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1位 保存修復学第5版 / 平井義人編集代表/平井義人 [ほか] 執筆

2位 歯内治療学第3版 / 戸田忠夫 [ほか] 編/戸田忠夫 [ほか] 執筆

3位 院内ルールと医師のマナー / 日野原重明監修

4位 シンプル微生物学改訂第4版 / 東匡伸, 小熊惠二編集

5位 口腔外科学第3版 / 白砂兼光, 古郷幹彦編

6位 無歯顎補綴治療学第2版 / 細井紀雄 [ほか] 編集

7位 歯科矯正学第5版 / 相馬邦道 [ほか] 編集/相馬邦道 [ほか] 執筆

8位 口腔微生物学・免疫学第4版 / 川端重忠 [ほか] 編集

9位
歯科放射線学 2016 (歯科医師国家試験過去問題集 : 実践:15) / 麻布デンタルア
カデミー編

10位
歯科衛生士国家試験完全攻略 : 科目別国家試験解説 2015年版 : 2010～2014 / 
日本医歯薬研修協会編著
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貸出冊数（6月）

いよいよ夏休みですね。まとまった時間が取れるこの時期は、活字に親しむ絶
好の機会です。涼しくて静かな環境で自分を見つめ直す時間にしてほしいと思
います。よい文章をたくさん読んで心の充電をしてください。私たち運営部会委
員は学生目線で使いやすい図書館づくりを目指していますので、気になること
や要望等ありましたら遠慮せずに声をかけて頂ければと思います。よろしくお願
いします。 図書館運営部会 安細敏弘



新着図書

タ イ ト ル 著 者 名
日本の統計 2017 総理府統計局編

時の一雫 : セーニー・サオワポン選集 (アジアの現代文芸:Thailand(タイ):17)
セーニー・サオワポン著/吉岡みね子編
訳

世界の統計(国際統計要覧) 2017 総務庁統計局編
環境白書平成28年版
歯みがき100年物語 ライオン歯科衛生研究所編

高齢者の睡眠とその障害 (Advances in aging and health research:2016)

混迷を深める世界情勢と我が国の選択 [2] (防衛開眼:第42-43集) (「日本の安全
と平和を考える」シリーズ)

國分良成 [ほか講演]/片山和美編

福岡県統計年鑑平成26年 福岡県総務部統計課編
学校教育を活かす自然体験教育 (自然体験教育ブックレット:1) 能條歩

日常臨床における難症例集: 求められる診断と適切な対応 (デンタルダイヤモン
ド:第42巻第6号, 通巻616号, 増刊号)

大谷一紀, 三橋晃, 山城正司編集委員

Interface Oral Health Science 2016 : innovative research on biosis-abiosis 
intelligent interface : hardcover

Keiichi Sasaki, Osamu Suzuki, Nobuhiro
Takahashi, editors

アジアで活躍する! : 日本とASEANの新時代 徳永誠著
例題中心確率・統計入門改訂版 坂光一, 水原昴廣, 宇野力共著
わが師・先人を語る 3 上廣倫理財団編
歯科衛生士国家試験出題基準平成29年版 歯科医療研修振興財団編
口腔インプラント学実習書 日本口腔インプラント学会編
The origin and evolution of anesthesia in Japan by Akitomo Matsuki

Current status and perspective of cancer stem cell research edited by Masaki Mori ... [et al.]

全身的偶発症とリスクマネジメント : 高齢者歯科診療のストラテジー 大渡凡人著

日本の国際協力 2016年版 (開発協力白書:2015年版-2016年版) 外務省編
中国近代化の開拓者・盛宣懐と日本 久保田文次監訳
精神医学と俳句 石川文之進著
葉っぱの子 : 句集 石川サト子著
ブランド力 : 今、企業や自治体に求められている大切な価値 関野吉記著

Digital dentistry year book 2017 (Quintessence of dental technology:別冊) 日本デジタル歯科学会監修

歯科衛生士のための子どもの"みかた"まるわかりブック (デンタルハイジーン:別
冊)

犬塚勝昭, 有田信一, 土岐志麻, 渡辺
直彦編著

臨床のヒントQ&A (歯界展望:別冊) 東京歯科大学学会歯科学報編集部編
悩みいろいろ : 人生に効く物語50 (岩波新書:新赤版 1632) 金子勝著
漱石のこころ : その哲学と文学 (岩波新書:新赤版 1633) 赤木昭夫著
俳句世がたり (岩波新書:新赤版 1634) 小沢信男著

日本の近代とは何であったか : 問題史的考察 (岩波新書:新赤版 1650) 三谷太一郎著

シリア情勢 : 終わらない人道危機 (岩波新書:新赤版 1651) 青山弘之著

中国のフロンティア : 揺れ動く境界から考える (岩波新書:新赤版 1652) 川島真著

グローバル・ジャーナリズム : 国際スクープの舞台裏 (岩波新書:新赤版 1653) 澤康臣著

モラルの起源 : 実験社会科学からの問い (岩波新書:新赤版 1654) 亀田達也著

『レ・ミゼラブル』の世界 (岩波新書:新赤版 1655) 西永良成著
作家的覚書 (岩波新書:新赤版 1656) 高村薫著
ミクロ経済学入門の入門 (岩波新書:新赤版 1657) 坂井豊貴著

日中漂流 : グローバル・パワーはどこへ向かうか (岩波新書:新赤版 1658) 毛里和子著

異才、発見! : 枠を飛び出す子どもたち (岩波新書:新赤版 1659) 伊藤史織著
正岡子規 : 人生のことば (岩波新書:新赤版 1660) 復本一郎著
霊長類 : 消えゆく森の番人 (岩波新書:新赤版 1662) 井田徹治著
習近平の中国 : 百年の夢と現実 (岩波新書:新赤版 1663) 林望著
鏡が語る古代史 (岩波新書:新赤版 1664) 岡村秀典著
矢内原忠雄 : 戦争と知識人の使命 (岩波新書:新赤版 1665) 赤江達也著
在日米軍 : 変貌する日米安保体制 (岩波新書:新赤版 1666) 梅林宏道著
夏目漱石と西田幾多郎 : 共鳴する明治の精神 (岩波新書:新赤版 1667) 小林敏明著
親権と子ども (岩波新書:新赤版 1668) 榊原富士子, 池田清貴著

偽りの経済政策 : 格差と停滞のアベノミクス (岩波新書:新赤版 1661) 服部茂幸著


