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1位 口腔解剖学 = Oral anatomy / 井出吉信, 前田健康, 天野修編

2位 先天異常 ; 顎関節疾患 ; 損傷 ; 炎症・アレルギー / 麻布デンタルアカデミー編

3位 歯科国試answer 社会歯科・口腔衛生学/ DES歯学教育スクール編

4位 歯内療法学 / 麻布デンタルアカデミー編

5位 外科・放射 . 口腔外科学歯科放射線学歯科麻酔学 / 麻布デンタルアカデミー編

6位 歯科国試answer 歯科矯正学 / DES歯学教育スクール編

7位 歯科医師国家試験問題解説 / 麻布デンタルアカデミー編

8位 基礎歯科生理学 / 森本俊文, 山田好秋編

9位 新口腔病理学 / 下野正基, 高田隆編 ; 田中昭男 [ほか] 執筆

10位 口腔外科学 / 白砂兼光, 古郷幹彦編
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本年は九州歯科大学附属図書館長として２年目に入りますので、図書館の今後の在り方のより良い方向性の確
立を目指しております。具体的には、１）ラーニングコモンズの導入（＊ラーニングコモンズとは複数の学生が集
まって、電子情報も印刷物も含めた様々な情報資源から得られる情報を用いて議論を進めていく学習スタイルを
可能にする「場」を提供するもの）、２）学生の「学修の場」としての図書館の充実、３）大学の教員、大学院生の成
果の大学単位としての世界へのアピール方法の確立等を図書館運営関係各位の方々と更に真摯に取り組んで
いきたいと思います。特に１）のラーニングコモンズに関しては本年の４月から図書館グループ学習室にて実施
開始予定ですので、是非ご活用ください。

九州歯科大学附属図書館長牧憲司
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あなたの人生がつまらないと思うんなら、それ
はあなた自身がつまらなくしているんだぜ。 : 1
秒でこの世界が変わる70の答え

ひすいこたろう
フェイクドキュメンタリーの教科書 : リアリティ
のある"嘘"を描く映画表現その歴史と撮影テ
クニック = Textbook of fakedocumentary

白石晃士

人工知能は人間を超えるか : ディープラーニ
ングの先にあるもの

松尾豊 たんときれいに召し上がれ : 美食文学精選
青木正児 [ほか] 著 ; 
津原泰水編

世界一受けたい「心理学×哲学」の授業 嶋田将也 君の膵臓をたべたい 住野よる
コーヒーが冷めないうちに 川口俊和 華族のアルバム : 秘蔵写真でたどる 倉持基
1Q84 (ichi-kew-hachi-yon) : a novel １・２・３ 村上春樹 ナースになったらピュアな心がなくなりました。 にわみちよ

人生のサバイバルを生き抜く映画の言葉 : 映
画の言葉

とみさわ昭仁 ハリー・ポッターと呪いの子

J. K. ローリング, ジョ
ン・ティファニー, ジャッ
ク・ソーン著 ; ジャック・
ソーン舞台脚本 ; 松岡
佑子訳

映画で歩くパリ 佐藤久理子文・写真 天才 石原慎太郎
一流の睡眠 : 「MBA×コンサルタント」の医師
が教える快眠戦略

裴英洙
原爆を盗め! : 史上最も恐ろしい爆弾はこうし
てつくられた

スティーヴ・シャンキン
著 ; 梶山あゆみ訳

ライムスター宇多丸のウィークエンド・シャッフ
ル"神回"傑作選

TBSラジオ「ライムス
ター宇多丸のウィーク
エンド・シャッフル」編著

無慈悲な昼食
エベリオ・ロセーロ著 ; 
八重樫克彦, 八重樫由
貴子訳

寝不足でも結果を出す全技法 西多昌規
謎のアジア納豆 : そして帰ってきた「日本納
豆」

高野秀行

ハリウッド白熱教室
ドリュー・キャスパー, 
NHK「ハリウッド白熱教
室」制作班著

サピエンス全史 : 文明の構造と人類の幸福
１・２

ユヴァル・ノア・ハラリ
著 ; 柴田裕之訳

ツバキ文具店 小川糸 恋のゴンドラ 東野圭吾
猫には推理がよく似合う 深木章子 明日の食卓 椰月美智子
作句のチャンス : 俳句入門 鍵和田秞子 コンビニ人間 村田沙耶香

サイロ・エフェクト : 高度専門化社会の罠
ジリアン・テット著 ; 土
方奈美訳

アンドロイドは電気羊の夢を見るか?
フィリップ・K・ディック
著 ; 浅倉久志訳

イチロー果てしなき夢 : 少年の想い遥かに 義田貴士 血の季節 小泉喜美子
ライザップはなぜ、結果にコミットできるのか 上阪徹 ガダラの豚 １・２・３ 中島らも

ユナイテッド・ステイツ・オブ・ジャパン １・２
ピーター・トライアス
著 ; 中原尚哉訳

月は無慈悲な夜の女王
ロバート・A・ハインラ
イン著 ; 矢野徹訳

仮面病棟 知念実希人 ドグラ・マグラ １・２ 夢野久作
疾風ロンド 東野圭吾 小説君の名は。 新海誠
華竜の宮 １・２ 上田早夕里 人形はなぜ殺される 高木彬光
響け!ユーフォニアム : 北宇治高校吹奏楽部へ
ようこそ

武田綾乃 停電の夜に
ジュンパ・ラヒリ [著] ; 
小川高義訳

響け!ユーフォニアム : 2 : 北宇治高校吹奏楽
部のいちばん熱い夏

武田綾乃 GONE １・２
マイケル・グラント著 : 
片桐恵理子訳

響け!ユーフォニアム : 3 : 北宇治高校吹奏楽
部、最大の危機

武田綾乃 中国4.0 : 暴発する中華帝国
エドワード・ルトワック
著 ; 奥山真司訳

天使は奇跡を希う 七月隆文 しっぽちゃん 群ようこ
殺人鬼フジコの衝動 真梨幸子 High and dry(はつ恋) よしもとばなな
殺戮にいたる病 我孫子武丸 イルカ よしもとばなな
僕の好きな人が、よく眠れますように 中村航 チエちゃんと私 よしもとばなな
法医昆虫学捜査官 川瀬七緒 彼女について よしもとばなな
シンクロニシティ 川瀬七緒 きみの友だち 重松清
ビタミンF 重松清 何者 朝井リョウ
君は嘘つきだから、小説家にでもなればいい 浅田次郎 時限病棟 知念実希人
メガロマニア 恩田陸 聖女の救済 東野圭吾
神様の裏の顔 藤崎翔 赤い指 東野圭吾
峠 １・２・３ 司馬遼太郎 嘘をもうひとつだけ 東野圭吾
月の上の観覧車 荻原浩 祈りの幕が下りる時 東野圭吾
和菓子のアン 坂木司 歯はみがいてはいけない 森昭

ポートレイト・イン・ジャズ 和田誠, 村上春樹著
ヤバすぎる心理術 : 相手のすべてが見透か
せる支配できる

神岡真司

友情 武者小路実篤
世界で一番わかりやすいおいしいお酒の選
び方

山口直樹

ボッコちゃん 星新一 夢をかなえるゾウ 水野敬也
星降り山荘の殺人 倉知淳 幸せになる勇気 岸見一郎, 古賀史健
エイジ 重松清 羊と鋼の森 宮下奈都
詩羽のいる街 山本弘 マチネの終わりに 平野啓一郎
厭魅 (まじもの) の如き憑くもの 三津田信三 カエルの楽園 = The paradise of frogs 百田尚樹
密室殺人ゲーム王手飛車取り 歌野晶午


