の書き方 : A guide to writing good biomedical articles in English
490.7/R
/
医学論文を読む : 臨床医に必要な統計学の基礎 / Richard K.Riegelman, Robert P.Hirsch [著] ; 森田茂穂
490.7/R
歯学生のためのラテン語入門 / 関根透, 相川英三著. -- 医歯薬出版, 1991. -- 80p ; 21cm.
490.7/S
実験動物学 / 田嶋嘉雄編集 ; 総論, 各論, 技術編. -- 朝倉書店, 1970-1977. -- 3冊 ; 27cm.
各論
490.76/J
実験動物学 / 田嶋嘉雄編集 ; 総論, 各論, 技術編. -- 朝倉書店, 1970-1977. -- 3冊 ; 27cm.
総論
490.76/J
The rat in laboratory investigation / by a staff of twenty-nine contributors ; edited by Edmond John490.76/R
Farris and John Q. Griffith, Jr
医の倫理 / 唄孝一編. -- 日本評論社, 1987.3. -- viii, 279p ; 22cm. -- (講座21世紀へ向けての医学と医療
490.8/K
医療の経済学的分析 / 宇沢弘文編. -- 日本評論社, 1987.5. -- xii, 201p ; 22cm. -- (講座21世紀へ向けての医学と医療
490.8/K
医療と社会 / 辻村明編. -- 日本評論社, 1987.6. -- viii, 253p ; 22cm. -- (講座21世紀へ向けての医学と医療
490.8/K
医療と工学技術 / 斎藤正男編. -- 日本評論社, 1987.5. -- ix, 229p ; 22cm. -- (講座21世紀へ向けての医学と医療
490.8/K
健康教育 / 日野原重明編. -- 日本評論社, 1987.4. -- xi, 252p ; 22cm. -- (講座21世紀へ向けての医学と医療
490.8/K
医学研究の動向 / 本間三郎編. -- 日本評論社, 1987.4. -- ix, 294p ; 22cm. -- (講座21世紀へ向けての医学と医療
490.8/K
グラント解剖学実習 / P. W. タンク編 ; 工藤基 [ほか] 訳. -- 西村書店, 2009.11. -- xiii, 256p : 挿図 491.1/G
学生のための解剖・組織・発生学 / 諏訪文彦ほか著. -- 医歯薬出版, 2015.3. -- xii, 151p : 挿図 ; 28cm.
491.1/G
学生のための解剖・組織・発生学 / 諏訪文彦ほか著. -- 医歯薬出版, 2015.3. -- xii, 151p : 挿図 ; 28cm.
491.1/G
Regions, bones, ligaments, joints and muscles. -- 9th English ed. / by Frank H.J. Figge. -- Urban &
491.1/S
Schwarzenberg, 1974. -- xv
Visceral anatomy (cardiovascular, limphatic, digestive, respiratory, and urogenital systems). -- 9th491.1/S
English ed. / by Frank H.J. F
人体解剖学ノート / 清木勘治著. -- 改訂7版. -- 金芳堂, 2010.1. -- ii, 272p ; 26cm.
491.1/S
解剖学 : 人体の構造と機能 / 渡辺皓著. -- 医学芸術社, 2003.12. -- 227p ; 26cm. -- (図解ワンポイントシリーズ
491.1/W
解剖学 : 人体の構造と機能 / 渡辺皓著. -- 医学芸術社, 2003.12. -- 227p ; 26cm. -- (図解ワンポイントシリーズ
491.1/W
Cell and tissue biology : a textbook of histology / edited by Leon Weiss ; with 35 contributors ; : Baltimore,
491.11/C: M?nchen. -- 6th ed.
Cell and tissue ultrastructure : a functional perspective / Patricia C. Cross, K. Lynne Mercer. -- W.H.
491.11/C
Freeman, c1993. -- xii, 420
標準組織学 / 藤田尚男, 藤田恒夫共著 ; 総論, 各論. -- 第4版. -- 医学書院, 2002.4-2010.10.
総論 -- 2
491.11/F
ひとの組織学 : カラーアトラス / 梶ヶ谷博, 熊谷佑子, 松並平晋著. -- メディカルサイエンス社. --491.11/H
131p ; 30cm.
組織学 / 伊藤隆著. -- 改訂19版 / 阿部和厚改訂. -- 南山堂, 2005.4. -- xi, 601p ; 27cm.
491.11/I
新骨の科学 = Bone biology / 須田立雄 [ほか] 編著. -- 医歯薬出版, 2007.7. -- 327p ; 27cm.
491.16/S
カラー図解よくわかる生理学の基礎 / Agamemnon Despopoulos, Stefan Silbernagl著 ; 佐久間康夫監訳
491.3/D
図説生理学の基礎 / 川嶋昭司著. -- 新思潮社, 1974.10. -- 308p ; 27cm.
491.3/K
生理学 : 人体の構造と機能 / 片野由美, 内田勝雄著. -- 改訂版. -- 医学芸術社, 2011.3. -- 327p ; 26cm.
491.3/K
-- (
○×問題でマスター生理学 / 佐藤昭夫監修. -- 第3版. -- 医歯薬出版, 2013.1. -- x, 251p ; 19cm.
491.3/M
生理学 / 佐藤優子, 佐藤昭夫, 山口雄三著 ; 東洋療法学校協会編. -- 医歯薬出版, 1991.6. -- 12, 237p
491.3/S
; 26cm.
人体血管の神経性調整 / 長島長節著. -- 増補版. -- 東京大学出版会, 1964.11. -- vi, 279, 23p : 挿図491.32/N
Oxygen transport to human tissues : a symposium in honor of Dr. U.C. Luft, held 25-27 June 1981491.331/O
at the Veterans Administrati
口から食べる : 嚥下障害Q&A / 藤島一郎著. -- 新版. -- 中央法規出版, 1998.9. -- 257p ; 26cm.
491.344/F
歯学生のための摂食・嚥下リハビリテーション学 / 向井美惠, 山田好秋編. -- 医歯薬出版, 2008.11.
491.344/S
-- xii, 225p ; 28cm.
シェファード老年学 : 身体活動と加齢 / Roy J.Shephard著 ; 原田政美, 山地啓司訳. -- 医学書院, 1979.11.
491.358/S
-- 312p ; 21cm.
Anatomic guide for the electromyographer--the limbs / Edward F. Delagi, Aldo Perotto ; with a foreword
491.363/A
by Arthur S. Abramson
New concepts of the motor unit : neuromuscular disorders; electromyographic kinesiology / editor:491.363/N
John E. Desmedt. -- S. Karg
Transport in skeletal muscle / Raymond A. Sjodin. -- Wiley, c1982. -- xiii, 157 p. : ill. ; 24 cm. -- (Transport
491.363/S
in the life sciences ;
電気泳動実験法 / 電気泳動学会編. -- 新版. -- 文光堂, 1989.1. -- 546p ; 27cm.
491.4/D
Aging of connective tissues-skin / Ed.: L[adislas] Robert and B[arbara] Robert. -- S. Karger, 1973.491.411/A
-- x, 225 p : ill. ; 25 cm. -- (Fr
組織細胞化学 / 日本組織細胞化学会編 ; 1980 - 2019. -- 学際企画, 1980-. -- 冊 ; 22-27cm. 1985 491.411/S
組織細胞化学 / 日本組織細胞化学会編 ; 1980 - 2019. -- 学際企画, 1980-. -- 冊 ; 22-27cm. 1986 491.411/S
組織細胞化学 / 日本組織細胞化学会編 ; 1980 - 2019. -- 学際企画, 1980-. -- 冊 ; 22-27cm. 1987 491.411/S
組織細胞化学 / 日本組織細胞化学会編 ; 1980 - 2019. -- 学際企画, 1980-. -- 冊 ; 22-27cm. 1988 491.411/S
組織細胞化学 / 日本組織細胞化学会編 ; 1980 - 2019. -- 学際企画, 1980-. -- 冊 ; 22-27cm. 1990 491.411/S
組織細胞化学 / 日本組織細胞化学会編 ; 1980 - 2019. -- 学際企画, 1980-. -- 冊 ; 22-27cm. 1991 491.411/S
組織細胞化学 / 日本組織細胞化学会編 ; 1980 - 2019. -- 学際企画, 1980-. -- 冊 ; 22-27cm. 1992 491.411/S
組織細胞化学 / 日本組織細胞化学会編 ; 1980 - 2019. -- 学際企画, 1980-. -- 冊 ; 22-27cm. 1993 491.411/S
組織細胞化学 / 日本組織細胞化学会編 ; 1980 - 2019. -- 学際企画, 1980-. -- 冊 ; 22-27cm. 1994 491.411/S
組織細胞化学 / 日本組織細胞化学会編 ; 1980 - 2019. -- 学際企画, 1980-. -- 冊 ; 22-27cm. 1995 491.411/S
組織細胞化学 / 日本組織細胞化学会編 ; 1980 - 2019. -- 学際企画, 1980-. -- 冊 ; 22-27cm. 1999 491.411/S
Fibronectins / Richard O. Hynes ; : us, : gw. -- Springer-Verlag, c1990. -- xv, 546 p. : ill. ; 25 cm. --491.42/H
(Springer series in molecular
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コレステロール代謝回転 / 五島雄一郎,日笠頼則編. -- 医歯薬出版, 1987.7. -- 222p ; 22cm.
491.44/C
Biochemistry of cholesterol / G.F. Gibbons, K.A. Mitropoulos, and N.B. Myant. -- Elsevier Biomedical
491.44/G
Press. -- xvii, 369 p. : ill. ;
Regulation of serum lipids by physical exercise / editor, Eino Hietanen. -- CRC Press, [c1982]. -- 194
491.44/R
p. : ill. ; 27 cm.
Dehydrogenases (2), oxidases (2), hydrogen peroxide cleavage / edited by Paul D. Boyer. -- 3rd ed..
491.45/E
-- Academic Press, 1976.
Electron transfer (2), oxygenases, oxidases (1) / edited by Paul D. Boyer. -- 3rd ed.. -- Academic Press,
491.45/E
1975. -- xxv, 647 p. : ill
SODの新知見 : 構造,機能と診断,治療へのかかわり / 勝部幸輝,谷口直之編集. -- メディカルトリビューン
491.45/S
臨床酵素ハンドブック / 馬場茂明 [ほか] 編. -- 講談社, 1982.9. -- xi, 770p ; 22cm.
491.4503/R
カルシウム : 基礎と臨床 / 藤田拓男 [ほか] 編. -- 医歯薬, 1970. -- 350p ; 26cm. -- (河口湖カンファランス
491.46/C
シンプル薬理学 / 野村隆英, 石川直久編. -- 改訂第5版. -- 南江堂, 2014.7. -- xiii, 362p : 挿図 ; 26cm.
491.5/S
薬物の吸収・代謝・排泄 : 日本薬学会主催第2回薬物代謝と薬効・毒性シンポジウム / 掛見喜一郎著
491.5/Y
「毒性試験法解説とその評価・問題点」 / [日本衛生技術研究会編]. -- 日本衛生技術研究会, 1976.7.
491.59/D
-- 266p ; 26cm.
カラーで学べる病理学 / 渡辺照男編集. -- 第4版. -- ヌーヴェルヒロカワ, 2014.12. -- xiv, 396p ; 26cm.
491.6/K
病理学 : 疾病のなりたちと回復の促進 / 岡田英吉著. -- 医学芸術社, 2004.2. -- 271p ; 26cm. -- (図解ワンポイントシリーズ
491.6/O
病理学 : 疾病のなりたちと回復の促進 / 岡田英吉著. -- 医学芸術社, 2004.2. -- 271p ; 26cm. -- (図解ワンポイントシリーズ
491.6/O
遺伝子治療 : 大きな一歩か、小さな一歩か / T.フリードマン著 ; 榊佳之, 浜田ほのほ訳. -- 秀潤社491.69/F
微生物学 / 全国歯科衛生士教育協議会編集 ; 梅本俊夫 [ほか] 著. -- 第2版. -- 医歯薬出版, 2007.3. 491.7/B
-- xiv,174p :
微生物学 / 全国歯科衛生士教育協議会編集 ; 梅本俊夫 [ほか] 著. -- 第2版. -- 医歯薬出版, 2007.3. 491.7/B
-- xiv,174p :
コンパクト微生物学 / 小熊惠二, 堀田博編集. -- 改訂第3版. -- 南江堂, 2009.4. -- xvii, 251p ; 26cm.491.7/K
図説蛍光抗体法 : その原理と技術および応用 / 川生明著. -- ソフトサイエンス社, 1983.11. -- 242p
491.8/K
; 27cm.
新しい免疫学 : ワクチンからTオロジーまで / 大原達著. -- 講談社, 1981.9. -- 223p ; 18cm. -- (ブルーバックス
491.8/O
おもしろい免疫学 : ガン、アレルギー、老化 / ペトロフ著 ; 和気廸子訳. -- 東京図書, 1980.1. -- 197p
491.8/P
; 19cm.
免疫学への招待 / 橘武彦著. -- 日本評論社, 1986.6. -- 302p ; 19cm. -- (からだの科学選書).
491.8/T
エイズの基礎知識 / 山本直樹, 山本美智子著. -- 岩波書店, 1993.2. -- vi,194p ; 18cm. -- (岩波ジュニア新書
491.8/Y
人體寄生蟲 / 小泉丹著. -- 岩波書店, 1952.1. -- 6, 224p ; 18cm. -- (岩波全書 ; 164).
491.9/K
物理学 / 北村清吉, 柏井哲夫 [著]. -- 第2版第2刷. -- 医歯薬出版, 1978. -- ix, 195p ; 26cm. -- (臨床検査講座
492.108/R
化学 / 林利彦 [ほか] 著. -- 第2版. -- 医歯薬出版, 1978.4. -- ix, 240p ; 26cm. -- (臨床検査講座 ; 3). 492.108/R
脳波判読step by step / 大熊輝雄著 ; 入門編, 症例編. -- 第3版. -- 医学書院, 1999.1. -- 入
2 門編
492.167/O
脳波判読step by step / 大熊輝雄著 ; 入門編, 症例編. -- 第3版. -- 医学書院, 1999.1. -- 症
2 例編
492.167/O
Lactate in acute conditions : International Symposium on Lactate in Acute Conditions, Basel, March
492.17/I
17, 1978 / editors, H. Boss
図説救急処置 / 高橋有二 [ほか] 著. -- 改訂版. -- 新思潮社, 1978.8. -- 281p ; 27cm.
492.29/Z
Trunk / Akira Matsukawa, Tsukasa Ito, Kazue Kimura. -- Igaku tosho shuppan, 1977. -- 126, 16 p.492.431/M
: ill. (some col.) ; 22 x 31 cm
食餌療法と其の實際 / 岡通著. -- 改訂第7版. -- 南山堂, 1952.8. -- 4, 17, 591p ; 22cm.
492.6/O
医療はどこまでできるか : 先端医療技術とQOL / 二瓶健次編著. -- アグネ承風社, 2000.1. -- ix,190p
492/I
; 19cm. -- (21
基礎技術・体位変換［映像資料］ / 紙屋克子著作. -- 中央法規出版. -- ビデオカセット1巻(35分) 492/VC-VHS/1
: VHS,col. -- (
早期離床［映像資料］ / 紙屋克子著作. -- 中央法規出版. -- ビデオカセット1巻(45分) : VHS,col. --492/VC-VHS/2
(
寝たきり予防と行動拡大［映像資料］ / 紙屋克子著作. -- 中央法規出版. -- ビデオカセット1巻(35492/VC-VHS/3
感染症 ; I - IV. -- 中山書店, 1959-1960. -- 冊 ; 27cm. -- (現代内科学大系 / 中尾喜久 [ほか
II
493.08/G
糖尿病運動療法指導の手びき : 病態に合わせた具体的運動処方 / 佐藤祐造編著 ; 山之内国男[ほか493.12/T
糖尿病運動療法の正しい知識 : 健やかに生きるために / 佐藤祐造編著 ; 山之内国男 [ほか] 共著. --493.12/T
ハンドブック老年学 / 長谷川和夫, 那須宗一編. -- 岩崎学術出版社, 1975.10. -- 558p ; 27cm.
493.18/H
Fitness and aging / John Piscopo. -- Wiley, c1985. -- xviii, 462 p. : ill. ; 24 cm.
493.18/P
成人病の危険因子(リスクフアクター) / 医歯薬出版株式会社編. -- 医歯薬出版, 1987.8. -- 249p ; 26cm.
493.18/S
-- (
循環器調査法 / G.A.Rose,H.Blackburn [著] ; 小林太刀夫 [ほか] 訳. -- 日本公衆衛生協会, 1974.2. --493.2/R
215p ; 21cm.
Cardiac rehabilitation, adult fitness, and exercise testing / Philip K. Wilson, Paul S. Fardy, Victor F.493.2/W
Froelicher. -- Lea & Febiger
Cardiopulmonary exercise testing : physiologic principles and clinical applications / Karl T. Weber,493.2/W
Joseph S. Janicki. -- Saunde
不整脈の正しい知識 / 五十嵐正男著. -- 南江堂, 1989.12. -- ix,89p ; 21cm. -- (南江堂ヘルスガイド493.23/I
狭心症・心筋梗塞の正しい知識 : 健やかに生きるために / 高木誠著. -- 南江堂, 1987.2. -- viii, 108p
493.23/T
; 21cm. -- (
腰痛の正しい知識 / 片岡治著. -- 南江堂, 1989. -- 115p ; 21cm. -- (南江堂ヘルスガイド).
493.6/K
精神科医と患者の世界 / 樹下衆一著. -- 新泉社, 1978.5. -- 238p ; 19cm.
493.7/K
医学的心理学 / E.クレッチマー著 ; 西丸四方, 高橋義夫共訳 ; 1, 2. -- みすず書房, 1955. -- 2
1 493.7/K
こころを癒す : 信仰と精神医学 / 佐々木宏幹[ほか]著. -- 同朋舎出版, 1988. -- 173p ; 19cm. -- (医療と宗教を考える叢書
493.7/K
赤面恐怖の治し方 / 森田正馬, 高良武久著. -- 白揚社, 1953.11. -- 265p ; 19cm.
493.74/M
拒食症の女たち : なぜ彼女らは痩せたがるのか : ドキュメント / 中谷和男著. -- 広済堂出版, 1997.9.
493.74/N
-- 246p ; 20cm.
仮面デプレッションのすべて / 筒井末春著. -- 新興医学出版社, 1982.7. -- 135,5p ; 21cm. -- (最新医学文庫
493.76/T
ジャスミンおとこ : 分裂病女性の体験の記録 / ウニカ・チュルン著 ; 西丸四方訳. -- 新装版. -- みすず書房
493.76/Z
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精神薄弱の医学と教育 / 西谷三四郎著. -- 福村出版, 1978.4. -- 221,8p ; 22cm.
493.77/N
ハイ、こども診療所です / 梅村浄著. -- 晶文社, 1995.9. -- 185p ; 22cm.
493.9/U
Physical activity and growth / Roy J. Shephard. -- Year Book Medical Publishers, c1982. -- xi, 340493.91/S
p. ; 23 cm.
アトピー性皮膚炎生活指導ハンドブック. -- 南江堂, 1994.6. -- xix,101p ; 21cm.
493.931/A
子供の精神障害 : 特に神経症と精神病について / 黒丸正四郎著. -- 創元社, 1959.11. -- 208p : 18cm.
493.937/K
-- (
子どもの精神衛生 / 田中恒男編. -- 杏林書院, 1983.3. -- 230p ; 21cm.
493.937/K
心を閉ざした子どもたち : 自閉症の発達精神病理 / 隠岐忠彦著. -- ミネルヴァ書房, 1978.9. -- 226p
493.937/O
; 19cm.
こどものけいれん : 熱性けいれん・てんかん / 大塚親哉著. -- 日本小児医事出版社, 1995.3. -- 181p
493.937/O
; 19cm. -- (
ハイリスク新生児への早期介入 : 新生児行動評価 / 鶴崎俊哉, 大城昌平編集. -- 医歯薬出版, 1996.5.
493.95/H
-- xiii, 124p ; 26cm.
新生児学 / 小川雄之亮[ほか]編. -- メディカ出版, 1995.8. -- xvii, 903p ; 27cm.
493.95/S
胎児・新生児の神経学 / 佐藤潔 [ほか] 編. -- メディカ出版, 1993.11. -- v, 845p ; 27cm.
493.95/T
Karies und Kariesprophylaxe / Klaus G. K?nig. -- Wilhelm Goldmann Verlag, c1971. -- 214 p. : ill. 494.77/K
; 21 cm. -- (Das wissenschaft
Mechanisms of localized bone loss : a special supplement to Calcified tissue abstracts : proceedings
494.77/M
of the first scientific evalu
無痛分娩 / 坂倉啓夫編. -- 診断と治療社, 1968.9. -- 7, 327p ; 19cm.
495.7/M
無痛分娩 / 長内国臣著. -- 金園社, 1959. -- 222p ; 19cm.
495.7/O
小児のことばの障害 : 言語障害・音声障害 / 田中美郷, 前川彦右衛門, 鈴木重忠共著. -- 医歯薬出版
496.9/T
新保健事典 / 斎藤雍郎編著. -- 日本公衆衛生協会, 1984.3. -- xiii, 264p ; 21cm.
498.03/S
衛生・公衆衛生学関係用語集 / 日本衛生学会編. -- 南山堂, 1976.7. -- 236p ; 22cm.
498.034/E
健康動態白書 : 20世紀末人の健康事情 / 需要開発研究所企画・編集. -- [需要開発研究所], 1986.7.498.059/K
-- 348p ; 26cm.
衛生教育に必要な保健統計学 / 植松稔著. -- 杏林書院, 1971.10. -- 202p ; 22cm.
498.059/U
疾病, 傷害および死因統計分類提要 / 厚生省大臣官房統計情報部編 ; 1 総論, 2 内容例示表
1 総論
498.05903/S/1
疾病, 傷害および死因統計分類提要 / 厚生省大臣官房統計情報部編 ; 1 総論, 2 内容例示表
2 内容例示表498.05903/S/2
疾病, 傷害および死因統計分類提要 / 厚生省大臣官房統計情報部編 ; 1 総論, 2 内容例示表
3 索引表
498.05903/S/3
高齢化社会 / 那須宗一編集. -- 中央法規出版, 1984.12. -- 325p ; 22cm. -- (明日の医療 ; 1).
498.08/A/1
21世紀の医療 / 福武直, 佐分利輝彦編. -- 中央法規出版, 1985.7. -- 387p ; 22cm. -- (明日の医療 ; 10).
498.08/A/10
地域医療 / 青山英康編. -- 中央法規出版, 1984.10. -- 353p ; 22cm. -- (明日の医療 ; 2).
498.08/A/2
経営 : 私的病・医院 / 藤井誠一編. -- 中央法規出版, 1985.2. -- 393p ; 22cm. -- (明日の医療 ; 3). 498.08/A/3
医療と経済 / 江見康一編集. -- 中央法規出版, 1984.12. -- 352p ; 22cm. -- (明日の医療 ; 4).
498.08/A/4
技術革新 / 渥美和彦編. -- 中央法規出版, 1984.10. -- 369p ; 22cm. -- (明日の医療 ; 5).
498.08/A/5
医学教育 / 阿部正和編. -- 中央法規出版, 1985.2. -- 376p ; 22cm. -- (明日の医療 ; 6).
498.08/A/6
経営 : 国公立・公的病院 / 石原信吾編. -- 中央法規出版, 1985.4. -- 364p ; 22cm. -- (明日の医療 ; 7).
498.08/A/7
医療保障 / 小山路男編. -- 中央法規出版, 1985.4. -- 331p ; 22cm. -- (明日の医療 ; 8).
498.08/A/8
医療と人権 / 唄孝一編. -- 中央法規出版, 1985.7. -- 348p ; 22cm. -- (明日の医療 ; 9).
498.08/A/9
地域の健康管理 / 田中恒男編. -- 医歯薬出版, 1973.11. -- 319p ; 22cm. -- (新編健康管理シリーズ 498.08/S
学校の健康管理 / 富田竜夫, 高石昌弘編集. -- 医歯薬出版, 1973.8. -- 314p ; 22cm. -- (新編健康管理シリーズ
498.08/S
成人の健康管理 / 近藤東郎編集. -- 医歯薬出版, 1973.11. -- 342p ; 22cm. -- (新編健康管理シリーズ
498.08/S
健康相談 / 田中恒男編集. -- 医歯薬出版, 1973.4. -- 173p ; 22cm. -- (新編健康管理シリーズ ; 11). 498.08/S
健康教育 / 宮坂忠夫, 小倉学編集. -- 医歯薬出版, 1973.3. -- 180p ; 22cm. -- (新編健康管理シリーズ
498.08/S
職場の健康管理 / 長谷川恒夫 [ほか] 編集. -- 医歯薬出版, 1974.2. -- 438p ; 22cm. -- (新編健康管理シリーズ
498.08/S
医制百年史 / 厚生省医務局編 ; 記述編, 資料編, 付録. -- ぎょうせい, 1976.9. -- 3冊 ; 23cm.
記述編
498.1/K
医制百年史 / 厚生省医務局編 ; 記述編, 資料編, 付録. -- ぎょうせい, 1976.9. -- 3冊 ; 23cm.
資料編
498.1/K
歯科衛生士のための衛生行政社会福祉社会保険 / 末高武彦著. -- 第7版. -- 医歯薬出版, 2012.3. -- 498.1/S
ix, 163p :
歯科衛生士のための衛生行政社会福祉社会保険 / 末高武彦著. -- 第7版. -- 医歯薬出版, 2012.3. -- 498.1/S
ix, 163p :
歯科衛生士のための衛生行政社会福祉社会保険 / 末高武彦著. -- 第8版. -- 医歯薬出版, 2016.3. -- 498.1/S
vii, 166p ; 26cm.
歯科衛生士のための衛生行政社会福祉社会保険 / 末高武彦著. -- 第9版. -- 医歯薬出版, 2018.3. -- 498.1/S
viii, 169p ; 26cm.
医事紛争 : その防止・処理と判例 / 穴田秀男著. -- 金原出版, 1973.9. -- 160, 2p ; 22cm.
498.12/A
医療政策六法 / 医療法制研究会監修 ; 平成15年版, 平成16年版. -- 中央法規出版, 2003.3-.
平成16年版
-498.12/I
医業と法律 : 事例解説 / 野田金次郎著. -- 診断と治療社, 1965.5. -- 4, 224p : 挿図 ; 19cm. -- (Physician's
498.12/N
guide books series).
医療行為と法律 : 医事紛争防止の手引き / 高橋正春著. -- 医歯薬出版, 1980.1. -- 368p ; 21cm. 498.12/T
地域包括医療システム : システム化計画の実践 / 山本勝著. -- 金原出版, 1984.4. -- 368,2p ; 27cm.498.13/Y
その社会学的分析 / 中野進著. -- 勁草書房, 1976.10. -- xxi, 600p ; 22cm. -- (医師の世界 / 中野進著498.143/N
看護業務と法律 : 医療過誤・労働法の手引き / 高田利広著. -- 医歯薬出版, 1969.6. -- 164p ; 21cm.
498.144/T
病院機能と建築 / 病院建築研究会編. -- 理工図書, 1963.9. -- 87p ; 22cm.
498.16/B
医療・介護分野の個人情報保護Q&A / 森田明, 杉山真一, 小町谷育子共著. -- 青林書院, 2005.12. --498.163/I
xi, 274p ; 21cm.
新しい家族計画と性病の知識 / 武田敏著. -- ぎょうせい, 1986.7. -- 172p ; 19cm. -- (ぎょうせいヘルス・ライブラリー
498.2/T
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体重減量の理論 / デニス・レミングトン[ほか]著 ; 戎利光訳. -- 泰流社, 1987.5. -- 205p ; 21cm. 498.3/H
身体均整法 / 亀井進, 小関勝美校閲 ; 伊藤秀三郎序 ; 手嶋昇著. -- 増補版. -- 不昧堂出版, 1977. -- 311p
498.3/T
; 22cm.
大学生のためのメンタルヘルス / 渡辺久雄編著 ; 1, 2. -- 医歯薬出版, 1985.5-1990.11. -- 2
1 498.39/W
大学生のためのメンタルヘルス / 渡辺久雄編著 ; 1, 2. -- 医歯薬出版, 1985.5-1990.11. -- 2
2 498.39/W
Hypoxia, man at altitude / [edited by] John R. Sutton, Norman L. Jones, Charles S. Houston
: pbk ; : pbk,
498.424/H
: GTV : pbk. -- Thieme-Stra
宇宙医学 / Arnauld Nicogossian, Paul Buchanan [編] ; 大島正光, 松田源彦監訳 ; 斎藤一郎訳. -- 同文書院
498.425/L
Hyperbaric medicine and underwater physiology : proceedings of III International Symposium of UOEH
498.426/I
on Hyperbaric Medicine
潜水医学入門 / スタンリー・マイルズ著 ; 町田喜久雄訳. -- 東京大学出版会, 1971.8. -- x, 347p ; 22cm.
498.426/M
ホタルの里づくり / 自然環境復元研究会編. -- 信山社出版. -- 136p ; 26cm. -- (自然復元 ; 特集第1498.43/H
応用食品学 / 下田吉人 [ほか] 共著. -- 朝倉書店, 1959. -- 5, 244p ; 22cm. -- (栄養学講座 / 下田吉人498.53/E
栄養学ハンドブック / 栄養学ハンドブック編集委員会編. -- 第3版. -- 技報堂, 1996.11. -- 18, 921p498.53/E
; 22cm.
Nutrition, physical fitness, and health / edited by Jana Pa??zkov? and V.A. Rogozkin. -- University498.53/N
Park Press, c1978. -- x, 284
Nutrition for fitness and sport / Melvin H. Williams ; : pbk. -- Wm C. Brown Co., c1983.
: pbk
-- xx, 296, 498.53/W
[97] p. : ill. ; 24 cm.
食べ物じてん : 新しい視点生きた知識 : 食品中の生理活性成分を知る : 管理栄養士国家試験対策に役立つ
498.53/Y
食品添加物公定書解説書 / 食品添加物公定書解説書編集委員会 [編]. -- 第6版. -- 廣川書店, 1992.11.
498.55/S
-- 1
飲んではいけない!サプリメント / 石堂徹生著. -- PHP研究所, 2006.2. -- 169p ; 21cm.
498.583/I
新しい疫学の方法論 : 薬剤・環境汚染物質等の人体影響評価 / 重松逸造編集. -- ソフトサイエンス社
498.6/A
臨床疫学 : EBM実践のための必須知識 / ロバート・H・フレッチャー, スーザン・W・フレッチャー
498.6/C
エイズ教育テキスト : 予防と共存のためのQ&A / 根岸昌功 [ほか] 編集. -- 学習研究社, 1993.7. -- 498.6/E
xiv,271p ; 26cm.
エイズ・サバイバル : 日本人の意識と行動調査レポート / 宗像恒次編著. -- 日本評論社, 1992.3. -498.6/E
xiv, 182p ; 21cm.
エイズとセックスレポート/JAPAN : 感染爆発のきざし / 宗像恒次, 田島和雄編著. -- 日本評論社 498.6/E
エイズ : 教職員のためのガイドブック / 国立大学保健管理施設協議会エイズ特別委員会編 ; [1], 2,
498.6/E
[3]'98. -健民と防疫 / 井口乗海著 ; 上巻, 中巻, 下巻. -- 文松堂書店, 1943-1944. -- 冊 ; 22cm. 中巻
498.6/I
子どもの保健II : 演習 / 白野幸子著. -- 第5版. -- 医歯薬出版, 2011.2. -- 206p ; 26cm.
498.7/H
学生のための法医学 / 田中宣幸 [ほか] 著. -- 改訂6版. -- 南山堂, 2006.11. -- 282p ; 26cm.
498.9/G
生活の保健学 / 秋山房雄著. -- 杏林書院, 1982.10. -- 1, 7, 292p ; 22cm.
498/A
医療学概論 : 患者との共同の営みとしての医療 / 莇昭三著. -- 勁草書房, 1992.7. -- vii,395p ; 22cm.
498/A
茶の間の保健学 / 福田邦三著 ; 秋山房雄, 飯田澄美子編. -- 杏林書院, 1989.10. -- 5, x, 233p ; 19cm.
498/F
現代の健康科学 / 中村治雄編. -- 朝倉書店, 1986.4. -- 208p ; 21cm.
498/G
医療社会学 / Howard E.Freeman〔ほか〕編 ; 日野原重明〔ほか〕監訳. -- 医歯薬出版, 1975.10. -498/H
500p ; 26cm.
保健・医療社会学の成果と課題 1977 / 保健・医療社会学研究会編. -- 垣内出版, 1977.3. -- 429,13p
498/H
:
住民みずからの保健活動 / Kenneth W. Newell[編] ; 仲村英一, 前田信雄訳. -- 日本公衆衛生協会, 1978.6.
498/H -- 309p(
必修衛生公衆衛生学 / 井上俊〔ほか〕編集. -- 南江堂, 1979.10. -- 384p ; 27cm.
498/H
公衆衛生マニュアル / 柳川洋編集. -- 第3版. -- 南山堂, 1985.4. -- 145p ; 30cm.
498/K
最新衛生・公衆衛生学 / 北村中也, 堀井欣一, 吉嗣國男著. -- 第2版. -- 学建書院, 1986.10. -- 362p 498/K
; 22cm.
医療-「質」「情報」「選択」そして「納得」 / 厚生省編. -- 厚生問題研究会, 1995.5. -- 398p ; 27cm.
498/K-- (
公衆衛生マニュアル / 柳川洋, 中村好一編集 ; 柳川洋 [ほか] 執筆. -- 25版(2007年版). -- 南山堂, 2007.3.
498/K -- xvi, 233p :
テキスト保健学 : 健康と環境の科学 / 三浦悌二, 中村泉著. -- 南山堂, 1991.1. -- 2, 6, 177p ; 21cm.498/M
総合衛生公衆衛生学 / 藤原元典, 渡辺厳一総編集. -- 南江堂, 1978.10. -- 1239p ; 27cm.
498/S
新衛生公衆衛生学 / 安倍三史,高桑栄松編. -- 第15版. -- 南山堂, 1979.3. -- 508p ; 22cm.
498/S
薬局製剤とその解説 / 野上寿著. -- 改訂第4版. -- 南山堂, 1964.12. -- 3,23,557p ; 22cm.
499.6/N
The body at work : biological ergonomics / edited by W.T. Singleton. -- Cambridge University Press,
501.8/B
1982. -- x, 430 p. : ill. ; 23 c
環境科学実験法 / 山根一郎編. -- 博友社, 1984.3. -- 237p ; 22cm.
519.15/K
パソコンが僕の生き方を変えた : 52歳からの挑戦 / 荒川じんぺい著. -- 岩波書店, 2001.2. -- 242, 548.295/A
12p ; 19cm.
物質のナノ局在解析 / 第5回電顕サマースクール実行委員会編. -- 学際企画, 1994.7. -- 267p ; 27cm.
549.513/D/1994
-- (
試料作製の先端技術 / 第6回電顕サマースクール実行委員会編. -- 学際企画, 1995.7. -- 243p ; 27cm.
549.513/D/1995
-- (
極微構造のダイナミックス解析技術 / 第7回電顕サマースクール実行委員会編. -- 学際企画, 1996.7.
549.513/D/1996
-- 265p ; 27cm. -- (
ナノ世界への道 / 第8回電顕サマースクール実行委員会編. -- 学際企画, 1997.8. -- 240p ; 27cm. --549.513/D/1997
(
砂糖の知識 / 安藤孝久著. -- 口腔保健協会, 1983.8. -- 312p ; 18cm. -- (OHブックス ; 2).
588.1/A
近畿味の散歩道 : そのふるさとをたずねて / 千趣会編集部 [編]. -- 千趣会, 1962.6. -- 166p (図共) 596.11/K
; 21cm.
子どものからだと病気がわかる本 : お母さんのための小児科知識 / 阿部和男著. -- 改訂版. -- エフエー出版
598/A
SI単位と物理・化学量 / M.L.McGlashan著 ; 関集三, 徂徠道夫共訳. -- 化学同人, 1974.9. -- x, 132p,
609/M
果物の真実 : 健康へのパスポート / 間苧谷徹編著. -- 化学工業日報社, 2000.6. -- xii, 286, xxxvp, 図版
625/K
森と水のサイエンス / 中野秀章, 有光一登, 森川靖著. -- 東京書籍, 1989.4. -- 176p ; 19cm.
650/M
新訂・入門ビジネス文書 / 三沢仁著. -- 全改訂版. -- 産業能率大学出版部, 1989. -- 230p ; 21cm. 670.91/M
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現像引伸し / 川上重治, 森田一朗 [著]. -- 改訂第5版. -- 主婦と生活社, 1976. -- 111p : 挿図 ; 23cm.744/K
Biomechanics IV : proceedings of the fourth International Seminar on Biomechanics, :University
us
Park,
780.11/I
Pennsylvania / editors, R
Biomechanics III / editors, S. Cerquiglini, A. Venerando and J. Wartenweiler. -- S. Karger, 1973. --780.11/I
xi, 511 p. : ill. ; 25 cm. -- (Me
運動学習の心理 : その自動制御機構 / Karl U. スミス, Thomas J. スミス著 ; 飯塚鉄雄 [ほか] 共訳780.14/S
The aerobics program for total well-being : exercise, diet, emotional balance / Kenneth H. Cooper.780.18/C
-- M. Evans, c1982. -- 320 p
健康・体力づくりハンドブック : その理論と指標 / 永田晟他編著. -- 大修館書店, 1983.2. -- 354p780.18/K
; 26cm.
Motor development during childhood and adolescence / edited by Jerry R. Thomas. -- Burgess Pub.
780.18/M
Co., c1984. -- viii, 294 p. :
Jogging for fitness and weight control / Frederick B. Roby, Jr., Russell P. Davis ; Illustrated by Vernon
780.18/R
H?ppi. -- Saunders, [197
Essentials of sports medicine / edited by Greg R. McLatchie ; foreword by John E. Davies
: pbk ; : pbk. 780.19/E
-- Churchill Livingstone, 1986
Sportmedizin : Arbeits- und Trainingsgrundlagen / von W. Hollmann und Th. Hettinger. -- 2., neu bearb.
780.19/H
Aufl. -- Schattauer, 198
スポーツ動作の科学的分析 : 応用キネシオロジー / Clayne R.Jensen, Gordon W.Schultz著 ; 波多野義郎
780.19/J
Science and medicine of exercise and sport / Warren R. Johnson, E.R. Buskirk, editors. -- 2d ed. 780.19/S
-- Harper & Row, [1973, c197
Sports medicine : fitness, training, injuries / edited by Otto Appenzeller and Ruth Atkinson ; : gw. --780.19/S
2nd ed. -- Urban & Schwarz
Sports medicine--sports science : bridging the gap / edited by Robert C. Cantu, William J. Gillespie.
780.19/S
-- Collamore Press, c1982.
スポーツ外傷カラーアトラス / J.G.P.Williams [著] ; 中嶋寛之訳. -- 南江堂, 1982.6. -- 151p ; 27cm.
780.19/W
Current topics in sports medicine; proceedings of the World Congress of Sports Medicine. Vienna780.19/W
1982 / ed. by N. Bachl, L. Pro
Applied exercise physiology / Richard A. Berger. -- Lea & Febiger, 1982. -- x, 291 p. : ill. ; 27 cm. 780.193/B
Physiology of cross-country ski racing / by Ulf Bergh ; translated from the Swedish by: Michael
pbk
Brady
780.193/B
and Marianne Hadler ; : pb
Exercise physiology / David H. Clarke. -- Prentice-Hall, c1975. -- xii, 306 p. : ill. ; 24 cm.
780.193/C
Ergogenic aids and muscular performance / Edited by William P. Morgan ; Contributors: Charles B.
780.193/E
Corbin [and others]. -- Acad
Ergogenic aids in sport / edited by Melvin H. Williams. -- Human Kinetics Publishers, c1983. -- x, 385
780.193/E
p. : ill. ; 24 cm.
運動生理学の基礎 / D.W.エディントン, V.R.エジャートン共著 ; 大平充宣訳. -- ベースボール・マガジン社
780.193/E
運動負荷試験の基礎と実際 / K.Lange Andersen [等] 編 ; 安田寿一 [等] 訳. -- 日本公衆衛生協会, 1974.
780.193/F
-- 156, 4p ; 21cm.
Frontiers of exercise biology / editors, Katarina T. Borer, D.W. Edington, Timothy P. White. -- Human
780.193/F
Kinetics Publishers, c198
Hormonal and metabolic adaptation to exercise / by Henrik Galbo. -- G. Thieme. -- vii, 116 p. ; 23 780.193/G
cm.
Nutrition, dietetics and sport / editors, G. Ricci, A. Venerando. -- Edizioni Minerva Medica, c1978. 780.193/I
-- xii, 270 p. : ill. ; 24 cm.
Children and exercise IX / ed. by Kristina Berg and Bengt O. Eriksson. -- University Park Press, [c1980].
780.193/I
-- xviii, 388 p. ; 24 cm.
Biochemistry of exercise / Edited by Jacques Poortmans and Georges Niset ; 4-A, 4-B.
4-A-- University
780.193/I
Park Press, c1981. -- 2 v. :
Biochemistry of exercise / Edited by Jacques Poortmans and Georges Niset ; 4-A, 4-B.
4-B-- University
780.193/I
Park Press, c1981. -- 2 v. :
Biochemistry of exercise / scientific editors, Howard G. Knuttgen, James A. Vogel, Jacques Poortmans.
780.193/I
-- Human Kinetics Pub
Biomechanics VIII : proceedings of the Eighth International Congress of Biomechanics,
v. ANagoya, Japan
780.193/I
/ editors, Hideji Matsui,
Biomechanics VIII : proceedings of the Eighth International Congress of Biomechanics,
v. BNagoya, Japan
780.193/I
/ editors, Hideji Matsui,
Children and exercise XI / edited by Rob A. Binkhorst, Han C.G. Kemper, Wim H.M. Saris. -- Human
780.193/I
Kinetics Publishers, c1985
Total fitness / Kenneth L. Jones, Louis W. Shainberg, Curtis O. Byer. -- Canfield Press, [1972]. -- 780.193/J
vi, 122 p. : ill. ; 24 cm.
Physiological testing of the elite athlete / ed. by J. Duncan MacDougall ... [et al.]. -- Canadian Association
780.193/P
of Sport Sciences. -Experiments and demonstrations in exercise physiology / Wayne E. Sinning. -- Saunders, 1975. --780.193/S
xii, 162 p. : ill. ; 27 cm.
Physiology and physical activity / Brian J. Sharkey. -- Harper & Row, [1975]. -- xv, 220 p. : ill. ; 21 780.193/S
cm. -- (Harper's series on scie
Physiology and biochemistry of exercise / Roy J. Shephard ; : pbk. -- Praeger, c1982-1985. -- viii, 780.193/S
672 p. : ill. ; 27 cm.
Biochemistry of physical activity / by Roy J. Shephard. -- C.C. Thomas, c1984. -- ix, 391 p. : ill. ; 24
780.193/S
cm.
Exercise physiology : physiologic bases of work and sport / by J?rgen Stegemann ; translated
: Stuttgartand780.193/S
edited by James S. Skinner
柔道絞め技によるいわゆる「落ち」の実験生理学的研究 / 手塚政孝著. -- 文化書房博文社, 1978.2.
780.193/T
-- 168p ; 22cm.
Exercise and aging : the scientific basis : papers presented at the American College of Sports Medicine
780.198/A
annual meeting, May 2
The care and feeding of athletes / George V. Mann. -- Le Jacq Pub., c1980. -- 124 p. : ill. ; 25 cm.780.198/M
運動と栄養 / 山岡誠一[ほか]著. -- 杏林書院, 1986.5. -- 181p ; 21cm.
780.198/U
Encyclopedia of sport sciences and medicine / Leonard A. Larson, executive editor ; Donald E. Herrmann,
780.3/E assistant executive e
オリンピック : そのすべて. -- 報知新聞社, 1963. -- 285p ; 19cm.
780.69/O
ソウルオリンピック'88 : 日本オリンピック委員会公式写真集. -- 平凡社, 1988.11. -- 199p ; 29cm.
780.69/S
-- (
国民体育大会の歩み. -- 増補改訂. -- 都道府県体育協会連絡協議会, 1979.2. -- 396p ; 31cm.
780.69/T
Athletic training : a study and laboratory guide / Daniel D. Arnheim, Carl E. Klafs. -- C.V. Mosby, 1978.
780.7/A
-- ix, 282 p. : ill. ; 27 cm.
Sports training principles / Frank W. Dick. -- Lepus Books, 1980. -- 275 p. : ill. ; 24 cm.
780.7/D
スポーツ・スピード : すべての競技者のためのスピード改善プログラム / ジョージ・B. ディンティマン
780.7/D
実例リポート・論文の書き方 : 保健体育 / 波多野義郎著. -- 泰流社, 1974.10. -- 261p ; 22cm.
780.7/H
Adapted physical activity, from theory to application / editors, Robert L. Eason, Theresa L. Smith, 780.7/I
Fernand Caron. -- Human Kin
マスル・トレーニング / 加藤清忠著. -- 西村書店, 1993.8. -- ii, 153p ; 18cm. -- (スポーツ・プログラムシリーズ
780.7/K
写真と図解によるスポーツトレーニング体操 / 松延博著. -- 大修館書店, 1968.9. -- 184p(おもに図
780.7/M
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みんなのスポーツQ&A : 指導者のための基礎知識100題 / 粂野豊編著. -- 不昧堂出版, 1985.4. -- 213p
780.7/M
; 23cm.
Proceedings of the Professional Preparation Conferences, National Athletic Trainers Association 780.7/P
: Nashville, Tennessee, Janua
選手とコーチの筋力トレーニングマニュアル / ブルーノ・ポーレット著 ; 関口脩, 細谷治朗, 大橋令子訳
780.7/P
プライオメトリックス : 爆発的パワートレーニング / ジェームス・C・ラドクリフ, ロバート・C780.7/R
レッツ トライ スポーツ & エクササイズ / 横浜スポーツ科学研究会編. -- 学術図書出版社, 1997.6.
780.7/R
-- v,187p ; 26cm.
体育実技解説 / 専修大学体育研究室編. -- 文化書房, 1960.5. -- 123p ; 22cm.
780.7/T
暮しのなかの図解体力づくり / 高橋賢一,山鹿謙,小泉智義共著. -- 家の光協会, 1972. -- 216p ; 22cm.
780.7/T
お父さんはなぜ運動会で転ぶのか? : いますぐできる運動不足解消メソッド / 辻秀一著. -- PHP研究所
780.7/T
体育・スポーツ指導実務必携 / 文部省体育局監修 ; 昭和47年版 - 平成17年版. -- 帝国地方行政学会
昭和52年版 780.7036/T
ハンドブックスポーツの記録 : 陸上水泳男女72種目 / 前田新生著. -- 岩波書店, 1983.6. -- 243p ; 18cm.
780.8/M
-- (
サーキット・トレーニング / R.E.モーガン, G.T.アダムソン [著] ; 加藤橘夫, 窪田登訳. -- 改訂版. 780.8/S/1
-スポーツに強くなるために / N.G.オゾーリン著 ; 岡本正己, 小泉健司訳. -- ベースボール・マガジン社
780.8/S/11
からだをつくる遊び / ハインリヒ・モイゼル[著] ; 万沢遼訳. -- ベースボール・マガジン社, 1973.2.
780.8/S/12
-- 90p ; 19cm. -- (
三段跳びのトレーニング / ユー・ベルホシャンスキー著 ; 岡本正己, 小泉健司共訳. -- ベースボール・マガジン社
780.8/S/13
スケートのトレーニング / A.P.ステパネンコ [著] ; 岡本正己 , 酒井一之共訳. -- ベースボール・マガジン社
780.8/S/14
最新スケート技術 / N.I.ペトロフ著 ; 岡本正己, 小泉健司共訳. -- ベースボール・マガジン社, 1962.11.
780.8/S/15
-- 167p ; 19cm. -- (
乳児の体操 / ドリス・ライヒマン著 ; 野間軌訳. -- ベースボール・マガジン社, 1973.2. -- 104p ; 19cm.
780.8/S/17
-- (
新しい児童の運動 / リーゼロット・ディーム著 ; 福岡孝行訳. -- ベースボール・マガジン社, 1963.4.
780.8/S/18
-- 103p ; 19cm. -- (
バスケットボール練習百科 / ガーランド F. ピンホルスター [著] ; 辻村恂, 渡辺直吉, 稲垣安二共訳
780.8/S/19
たのしい水中遊戯 / アンドルフ・コフィンク[著] ; 梅田利兵衛訳. -- ベースボール・マガジン社, 1963.
780.8/S/20
-- 87p ; 18cm. -- (
初心者のための水泳教室 / フランツ・クレム[著] ; 江橋慎四郎訳. -- ベースボール・マガジン社, 1963.6.
780.8/S/21
-- 92p(
最新スキー教室 / ドイツ・スキー教育指導研究会編 ; 福岡孝行訳. -- ベースボール・マガジン社 780.8/S/23
組体操あそび / インゲ・ホイゼル, ギュンター・スポーン[著] ; 梅田利兵衛訳. -- ベースボール・マガジン社
780.8/S/24
走幅跳のトレーニング / ウラジミール・ポポフ著 ; 岡本正己訳. -- ベースボール・マガジン社, 1965.1.
780.8/S/25
-- 122p ; 19cm. -- (
最新ベースボール教室 / ディック・シーバート著 ; 神田順治訳. -- ベースボール・マガジン社, 1965.4.
780.8/S/26
-- 240p ; 18cm. -- (
ソ連のスポーツ・トレーニング / N.G.オゾーリン著 ; 岡本正己, 酒井一之訳. -- ベースボール・マガジン社
780.8/S/27
ボールを使った運動と遊び / A・S・ブルンフーバー著 ; 板垣了平訳. -- ベースボール・マガジン社
780.8/S/28
体力づくりの運動 / ロバート・キッパス著 ; 松延博, 春山国広共訳. -- ベースボール・マガジン社780.8/S/29
最新ボクシング教室 / ドイツ・アマチュア・ボクシング連盟指導部著 ; 福岡孝行,渡辺政史共訳. 780.8/S/3
-自然にかなった健康法 / アルフレット・ブラオホレ[著] ; 福岡孝行訳. -- ベースボール・マガジン社
780.8/S/30
競技者のためのウエイト・トレーニング / ジーン・フックス著 ; 窪田登,中村誠訳. -- ベースボール・マガジン社
780.8/S/31
走高跳のトレーニング / ウラジミール・ジャチコフ[著] ; 金原勇, 川西勇夫共訳. -- ベースボール・マガジン社
780.8/S/32
ベースボール練習百科 / アーチー・P・アレン著 ; 石井藤吉郎, 佐藤千春, 西大立目永訳. -- ベースボール・マガジン社
780.8/Ｓ/33
最新野球戦術 / ポール・リチャーズ著 ; 内村祐之訳. -- ベースボール・マガジン社, 1967.10. -- 230p
780.8/S/34
; 18cm. -- (
なわを使った運動と遊び / A.ザイボルトーブルンフーバー著 ; 板垣了平訳. -- ベースボール・マガジン社
780.8/S/38
輪を使った運動と遊び / A.ザイボルト=ブルンフーバー著 ; 板垣了平訳. -- ベースボール・マガジン社
780.8/S/39
虚弱児をきたえよう / クズネーツォバ編 ; 渡辺温子,山本斌共訳. -- ベースボール・マガジン社, 1976.
780.8/S/40
-- 143p ; 19cm. -- (
ママと子の健康体操 / ヤナ・ベルディホヴァー著 ; 大竹国弘訳. -- ベースボール・マガジン社, 1979.2.
780.8/S/47
-- 153p ; 19cm. -- (
体操 : 器具を用いない身体づくり / ハンス・フォルストロイター著 ; 倉敷千念訳. -- ベースボール・マガジン社
780.8/S/5
最新バスケットボール教室 / ヘルマン・ニーブール著 ; 福岡孝行, 渡辺直吉共訳. -- 改訂版. -- ベースボール・マガジン社
780.8/S/6
最新サッカー教室 / ウィルヘルム・ブッシュ著 ; 昌谷春海訳. -- 改訂版. -- ベースボール・マガジン社
780.8/S/7
最新テニス教室 / ヘレン・アイリン・ドライバー著 ; 小山又次訳. -- ベースボール・マガジン社 780.8/S/8
最新バレーボール教室 : 6人制の技術と戦術 / テェーダ・ホッホ著 ; 福岡孝行, 守谷孝治訳. -- 改訂版
780.8/S/9
大学教養保健体育 / 大学保健体育研究会編. -- 改訂版. -- 道和書院, 1979. -- 248p ; 22cm.
780/D
デイリーストレッチ体操 = Daily static stretching / 安田矩明, 小栗達也, 勝亦紘一編著. -- 大修館書店
781.4/D
最新リズムストレッチング / 古屋和江著. -- 成美堂出版, 1988.1. -- 159p ; 19cm. -- (Sports lesson781.4/F
series).
応用運動と表現 / 黒田公子,田村典子共著. -- 泰流社, 1973.3. -- 174p (図共) ; 19×21cm. -- (リズム運動入門
781.4/K
ストレッチングの実際 / 栗山節郎, 山田保著. -- 南江堂, 1986. -- 167p ; 26cm.
781.4/K
体力アップのストレッチング / 窪田登著. -- 新星出版社, 1984. -- 158p ; 26cm. -- ([スポーツ入門シリーズ
781.4/K
基本運動 / 黒田公子,田村典子共著. -- 泰流社, 1973.5. -- 174p ; 18×20cm. -- (リズム運動入門 / 黒田公子
781.4/K/1
さわやかシェイプアップ体操 / 望月紀美子,長沢稔子著. -- 大修館書店, 1989.6. -- 103p ; 24cm. 781.4/M
バトントワリング / 野口智子著. -- 遊戯社, 1984.8. -- 102p ; 26cm.
781.4/N
からだいきいきリフレッシュ体操345 / 小野泰正,河野光信著. -- 大修館書店, 1988.4. -- 103p ; 24cm.
781.4/O
楽しいジャズダンス / カーリン・シャーベルト著 ; 佐藤彰訳. -- ベースボール・マガジン社, 1984.5.
781.4/S
-- 114p ; 21cm.
新体操 / 関田史保子著. -- 大修館書店, 1985.12. -- 145p ; 24cm. -- (基本レッスン : Sports graphics).
781.4/S
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ジャズ体操 / 高城義信, 松下唯夫著. -- 大修館書店, 1983.7. -- 118p ; 24cm.
781.4/T
図解初級トランポリン / 長谷川輝紀著. -- 宇野書店, 1967.10. -- 74p ; 16×22cm.
781.5/H
最新図解女子器械体操 / 竹本正男,浜田靖一共著. -- 万有出版, 1958. -- 224p : 図版[8]p ; 22cm. 781.5/T
子どもの成熟段階に即した器械運動 / 高田典衛著. -- 明治図書出版, 1962. -- 188p ; 22cm.
781.5/T
楽しい父と子の遊び : 2歳から5歳まで / 有木昭久著. -- 黎明書房, 1975. -- 155p ; 18cm. -- (指導者の手帖
781.9/A
運動会を楽しく : アイディアのゲーム140種 / 北島裕子, 田中良子著 ; [第1集], 第2集. -- ベースボール・マガジン社
781.9/K
母と子の体操 / 窪田登著. -- 黎明書房, 1976.5. -- 153p ; 18cm. -- (指導者の手帖 ; 37).
781.9/K
準備のいらないゲーム100 / まき・ごろう著. -- 黎明書房, 1967.8. -- 166p ; 18cm. -- (指導者の手帖
781.9/M
楽しくできる家族体操 / 三宅邦夫,中神勝,勝瀬幸貞共著. -- 黎明書房, 1975. -- 184p ; 18cm. -- (指導者の手帖
781.9/M
レクリエーション体操 / 日本レクリエーション協会編. -- 不昧堂出版, 1969.6. -- 180p ; 18cm. -- (781.9/R
最新ゲーム・ハンドブック : レクリエーション・ハンドブック / 日本レクリエーション協会. -- 781.9/S
なわとび健康法 : 丈夫な身体づくりと上達法 / 鈴木勝己著. -- 池田書店, 1975.12. -- 206p : 図版 ; 781.9/S
18cm.
なわとび教室 / 佐藤良金著. -- 大修館書店, 1981.5. -- 197p ; 21cm. -- (スポーツVコース).
781.9/S
みんなで楽しむレクリエーションゲーム : 人数場所年齢時間別 : やりたいゲームがすぐわかる! :781.9/S
体操競技 / 金子明友著 ; 写真:岸本健 ; 男子編. -- 講談社, 1971.11. -- 238p 図 ; 21cm. 男子編
781/K
体操競技世界の技術 / 金子明友解説. -- 講談社, 1976.12. -- 148p : 図 ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ
781/K
体操競技 / 金子明友著 ; 男子編. -- 改訂新版. -- 講談社, 1979.6. -- 247p ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ
男子編
781/K
レッツアロービックダンシング / 日本アロービックダンシング編. -- 新星出版社, 1982.9. -- 158p781/L
; 26cm.
新しい男子の体操80/SETS : 楽しい体力づくりのプログラム / 松延博, 春山国広共著. -- 大修館書店
781/M
新しい女子の体操80/SET : 美しい動きのトレーニング / 松延博, 安藤幸共著. -- 大修館書店, 1971.4.
781/M
-- 215p(
DANCE AEROBICS : 指導者のためのダンスエアロビクス / マキシン・ポリー著,深代千之・泰子訳
781/P
エアロビック体操 = Aerobic exercise / 武井正子, 青木純一郎共著. -- 大修館書店, 1983.4. -- 141p781/T
; 24cm.
女子体操競技教室 / 田川利賢著. -- 大修館書店, 1980.11. -- 221p ; 21cm. -- (スポーツVコース). 781/T
テキストブック : エアロビクス&ニュートリション / 山岡有美, 菊田敬子著 ; 基礎編,応用編
781/Y
長距離・マラソン・駅伝 : 技術と練習法 / 有吉正博著. -- 成美堂出版, 1987.10. -- 190p ; 19cm. --782.3/A
(Sports lesson series).
レッツジョギング : 走る人のために / 有吉正博著. -- ランナーズ, 1990.7. -- 159p ; 19cm. -- (ランナーズ・ブックス
782.3/A
楽しく走ろうジョッギング / ボウエルマン, ハリス共著 ; 北村仁, 佐藤佑共訳. -- 不昧堂出版, 1977.1.
782.3/B
-- 190p ; 18cm. -- (
幼少年マラソンのすすめ : 父兄とともに / 帖佐寛章著. -- 自由ブックス社, 1978. -- 204p ; 19cm. 782.3/C
シューズ大百科 / ピーター・R.カバナー著 ; 小野村正敏訳. -- ランナーズ, 1983.4. -- 261p ; 26cm.
782.3/C
-- (
A scientific approach to distance running / by David L. Costill. -- Track & Field News, c1979. -- 128782.3/C
p. : ill. ; 22 cm.
トライアスロン : トリプル・フィットネス・スポーツ / サリー・エドワーズ著 ; 徳留信寛 [ほか] 782.3/E
Jog, run, race / by Joe Henderson ; photography by David Madison ; : hbk, : pbk. -- World
: hbk Publications,
782.3/H
c1977. -- 201 p. : ill., po
走って健康になりなさい / H.ケーラー編著 ; 石河利寛, 里見潤共訳. -- 不昧堂出版, 1979.9. -- 144p
782.3/K
; 18cm. -- (
かけっこの職人芸 : 小出義雄が走を語る / 小出義雄著. -- ランナーズ, 1989.8. -- 215p ; 19cm. -- (782.3/K
マラソンでたらめ理論 / 小出義雄著. -- ベースボール・マガジン社, 1998.12. -- 197p ; 19cm.
782.3/K
マック式短距離トレーニング / ゲラルド・マック著 ; 佐々木秀幸[ほか]訳・構成. -- 講談社, 1975.12.
782.3/M
-- 198p :
ウォークランスポーツ / 室増男, 与那正栄著. -- 西村書店, 1993.9. -- iii,157p ; 18cm. -- (スポーツ・プログラムシリーズ
782.3/M
歩行の美と力 : 正しく美しい歩きかたの科学 / 奈良岡良二著. -- 第一法規, 1968. -- 240p ; 19cm. 782.3/N
オリエンテーリング教室 / 杉原潤之輔, 山本茂紀著. -- ベースボール・マガジン社, 1975.9. -- 124p
782.3/S
; 22cm. -- (
6カ月でフルマラソンが走れる : ドイツ式42.195キロ完走の秘訣 / マンフレッド・シュテフニー著
782.3/S
新トライアスロン入門 / 桜井晋著. -- ランナーズ, 1989.6. -- 159p ; 21cm. -- (Triathlon training book
782.3/S
; 3)(
中長距離走 / 高橋進, 帖佐寛章著. -- 講談社, 1974.7. -- 238p, 図版2枚 ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ
782.3/T
健康マラソン入門 / 高橋進著. -- 講談社, 1975.9. -- 158p ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ). 782.3/T
マラソン : 長距離・駅伝からマラソンまで / 高橋進, 西田勝雄著. -- 講談社, 1969.11. -- 334p ; 21cm.
782.3/T
-- (
マラソン / 高橋進著. -- 講談社, 1978.4. -- 298p ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ).
782.3/T
ロザ・モタ : ソウル五輪マラソンの女王 / 武田薫著. -- ランナーズ, 1989.6. -- 202p ; 19cm. -- (Life
782.3/T
Style Series).
気分はいつもトライアスロン : 高石ともや・running・book 1 / 高石ともや著. -- ランナーズ, 1986.11.
782.3/T
-- 199p ; 21cm. -- (
高石ともやの挑戦 : 気分は陽気なウルトラマン 高石ともや・running・book 2 / 高石ともや著. --782.3/T
ぼくとマラソン : 走れ!中学生 / 宇佐美彰朗著. -- 岩波書店, 1980.8. -- 214p ; 18cm. -- (岩波ジュニア新書
782.3/U
マラソンランナー / 宇佐美彰朗著. -- 朝日新聞社, 1988.8. -- 221p : 挿図, 肖像 ; 19cm. -- (朝日選書
782.3/U
私の健康マラソン記 : 走るってすばらしい / ランナーズ編集部編. -- ランナーズ, 1991.4. -- 193p782.3/W
; 19cm.
ウェイトトレーニング : 強く美しくなるための体力づくり / 窪田登著. -- 講談社, 1970. -- 238p ; 782.8/K
21x19cm.
ウェイトトレーニング / 窪田登著. -- 改訂新版. -- 講談社, 1979.5. -- 219p ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ
782.8/K
写真と図解による陸上競技 / 浅川正一, 古藤高良共著. -- 新訂版. -- 大修館書店, 1964.9. -- 242p, 782/A
増田明美のウォーキング&ジョギング入門 / 増田明美講師. -- 日本放送出版協会, 2007.4. -- 114p 782/M
; 26cm. -- (NHK
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陸上競技の技術 : 絵と写真で見る技術の研究 / 小野勝次著. -- 講談社, 1973.4. -- 222p ; 21cm. -- (782/O
陸上競技入門 : 一流選手をめざすアスリートのために / 丸山吉五郎, 丹羽悟郎ほか[著]. -- 講談社 782/R
陸上競技教室 / 丸山吉五郎, 古藤高良, 佐々木秀幸著. -- 大修館書店, 1971.11. -- 245p ; 21cm. -- (782/R
バスケットボール / 青井水月著. -- 6版改訂版. -- ベースボール・マガジン社, 1965.4. -- 146p ; 18cm.
783.1/A
-- (
バスケットボール / 笹本正治, 水谷豊, 石村宇佐一著. -- 大修館書店, 1985.11. -- 131p ; 24cm. -- (783.1/B
バスケットボール. -- 西東社, 1987.4. -- 188p ; 21cm. -- (ベスト・スポーツ・シリーズ ; 3).
783.1/B
バスケットボール入門教室 / 関四郎, 岸本正弘, 平川謙二郎著. -- 大修館書店, 1983.5. -- 198p ; 21cm.
783.1/B
-- (
詳解バスケットボールのルール : 新ルールの解説と審判法 / 古川幸慶著. -- 大修館書店, 1974.2. -783.1/F
172 p. ; 19 cm.
ハーフコート・バスケットボール : 3対3バスケットボールのオフィシャル・ブック / ジャック・ハーシュラッグ著
783.1/H
バスケットボール / 糸山隆司, 若林薫著. -- 講談社, 1970.11. -- 198p(図共) ; 21cm.
783.1/I
バスケットボール / 稲垣安二著. -- 泰流社, 1974. -- 227p ; 21cm. -- (中・高等学校体育シリーズ ;783.1/I
8).
バスケットボール : 基本技術と実戦テクニック / 伊藤順蔵著. -- ナツメ社, 1979.12. -- 174p ; 21cm.
783.1/I
-- (
バスケットボール : 写真と絵でみる : レベルアップのための基本と技術 / 笠原成元著. -- 新星出版社
783.1/K
ノンストップ・バスケットボール / 深瀬吉邦 [ほか] 著. -- 大修館書店, 1988.7. -- 109p ; 24cm. 783.1/N
バスケットボールのトレーニング / 嶋田出雲著. -- 大修館書店, 1980.7. -- 203p ; 21cm. -- (スポーツトレーニングコース
783.1/S
図解バスケットボール・ドリル / 嶋田出雲著. -- 大修館書店, 1988.7. -- v,151p ; 24cm.
783.1/S
詳解バスケットボールのルールと審判法 : 新ルールの解説と審判法 / 晨匡一郎 [ほか] 共著. -- 改訂版
783.1/S
写真と図解によるバスケットボール / 高橋政利著. -- 大修館書店, 1963.11. -- 152p ; 21cm.
783.1/T
バスケットボールの指導 / 手島昇, 鯛谷隆著. -- 道和書院, 1970. -- 181p, 図版 ; 22cm. -- (体育実技叢書
783.1/T
バスケットボール教室 / 吉井四郎著. -- 大修館書店, 1970. -- 309p : 図 ; 22cm. -- (スポーツVコース
783.1/Y
バレーボールの戦術 : 松平バレーの金メダル作戦 / 松平康隆, 池田尚弘, 斎藤勝著. -- 講談社, 1972.12.
783.2/M
-- 178p (
バレーボール : 一流プレーヤーになろう / 松平康隆, 豊田博著. -- 講談社, 1971.1. -- 196p(図共) ; 783.2/M
21cm. -- (
バレーボール / 松平康隆, 豊田博著. -- 改訂新版. -- 講談社, 1978.5. -- 158p ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ
783.2/M
バレーボール世界の技術 / 西川順之助著. -- 講談社, 1978.5. -- 137p ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ
783.2/N
排球指導の實際 / 大野武治著. -- 体育日本社, 1949.8. -- 2,3,177p ; 19cm.
783.2/O
バレーボール教室 / 生沼スミエ著. -- 講談社, 1977.2. -- 157p : 図 ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ
783.2/O
写真と図解に依るバレーボール / 豊田直平著. -- 大修館書店, 1952.7. -- 121p ; 19cm.
783.2/T
写真と図解によるバレーボール / 豊田直平著 ; 基本技術編, 高等技術編. -- 大修館書店
基本技術編 783.2/T
写真と図解によるバレーボール9人制 / 豊田直平[著]. -- 大修館書店, 1963.5. -- viii, 213p ; 21cm. 783.2/T
写真と図解によるバレーボール6人制 / 豊田直平, 山本隆久著. -- 改訂版. -- 大修館書店, 1967. -- 150p
783.2/T
; 21cm.
9人制バレーボール / 豊田直平著. -- 改訂版. -- 不昧堂出版, 1974.2. -- 139p ; 21cm. -- (体育図書館シリーズ
783.2/T
バレーボールのトレーニング / 吉原一男 [ほか] 著. -- 大修館書店, 1972.6. -- 149p ; 21cm. -- (スポーツトレーニングコース
783.2/V
詳解バレーボールのルール : 新ルールの解説と審判法 / 吉原一男, 砂田孝士, 中島勝政著. -- 大修館書店
783.2/Y
バレーボール / 山田重雄, 大木正彦共著. -- 大修館書店, 1984.7. -- 131p ; 24cm. -- (基本レッスン 783.2/Y
写真と図解によるハンドボール / 荒川清美, 石井喜八共著. -- 大修館書店, 1969.2. -- 133p ; 21 cm.
783.3/A
ハンドボール指導教本 : 地域・競技力向上指導者C級用 / 日本ハンドボール協会編. -- 新訂版. -- 783.3/H
ハンドボール / 的場益雄著. -- 改訂版. -- 不昧堂出版, 1966. -- 115p ; 22cm. -- (体育図書館シリーズ
783.3/M
ハンドボール : 写真と図解による / 石井喜八 [ほか] 共著. -- 新訂版. -- 大修館書店, 1976.2. -- 2, 5,783.3/S
189p ; 21cm.
ハンドボール / 竹野奉昭著. -- 改訂新版. -- 講談社, 1974. -- 198p : 図 ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ
783.3/T
写真図説ハンドボール / 宇津野年一著. -- 逍遙書院, 1958.10. -- 4, 184p, 図版2枚 ; 22cm.
783.3/U
ハンドボール教本 / 宇津野年一著. -- ベースボール・マガジン社, 1966. -- 198p(図共) ; 21cm. 783.3/U
最新ハンドボール技術 / 宇津野年一著 ; 防御編, 攻撃編. -- ベースボール・マガジン社
攻撃編
783.3/U
最新ハンドボール技術 / 宇津野年一著 ; 防御編, 攻撃編. -- ベースボール・マガジン社
防御編
783.3/U
アメリカンフットボール : 正しいフットボールを学ぼう / 篠竹幹夫著. -- 講談社, 1976.5. -- 198p(783.46/S
クラーマーのサッカー上達法 : みんな一流プレヤーになろう / デットマル・クラーマー著 ; 麻生武治
783.47/C
実戦サッカー / 日本サッカー協会コーチャーズ・アソシエーション編. -- 大修館書店, 1980.12. --783.47/J
221p ; 21cm. -- (
サッカー : ストライカーの技術と戦術 / 釜本邦茂著. -- 講談社, 1977.10. -- 160p : 図 ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ
783.47/K
攻撃サッカー : 技術と練習法 / 釜本邦茂著. -- 成美堂出版, 1989.5. -- 191p ; 19cm. -- (Sports lesson
783.47/K
series).
写真と絵でみる実戦サッカー : レベルアップのための基本と技術 / 加藤久著. -- 新星出版社, 1987.12.
783.47/K
-- 222p ; 21cm.
サッカーの戦術 : 現代サッカーの理論とトレーニング / 二宮寛, ヘネス・バイスバイラー著. -- 講談社
783.47/N
ペレのサッカー / ペレ著 ; 牛木素吉郎, ブラビス・インターナショナル訳. -- 講談社, 1975.11. -- 177p
783.47/N
:
ペレのサッカー : ペレの技術を学ぼう / ペレ著 ; 牛木素吉郎, ブラビス・インターナショナル訳. 783.47/N
-サッカー / 成田十次郎著. -- 西東社, 1988.6. -- 188p ; 21cm. -- (ベスト・スポーツ・シリーズ ; 7).783.47/N
写真と図解によるサッカー / 多和健雄, 永嶋正俊共著. -- 大修館書店, 1966.9. -- iv, 236p ; 21cm. 783.47/T
サッカーのトレーニング / 戸苅晴彦, 鈴木滋著. -- 大修館書店, 1991.7. -- iv, 161p ; 21cm. -- (スポーツトレーニングコース
783.47/T

21 / 40

書誌情報

巻冊次等／製本巻号
請求記号

サッカー世界のプレー : ワールドカップ西ドイツ大会 / 牛木素吉郎著. -- 講談社, 1975.8. -- 206p783.47/U
:
サッカー : 少年チームから一流選手まで / 八重樫茂生著. -- 改訂新版. -- 講談社, 1975.7. -- 206p :783.47/Y
頭にやさしいラグビー : ラグビー・フットボールの偏差値 / 日本ラグビー狂会編. -- 青弓社, 1991.11.
783.48/A
-- 220p ; 19cm.
写真と図解によるラグビー / 栗本義彦, 西山常夫共著. -- 大修館書店, 1969.6. -- 160p ; 21cm.
783.48/K
攻撃ラグビー / 上田昭夫監修. -- 成美堂出版, 1986.3. -- 191p ; 19cm. -- (Sports lesson series). 783.48/K
ラグビーフットボール : 男のスポーツをやろう / 宮井国夫著. -- 講談社, 1970.9. -- 198p : 図版 ; 21cm.
783.48/M
ラグビーフットボール / 宮井國夫著. -- 改訂新版. -- 講談社, 1978.8. -- 158p ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ
783.48/M
ラグビー / 大西鉄之祐著. -- 旺文社, c1969. -- 206p ; 19cm. -- (旺文社スポーツ教室).
783.48/O
ラグビー教室 / 岡仁詩, 辻野昭, 坂田好弘著. -- 大修館書店, 1988.10. -- 215p ; 21cm. -- (スポーツ783.48/R
ヴィック・ブレーデンのテニス・クリニック / ヴィック・ブレーデン著 ; 宮城黎子, 潮江信彦訳 783.5/B
アメリカン・テニス : ドリル形式 / J.コンロイ, E.クラフト著 ; 日本プロテニス協会監訳. -- 講談社
783.5/C
テニス(硬式) / 福田雅之助著. -- 旺文社, c1967. -- 222p ; 19cm. -- (旺文社スポーツ教室).
783.5/F
軟式テニス教室 / 藤善尚憲著. -- 大修館, 1970.7. -- 173p ; 21cm. -- (スポーツVコース).
783.5/F
テニスレッスン : テニスに強くなる秘訣 / 井上昶著. -- 講談社, 1972.2. -- 229p : 図 ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ
783.5/I
レディステニス : 強く美しいテニスを身につけよう / 井上早苗著. -- 講談社, 1975.5. -- 177p : 図 783.5/I
テニス世界の技術 / 井上昶著. -- 講談社, 1977.2. -- 199p 図 ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ).783.5/I
テニス / 石黒修著. -- 改訂新版. -- 講談社, 1974.7. -- 198p ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ). 783.5/I
イラストで見る軟式テニス・ドリル / 石井源信[ほか]著. -- 大修館書店, 1989.9. -- 159p ; 24cm. 783.5/I
イラストで見るテニス戦術150 / 小清水英司, 佐藤浩司, 平田聰共著. -- 大修館書店, 1985.12. -- 163p
783.5/I
; 24cm.
イラストで見るテニス・ドリル300 / 小清水英司, 佐藤浩司, 平田聰著. -- 大修館書店, 1984.6. -- iv,
783.5/I
235p ; 24cm.
テニス世界のプレー / 川廷栄一構成・写真. -- 講談社, 1971. -- 228p : 図 ; 21cm.
783.5/K
はじめてのテニス : 写真と絵でみる : テニスを始める人のための基本と技術 / 前原克彦著. -- 新星出版社
783.5/M
テニスの基礎技術 / 日本庭球協会編. -- ベースボール・マガジン社, 1976. -- 91p(図共) ; 26cm. 783.5/N
軟式テニス : ジュニアから一流選手まで / 中尾和三, 石川英機著. -- 講談社, 1970. -- 177p(おもに図版
783.5/N
軟式テニス / 中尾和三, 石川英機著. -- 講談社, 1977.8. -- 138p : 図 ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ
783.5/N
テニス・トレーニング / 中山厚生著. -- 道和書院, 1985.5. -- 176p ; 21cm.
783.5/N
テニス / 小山秀哉著. -- 最新版. -- 大修館書店, 1984.12. -- 131p ; 24cm. -- (基本レッスン : Sports783.5/O
graphics).
ローズウォールのテニス / ケン・ローズウォール著 ; 川廷栄一構成・写真. -- 講談社, 1975.1. -- 178p,
783.5/R
ローズウォールのゲーム / K. ローズウォール, J. バレット [共著] ; 川角絢子訳 ; 川廷榮一写真. -- 783.5/R
バドミントン : 勝つための秘訣 / 堺栄一著. -- 講談社, 1973.9. -- 158p ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ
783.59/S
バドミントン・クリニック / 栂野尾昌一, 栂野尾悦子著. -- 講談社, 1978.12. -- 178p ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ
783.59/T
卓球 / 野村堯之著. -- 旺文社, c1967. -- 223p ; 19cm. -- (旺文社スポーツ教室).
783.6/N
卓球教室 / 荻村伊智朗著. -- 鶴書房, 1969.3. -- 131p(図版共) ; 19cm. -- (Sport graphic).
783.6/O
卓球世界のプレー : 世界の名手に学ぼう / 荻村伊智朗著. -- 講談社, 1972.12. -- 197p : 図 ; 21cm. 783.6/O
-- (
シンキングベースボール : 考える野球をやろう / ドン・ブレイザー, 藤江清志著. -- 講談社, 1971.783.7/B
-- 238p ; 21cm.
野球 / 石井藤吉郎著. -- 講談社, 1974.9. -- 213p : 図 ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ).
783.7/I
実戦ソフトボール / 吉村正[ほか]著. -- 大修館書店, 1985.10. -- xix, 250p ; 21cm. -- (スポーツQ&A783.78/J
攻撃ソフトボール : 技術と練習法 / 丸山克俊著. -- 成美堂出版, 1989.5. -- 191p ; 19cm. -- (Sports 783.78/M
lesson series).
ソフトボール / 下奥信也著. -- 不昧堂出版, 1961.1. -- 176p ; 22cm. -- (体育図書館シリーズ ; 23). 783.78/S
ソフトボール / 鈴木征著. -- 改訂新版. -- 講談社, 1977.8. -- 185p : 図 ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ
783.78/S
ソフトボール. -- 西東社, 1987.3. -- 194p ; 21cm. -- (ベスト・スポーツ・シリーズ ; 2).
783.78/S
ソフトボール教室 / 吉村正著. -- 大修館書店, 1980. -- 220p ; 21cm. -- (スポーツVコース).
783.78/Y
スティックスポーツ / 川島一明, 北本拓著. -- 西村書店, 1993.9. -- ii, 127p ; 18cm. -- (スポーツ・プログラムシリーズ
783.8/K
ゴルフスピード上達法 : シングルハンディへの挑戦 / 水谷準著. -- 講談社, 1972.5. -- 197p : 図 ; 21cm.
783.8/M
-- (
ゴルフ : こうすれば、ゴルフは上達する / 村上隆著. -- 講談社, 1971.1. -- 186p (図共) ; 21cm. -- (783.8/M
村上隆のゴルフ / 村上隆著. -- 講談社, 1977.6. -- 161p, 図版2枚 ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ
783.8/M
ニクラウスのゴルフ : golf my way / ジャック・ニクラウス, K. ボーデン [共著] ; 岩田禎夫訳. -- 講談社
783.8/N
初めてのゴルフ / 柴田敏郎著. -- 日本文芸社, 1966. -- 155p : 図 ; 21cm.
783.8/S
初歩のゴルフ / 下川真明著. -- 成美堂出版, c1971. -- 174p : 図 ; 21cm.
783.8/S
ゴルフコースレッスン : 写真と絵でみる. -- 新星出版社, 1985.12. -- 198p ; 19cm. -- (スポーツ入門シリーズ
783.8/S
写真と絵でみる新しいゲートボール : 公式ゲートボール競技規則 / 増田靖弘著. -- 新星出版社, 1985.9.
783.88/M
-- 159p ; 19cm.
ゲートボール上達法 : イラストでわかる / 山田栄治, 鈴木典男共著. -- [新ルール版]. -- 高橋書店, 1989.
783.88/Y
-- 178p ; 21cm.
ボウリング入門 : 技術と練習法. -- 成美堂出版, 1987. -- 174p ; 19cm. -- (Sports lesson series). 783.9/B
オーストリアスキー教程 / オーストリア職業スキー教師連盟[ほか]編 ; 福岡孝行訳 ; 新装版
784.3/A
たのしいスキー : 初心者と女性のために / 藤島頴子著. -- 成美堂出版, 1972. -- 176p (図共) ; 21cm.
784.3/F
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スキー / 土方あきら著. -- 西東社, 1989. -- 188p ; 21cm. -- (ベスト・スポーツ・シリーズ ; 11). 784.3/H
スキー世界の技術 : 世界の強豪に学ぼう / 見谷昌禧, 佐々木長九郎, 谷口博志著. -- 講談社, 1971. 784.3/M
-- 198p :
競技スキー入門 / 見谷昌禧著. -- 講談社, 1971. -- 176p, 図4枚 ; 21x19cm. -- (講談社スポーツシリーズ
784.3/M
日本スキー教程 / 全日本スキー連盟編. -- スキージャーナル, 1975. -- 155p : 挿図 ; 25cm.
784.3/N
世界のスキー : 第10回インタースキーの記録 / 日本スキー教師連盟編. -- 講談社, 1975.11. -- 198p(
784.3/N
初級スキー教本 / 全日本スキー連盟編. -- スキージャーナル, 1975.12. -- 136p ; 21cm.
784.3/S
スキーレッスン : たくましいスキーをめざして / 杉山進著. -- 講談社, 1975. -- 157p 図 ; 21cm. -- 784.3/S
(
スキー教室 / 齋藤貢著. -- 大修館書店, 1972.10. -- 268p ; 21cm. -- (スポーツVコース).
784.3/S
スキー教本 / D.S.K.<大学スキー研究会>編. -- 杏林書院, 1987. -- 171p ; 26cm.
784.3/S
スキー / 斎藤貢著. -- 大修館書店, 1985.12. -- 127p ; 24cm. -- (基本レッスン : Sports graphics). 784.3/S
スキー : ワンポイント・コーチ / 斎藤貢 [ほか] 著. -- 大修館書店, 1976.10. -- 245p ; 21cm. -- (スポーツ
784.3/S
スキー : ダイナミックに滑ろう / 植木毅著. -- 改訂新版. -- 講談社, 1973. -- 198p : 図版 ; 21×19cm.
784.3/U
スキー : 基本からクリスチャニアの完成へ / 植木毅著. -- 講談社, 1977.10. -- 173p(図共) ; 21cm. 784.3/U
-- (
競技スキー・テキスト / 全日本スキー連盟 [編] ; ジャンプ編, アルペン編, クロスカントリー編
ジャンプ編 784.3/Z
競技スキー・テキスト / 全日本スキー連盟 [編] ; ジャンプ編, アルペン編, クロスカントリー編
アルペン編 784.3/Z
競技スキー・テキスト / 全日本スキー連盟 [編] ; ジャンプ編, アルペン編, クロスカントリー編
クロスカントリー編
784.3/Z
スキーと安全 : けがを防ごう / 全日本スキー連盟編. -- スキージャーナル, 1973. -- 212p : 図 ; 25cm.
784.3/Z
スケート教室 / 三野勉著. -- 大修館書店, 1972.1. -- 140p ; 21cm. -- (スポーツVコース).
784.6/M
楽しいスケーティング / 両角政人著. -- 成美堂出版, 1966. -- 176p : 図 ; 19cm.
784.6/M
スケート / 大橋和夫著. -- 大修館書店, 1988.12. -- 111p ; 24cm. -- (基本レッスン : Sports graphics).
784.6/O
スピードスケート : スズキのテクニックを学ぼう / 鈴木恵一著. -- 講談社, 1974.12. -- 205p ; 21cm.
784.6/S
-- (
フィギュアスケート入門 : スケート入門からスピンまで / 佐藤信夫著. -- 講談社, 1974.10. -- 157p
784.6/S
; 21cm. -- (
図解スケートの教室 / 日本スケート・フォークダンス普及会編. -- 図鑑の北隆館, 1968.12. -- 190p
784.6/Z
アイスホッケー入門 : 氷上の男たちの闘い / 田名部匡省著. -- 講談社, 1973. -- 158p(図共) ; 21cm.784.7/T
スポーツ潜水の科学と実際 : スキン・ダイビングとスキューバ・ダイビング / アメリカスポーツ潜水協議会編
785.2/A
ベビースイミング教室 / 波多野勲, 小野三嗣, 品川不二郎著. -- 大修館書店, 1977.9. -- 166p ; 21cm.
785.2/B
-- (
スキンダイビング / 後藤道夫著. -- 講談社, 1972. -- 204p : 図 ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ785.2/G
水泳教室 / 波多野勲著. -- 3訂版. -- 大修館書店, 1978.4. -- 197p ; 21cm. -- (スポーツVコース). 785.2/H
Swimming Medicine IV : proceedings of the Fourth International Congress on Swimming Medicine,
785.2/I
Stockholm, Sweden / edited
Swimming III : proceedings of the Third International Symposium of Biomechanics in Swimming, University
785.2/I of Alberta, Edmonto
Biomechanics and medicine in swimming / scientific editors, A. Peter Hollander, Peter A. Huijing, 785.2/I
Gert de Groot. -- Human Kine
初心者のための水泳教室 / 糸山直文著. -- 高橋書店, 1987.7. -- 151p ; 21cm.
785.2/I
水泳エアロビクス : 泳ぐ健康法でからだを活性化 / 石塚忠雄著. -- 泰流社, 1984. -- 206p ; 19cm. -785.2/I
(Orange books).
水泳の医学 / 武藤芳照著 ; [1], 2. -- ブックハウス・エイチディ, 1982.6-1989.12. -- 2
2 785.2/M
水泳の基本と練習法 / 水谷昭三著. -- 西東社, 1989.2. -- 188p ; 21cm. -- (ベスト・スポーツ・シリーズ
785.2/M
スタートスイミング / 永井博ほか著. -- 青木書店, 1981.6. -- 149p ; 19cm. -- (みんなのスポーツシリーズ
785.2/N
アクアスポーツ / 永田晟, 矢野哲也著. -- 西村書店, 1993.8. -- iii, 155p ; 18cm. -- (スポーツ・プログラムシリーズ
785.2/N
水泳 / 太田光雄著. -- 旺文社, [1970]. -- 206p ; 19cm. -- (旺文社スポーツ教室).
785.2/O
ヨット / 三浦三生著 ; 伊橋てるみ写真. -- 講談社, 1972.5. -- 186p : 図 ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ
785.7/M
ボードセーリング / 長桶純至著. -- 新星出版社, 1985.4. -- 159p ; 21cm.
785.7/N
登山 / 島澄夫著. -- 講談社, 1971.8. -- 198p : 図 ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ).
786.1/S
キャンプ / 垣内芳子著 ; 上巻, 下巻. -- 不昧堂出版, 1961.3. -- 2冊 ; 22cm. -- (体育図書館シリーズ
上巻
786.3/K
キャンプ / 垣内芳子著 ; 上巻, 下巻. -- 不昧堂出版, 1961.3. -- 2冊 ; 22cm. -- (体育図書館シリーズ
下巻
786.3/K
キャンピングハンドブック / 中川俊平著. -- 新星出版社, 1983.4. -- 190p ; 19cm. -- ([スポーツ入門シリーズ
786.3/N
キャンピング指導 / 斎藤仲次著 ; 生活科学調査会編. -- 医歯薬出版, 1959.7. -- 278p ; 19cm.
786.3/S
キャンピング&クッキング : アウトドア・ライフ : 自然生活のための教則本 / 芝尾岳彦編著. -- 新星出版社
786.3/S
野外レクリエーション / 日本レクリエーション協会編. -- 不昧堂出版, 1970.9. -- 183p ; 18cm. -- (786.3/Y
サイクリング / 鳥山新一著. -- 講談社, 1974.7. -- 174p 図 ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ). 786.5/T
スポーツサイクリング / 植原郭著. -- 講談社, 1976.7. -- 176p : 図 ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ
786.5/U
相撲 / 二子山勝治著. -- 講談社, 1972.5. -- 177p : 図 ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ).
788.1/F
レスリング : マットの勇者になろう / 笹原正三著. -- 講談社, 1971.10. -- 198p 図 ; 21cm.
788.2/S
レスリング / 笹原正三著. -- 改訂新版. -- 講談社, 1978.5. -- 177p ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ
788.2/S
ボクシング / 下田辰雄著. -- 講談社, 1972.7. -- 158p ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ).
788.3/S
モータースポーツ : テツの実践テクニック / 生沢徹著. -- 講談社, 1972. -- 178p : 図 ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ
788.69/I
女子柔道・護身術 / 伊藤四男著. -- 精文館書店, 1972. -- 152p ; 21cm.
789.2/I
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柔道 : 入門から対巨人戦法まで / 猪熊功著. -- 講談社, 1973.5. -- 198p : 図版 ; 21cm.
789.2/I
柔道 / 猪熊功著. -- 改訂新版. -- 講談社, 1979.5. -- 196p ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ).
789.2/I
写真で見る柔道 : 連絡技の技術 / 川村禎三著. -- ベースボール・マガジン社, 1959.11. -- 101p ; 21cm.
789.2/K
写真と図解による柔道 / 松本芳三, 浅見高明共著. -- 大修館書店, 1966.11. -- 209p ; 21cm.
789.2/M
空手道教室 / 道原伸司著. -- 大修館書店, 1979.10. -- 255p ; 21cm. -- (スポーツVコース).
789.2/M
100万人の空手 : 正しい空手を学ぼう / 大山倍達著. -- 講談社, 1975.11. -- 313p : 図 ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ
789.2/O
合気道教室 / 志々田文明, 成山哲郎著. -- 大修館書店, 1985.5. -- 246p ; 21cm. -- (スポーツVコース789.2/S
剣道 / 伊保清次著. -- 講談社, 1971.3. -- 198p(おもに図) ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ). 789.3/I
フェンシング / 山本耕司, 川名宏美著. -- 講談社, 1978.12. -- 207p ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ
789.3/Y
写真と図解による弓道 / 小笠原清信, 白石暁共著. -- 大修館書店, 1968. -- 145p ; 21cm.
789.5/O
弓道 / 小笠原清信著. -- 講談社, 1974.11. -- 158p, 図版4p : 図 ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ789.5/O
アーチェリー : トップアーチャーになろう / 高柳憲昭著. -- 講談社, 1972. -- 206p(図共) ; 21cm. --789.5/T
(
アーチェリー / 高柳憲昭著. -- 講談社, 1977. -- 198p : 図 ; 21cm. -- (講談社スポーツシリーズ). 789.5/T
初心者のための弓道 / 浦上博子著. -- 成美堂出版, 1974.3. -- 192p ; 21cm.
789.5/U
声と言葉のしくみ / 亀田和夫著. -- 口腔保健協会, 1986.5. -- 346p ; 18cm. -- (OHブックス ; 4). 801.1/K
広辞苑 / 新村出編. -- 第2版補訂版, 机上版. -- 岩波書店, 1976.12. -- 15, 2448p ; 27cm.
813.1/K
英語年鑑 / 「英語年鑑」編集部編 ; 1960年版 - 1995年版. -- 研究社出版, 1960-. -- 冊1994年版 830.59/E
英語年鑑 / 「英語年鑑」編集部編 ; 1960年版 - 1995年版. -- 研究社出版, 1960-. -- 冊1996年版 830.59/E
英語年鑑 / 「英語年鑑」編集部編 ; 1960年版 - 1995年版. -- 研究社出版, 1960-. -- 冊1997年版 830.59/E
英語年鑑 / 「英語年鑑」編集部編 ; 1960年版 - 1995年版. -- 研究社出版, 1960-. -- 冊1998年版 830.59/E
英語年鑑 / 「英語年鑑」編集部編 ; 1960年版 - 1995年版. -- 研究社出版, 1960-. -- 冊1999年版 830.59/E
ジャンル別最新日米表現辞典 : 158分野 / 岩津圭介執筆 ; 松本道弘編集顧問. -- 小学館, 1984.1. --833.4/I
168, 951p ; 19cm.
Encyclopedic world dictionary / editor Patrick Hanks ; editorial consultant Simeon Potter. -- Hamlyn,
833/E
1971. -- 1856 p. : ill., maps
試験征服実力養成ドイツ語練習問題 / 大宮司季松著. -- 三修社, c1982. -- 162p ; 21cm.
840.7/D
Ullstein Fremdw?rterlexikon : Gebrauch und Bedeutung von Fremdw?rtern / herausgegeben von 843.7/D
Wilhelm Dultz. -- Ullstein, c19
W?rter und Wendungen : W?rterbuch zum deutschen Sprachgebrauch / herausgegeben von Erhard
843/A
Agricola ; unter Mitwirkun
Duden : das gro?e W?rterbuch der deutschen Sprache in sechs B?nden / herausgegeben
Bd. 1 und bearbeitet
843/D vom Wissenschaftlic
Duden : das gro?e W?rterbuch der deutschen Sprache in sechs B?nden / herausgegeben
Bd. 2 und bearbeitet
843/D vom Wissenschaftlic
Duden : das gro?e W?rterbuch der deutschen Sprache in sechs B?nden / herausgegeben
Bd. 3 und bearbeitet
843/D vom Wissenschaftlic
Duden : das gro?e W?rterbuch der deutschen Sprache in sechs B?nden / herausgegeben
Bd. 4 und bearbeitet
843/D vom Wissenschaftlic
Duden : das gro?e W?rterbuch der deutschen Sprache in sechs B?nden / herausgegeben
Bd. 5 und bearbeitet
843/D vom Wissenschaftlic
Duden : das gro?e W?rterbuch der deutschen Sprache in sechs B?nden / herausgegeben
Bd. 6 und bearbeitet
843/D vom Wissenschaftlic
Duden, das grosse Vornamen Lexikon / bearbeitet von Rosa und Volker Kohlheim. -- Dudenverlag,
843/D
c1998. -- 384 p. : ill. (some
郁文堂独和辞典 / 冨山芳正編集. -- 机上版. -- 郁文堂, 1987.3. -- xvii, 1756p ; 27cm.
843/I
Langenscheidt's new college German dictionary. -- Langenscheidt, 1973. -- 654, 743 p. ; 22 cm. 843/M
Das gro?e Lexikon der sprichw?rtlichen Redensarten / Lutz R?hrich ; : set - Bd. 3. -- Herder,
Bd. 1 c1991-c1992.
843/R/1 -- 3 v. (1910 p.) : ill.
Das gro?e Lexikon der sprichw?rtlichen Redensarten / Lutz R?hrich ; : set - Bd. 3. -- Herder,
Bd. 2 c1991-c1992.
843/R/2 -- 3 v. (1910 p.) : ill.
Das gro?e Lexikon der sprichw?rtlichen Redensarten / Lutz R?hrich ; : set - Bd. 3. -- Herder,
Bd. 3 c1991-c1992.
843/R/3 -- 3 v. (1910 p.) : ill.
現代独和辞典 / ロベルト・シンチンゲル, 山本明, 南原実共編 ; : [並装], : 総革装. -- 三修社
: [並装]
843/S
Deutsches w?rterbuch / Gerhard Wahrig. -- Bertelsmann Lexikon-Verlag, c1973. -- 4185 columns.843/W
; 25 cm.
Deutsches W?rterbuch / Fr.L.K. Weigand ; Bd. 1, Bd. 2. -- Sansyusya, 1973. -- 2 v. ; Bd.
26 cm.
1
843/W
Deutsches W?rterbuch / Fr.L.K. Weigand ; Bd. 1, Bd. 2. -- Sansyusya, 1973. -- 2 v. ; Bd.
26 cm.
2
843/W
Deutsche idiomatische Wendungen f?r Ausl?nder : eine Ausw. mit Beisp. / Annelies Herzog, Arthur
844/H
Michel, Herbert Riedel. -- 2
Deutsche Grammatik / Ulrich Engel. -- J. Groos. -- 888 p. : ill. ; 25 cm.
845/E
W?rterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben / Gerhard Helbig, Wolfgang Schenkel. 845/H
-- 4., unver?nderte Aufl. -- Bib
Deutsche Grammatik : ein Handbuch f?r den Ausl?nderunterricht / Gerhard Helbig, Joachim Buscha.
845/H
-- 5., unver?nderte Aufl. W?rterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Adjektive / Karl-Ernst Sommerfeldt, Herbert Schreiber.
845/S -- 2., ?berarb. Aufl. -メモ式ドイツ語早わかり / 在間進著 ; [テキスト], [カセットテープ]. -- 三修社, 1987.4.
[テキスト]
-- 167p ; 21cm
845/Z+
現代独作文の実際的研究 / 尾関毅著. -- 三修社, 1980.5. -- 427p ; 22cm.
846/O
旅行者のドイツ語 / 藤本淳雄, ハインツ・シュタインベルグ共著 ; [本体], [カセットNo.
[本体]
1], [
847.8/F
250語でできるやさしいドイツ会話 / 小塩節著 ; [本体], [カセット]. -- 白水社, 1977.6.[本体]
-- 204p ; 18cm
847/O
+
スウェーデン語四週間 / 尾崎義著. -- 大学書林, 1955.2. -- 8, 426p ; 19cm.
849.809/O
フランス通信文の書き方 / 尾上貞五郎著. -- 白水社, 1968.11. -- 228p ; 19cm.
856.6/O
ポルトガル語四週間 / 星誠著. -- [第三次改稿新版]. -- 大学書林, 1961.10. -- 410p ; 18cm.
869.09/H
イタリア語四週間 / 野上素一著. -- 大学書林, 1964.1. -- 411p ; 20cm.
870.9/N
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ロシヤ語四週間 / 和久利誓一著. -- 新稿. -- 大学書林, 1961.10. -- xii, 366p : 挿図 ; 19cm.
880.9/W
Der Literatur Brockhaus / herausgegeben und bearbeitet von Werner Habicht, Wolf-Dieter
Bd. 1. Lange
A-Ft 903/L
und der Brockhaus-Redaktion
Der Literatur Brockhaus / herausgegeben und bearbeitet von Werner Habicht, Wolf-Dieter
Bd. 2. Lange
Fu-Of903/L
und der Brockhaus-Redaktion
Der Literatur Brockhaus / herausgegeben und bearbeitet von Werner Habicht, Wolf-Dieter
Bd. 3. Lange
Og-Zz903/L
und der Brockhaus-Redaktion
グルッペ四十七史 : ドイツ戦後文学史にかえて / 早崎守俊著. -- 同学社, 1989.12. -- 203p ; 19cm.940.2/H
Literature : Basiswissen Schule ; (Paetec Verlag f?r Bildungsmedien), (Dudenverlag).(Paetec
-- Paetec
Verlag
Verlag.
940.2/L
f?r -Bildungsmedien)
463 p. : ill.(some col.)
Deutsche Literatur / Horst Dieter Schlosser ; mit 116 farbigen Abbildungsseiten Graphiker, Uwe Goede.
940.2/S-- 9., durchgesehene u
茫々わが歳月 / 相良守峯著. -- 郁文堂, 1978.5. -- 553p : 挿図, 肖像 ; 20cm.
944/S
Les mots / Jean-Paul Sartre. -- Gallimard, c1964. -- 213 p. ; 19 cm. -- (NRF).
950/S
Les s?questr?s d'Altona : pi?ce en cinq actes / Jean-Paul Sartre. -- Gallimard, c1960. -- 223 p. ; 19
952/S
cm.
Le diable et le bon Dieu : trois actes et douze tableaux / Jean-Paul Sartre. -- Gallimard, c1951. -- 952/S
233 p. ; 19 cm.
Th??tre / Jean-Paul Sartre ; 1. -- Gallimard, [1969, c1947]-. -- v. ; 19 cm.
1 952/S
La naus?e / Jean-Paul Sartre. -- Gallimard, c1938. -- 247 p. ; 18 cm. -- (Collection Folio ; 805). 953/S
Les chemins de la libert? / Jean-Paul Sartre ; t. 2, t. 3. -- Gallimard. -- v. ; 21 cm.
t. 2
953/S
Les chemins de la libert? / Jean-Paul Sartre ; t. 2, t. 3. -- Gallimard. -- v. ; 21 cm.
t. 3
953/S
La naus?e : roman / Jean-Paul Sartre. -- Gallimard, c1938. -- 242 p. ; 21 cm.
953/S
Probl?mes du marxisme / Jean-Paul Sartre ; 1, 2. -- Gallimard, c1964-c1965. -- 2 v. ; 19 cm. -- 1(Situations
954/S
/ Jean-Paul Sartre ;
Probl?mes du marxisme / Jean-Paul Sartre ; 1, 2. -- Gallimard, c1964-c1965. -- 2 v. ; 19 cm. -- 2(Situations
954/S
/ Jean-Paul Sartre ;
Les mots / Jean-Paul Sartre. -- Gallimard, c1964. -- 214 p. ; 18 cm. -- (Collection Folio ; 24 . Texte
954/S
int?gral)(NRF).
Qu'est-ce que la litt?rature ? / Jean-Paul Sartre. -- Gallimard, c1948. -- 374 p. ; 17 cm. -- (Collection
954/S
id?es ; 58).
Essais critiques / Jean-Paul Sartre. -- Gallimard, c1947. -- 335 p. ; 19 cm. -- (Situations / Jean-Paul
954/S
Sartre ; 1).
Qu'est-ce que la litt?rature? / Jean-Paul Sartre. -- Gallimard, c1948. -- 330 p. ; 19 cm. -- (Situations
954/S
/ Jean-Paul Sartre ; 2).
Situations / Jean-Paul Sartre ; 1 - 4. -- Gallimard, c1947-c1965. -- v. ; 19 cm.
3 954/S
Portraits / Jean-Paul Sartre. -- Gallimard, c1964. -- 459 p. ; 19 cm. -- (Situations / Jean-Paul Sartre
954/S
; 4).
Colonialisme et n?o-colonialisme / Jean-Paul Sartre. -- Gallimard, c1964. -- 253 p. ; 19 cm. -- (Situations
954/S / Jean-Paul Sartre ; 5)
R?flexions sur la question juive / Jean-Paul Sartre. -- Gallimard, c1954. -- 188 p. ; 19 cm.
954/S
歯の健康管理術 : プラーク・コントロールからレーザーの応用まで / 森岡俊夫著. -- 裳華房, 1997.8.
D/M -- x,156p :
21世紀の日本の歯科医療 / 「21世紀の日本の歯科」研究会編. -- 口腔保健協会, 1998.3. -- 128p ; D/N
26cm.
Social sciences and dentistry : a critical bibliography / edited by L.K. Cohen and P.S. vol.
Bryant
2 ; vol. D/S
2. -- Published by Quintessen
すぐに役立つ歯科の知識 / 櫻井美和, 櫻井善明著. -- 第3版. -- わかば出版. -- 129p, 図版[6]p ; 26cm.
D/S
歯学概論 : Dentistry in the human society / 総山孝雄著. -- 医歯薬出版, 1975. -- 159p ; 22cm.
D01/F
院長のための人間性心理学入門 / 織家勝著. -- 書林, 1986.9. -- 301p ; 22cm.
D01/O
歯学史概説 / 本間邦則著. -- 医歯薬出版 (発売), 1971.9. -- 124p : 図版6枚 ; 22cm.
D02/H
歯の風俗誌 / 長谷川正康著. -- 時空出版, 1993.11. -- 195p ; 19cm.
D02/H
世界の絵画と歯科風俗史 / バーナード S.モスコー著. -- 書林, 1982.1. -- 315p ; 30cm.
D02/M
歯学史資料圖鑑 : 目で見る歯学史 / 谷津三雄著. -- 医歯薬出版, 1976. -- 25, 350p ; 31cm.
D02/Y
歯科臨床検査事典 / 青木英夫[ほか]編. -- クインテッセンス出版, 1990. -- 977p ; 19cm.
D03/S
歯科医学大事典 / 歯科医学大事典編集委員会編 ; 第1巻 - 歯科用語総覧・総索引. -- 医歯薬出版
第1巻
D03/S/1
歯科医学大事典 / 歯科医学大事典編集委員会編 ; 第1巻 - 歯科用語総覧・総索引. -- 医歯薬出版
第2巻
D03/S/2
歯科医学大事典 / 歯科医学大事典編集委員会編 ; 第1巻 - 歯科用語総覧・総索引. -- 医歯薬出版
第3巻
D03/S/3
歯科医学大事典 / 歯科医学大事典編集委員会編 ; 第1巻 - 歯科用語総覧・総索引. -- 医歯薬出版
第4巻
D03/S/4
歯科医学大事典 / 歯科医学大事典編集委員会編 ; 第1巻 - 歯科用語総覧・総索引. -- 医歯薬出版
第5巻
D03/S/5
歯科医学大事典 / 歯科医学大事典編集委員会編 ; 第1巻 - 歯科用語総覧・総索引. -- 医歯薬出版
歯科用語総覧・総索引
D03/S/6
学術用語集 : 歯学編 / 文部省 [編]. -- 日本歯科医師会, 1975.6. -- 23,126p ; 19cm.
D034/M
歯学研究者名鑑 / 口腔保健協会編 ; 1981年版 - 2005年版. -- 口腔保健協会, 1980.12-.1995年版
-D035/S
歯科臨床写真の写し方使い方 / 丸森賢二,堀邦彦著. -- 医歯薬出版, 1979. -- 99p ; 26cm.
D07/M
Animal models in dental research / Juan M. Navia, with contributions by Henry J. Baker ... [et al.] ;D07/N
foreword by Joseph F. Volke
歯科学研究のための動物実験法 / Juan M.Navia著 ; 河村洋二郎監訳. -- 学建書院, 1979.7. -- 407pD07/N
; 27cm.
若い生命に響きを与え得たか : 中原実学長告辞集 / 日本歯科大学編. -- わかば出版, 1990. -- 187pD07/N
; 19cm.
21世紀の歯科医学を拓く : 臨床・研究・教育を求めて / 山下敦著. -- 医歯薬出版, 1999.3. -- xii,163p
D07/Y
: 22cm.
よはひ草 / 小林富次郎編輯 ; 第1輯 - 總索引. -- 思文閣, 1971. -- 6冊 ; 22cm.
第1輯
D088/Y
よはひ草 / 小林富次郎編輯 ; 第1輯 - 總索引. -- 思文閣, 1971. -- 6冊 ; 22cm.
第2輯
D088/Y
よはひ草 / 小林富次郎編輯 ; 第1輯 - 總索引. -- 思文閣, 1971. -- 6冊 ; 22cm.
第3輯
D088/Y
よはひ草 / 小林富次郎編輯 ; 第1輯 - 總索引. -- 思文閣, 1971. -- 6冊 ; 22cm.
第4輯
D088/Y
よはひ草 / 小林富次郎編輯 ; 第1輯 - 總索引. -- 思文閣, 1971. -- 6冊 ; 22cm.
第5輯
D088/Y
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よはひ草 / 小林富次郎編輯 ; 第1輯 - 總索引. -- 思文閣, 1971. -- 6冊 ; 22cm.
總索引
D088/Y
Imagines demonstrandae ; [text], Dentist's guide 日本語版. -- [2. Aufl.]. -- Quintessenz,
[text]
c1978. -- v.
D09/D
; 23-35 cm.
歯科医療事故の法律相談 / 深谷翼著. -- 医歯薬出版, 1989.2. -- 221p ; 19cm.
D09/F
世界の歯科医療制度 / John I.Ingle,Patricia Blair編 ; 森本基訳. -- 口腔保健協会, 1981.2. -- 206p ; 26cm.
D09/I
プラクティシングデンティストリー : 歯科医療ー近代化への指標 / Karlheinz Kimmel, Robert Oswald
D09/KWalker
さあ,お口をあけて!: 歯科医療の現場から / 緒方克也著. -- 口腔保健協会, 1989. -- 297p ; 18cm. -- D09/O
(OH
歯科医療管理学入門 / 総山孝雄編. -- 医歯薬出版, 1984.12. -- 200p ; 26cm.
D09/S
歯科衛生士と法律 / 石井拓男 [ほか] 著. -- 医歯薬出版, 2011.4. -- xiii, 116p : 挿図 ; 26cm. -- (最新歯科衛生士教本
D09/S
歯科衛生士と法律 / 石井拓男 [ほか] 著. -- 医歯薬出版, 2011.4. -- xiii, 116p : 挿図 ; 26cm. -- (最新歯科衛生士教本
D09/S
歯科衛生士と法律・制度 / 全国歯科衛生士教育協議会監修. -- 第2版. -- 医歯薬出版, [2012.3]. -- xiii,
D09/S
130p ; 26cm. -- (
歯の解剖学 / 近藤信太郎, 中村雅典, 松野昌展編著. -- わかば出版. -- iv, 151p ; 26cm.
D111/H
歯の解剖学 / 近藤信太郎, 中村雅典, 松野昌展編著. -- 第2版. -- わかば出版. -- v, 172p : 挿図 ; 26cm.
D111/H
図説新歯牙解剖学 : 歯牙解剖実習 / 井出吉信編著. -- 3版. -- わかば出版, 2004.3. -- 105p ; 30cm. D111/Z
歯の研究法 : 構造と組成 / 編集:須賀昭一,田熊庄三郎,佐々木哲. -- 医歯薬出版, 1973. -- 857p : (図共
D112/H
The physiology and biochemistry of the mouth / G. Neil Jenkins. -- 4th ed. -- Blackwell Scientific Publications.
D12/J
-- viii, 599 p. : ill. ;
基礎歯科生理学 / 森本俊文 [ほか] 編. -- 第6版. -- 医歯薬出版, 2014.2. -- xxii, 436p : 挿図 ; 26cm. D12/K
基礎歯科生理学 / 森本俊文 [ほか] 編. -- 第6版. -- 医歯薬出版, 2014.2. -- xxii, 436p : 挿図 ; 26cm. D12/K
口から食べる幸せをサポートする包括的スキル : KTバランスチャートの活用と支援 / 小山珠美編
D12/K
Saliva and oral health / edited by W.M. Edgar, D.M. O'Mullane. -- 2nd ed. -- British Dental Association,
D12/S1996. -- x, 140 p. : ill. (so
摂食・嚥下障害の理解とケア / 向井美惠 鎌倉やよい編集. -- 学習研究社, 2003.12. -- iv, 175p ; 26cm.
D12/S
-- (Nursing mook ; 20 . C
障害児者の摂食・嚥下・呼吸リハビリテーション : その基礎と実践 / 尾本和彦 [ほか] 執筆 ; 尾本和彦編集
D12/S
噛んで食べることの大切さ / 日本咀嚼学会編. -- 口腔保健協会, 2006.6. -- iv, 208p ; 26cm. -- (咀嚼の本
D12/S
「食べる力」を鍛えてピンピン元気 : 健康長寿の秘訣とその実践法 / 斎藤一郎著. -- 東洋経済新報社
D12/S
生理学 / 上羽隆夫著. -- 永末書店, 2000.7. -- 58p ; 26cm. -- (ファンダメンタルシリーズ ; 1).
D12/U
生理学 / 上羽隆夫著. -- 永末書店, 2000.7. -- 58p ; 26cm. -- (ファンダメンタルシリーズ ; 1).
D12/U
口腔ケア・摂食・嚥下障害入門 : 口腔機能向上と介護予防 : 食べる機能を回復する口腔ケアと食べる楽しみ
D12/Y
口腔ケア・摂食・嚥下障害入門 : 口腔機能向上と介護予防 : 食べる機能を回復する口腔ケアと食べる楽しみ
D12/Y
口腔ケア・摂食・嚥下障害入門 : 口腔機能向上と介護予防 : 食べる機能を回復する口腔ケアと食べる楽しみ
D12/Y
口腔領域の生化学 / Eugene P.Lazzari編 ; 葛谷博磁〔等〕共訳. -- 医歯薬出版, 1977.9. -- 377p 図D13/D
歯の石灰化と微量元素 / ハインリッヒ・ネベスリー著 ; 田熊庄三郎訳. -- 医学書房, 1976.9. -- 110p
D13/N
; 27cm.
治癒の病理 : ペリオ・エンドの臨床のために / 下野正基, 飯島国好編集. -- 医歯薬出版, 1988.3. --D14/C
viii,310p ; 31cm.
口腔病理学 / 鈴木鍾美編集 ; 鈴木鍾美 [ほか] 執筆. -- 第2版. -- 医歯薬出版, 1997.2. -- xvi,359p ; 26cm.
D14/K
病理学 / 亀山洋一郎著. -- 永末書店, 2001.3. -- 43p ; 26cm. -- (ファンダメンタルシリーズ ; 5). D14/K
病理学 / 亀山洋一郎著. -- 永末書店, 2001.3. -- 43p ; 26cm. -- (ファンダメンタルシリーズ ; 5). D14/K
歯学生のための病理学 / 二階宏昌[ほか]共編 ; 口腔病理編, 一般病理編. -- 第2版. -- 医歯薬出版
口腔病理編 D14/S
Trace elements and dental disease / [edited by] M.E.J. Curzon, T.W. Cutress. -- J. Wright/PSG Inc.,
D14/T
1983. -- xi, 417 p. : ill ; 24
Dental plaque and surface interactions in the oral cavity : proceedings of a workshop on dental plaque
D15/Dand surface interactions
The micro-organisms of the human mouth : the local and general diseases which are caused by them
D15/M
/ with an introductory ess
Microbial aspects of dental caries : proceedings of a workshop on microbial aspects of
v. dental
1
caries,
D15/W
June 21-24, 1976, St Sim
Microbial aspects of dental caries : proceedings of a workshop on microbial aspects of
v. dental
2
caries,
D15/W
June 21-24, 1976, St Sim
Microbial aspects of dental caries : proceedings of a workshop on microbial aspects of
v. dental
3
caries,
D15/W
June 21-24, 1976, St Sim
歯科鋳造に関する諸問題 : シンポジウム / 歯科理工学会編. -- 医歯薬出版, 1969. -- 156p ; 26cm. D2/S
歯科材料の知識と取り扱い : 歯科診療補助 / 石川達也〔ほか〕著. -- 医歯薬出版, 1984.2. -- 277pD2/S
; 26cm. -- (
スキンナー歯科材料学 / R.W.Phillips著 ; 三浦維四〔ほか〕共訳 ; 上, 中, 下. -- 第5版上
D2/S
スキンナー歯科材料学 / R.W.Phillips著 ; 三浦維四〔ほか〕共訳 ; 上, 中, 下. -- 第5版中
D2/S
スキンナー歯科材料学 / R.W.Phillips著 ; 三浦維四〔ほか〕共訳 ; 上, 中, 下. -- 第5版下
D2/S
歯科理工学実習 / 住井俊夫〔ほか〕著. -- 第4版. -- 医歯薬出版, 1989.9. -- 193p ; 26cm.
D2/S
最新歯科材料活用マニュアル : 材料が変われば臨床が変わる. -- 医歯薬出版, 2000.5. -- 144p ; 26cm.
D2/S-- (
スタンダード歯科理工学 : 生体材料と歯科材料 / 中嶌裕 [ほか] 編集(幹事)・執筆 ; 石川邦夫 [ほか
D2/S
スタンダード歯科理工学 : 生体材料と歯科材料 / 中嶌裕 [ほか] 編集(幹事)・執筆 ; 石川邦夫 [ほか
D2/S
イラストと写真でわかる歯科材料の基礎 / 竹澤保政監著 ; 渡辺美里編集. -- 改訂版. -- 永末書店, 2012.6.
D2/T -- viii, 215p :
イラストと写真でわかる歯科材料の基礎 / 竹澤保政監著 ; 渡辺美里編 ; 江本元 [ほか] 著. -- 第3版D2/T
模型材料の科学 / 山根正次,松家茂樹著. -- 医歯薬出版, 1980.4. -- 73p ; 19cm. -- (DE泉書).
D2/Y
模型材料の科学 / 山根正次,松家茂樹著. -- 医歯薬出版, 1980.4. -- 73p ; 19cm. -- (DE泉書).
D2/Y
要説歯科理工学 / 吉田隆一著. -- 改訂版. -- 一世出版, 1996.8. -- vii,370p ; 27cm.
D2/Y
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Community dentistry : a problem-oriented approach / [edited by] Stephen L. Silberman and Ames D3/C
F. Tryon. -- PSG pub. Co., c1
口腔衛生活動マニュアル / 小西浩二〔ほか〕編集. -- 医歯薬出版, 1987.7. -- 167p ; 26cm. -- (カラーアトラス
D3/C
Dental public health : an introduction to community dentistry / edited by Geoffrey L. Slack, in collaboration
D3/D
with Brian A. Burt. -併説歯科統計・歯科疫学 / 辻 達彦 [ほか] 編. -- 学建書院, 1985.9. -- ix,208p. 21 cm.
D3/H
口腔衛生活動実践の手びき / 小西浩二〔ほか〕編集. -- 学建書院, 1986.9. -- xi,210p ; 26cm.
D3/K
歯科統計資料集 / 口腔保健協会編 ; 1991・1992年版 - 1997・1998年版. -- 口腔保健協会
1991・1992D3/S
社会歯科学入門 / 榊原悠紀田郎編著 ; 可児徳子 [ほか] 著. -- 医歯薬出版, 1993.3. -- viii,306p ; 22cm.
D3/S
スタンダード社会歯科学 / 石井拓男 [ほか] 編集 ; 石井拓男 [ほか] 執筆. -- 第5版. -- 学建書院, 2014.3.
D3/S-- ix, 252p ; 26cm.
歯科保健関係統計資料 : 口腔保健・歯科医療の統計 ; 1998年版 - 2020年版. -- 口腔保健協会
1999年版 D3/S/1999
WHOによる手引きと基準 / [WHO著] ; 国立予防衛生研究所歯科衛生部訳. -- 口腔保健協会, 1973.D3/W
-- 55p ; 21cm. -- (
WHOによる歯科保健調査の基礎と実際 / WHO [著] ; 石井俊文, 吉田茂訳. -- 口腔保健協会, 1978.11.
D3/W
-- 48p ; 26cm. -- (
WHOによる口腔保健活動のための調査方法 / WHO〔著〕 ; 石井俊文[ほか]訳. -- 口腔保健協会, 1988.7.
D3/W -- 54p ; 21cm. -- (
全国版歯科医師・歯科診療所地域差マップ / 厚生省健康政策局歯科保健課監修 ; 石井拓男[ほか] D3/Z
産業歯科衛生 / 日本歯科医師会編. -- 一世出版, 1982.3. -- 201p : 図版 ; 26cm.
D31/N
歯科医師のための産業保健入門. -- 口腔保健協会, 1994.3. -- xii, 310p ; 26cm.
D31/S
老人歯科 : 基礎と実際 / A.S.T.Franks,Bj?rn Hedegard著 ; 斎藤精也訳. -- 書林, 1982.10. -- 250p ; D32/F
22cm.
高齢者歯科ガイドブック / 植松宏, 稲葉繁, 渡辺誠編集. -- 医歯薬出版, 2003.1. -- xviii, 420p : 図版D32/K
高齢者のためのトータル口腔ケア / 鈴木俊夫〔ほか〕編. -- 医歯薬出版, 2003.3. -- vi, 247p ; 28cm.
D32/K
寝たきり老人のQOL(クオリティオブライフ)向上をめざして : 口腔保健医療のすすめ / 鈴木俊夫D32/N
在宅老年者の歯科診療入門 / 佐藤雅志,鈴木俊夫編. -- 医歯薬出版, 1991.5. -- ix,253p ; 26cm.
D32/Z
在宅老年者の歯科診療入門 / 佐藤雅志,鈴木俊夫編. -- 医歯薬出版, 1991.5. -- ix,253p ; 26cm.
D32/Z
新しい歯の保健指導の授業と展開 : 心豊かでたくましく生きる子供を育てる / 吉田瑩一郎, 西連寺愛憲編集代表
D33/A
歯肉炎予防の保健指導の実際 : 口の中から健康がみえてくる / 石井直美, 三木とみ子編著. -- ぎょうせい
D33/S
口腔保健要員の養成プログラム : その立案と展開 : WHO指針 / H. Alllred, M.H. Hobdell 著 ; 石井俊文
D4/A
Successful preventive dental practices / ロバートF.バークリー著 ; 川村貞行日本語版監修. -- デンタル・リサーチ・インターナ
D4/B
Dental fluoride chemistry / by Alan F. Berndt, and Robert I. Stearns. -- Thomas, c1978. -- xix, 120D4/B
p. : ill. ; 24 cm.
Chemistry and prevention of dental caries / by Reidar F. Sognnaes. -- Thomas, c1962. -- xiii, 231 D4/C
p. : ill. ; 24 cm. -- (American le
Current concepts in dental hygiene / edited by Suzanne Styers Boundy, Nancy J. Reynolds
[v. 1] ; [v. 1],D4/C
v. 2. -- Mosby, c1977-. -- v. :
Current concepts in dental hygiene / edited by Suzanne Styers Boundy, Nancy J. Reynolds
v. 2 ; [v. 1],D4/C
v. 2. -- Mosby, c1977-. -- v. :
Continuing evaluation of the use of fluorides / edited by Erling Johansen, Donald R. Taves, and Thor
D4/C
O. Olsen. -- Westview Pre
Clinical uses of fluorides : a state of the art conference on the uses of fluorides in clinical dentistryD4/C
: May 11 and 12, 1984, Holid
フッ化物の臨床応用 / Stephen H. Y. Wei編 ; 可児徳子, 阿部公生, 日高三郎[共]訳. -- 医歯薬出版, D4/C
1988.7. -- xix,252p :
Practice management in preventive dentistry / [by] A. Gary Dingerson [and] Marilyn R. Dingerson.D4/D
-- Lippincott, [1973]. -- xiv, 19
Dental health care in Scandinavia : achievements and future strategies : a symposium held in Oslo,
D4/D
Norway, January 27th to 30
Clinical preventive dentistry / [edited by] Louis P. DiOrio. -- Appleton-Century-Crofts, c1983. -- viii,D4/D
343 p. : ill. ; 25 cm.
Die Quintessenz der zahn?rztlichen Hygiene / Hermann Einfeldt. -- [Quintessenz], c1972. -- 179 p.D4/E
: ill. ; 18 cm. -- (Quintessenz
Fluorides and dental caries : contemporary concepts for practitioners and students / edited by Ernest
D4/FNewbrun ; with a foreword
フッ化ジアンミン銀とその応用. -- 医歯薬出版, 1978.11. -- 241p ; 26cm.
D4/F
Foods, nutrition, and dental health / editors, John J. Hefferren, Henry M. Koehler ; sponsored
v. 1
by Research
D4/F
Institute of the Amer
Foods, nutrition, and dental health / editors, John J. Hefferren, Henry M. Koehler ; sponsored
v. 2
by Research
D4/F
Institute of the Amer
Foods, nutrition, and dental health / editors, John J. Hefferren, Henry M. Koehler ; sponsored
v. 3
by Research
D4/F
Institute of the Amer
フッ化物局所応用に関するガイドブック / 日本口腔衛生学会フッ素研究部会編. -- 口腔保健協会D4/F
Fluorides and oral health : report of a WHO Expert Committee on Oral Health Status and FluorideD4/F
Use. -- World Health Organiz
カラー写真で見る歯の構造と病気 / 東昇平〔ほか〕著. -- わかば出版, 1983.9. -- 70p ; 31cm.
D4/H
保健生態学 / 可児徳子, 松井恭平, 眞木吉信編. -- 第1版第12刷. -- 医歯薬出版, 2013.2. -- xiv, 313pD4/H
; 26cm. -- (
保健生態学 / 可児徳子ほか著. -- 第2版. -- 医歯薬出版, 2014.3. -- xiv, 328p ; 26cm. -- (最新歯科衛生士教本
D4/H
Improving dental practice through preventive measures / edited by Joseph L. Bernier, Joseph C. Muhler.
D4/I
-- 3rd ed. -- Mosby, 19
小口腔衛生学 / 飯塚喜一〔ほか〕著. -- 学建書院, 1983.1. -- 287p ; 22cm. -- (小教科書シリーズ ; D4/I
9).
Introduction to dental public health / [edited] by M C Downer, S Gelbier and D E Gibbons ; assisted
D4/I
by J E Gallagher. -- FDI Wo
地域歯科保健の実践 : 英国の地域医療と歯科公衆衛生の経験に学ぶ / M. C. Downer [ほか] 著 ; 新庄文明訳
D4/I
Preventive dentistry in action / by Simon Katz, James L. McDonald, Jr., George K. Stookey. -- [2nd
D4/K
ed.]. -- D.C.P. Pub., c1976.
Preventive dentistry : for the dental hygienist, for the dental assistant / by Simon Katz, James L. McDonald,
D4/K
George K. Stookey.
口腔衛生学 / 中尾俊一〔ほか〕執筆. -- クインテッセンス出版, 1987.2. -- xii,231p ; 27cm.
D4/K
地域性歯牙フッ素症 / 近藤武著. -- 口腔保健協会, 1991.9. -- 141p ; 26cm.
D4/K
Einf?hrung in die orale Pr?ventivmedizin : ein Lehrgang f?r die ersten klinischen Gehversuche / Hans
D4/MR. M?hlemann. -- H. Hub
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Nutrition in preventive dentistry : science and practice / Abraham E. Nizel. -- 2d ed. -- Saunders, c1981.
D4/N -- xi, 611 p. : ill. ; 26 cm
Nutrition in oral health and disease / [edited by] Robert L. Pollack, Edward Kravitz. -- Lea & Febiger,
D4/N
1985. -- xv, 483 p. : ill. ; 27
Oral health, dentistry, and the American public : the need for an improved oral care delivery system
D4/O
/ William E. Brown. -- Unive
Oral hygiene in oral health / edited by Hyman J.V. Goldberg and Louis W. Ripa ; with a foreword by
D4/O
Alvin F. Gardner. -- C.C. Th
口腔衛生 : 口と歯の健康のために / Hyman J.V.Goldberg,Louis W.Ripa編集 ; 河村洋二郎監訳. -- D4/O
Dental hygiene: the detection and removal of calculus / Anna Matsuishi Pattison and Jacquelyn Behrens.
D4/P -- Reston Pub. Co., [c
A preventive point of view / edited by Howard L. Ward, with the assistance of Harold Miller ; with aD4/P
foreword by Alvin F. Gardner
Prophylaxe : ein Leitfaden f?r die zahn?rztlicshe Praxis / herausgegeben von Siegwart Peters. -- Quintessenz,
D4/P
1978. -- 396 p. :
Preventive dentistry / [edited by] Dominick P. DePaola, H. Gordon Cheney. -- PSG Pub. Co., c1979.
D4/P
-- xv, 294 p. : ill. ; 24 cm. -Preventive dentistry in practice : communication and application : a symposium held at Hyvinge, Finland
D4/P August 20th-22nd, 197
Preventive dentistry / Leon M. Silverstone. -- 33 Alfred Place, WC1E 7DP : Update Books, 1978. -D4/S
[8],168p : ill(some col) ; 25c
歯科保健指導関係資料. -- 第3版. -- 口腔保健協会, 1994.2. -- 442p ; 26cm.
D4/S
歯科保健指導 / 全国歯科衛生士教育協議会編集 ; 榊原悠紀田郎[ほか]著. -- 医歯薬出版, 1994.11. -D4/S
xiv, 260p ; 26cm. -- (
オーラルヘルスプロモーション : 21世紀の健康戦略 / Lone Schou, Anthony S. Blinkhorn著. -- 口腔保健協会
D4/S
A textbook of preventive dentistry / [edited by] Robert C. Caldwell, Richard E. Stallard. -- Saunders,
D4/T
1977. -- xii, 403 p. : ill. ; 27
Tooth surface interactions and preventive dentistry : proceedings of a Workshop on Tooth
: pbk Surface
D4/T
Interactions and Preventive
要説予防歯科学 / Caldwell & Stallard編著 ; 丹羽源男訳. -- 医歯薬出版, 1981.11. -- 487p ; 26cm. D4/T
A Textbook of preventive dentistry / [edited by] Richard E. Stallard. -- 2nd ed. -- Saunders, 1982. -D4/T
xiv, 403 p. : ill. ; 27 cm.
Clinical practice of the dental hygienist / Esther M. Wilkins. -- 4th ed. -- Lea & Febiger, 1976. -- xiii,D4/W
799 p. : ill. ; 27 cm.
オーラルセルフケアー : 予防歯科のための戦略 / Philip Weinstein[ほか]著 ; 岡田昭五郎監修 ; 中村千賀子
D4/W
予防歯科学 / 島田義弘編. -- 医歯薬出版, 1983.3. -- 329p ; 26cm.
D4/Y
幼児期における歯科保健指導の手引き / 厚生省健康政策局歯科衛生課編. -- 口腔保健協会, 1990. D4/Y
-- 72p ; 21cm.
Your teeth, your dentist, and your health : an illustrated dental handbook for the parent and patientD4/Z
/ [by] Eli P. Zebooker ; illustr
Group practice and the future of dental care / edited by Charles R. Jerge ... [et al.] ; with special editorial
D5/G assistance by Joan V.
『特別なニーズ』を持つ人々の口腔ケアガイド : 高齢者・有病者・障害者のケアのために / J.グリフィス
D5/G
歯科医療事故の予防と解決 / H.C.Killey,L.W.Kay著 ; 常葉信雄訳. -- 医歯薬出版, 1973. -- 238p ; 22cm.
D5/K
介護保険と口腔ケアプラン / 青柳公夫[ほか]編. -- 医歯薬出版, 1999.5. -- iv, 302p ; 26cm.
D5/K
診断と治療計画. -- 日本歯科評論社, 1981.10. -- 338,6p ; 26cm. -- (口腔機能の維持と回復 ; 2). D5/K/2
レーザー歯学 / 森岡俊夫編著. -- 医歯薬出版, 1986. -- 254p ; 26cm.
D5/L
Monographs in oral science No.6
D5/M
Fluorides and dental fluorosis / Howard M. Myers. -- S. Karger, 1978. -- vi, 76 p. ; 23 cm. -- (Monographs
D5/M in oral science ; vol. 7
歯科口腔領域のやさしい感染症のはなし / 南雲正男,角田左武郎著. -- 書林, 1985.1. -- 231p ; 21cm.
D5/N
在宅・心身障害者の歯科医療 : 高齢者・重度心身障害者の歯科治療 / 杉本是孝, 松尾學著. -- わかば出版
D5/S
先進歯科技術と新臨床 : 歯科医療新時代へのアプローチ / 増原英一編集. -- 医歯薬出版, 1995.9. -D5/S
252p ; 29cm.
新しい歯科接着技法アトラス : 修復・補綴治療を中心に / 山下敦著. -- 医歯薬出版, 1994.10. -- viii,135p
D5/Y ; 29cm.
Proceedings of an International Symposium on the Acid Etch Technique / edited by Leon M. Silverstone
D51/I and I. Leon Dogon. -- N
The Borderland between caries and periodontal disease : proceedings of a conference sponsoredD511/B
by the Royal Society of Medi
The biologic basis of dental caries : an oral biology textbook / edited by Lewis Menaker, associateD511/B
editors, Robert E. Morhart, J
齲蝕 : その基礎と臨床 / L.Menaker〔編〕 ; 池田正〔ほか〕監訳. -- 医歯薬出版, 1983.4. -- 513p ;D511/B
26cm.
Cariology today : international congress in honour of Professor Dr. Hans-R. M?hlemann, Zurich, September
D511/C 2-4, 1983 / editor :
Dental caries : aetiology, pathology and prevention / L.M. Silverstone ... [et al.] ; pbk. -- Macmillan,D511/D
1981. -- 315p,[1]leaf of plate
齲蝕 : その成り立ちと予防 / L.M. Silverstoneほか著 ; 石井俊文 [ほか] 訳. -- 医歯薬出版株式会社,D511/D
1987. -- xiv, 310p ; 27cm.
Caries risk : a practical guide for assessment and control / Bo Krasse ; pbk.. -- Quintessence Pub.D511/K
Co., 1985. -- 113 p. : ill. (som
クリニカル カリオロジー / 熊谷崇 [ほか] 著. -- 医歯薬出版, 1996.7. -- 259p ; 32cm.
D511/K
Essentials of dental caries : the disease and its management / Edwina A.M. Kidd, Sally Joyston-Bechal
D511/K
; : hbk., : pbk.. -- 2nd ed
クリニカル カリオロジー / 熊谷崇 [ほか] 著. -- 医歯薬出版, 1996.7. -- 259p ; 32cm.
D511/K
虫歯のシンポジウム : 歯苔とエナメル質のかかわり合い / 荒谷真平,須賀昭一編. -- 口腔保健協会D511/M
Methods of caries prediction : a special supplement to Microbiology abstracts - bacteriology : proceedings
D511/M of a workshop confer
前歯のう蝕治療 / 千田彰,松井治,有本憲弘著. -- 口腔保健協会, 2000.9. -- 47p ; 26cm. -- (デンタルテクニックス
D511/M
齲蝕の科学 / E.Newbrun著 ; 浜田茂幸〔ほか〕共訳. -- 医歯薬出版, 1980.1. -- 262p ; 26cm.
D511/N
Dental plaque : the ecology of the flora on human teeth / by Hubert N. Newman. -- Thomas, c1980.
D511/N
-- xiv, 102 p. : ill. ; 25 cm.
Etiology and mechanisms, basic and clinical aspects / Gordon Nikiforuk. -- Karger, 1985. -- ix, 303D511/N
p. : ill. ; 25 cm. -- (Understan
Prevention, basic and clinical aspects / Gordon Nikiforuk. -- Karger, 1985. -- ix, 288 p. : ill. ; 25 cm.
D511/N
-- (Understanding dental car
病因論とメカニズム / G. Nikiforuk ; 阿部公生[ほか]訳. -- 学建書院, 1987.8. -- xiv, 262p ; 27cm. --D511/N
(
予防の理論と臨床 / G. Nikiforuk ; 荒川浩久[ほか]訳. -- 学建書院, 1987.12. -- xvi, 275p ; 27cm. -- (D511/N
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Sweeteners and dental caries : (a special supplement to Feeding, weight & obesity abstracts) : proceedings
D511/S
of a workshop on e
Textbook of clinical cariology / edited by Anders Thylstrup & Ole Fejerskov. -- 2nd ed. -- Munksgaard,
D511/T
c1994. -- 421 p. : ill. ; 25
う蝕と歯周病 : 研究の進歩 / 浜田茂幸編 ; 第1巻, 第2巻, 第3巻. -- 日本歯科評論社, 1982.9-.
第1巻 -D511/U/1
う蝕と歯周病 : 研究の進歩 / 浜田茂幸編 ; 第1巻, 第2巻, 第3巻. -- 日本歯科評論社, 1982.9-.
第2巻 -D511/U/2
う蝕と歯周病 : 研究の進歩 / 浜田茂幸編 ; 第1巻, 第2巻, 第3巻. -- 日本歯科評論社, 1982.9-.
第3巻 -D511/U/3
Dental caries : a multifactorial disease / by George Edward White. -- Thomas, [1975]. -- xi, 169 p.D511/W
: ill. ; 24 cm.
保存修復学・歯内療法学 / 全国歯科衛生士教育協議会編 ; 石川達也[ほか]著. -- 医歯薬出版, 1995.10.
D5111/H
-- xii,257p ; 26cm. -- (
保存修復学・歯内療法学 / 全国歯科衛生士教育協議会編 ; 石川達也[ほか]著. -- 医歯薬出版, 1995.10.
D5111/H
-- xii,257p ; 26cm. -- (
新歯内療法学サイドリーダー / 河野哲著. -- 学建書院, 2013.12. -- vii, 151p : 挿図 ; 26cm.
D5112/K
新歯内療法学サイドリーダー / 河野哲著. -- 学建書院, 2013.12. -- vii, 151p : 挿図 ; 26cm.
D5112/K
歯内治療学 / 中村洋 [ほか] 編 ; 中村洋 [ほか] 執筆. -- 第4版. -- 医歯薬出版, 2012.2. -- xiii, 292p : 挿図
D5112/S
歯内治療学 / 中村洋 [ほか] 編 ; 中村洋 [ほか] 執筆. -- 第4版. -- 医歯薬出版, 2012.2. -- xiii, 292p : 挿図
D5112/S
アトラス歯周病の細菌学 / Lavinia Flores-de-Jacoby [ほか]著 ; 三宅洋一郎, 高田隆共訳. -- クインテッセンス出版
D512/A
歯周外科アトラス / コーエン〔著〕 ; 鴨井久一,太田紀雄訳. -- 西村書店, 1990.10. -- ix, 247p ; 27cm.
D512/C
縁下プラークの抑制法 = How to control the subgingival plaque / 鴨井久一編集. -- クインテッセンス出版
D512/E
Periodontal disease : clinical, radiographic, and histopathologic features / [by] Irving Glickman [and]
D512/G
Jerome B. Smulow. -- Saun
Glickman's clinical periodontology. -- 7th ed. / Fermin A. Carranza, Jr. -- Saunders, 1990. -- xv, 1017
D512/G
p. : ill. (some col.) ; 27 cm
グリックマン臨床歯周病学 / F.A. Carranza, Jr.著 ; 原耕二[ほか]訳. -- 西村書店, 1993.3. -- xxiv,1004p
D512/G
; 27cm.
歯槽膿漏 : 抜かずに治す / 片山恒夫著. -- 朝日新聞社, 1990.7. -- 476, 30p ; 19cm.
D512/K
歯周治療学 / 石川純編集 ; 青野正男[ほか]執筆. -- 第2版. -- 医歯薬出版, 1992.3. -- xxi,691p ; 26cm.
D512/S
臨床歯周病学 / Jan Lindhe編著 ; 秋場仁[ほか]訳. -- 第2版. -- 医歯薬出版, 1992.4. -- 50,614p ; 26cm.
D512/T
歯科補綴学 / 石橋寛二 [ほか] 著. -- 第1版第16刷. -- 医歯薬出版, 2008.1. -- xi, 185p : 挿図 ; 26cm.D52/S
-- (
歯科補綴 / 赤川安正ほか著. -- 医歯薬出版, 2009.6. -- xiii, 205p : 挿図 ; 26cm. -- (最新歯科衛生士教本
D52/S
歯科補綴 / 赤川安正ほか著. -- 医歯薬出版, 2009.6. -- xiii, 205p : 挿図 ; 26cm. -- (最新歯科衛生士教本
D52/S
クラウンブリッジテクニック / 石橋寛二 [ほか] 編. -- 医歯薬出版, 2008.9. -- ix, 183p : 挿図 ; 26cm.
D521/K
クラウンブリッジテクニック / 石橋寛二 [ほか] 編. -- 医歯薬出版, 2008.9. -- ix, 183p : 挿図 ; 26cm.
D521/K
クラウンブリッジ補綴学 / 石橋寛二 [ほか] 編 ; 會田雅啓 [ほか] 執筆. -- 第4版. -- 医歯薬出版, 2009.2.
D521/K
-- xv, 326p ; 26cm.
クラウンブリッジ補綴学 / 矢谷博文 [ほか] 編 ; 會田雅啓 [ほか] 執筆. -- 第5版. -- 医歯薬出版, 2014.12.
D521/K
-- xxi, 351p :
クラウンブリッジ補綴学 / 矢谷博文 [ほか] 編 ; 會田雅啓 [ほか] 執筆. -- 第5版. -- 医歯薬出版, 2014.12.
D521/K
-- xxi, 351p :
クラウンブリッジ補綴学 / 矢谷博文 [ほか] 編 ; 會田雅啓 [ほか] 執筆. -- 第5版. -- 医歯薬出版, 2014.12.
D521/K
-- xxi, 351p :
冠橋義歯補綴学テキスト / 會田雅啓[ほか]編集委員. -- 永末書店, 2015.2. -- xx, 259p : 挿図 ; 26cm.
D521/K
冠橋義歯補綴学テキスト / 會田雅啓 [ほか] 編集委員. -- 第2版. -- 永末書店, 2017.3. -- xx, 267p : 挿図
D521/K
クラウンブリッジテクニック / 石橋寛二 [ほか] 編. -- 医歯薬出版, 2008.9. -- ix, 183p : 挿図 ; 26cm.
D521/K
クラウンブリッジ補綴学 / 石橋寛二 [ほか] 編 ; 會田雅啓 [ほか] 執筆. -- 第4版. -- 医歯薬出版, 2009.2.
D521/K
-- xv, 326p ; 26cm.
歯冠修復技工学 / 横塚繁雄〔ほか〕著. -- 医歯薬出版, 1995.3. -- 164p ; 26cm. -- (歯科技工士教本D521/S
歯冠修復技工学 / 横塚繁雄〔ほか〕著. -- 医歯薬出版, 1995.3. -- 164p ; 26cm. -- (歯科技工士教本D521/S
クラウン・ブリッジ補綴学サイドリーダー / 菅沼岳史著. -- 第5版. -- 学建書院, 2013.4. -- viii, 186p
D521/S
:
Improvements in or relating to Artificial Teeth ; No. 11117, No. 10941. -- Redhill, 1916.
No.
-- 11117
2 v. : ill. D522/I
; 29 cm.
インプラントのセーフティーネット : 臨床検査のある風景 / 井上孝 [ほか] 著. -- デンタルダイヤモンド社
D522/I
世界におけるインプラント医療安全を考える. -- クインテッセンス出版, 2012.3. -- 309p : 挿図 ; D522/I/2012
28cm. -- (
メーカー20社によるインプラント保証制度の現状 : インプラントの使い回しを問う! : インプラント
D522/I/2014
口腔インプラント学実習書 = Oral implant practice manual / 日本口腔インプラント学会編. -- 永末書店
D522/K
入れ歯と人工歯根 (インプラント) の本 : 料金がわかる : 入れ歯の悩みに応えて / 松平邦夫著. -- D522/M
あう入れ歯あわない入れ歯ここが違う! : 入れてから後悔しないために / 松本英彦著. -- ナイスディ・ブックス
D522/M
臨床に即応できる!総義歯吸着への7つのステップ : コピーデンチャーテクニックとその応用 / 村岡秀明著
D522/M
口腔出血 : その素因と処置 / 吉田朔也著. -- 医歯薬出版, 1973. -- 248p ; 26cm.
D53/Y
口腔粘膜疾患図譜 / Manfred Strassburg, Gerdt Knolle [編] ; 渡辺義男訳. -- 医歯薬出版, [1974]. -- D537/F
271p(
歯科麻酔学 / 福島和昭 [ほか]編集 ; 金子譲 [ほか]執筆. -- 第7版. -- 医歯薬出版, 2011.3. -- xix, 621pD54/S
; 26cm.
歯科麻酔・生体管理学 / 吉田和市編集 ; 有坂博史 [ほか] 執筆. -- 学建書院, 2012.3. -- viii, 254p ; 26cm.
D54/S
一般臨床医のための実践歯科矯正 / 平野護著. -- 東京臨床出版, 1986.8. -- 263p ; 29cm.
D55/H
歯科矯正学事典 / 亀田晃監修・編集. -- クインテッセンス出版, 1996.7. -- 458p ; 22cm.
D55/K
Minimal tooth movement : 一般臨床医のためのMTM / 月星光博, 月星千恵編著. -- クインテッセンス出版
D55/M
MFT臨床 : 指導力アップ・アドバンス編 / 山口秀晴 [ほか] 監修. -- わかば出版. -- x, 278p ; 30cm.D55/M
歯科矯正学 / 木下善之介〔ほか〕編. -- クインテッセンス出版, 1985.9. -- 164p ; 26cm. -- (Quintessence
D55/S books ;
歯科矯正学 / 大野粛英[ほか]著. -- 医歯薬出版, 1993.6. -- 177p ; 26cm. -- (新歯科衛生士教本 / 全国歯科衛生士教育協議会編
D55/S
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歯科衛生士のための矯正歯科治療 / 末石研二編著 ; 赤松綾 [ほか]著. -- わかば出版. -- 104p ; 26cm.
D55/S
歯科衛生士のための矯正歯科治療 / 末石研二編著 ; 赤松綾 [ほか]著. -- わかば出版. -- 104p ; 26cm.
D55/S
アトラス歯科矯正装置 : 固定式・可撤式装置の基本原理と使用法 / Federico V. Tenti著 ; 北總征男訳
D55/T
Oral healthcare in pregnancy and infancy / Lindsay Hunter and Bruce Hunter. -- Macmillan, 1997.D56/H
-- xi, 133 p. : ill. ; 22 cm.
最新小児歯科学 / 稗田豊治[ほか]編. -- 第2版. -- 医歯薬出版, 1981. -- xiii,677p ; 26cm.
D56/S
新小児歯科学 / 下岡正八[ほか]編集. -- クインテッセンス出版, 1996.2. -- xvi, 407p ; 26cm. -- (Quintessence
D56/S
books).
小児歯科学基礎・臨床実習 / 前田隆秀 [ほか] 編 ; 朝田芳信 [ほか] 執筆. -- 第2版. -- 医歯薬出版, 2014.10.
D56/S -- 288p :
小児歯科学 / 新谷誠康編集主幹 ; 有田憲司 [ほか] 編集委員 ; : セット, ベーシックテキスト
: セット
D56/S
Handbook of medical emergencies in the dental office / Stanley F. Malamed ; chapter 4, Medical-legal
D9/Mconsiderations, by Geral
感染症と歯科治療 / 池本秀雄,道健一著. -- デンタルダイヤモンド社, 1980.2. -- 165p ; 19cm. -- (DDD
D908/S/3
血液疾患と歯科治療 / 長村重之[ほか]著. -- デンタルダイヤモンド社, 1984.4. -- 338p ; 19cm. -- (DDD
D908/S/9
横浜市研究者年鑑 / 横浜市研究者年鑑刊行委員会編 ; 1988年版, 1991年版, 1994年版1988年版 K1/Y
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1988年度 Vol.1
P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1988年度 Vol.2
P
歯科疾患実態調査報告 : 厚生省健康政策局調査 / 厚生省健康政策局歯科衛生課編 ; 昭和
昭和62年 P
Monographs in oral science / editor, Howard M. Myers ; v. 13 - v. 18. -- Karger ,. -- v. v.
: ill.
13; 25 cm.P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1989年度 Vol.1
P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1989年度 Vol.2
P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1990年度 v.1P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1990年度 v.2P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1991年度 v.1P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1991年度 v.2P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1992年度 v.1P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1992年度 v.2P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1993年度 v.1P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1993年度 v.2P
歯科疾患実態調査報告 : 厚生省健康政策局調査 / 厚生省健康政策局歯科衛生課編 ; 平成
平成5年
P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1994年度 Vol.1
P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1994年度 Vol.2
P
Cell death / edited by Lawrence M. Schwartz and Barbara A. Osborne ; : case, : comb. -- Academic
P Press, c1995. -- xviii, 459 p
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1995年度 Vol.1
P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1995年度 Vol.2
P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1996年度 Vol.1
P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1996年度 Vol.2
P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1997年度 Vol.1
P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1997年度 Vol.2
P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1998年度 Vol.1
P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1998年度 Vol.2
P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1999年度 Vol.1
P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1999年度 Vol.2
P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会2000年度 P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会2001年度 Vol.1
P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会2001年度 Vol.2
P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会2002年度 P
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会2003年度 P
英語年鑑 = Kenkyusha year book of English / 英語青年編集部編. -- 研究社出版.
2005 参考/830.59/E
英語年鑑 = Kenkyusha year book of English / 英語青年編集部編. -- 研究社出版.
2006 参考/830.59/E
英語年鑑 = Kenkyusha year book of English / 英語青年編集部編. -- 研究社出版.
2007 参考/830.59/E
英語年鑑 = Kenkyusha year book of English / 英語青年編集部編. -- 研究社出版.
2008 参考/830.59/E
英語年鑑 = Kenkyusha year book of English / 英語青年編集部編. -- 研究社出版.
2009 参考/830.59/E
英語年鑑 = Kenkyusha year book of English / 英語青年編集部編. -- 研究社出版.
2010 参考/830.59/E
英語年鑑 = Kenkyusha year book of English / 英語青年編集部編. -- 研究社出版.
2011 参考/830.59/E
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1977年度
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1978年度
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1978年度
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日本体育協会スポーツ科学研究報告集 / 日本体育協会スポーツ科学委員会. -- 1975年度
1979年度
世界児童画大全集
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 / 日本体育協会スポーツ科学委員会. -- 1975年度
1980年度
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1979-80年度
歯科疾患実態調査報告 = Report on the survey of dental diseases. -- 昭和32年 (昭32)-.
昭和32・38・44
-日本体育協会スポーツ科学研究報告集 / 日本体育協会スポーツ科学委員会. -- 1975年度
1981年度
歯科疾患実態調査報告 = Report on the survey of dental diseases. -- 昭和32年 (昭32)-.
昭和56
-研究報告集 / 日本体育協会スポーツ科学委員会
1973年度
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 / 日本体育協会スポーツ科学委員会. -- 1975年度
1982年度
Foods, nutrition, and dental health. -- Vol. 1 ([1981])-v. 5 ([1984]). -- Pathotox Publishers, c1981-c1984.
4
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1984年度
日本体育協会スポーツ科学研究報告集 ; 1960-1961年度 - 2007年度. -- 日本体育協会1985年度
小学校 新しい歯の保健指導トラペン
英語年鑑2001
英語年鑑 2002
角川書道字典
英語年鑑 2003
英語年鑑 2004
善本聚粋 第1巻
善本聚粋 第2巻
両界曼茶羅 : 東寺蔵 国宝「伝真言院両界曼茶羅」の世界 : 平凡社
特別展 栄西と建仁寺 【東京国立博物館】
木材工芸用語辞典 増補版
The art lover's guide to Japanese museums, Richard, Sophie
中世の唐物と伝来技術
地域素材活用 生活工芸大百科
ザビエルと東アジア:パイオニアとしての任務と軌跡
21世紀のホテル・デザイン 3 EUROPE & ASIA LUXURY HOTEL INTERIOR【河出書房新社】
英語年鑑 2000
新潮 現代国語辞典 第二版 【新潮社】
国民生活白書 平成11年版
我が国の文教施策 平成11年度
これからどうなる21
唾液は語る
日本医療保険制度史 【東洋経済新報社】
免疫学辞典 【東京化学同人】
歯科保健関係統計資料 2000年版 【口腔保健協会】
歯科保健指導関係資料 2000年版 【口腔保健協会】
遺伝学用語辞典 第4版 【東京化学同人】
金融入門 新版
金融工学とは何か
改訂 これからの歯科医院
スタンダード口腔保健学
介護福祉のための訪問介護実習ノート
新常用歯科辞典 第3版 【医歯薬出版】
厚生白書 平成12年版 【ぎょうせい】
大学講義 野望としての教養
未解決のサイエンス
ライフステージの栄養学
新・栄養学 【みらい】
大学崩壊 【宝島社】
女性のスポーツ医学
高齢者介護実践ガイド
国民栄養の現状
標準リハビリテーション医学 第2版
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国民生活白書 平成12年版
平成12年度 我が国の文教施策
科学研究費の基礎知識 〔増補改訂版〕
ストレス危機の予防医学
日本の経済格差
大学改革 課題と争点
化学に魅せられて
学力があぶない
新歯科衛生士教本 第2版 解剖学・組織発生学・口腔解剖学
新歯科衛生士教本 第2版 歯科予防処置
だれが本を殺すのか
「社会調査」のウソ
新しい生物学 第3版 【講談社】
ボランティアへの招待
歯周病学最前線
DNAとの対話
大学の教育・授業の未来像
燃料電池が世界を変える
図説 国民衛生の動向2000
大学ランキング 2002年版
福祉・医療関係モデル規程集
介護福祉用語辞典ハンドブック
論争・中流崩壊
論争・学力崩壊
教養としての大学受験国語
予防歯科医療「最前線」
高齢社会白書 平成13年版
歯科保健指導関係資料2001年版
歯科疾患実態調査報告 平成11年
高等学校学習指導要領
新しい評価の実際 ①
新しい評価の実際 ②
環境教育がわかる事典
五訂 日本食品標準成分表
理工教育を問う
チーズ図鑑
最新教育キーワード 137 第9版
改訂版 社会福祉小六法 2001 【ミネルヴァ書房】
介護福祉 改訂版 【有斐閣】
出版動乱
必携学校小六法 2002年度版 【協同出版】
高等学校学習指導要領解説 特別活動編
臨床小児神経学
「生きる力」と福祉教育・ボランティア学習
よくわかる社会福祉概論
ウェルカム、人口減少社会
遺伝子組換え食品
石油神話
"放射能"は怖いのか
福祉NPO
定常型社会
新聞があぶない
論争・少子化日本
入れ歯の文化史
生活習慣病を防ぐ
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階層化日本と教育危機
シリーズ：大学の教育・授業を考える ① 大学の教育、授業をどうする
シリーズ：大学の教育・授業を考える ② 大学の教育、授業の変革と創造
ダイエットを医学する
メディアが変わる知が変わる
インターネット白書2001 【インプレス】
歯科保健関係統計資料2001年版
医学部残酷物語
論争・東大崩壊
できるExcel基本編 OfficeXP版2002
できるWord基本編 OfficeXP版2002
日本子ども資料年鑑2002 【KTC中央出版】
ポイントチェック歯科衛生士試験対策 第2版 1
ポイントチェック歯科衛生士試験対策 第2版 2
ポイントチェック歯科衛生士試験対策 第2版 3
ポイントチェック歯科衛生士試験対策 第2版 4
ポイントチェック歯科衛生士試験対策 第2版 5
大学サバイバル
ボランティアの考え方
新歯ブラシ事典 【学建書院】
食の医学館 【小学館】
文部科学統計要覧平成14年度版
障害者白書 平成13年度版
厚生労働白書 平成13年度版
文部科学白書 平成13年度版
図説 国民衛生の動向2001
高血圧の医学 中公新書1623
大学は生まれ変われるか 中公新書1631
ウィルス学事典 ［第2版］ 【西村書店】
科学技術白書 平成14年度版
歯科医院のためのISO9000入門
岩波女性学事典
食事指導のABC
情報学事典 【弘文堂】
人口大事典
だれが「本」を殺すのか 延長戦
インターネット白書2002
生活習慣病予防と高齢者ケアのための栄養指導マニュアル
国民栄養の現状 平成12年
日経バイオ最新用語辞典 第5版
医療の質
ICTを活用した大学授業
環境リスク論
在宅介護以前
新歯科医院経営のすべて
歯科保健指導関係資料2003年版
新歯科衛生教本歯科矯正学
Q&A 食べる魚の全疑問
新しい発生生物学
脳を活性化する性ホルモン
最新歯科衛生士教本 口腔保健管理
パスコンとベタ率のはなし
HANDOBOOK OF CHILD PSYCHOLOGY VOL..1
HANDOBOOK OF CHILD PSYCHOLOGY VOL..3
HANDOBOOK OF CHILD PSYCHOLOGY VOL..4
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国民栄養の現状 平成13年
理系のための英語便利帳 イラスト完全図解 ブルーバックスB1420
事例・判例から学ぶ歯科の法律
味のなんでも小事典 甘いものはなぜ別腹？ ブルーバックス1439
サプリメント・バイブル
国民栄養の現状 平成14年厚生労働省国民栄養調査結果
第三版 健康・栄養 ー知っておきたい基礎知識ー
5分でできる口腔ケアー
最新歯科衛生士教本 障害者歯科
最新歯科衛生士教本 口腔保健管理
最新歯科衛生士教本 高齢者歯科
厚生労働白書 平成16年度版
予防管理時代のデンタルオフィス
歯科訪問診療における感染予防対策の基本と実際
栄養緑書
歯科医療事故予防学
日本語源大辞典
学力の社会学
できるパソコンの「困った!」に答える本 Windows XP版
歯科保健指導関係資料2005年版
歯科保健関係統計資料2005年版
歯科スタッフのマナーと実践マニュアル
歯科衛生士のための高齢者歯科学
歯学研究者名鑑 2005年版
日本人の食事摂取基準 2005年版
Q&Aご飯とお米の全疑問
現代家族のアジェンダ
単位171の新知識 ブルーバックス1484
希望格差社会
インターネット白書 2005
ドイツ介護保険
アメリカの高齢者医療、介護の事情
大学生のためのレポート・論文術
進化しすぎた日本人
21世紀 知の挑戦
環境ホルモン入門
かかりつけ歯科医のための小児歯科マニュアル
下流社会 光文社新書221
一から学ぶ歯科医療安全管理
国民健康・栄養調査報告 平成15年
栄養の基本がわかる図解事典
日本の医療が危ない ちくま新書554
義務教育を問いなおす ちくま新書543
患者にやさしい医療最前線
厚生労働白書 平成17年版
天皇と東大 上
天皇と東大 下
テレビと権力
日本のニート・世界のフリーター
教育改革の幻想
10年後の日本
科学技術白書 平成18年版
英和対訳 医療の実例英会話
教育ルネサンス 教師力
国民生活白書 平成18年版
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ミトコンドリア・ミステリー ブルーバックス
格差社会 何が問題なのか
日本学力回復の方程式
大学力
大学再生への具体像
大学教員の人事評価システム
資格のとり方・しごとのすべて 歯科衛生士・歯科技工士
歯科衛生士・歯科技工士になろう
日本語チェック2000辞典
新平等社会
日本子ども資料年鑑2007
栄養教諭とはなにかはじめて学ぶ
歯科口腔介護第2版
症状からみた歯科エックス線 写真読影のポイント
平成16年 国民健康・栄養調査報告
歯科衛生の動向 CD-ROM付 2007年版
医療崩壊
最新医療サービスの基本と仕組みがよくわかる本
厚生労働省白書 平成18年版
労働ダンピング 岩波新書1038
医療の倫理 岩波新書201
新聞の時代錯誤
ジェンダーの法律学 第2版
世界の大学危機 中公新書1764
物語大学医学部 新書ラクレ223
物語北欧の歴史
補綴臨床入門X線写真を読む
最新教育データブック第11版
歯科衛生の動向2007
大学入試の戦後史 中公新書ラクレ243
物語ドイツの歴史 中公新書1420
物語アメリカの歴史 中公新書1042
1万円の世界地図 祥伝社新書063
下流志向
埼玉県都市地図 ニューエスト⑪
子どもの栄養と食育がわかる事典
決定版 からだのしくみカラー事典
新歯科衛生士教本 歯科診療補助歯科放射線学
ワーキングプア
歯科保健指導関係資料 2007年版
社会福祉六法 平成20年版
医療事故を未然に防止する ヒヤリ・ハット報告の分析と活用
環境社会学
物語現代経済学 中公新書1853
ニッポンの大学 講談社現代新書1920
医療改革
日本子ども資料年鑑 2008
厚生労働白書 平成19年版
国民健康・栄養の現状 17
食品学Ⅱ 食品の分類と利用法
アフリカ苦悩する大陸
改訂6版 母子保健マニュアル
最新歯科衛生教本 歯科診療補助論
歯科衛生士国試対策集 2009年度対応
唾液歯と口腔の健康 第3版
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悩む力 集英社新書0444
大学「法人化」以後 中公新書ラクレ288
厚生労働白書 平成20年版
学歴社会の法則 光文社新書330
裁判員制度 平凡社新書232
ワーキングプア解決への道
病が語る日本史 学術文庫1886
命あるかぎり
今日からはじめる!口腔乾燥症の臨床
はじめの一歩のイラスト 生化学・分子生物学 改定第2版
歯科衛生の動向 CD-ROM付 2007年版
歯並びと咬み合わせのガイドブック
新歯科衛生士教本 病理学 2版
これからの健康管理と医療的ケア(肢体不自由教育シリーズ3)
患者が選ぶ歯科医院とその経営
変貌する日本の大学教授職
早稲田と慶応 講談社現代新書1958
消える大学残る大学
日本子ども資料年鑑 2009
スタンダード口腔保健学
新歯科衛生士教本 栄養指導・生化学
最新歯科衛生士教本 高齢者歯科
最新歯科衛生士教本 保健生態学
カンナちゃんの奇跡
口腔衛生学
知識基盤社会と大学の挑戦
大学改革の海図
大学改革の社会学
患者が選ぶ歯科医院とその経営
下流大学が日本を滅ぼす! ベスト新書192
いのちを救う先端技術 PHP新書540
教育と平等 中公新書2006
小児歯科最新歯科衛生士教本
100年予測
暮らしの健康 ことわざ辞典
イラストと写真でわかる歯科材料の基礎
臨床栄養医学
医師の過重労働
厚生労働白書 平成21年版
国民健康・栄養の現状18
世界を制した「日本的技術発想」 BLUEBACKS1622
名ばかり大学生 光文社新書436
歯科衛生士テキストわかりやすい歯科放射線学
最新歯科衛生士教本 疾病の成り立ち及び回復過程の保健3 薬理学
わかりやすい栄養学 第3版
大学の誕生(上) 中公新書2004
大学の誕生(下) 中公新書2005
放射線医療 中公新書2022
賢い身体バカな身体
戦後世界経済史 中公新書2000
小児歯科学 第3版
歯科衛生士のための矯正歯科治療
食材の基本がわかる図解事典
福祉ガバナンス宣言
介護福祉士のための事例研究テキスト2001
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最新 歯科衛生士教本 保健生態学
最新 歯科衛生士教本 歯科医療倫理
最新 歯科衛生士教本 歯科放射線
最新 歯科衛生士教本 歯周疾患
器材準備マニュアル 第4版
偽善の医療 新潮新書306
最新 歯科衛生士教本 歯の硬組織・歯髄疾患 保存修復・歯内療法
最新 歯科衛生士教本 化学
最新 歯科衛生士教本 生物学
宅老所・小規模多機能ケアのすべてがわかる2010
人の痛みを感じる国家 新潮文庫
ジャーナリズム崩壊 新書089
日本経済のウソ 新書857
日本の学歴エリート 学術文庫1974
東京大学の歴史 学術文庫1799
灘校 光文社新書447
くすりの事典 2011年版
ぜんぶわかる人体解剖図
新歯科衛生士教本 歯科補綴学
新歯科衛生士教本 歯科矯正学
新歯科衛生士教本 栄養指導・生化学
五訂増補 食品成分表2011
最新歯科衛生士教本 障害者歯科
国試の麗人Ⅱ 直前まとめ編 (2011 Year Book)
大学破綻 (角川 oneテーマ21 C‐194)
理科系冷遇社会 (中公新書ラクレ366)
認知症 (中公新書2061)
対決!大学の教育力 (朝日新書225)
日本の科学/技術はどこへいくのか
麻酔の科学 第2版(BLUE BACKS)
新・現代免疫物語「抗体医薬」と「自然免疫」の驚異
失われた「医療先進国」
スウェーデンはなぜ強いのか
栄養の基本がわかる図解事典
消える大学生き残る大学 朝日新書
放射線と健康 岩波新書 745
大事典 これでわかる!医療のしくみ 中公新書ラクレ
「リハビリ特化型デイサービス&デイケア」開発・運営資料集
強くなくていい「弱くない生き方」をすればいい
壊れる日本人 新潮文庫
抜かない歯の矯正
「習慣病」になったニッポンの大学
歯科衛生士のための主要3科問題例集 2011年版
解説 口腔ケアと摂食・嚥下リハビリテーション
口腔ケアガイドブック
最新歯科衛生士教本 咀嚼障害・咬合異常2 歯科矯正
医療格差の時代 ちくま新書 731
砂糖の科学 シリーズ≪食品の科学≫
ビタミン・ミネラルの科学
医学の歴史 講談社学術文庫
世界史年表・地図
動画でわかる摂食・嚥下障害患者のリスクマネジメント DVD付
動画でわかる摂食・嚥下リハビリテーション DVD付
日本子ども資料年鑑2012 CD-ROM付
デンマークが超福祉大国になったこれだけの理由
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日本の食文化史年表 : 吉川弘文館
薬理学 : 新歯科衛生士教本 第2版 : 医歯薬出版株式会社
歯科衛生士と法律・制度 第2版 : 歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み2 : 最新歯科衛生士教本 : Textbook for D
臨床検査 : Textbook for Dental Hygiene Students : 最新 歯科衛生士教本 : 医歯薬出版株式会社
歯科衛生士のための摂食・嚥下 リハビリテーション : 医歯薬出版株式会社
AHAガイドライン2010と歯科医院での緊急対処法 : BLSポスター付 : 医歯薬出版株式会社
人口から読む日本の歴史 : 講談社学術文庫
東と西の語る日本の歴史 : 講談社学術文庫
学歴貴族の栄光と挫折 : 講談社学術文庫
今さら聞けない科学の常識 : うろおぼえを解消する102項目 : BLUE BACKS
今さら聞けない科学の常識2 : かんちがいを解消する81項目 : BLUE BACKS
医学の歴史
もういちど読む 山川世界史 : 山川出版社
物語 食の文化 : 美味い話、味な知識 : 中公新書2117
化学の歴史 : ちくま学芸文庫 : Math&Science
改訂版 詳説 日本史研究 : 山川出版社
もういちど読む 山川日本史 : 山川出版社
就職する前にしておきたい17のこと : だいわ文庫
フランス史10講 : 岩波新書1016
ドイツ史10講 : 岩波新書826
ルポ高齢者医療 - 地域で支えるために : 岩波新書1176
決定版 歯の本 : ●歯医者に行く前に読む : いい歯医者の見分け方
これで解決!! すぐ出来る歯医者さんの感染予防 : -歯科医療現場の感染予防Q&A- : 日本医学館
危ない私立大学 残る私立大学 : Asahi Shinsho 349
毒と薬の世界史 : ソクラテス、錬金術、ドーピング : 中公新書1974
物語 アイルランドの歴史 : 欧州連合に賭ける"妖精の国" : 中公新書1215
物語 スイスの歴史 : 知恵ある孤高の小国 : 中公新書1546
物語 ウクライナの歴史 : 中公新書1655
物語 チェコの歴史 : 森と高原と古城の国 : 中公新書1838
医療の限界 : 新潮新書 : 新潮社218
頼朝の武士団 : 将軍・御家人たちと本拠地・鎌倉 : 歴史新書y031 : 洋泉社
横浜の戦国武士たち : 有隣新書
もういちど読む 山川倫理 : 山川出版社
もういちど読む 山川地理 : 山川出版社
これで解決!! すぐ出来る歯医者さんの感染予防 : -歯科医療現場の感染予Q&A- : 日本医学館
中世武士団 : 講談社学術文庫
学歴分断社会 : ちくま新書772
進学格差 : -深刻化する教育費負担 : ちくま新書758
イギリス帝国の歴史 : アジアから考える : 中公新書2167
物語中国の歴史 : 文明史的序説 : 中公新書1353
国民健康・栄養の現状 : -平成21年厚生労働省国民健康・栄養調査報告より - : 第一出版 : The National Health and Nutrition Su
顎・口腔粘膜疾患 口腔外科・歯科麻酔 : 最新 歯科衛生士教本 : Textbook for Dental Hygienist Education : 医歯薬出版株式会社
平成23年歯科疾患実態調査報告 : Report on the Survey of Dental Diseases(2011) : 一般財団法人 口腔保健協会
高齢者歯科 : 最新歯科衛生士教本 : 医歯薬出版株式会社
老年看護 : 新看護学13 : 医学書院
障害者歯科 第2版 : 最新 歯科衛生士教本 : 医歯薬出版株式会社 : Textbook for Dental Hygienist Education
図解 障害者総合支援法早わかりガイド : 障害支援区分 利用者負担 地域生活支援事業 施設の運営基準など法律のポイントがは
社会保険の現代的課題 : The Open University of Japan : 放送大学教材1518836-1-1211
置かれた場所で咲きなさい : GENTOSHA
自律訓練法の実際 : 心身の健康のために : The Theory and Practice of Autogenic Training : 創元社
歯・口腔の構造と機能 口腔解剖学・口腔組織発生学・口腔生理学 : 最新 歯科衛生士教本 : Textbook for Dental Hygienist Educ
詳説 日本史図録 : 第6版 : 山川出版社 : 詳説日本史(日B301)準拠
大学入試担当教員のぶっちゃけ話 : 中公新書ラクレ467
国民健康・栄養の現状 : -平成22年厚生労働省国民健康・栄養調査報告より- : 第一出版 : The National Health and Nutrition Su
歯科衛生士と法律・制度 : 第2版 : 歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み2 : 最新 歯科衛生士教本 : Textbook for
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基礎から学ぶ生物学・細胞生物学 : 第2版 : Biology and Cell biology : 羊土社 YODOSHA
学力と階層 : Academic Achievement and Social Class 【朝日文庫】
北の十字軍 : 「ヨーロッパ」の北方拡大 【講談社学術文庫】
日本教育小史 : -近・現代- : 岩波新書363 【岩波書店】
日本の食はどう変わってきたか : 神の食事から魚肉ソーセージまで : 角川選書523【角川書店】
疾病の成り立ち及び回復過程の促進1 : 病理学・口腔病理学 : 最新 歯科衛生士教本 【 医歯薬出版株式会社】 : Textbook for D
日本子ども資料年鑑 2014 : CD-ROM付 : almanac of data on japanese children : KTC中央出版
介護福祉士養成テキストブック1 人間の尊厳と自立 第2版 【ミネルヴァ書房】
戦争の世界史 上 【中公文庫】
戦争の世界史 下 【中公文庫】
夫婦格差社会 【中央公論新社】
イギリス史10講 【岩波書店】
中世に生きる女たち 【岩波書店】
新・ローマ帝国衰亡史 【岩波書店】
高学歴女子の貧困 【光文社】
鎌倉北条氏の興亡 【吉川弘文館】
小論文これだけ!医療・看護編 【東洋経済新報社】
中世ヨーロッパの歴史 【講談社】
物語ベルギーの歴史 【中央公論社】
東大病院研修医 【中央公論社】
列島の歴史を語る 【筑摩書房】
日本の雇用と中高年 【筑摩書房】
ヴァロワ朝フランス王朝史2 【講談社】
歯科衛生士のための歯科医療安全管理 【医歯薬出版】
おもしろい歯のはなし60話 【大月書店】
歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み3 保健情報統計学 【医歯薬出版】
高齢者歯科 第2版 【医歯薬出版】
明治人の力量 【講談社】
明治医事往来 【講談社】
大学の淘汰が始まった! 【宝島社】
日本子ども資料年鑑2015 【KTC中央出版】
介護福祉医療版経営人事マネジメント策定実践テキスト
チェアサイド・ラボサイドの新矯正装置ビジュアルガイド【医歯薬出版】
小児の口腔科学 第4版【学建書院】
新歯科放射線学 第2版【医学情報社】
日本子ども資料年鑑 2019 / （恩）母子愛育会愛育研究所 編 【KTC中央出版】
ライフサイクルの経済学
少子化時代の日本経済
"Herre, Emotions 【Sage】"
新しい歯周病の治し方
よくわかる顎偏位症の治療と予防
歯科保健指導関係資料 1999年版
歯科保健関係統計資料 1999年版
チェアーサイドの救急処置 ・蘇生法ガイドブック
歯みがき ・歯ブラシ大図鑑
21世紀の歯科医学を拓く臨床 ・研究 ・教育を求めて
癒す心、治る力
新生理心理学 1巻 【北大路書房】
新生理心理学 2巻 【北大路書房】
新生理心理学 3巻 【北大路書房】
口腔診査法 4 －WHOによるグローバルスタンダード
そしゃく器官の発達と歯科保健
図説 家族問題の現在
かむ・のみこむが困難な人の食事
食べる機能をうながす食事
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リハビリテーション医学大辞典 【医歯薬出版】
厚生白書(平成11年版)
骨の健康学
日本の社会保障
新歯科衛生士テキスト 口腔衛生学 【学建書院】
小児歯科疾患の治療
摂食・嚥下リハビリテーション
栄養所要量 ・基準量と食生活ガイドライン
小児栄養学 【建帛社】
健康栄養 【第一出版】
これからの高齢者の栄養管理サービス
学校崩壊
介護食ハンドブック
医療・保険・福祉改革のヒント
授業を変えれば大学は変わる
日本の医療行政
四千万人を殺したインフルエンザ
新編 歯科医療とはなにか
日本人の栄養所要量 食事摂取基準 第六次改定
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