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【一般書】
1 1110090964 開業医だからこれだけ言える 　 　庄司 肇∥著 　王国社      490.4   /ｼ       /        1993年3月

2 1110466545 女医裏物語 　 　神 薫∥著 　バジリコ      490.4   /ｼﾞ      /        2009年2月

3 1110408570 あなたの病気には意味がある 　 　高田 明和∥著 　光文社      490.4   /ﾀ       /        2004年2月

4 1110237821 3日でわかるからだのしくみ 　 　田野井 正雄∥著 　ダイヤモンド社      490.4   /ﾀ       /        2000年7月

5 1110017686 医者がすすめる不養生 　 　遠山 高史∥著 　新潮社      490.4   /ﾄ       /        1997年11月

6 1110171228 ぼくが医者をやめた理由 　[正] 　永井 明∥著 　平凡社      490.4   /ﾅ       /        1988年2月

7 1110460324 テレビじゃ言えない健康話のウソ 　 　中原 英臣∥著 　文藝春秋      490.4   /ﾅ       /        2008年7月

8 1110303888 笑って脳ドック 　 　中島 英雄∥著 　講談社      490.4   /ﾅ       /        2000年8月

9 1110218672 医療はどこまでできるか 　 　二瓶 健次∥編著 　アグネ承風社      490.4   /ﾆ       /        2000年1月

10 1110171616 カルテの余白 　 　浜本 淳二∥著 　北海道新聞社      490.4   /ﾊ       /        1996年5月

11 1110381892 生きかた上手 　 　日野原 重明∥著 　ユーリーグ      490.4   /ﾋ       /        2001年12月

12 1110355714 医学常識はウソだらけ 　 　三石 巌∥著 　都築事務所      490.4   /ﾐ       /        2001年8月

13 1110337209 医者が患者をだますとき 　女性篇 　ロバート　メンデルソン∥著 　草思社      490.4   /ﾒ       /        2001年4月

14 1110070545 医者の言葉がよくわかる 　 　米山 公啓∥著 　講談社      490.4   /ﾖ       /        1996年8月

15 1110217062 ワタナベ式「家庭の医学書」副読本 　 　渡辺 和博∥著 　三天書房      490.4   /ﾜ       /        2000年1月

16 1110143367 動物実験を考える 　 　野上 ふさ子∥著 　三一書房      490.7   /ﾉ       /        1993年3月

17 1110165139 足の汚れ<沈澱物>が万病の原因だった 　 　官 有謀∥著 　文化創作出版      490.9   /ｶ       /        1986年8月

18 1110035894 30代からの漢方マニュアル 　 　木下 繁太朗∥著 　大月書店      490.9   /ｷ       /        1992年3月

19 1110046172 食べる漢方 　 　重野 哲寛∥著 　プレジデント社      490.9   /ｼ       /        1995年5月

20 1110145248 まちがいだらけの漢方薬選び 　 　関口 善太∥[ほか]著 　東方書店      490.9   /ﾏ       /        1993年4月

21 1110091343 漢方の常識非常識 　 　松宮 光伸∥著 　八坂書房      490.9   /ﾏ       /        1997年7月

22 1110115076 こども漢方 　 　劉 影∥著 　小学館      490.9   /ﾘ       /        1996年9月

23 1110183124 子供の体に異変が起きている 　 　東 茂由∥著 　河出書房新社      491     /ﾋ       /        1999年9月

24 1110131115 足は何のためにあるか 　 　山田 宗睦∥編 　風人社      491.1   /ｱ       /        1992年12月

25 1110131131 くびは何のためにあるか 　 　山田 宗睦∥編 　風人社      491.1   /ｸ       /        1995年1月

26 1110131123 口は何のためにあるか 　 　山田 宗睦∥編 　風人社      491.1   /ｸ       /        1994年2月

27 1110201835 驚異の小宇宙・人体Ⅲ遺伝子・DNA 　1 　NHK「人体」プロジェクト∥著 　日本放送出版協会      491.1   /ﾆ       /1       1999年5月

28 1110147053 驚異の小宇宙・人体Ⅲ遺伝子・DNA 　1 　NHK「人体」プロジェクト∥著 　日本放送出版協会      491.1   /ﾆ       /1       1999年5月

29 1110201843 驚異の小宇宙・人体Ⅲ遺伝子・DNA 　2 　NHK「人体」プロジェクト∥著 　日本放送出版協会      491.1   /ﾆ       /2       1999年6月

30 1110201850 驚異の小宇宙・人体Ⅲ遺伝子・DNA 　3 　NHK「人体」プロジェクト∥著 　日本放送出版協会      491.1   /ﾆ       /3       1999年7月

31 1110201868 驚異の小宇宙・人体Ⅲ遺伝子・DNA 　4 　NHK「人体」プロジェクト∥著 　日本放送出版協会      491.1   /ﾆ       /4       1999年8月

32 1110201876 驚異の小宇宙・人体Ⅲ遺伝子・DNA 　5 　NHK「人体」プロジェクト∥著 　日本放送出版協会      491.1   /ﾆ       /5       1999年9月

33 1110201884 驚異の小宇宙・人体Ⅲ遺伝子・DNA 　6 　NHK「人体」プロジェクト∥著 　日本放送出版協会      491.1   /ﾆ       /6       1999年10月

34 1110604780 万能細胞医療 　 　星野 泰三∥監修　著 　メタモル出版      491.11  /ﾎ       /        2010年5月

35 1110611900 若く、美しく、かっこよく甦る星野式万能細胞治療 　 　星野 泰三∥著 　CVA出版企画      491.11  /ﾎ       /        2011年7月

36 1110070560 ここまでわかった!女の脳・男の脳 　 　新井 康允∥著 　講談社      491.3   /ｱ       /        1994年2月

37 1110027578 老化とは何か 　 　今堀 和友∥著 　岩波書店      491.3   /ｲ       /        1993年9月
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38 1110070578 心と体を活かす性 　 　石浜 淳美∥著 　講談社      491.3   /ｲ       /        1995年8月

39 1110445895 統合失調症 　 　春日 武彦∥監修 　主婦の友社      493.7   /ﾄ       /        2007年5月

40 1110399621 よくわかるとうごうしっちょうしょう 　 　三野 善央∥著 　メディカ出版      493.7   /ﾐ       /        2003年10月

41 1110307285 知っていますか暮らしの有害物質 　 　及川 紀久雄∥著 　日本放送出版協会      498.4   /ｵ       /        2000年9月

42 1110399639 すこやかに生きる暮らしの科学 　 　坂下 栄∥著 　ゆうエージェンシー      498.4   /ｻ       /        2003年10月

43 1110415914 身のまわりの危ないことQ&A 　 　電力中央研究所∥編 　丸善      498.4   /ﾐ       /        2004年9月

44 1110316161 危ない化学物質の避け方 　 　渡辺 雄二∥著 　ベストセラーズ      498.4   /ﾜ       /        2000年11月

45 1110114673 たべあわせ薬効菜 　 　阿部 絢子∥著 　文化出版局      498.5   /ｱ       /        1996年7月

46 1110165030 ガン・成人病を劇的に癒したAHCC 　 　旭丘 光志∥著 　有楽出版社      498.5   /ｱ       /        1995年2月

47 1110227814 アメリカのおみやげ薬100 　 　海外ドラッグ研究会∥編 　同文書院      498.5   /ｱ       /        2000年5月

48 1110193446 環境ホルモンから身を守る食べ方 　 　足立 礼子∥著 　女子栄養大学出版部      498.5   /ｱ       /        1999年10月

49 1110049200 健康を守る新型日本食 　 　井土 貴司∥著 　三水社      498.5   /ｲ       /        1995年2月

50 1110094214 知って得する最新食べもの学 　 　稲神 馨∥著 　朝日新聞社      498.5   /ｲ       /        1993年5月

51 1110324074 ビール酵母ダイエット 　 　今井 竜弥∥著 　マキノ出版      498.5   /ｲ       /        2001年2月

52 1110219647 遺伝子操作食品の避け方 　 　小若 順一∥ほか著 　コモンズ      498.5   /ｲ       /        2000年2月

53 1110044375 野菜の色には理由(ワケ)がある 　 　石黒 幸雄∥[著] 　毎日新聞社      498.5   /ｲ       /        1996年8月

54 1110051131 すぐに役立つ食物繊維の知識と献立 　 　池上 幸江∥著 　第一出版      498.5   /ｲ       /        1996年11月

55 1110067111 薬になる身近な食品小事典 　 　飯塚 律子∥著 　東京新聞出版局      498.5   /ｲ       /        1992年12月

56 1110376207 イラスト版食材の本 　1 　赤堀栄養専門学校∥編 　合同出版      498.5   /ｲ       /1       1997年5月

57 1110376199 イラスト版食材の本 　2 　赤堀栄養専門学校∥編 　合同出版      498.5   /ｲ       /2       1997年8月

58 1110376181 イラスト版食材の本 　3 　赤堀栄養専門学校∥編 　合同出版      498.5   /ｲ       /3       1997年9月

59 1110148044 おいしい自然食 　 　 　マインドカルチャーセンター      498.5   /ｵ       /        1993年4月

60 1110022777 おとなのダイエット 　 　 　女子栄養大学出版部      498.5   /ｵ       /        1997年10月

61 1110316179 「超薬」プロポリスの選び方 　 　荻野 元平∥著 　文芸社      498.5   /ｵ       /        2000年11月

62 1110036793 お茶で若く美しくなる! 　 　大森 正司∥著 　読売新聞社      498.5   /ｵ       /        1997年7月

63 1110148291 新・緑茶の驚くべき効用 　 　大森 正司∥著 　チクマ秀版社      498.5   /ｵ       /        1999年5月

64 1110151832 お年寄りの食事 　 　大友 英一∥監修 　主婦と生活社      498.5   /ｵ       /        1999年8月

65 1110416805 ビジネスマンのためのドーピング・ガイド 　 　加藤 三千尋∥著 　インプレス      498.5   /ｶ       /        2004年10月

66 1110223870 ファイトケミカルで病気を防ぐ 　 　蒲原 聖可∥著 　マキノ出版      498.5   /ｶ       /        2000年4月

67 1110119375 食品添加物を語る 　 　刈米 孝夫∥著 　研成社      498.5   /ｶ       /        1993年11月

68 1110040407 からだに効く栄養成分バイブル 　 　主婦と生活社∥編 　主婦と生活社      498.5   /ｶ       /        1996年12月

69 1110021027 外食ミニガイド 　 　女子栄養大学出版部∥編 　女子栄養大学出版部      498.5   /ｶﾞ      /        1994年6月

70 1110437579 がんばらない!ダイエット料理の基本とコツ700 　 　浜内 千波∥監修 　主婦と生活社      498.5   /ｶﾞ      /        2006年6月

71 1110378054 キッチンの「やせ食材」でだれでも10kgダイエット 　 　 　主婦の友社      498.5   /ｷ       /        2002年5月

72 1110211685 キレイになるクスリ。 　 　 　マガジンハウス      498.5   /ｷ       /        2000年1月

73 1110091350 驚異の「天然つぼ酢」 　 　 　講談社      498.5   /ｷ       /        1997年3月

74 1110220694 Newウォーター・ダイエット 　 　京本 愛子∥著 　青谷舎      498.5   /ｷ       /        2000年3月

75 1110225784 危険な食品から子どもを守る本 　 　増尾 清∥監修 　双葉社      498.5   /ｷ       /        2000年4月
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76 1110048509 農薬・添加物こうすれば安心して食べられる 　 　北野 大∥著 　主婦と生活社      498.5   /ｷ       /        1995年2月

77 1110054127 旬の家庭薬膳 　 　熊谷 明彦∥著 　岩手日報社      498.5   /ｸ       /        1993年4月

78 1110352703 高齢者ソフト食 　 　黒田 留美子∥著 　厚生科学研究所      498.5   /ｸ       /        2001年7月

79 1110096185 「赤ちゃん」が危ない 　 　郡司 和夫∥著 　情報センター出版局      498.5   /ｸﾞ      /        1992年5月

80 1110399761 健康茶カバノアナタケの魅力 　 　小川 哲夫∥監修 　財界研究所      498.5   /ｹ       /        2003年10月

81 1110231097 健康食品バイブル 　 　西崎 統∥監修 　主婦と生活社      498.5   /ｹ       /        2000年5月

82 1110091889 元気がでる子どもの朝食 　 　食べもの文化編集部∥編 　芽ばえ社      498.5   /ｹﾞ      /        1996年12月

83 1110070727 過労死を防ぐ栄養学 　 　小柳 達男∥著 　講談社      498.5   /ｺ       /        1994年5月

84 1110423264 五訂食品成分表 　2005 　香川 芳子∥監修 　女子栄養大学出版部      498.5   /ｺﾞ      /05      2005年3月

85 1110375787 クレージー・メーカー 　 　キャロル　サイモンタッチ∥著 　東洋経済新報社      498.5   /ｻ       /        2002年3月

86 1110149133 サプリメントのすべて215 　 　沢 賀津子∥著 　日本文芸社      498.5   /ｻ       /        1999年7月

87 1110026794 食べ合わせ健康法 　 　重野 哲寛∥著 　潮文社      498.5   /ｼ       /        1993年8月

88 1110022785 食事でカルシウムをとる 　 　女子栄養大学出版部∥編 　女子栄養大学出版部      498.5   /ｼ       /        1991年10月

89 1110301304 C型肝炎にこれが効く!「シイタケ菌糸体エキス」驚異の治癒力　 　板倉 弘重∥監修 　史輝出版      498.5   /ｼ       /        2000年8月

90 1110232707 シニアの食卓 　 　婦人之友社編集部∥編 　婦人之友社      498.5   /ｼ       /        2000年5月

91 1110123708 「お母さんの和食」がキレない子をつくる 　 　菅原 明子∥著 　講談社      498.5   /ｽ       /        1999年5月

92 1110142344 魚とつきあう健康法 　 　鈴木 たね子∥著 　農山漁村文化協会      498.5   /ｽ       /        1997年3月

93 1110028881 食べてカラダがきれいになる本 　 　荘 安子∥著 　淡交社      498.5   /ｿ       /        1996年10月

94 1110085576 胎教食 　 　妊娠　出産　育児研究会∥編　主婦と生活社      498.5   /ﾀ       /        1997年10月

95 1110022793 ティーンのダイエット 　 　 　女子栄養大学出版部      498.5   /ﾃ       /        1997年11月

96 1110240833 健康をつくる食べもの 　1 　東畑 朝子∥著 　婦人之友社      498.5   /ﾄ       /        1982年6月

97 1110044987 世界一の長寿食 　 　永山 久夫∥著 　日本放送出版協会      498.5   /ﾅ       /        1994年5月

98 1110023387 妊娠中の食事と栄養BOOK 　 　 　成美堂出版      498.5   /ﾆ       /        1997年5月

99 1110056668 海藻と成人病予防 　 　西沢 一俊∥著 　研成社      498.5   /ﾆ       /        1993年7月

100 1110225792 妊娠中の元気メニュー 　 　本多 京子∥監修 　成美堂出版      498.5   /ﾆ       /        2000年4月

101 1110222245 医食同源と霊界 　 　原田 宏子∥著 　文芸社      498.5   /ﾊ       /        2000年3月

102 1110377239 早わかり栄養表示基準 　 　新開発食品保健研究会∥監修　中央法規出版      498.5   /ﾊ       /        2001年10月

103 1110047220 危ない健康食品・効かない健康食品 　 　浜崎 智仁∥著 　エール出版社      498.5   /ﾊ       /        1997年10月

104 1110354642 100kcalおかずでグングンやせる!272レシピ 　 　 　ヌーベルグー      498.5   /ﾋ       /        2001年8月

105 1110077896 「腸」活性力 　 　玄 于享∥著 　アリアドネ企画      498.5   /ﾋ       /        1996年10月

106 1110142351 お年寄りの食事 　 　平田 静子∥著 　農山漁村文化協会      498.5   /ﾋ       /        1996年9月

107 1110055769 体にいいローヤルゼリーの話 　 　平畑 徹幸∥著 　素朴社      498.5   /ﾋ       /        1993年6月

108 1110358460 早く肉をやめないか? 　 　船瀬 俊介∥著 　三五館      498.5   /ﾌ       /        2001年10月

109 1110149141 機能性食品と健康 　 　藤巻 正生∥著 　裳華房      498.5   /ﾌ       /        1999年7月

110 1110192224 遺伝子組み換え食品を考える事典 　 　藤原 邦達∥著 　農山漁村文化協会      498.5   /ﾌ       /        1999年10月

111 1110131156 カルシウム・パワー 　 　藤田 拓男∥著 　徳間書店      498.5   /ﾌ       /        1995年6月

112 1110383542 遺伝子組換え食品 　 　グレゴリー　E.ペンス∥著 　青土社      498.5   /ﾍﾟ      /        2003年3月

113 1110051909 安心食生活がおくれる妊婦のバランスメニュー 　 　堀江 ひろ子∥料理 　女子栄養大学出版部      498.5   /ﾎ       /        1997年7月
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114 1110066691 子どもの食事 　 　丸岡 玲子∥著 　新日本出版社      498.5   /ﾏ       /        1993年8月

115 1110166376 生命の鎖 　 　丸元 淑生∥著 　飛鳥新社      498.5   /ﾏ       /        1992年7月

116 1110119383 自然流食育のすすめ 　 　真弓 定夫∥著 　地湧社      498.5   /ﾏ       /        1996年6月

117 1110302419 現代病は「塩」が原因だった! 　 　真島 真平∥著 　泉書房      498.5   /ﾏ       /        2000年8月

118 1110094222 家庭薬膳のススメ 　 　正岡 慧子∥著 　毎日新聞社      498.5   /ﾏ       /        1996年3月

119 1110101951 まともな食べものガイド 　 　鳥居 ヤス子∥[ほか]著 　学陽書房      498.5   /ﾏ       /        1993年9月

120 1110142369 見分けて選ぶ輸入食品Q&A100 　 　食生活研究会∥編 　農山漁村文化協会      498.5   /ﾐ       /        1997年9月

121 1110232715 家族を育てる食卓 　 　室田 洋子∥著 　芽ばえ社      498.5   /ﾑ       /        2000年5月

122 1110195128 目で見る食品カロリー辞典 　おかず・素材編2000年最新版 　上村 泰子∥監修 　学研      498.5   /ﾒ       /        1999年11月

123 1110195136 目で見る食品カロリー辞典 　市販食品&外食編2000年最新版 　上村 泰子∥監修 　学研      498.5   /ﾒ       /        1999年11月

124 1110195144 目で見る食品カロリー辞典 　成人病が気になる編2000年最新版　上村 泰子∥監修 　学研      498.5   /ﾒ       /        1999年11月

125 1110025457 目で見る80キロカロリー食品ガイド 　 　鈴木 吉彦∥著 　主婦の友社      498.5   /ﾒ       /        1997年12月

126 1110338389 お年寄りの食事Q&A 　 　森山 喜恵子∥著 　ミネルヴァ書房      498.5   /ﾓ       /        2001年4月

127 1110308622 介護食宅急便 　 　森山 喜恵子∥著 　文化出版局      498.5   /ﾓ       /        2000年10月

128 1110373097 やっぱり青汁が効く 　 　遠藤 治郎∥監修 　主婦の友社      498.5   /ﾔ       /        2002年3月

129 1110112990 お茶健康記 　 　山中 宗直∥著 　淡交社      498.5   /ﾔ       /        1998年6月

130 1110115605 魚があなたを救う 　 　矢沢 一良∥著 　法研      498.5   /ﾔ       /        1993年7月

131 1110144860 韓国 食の知恵 　 　劉 太鐘∥著 　三一書房      498.5   /ﾕ       /        1996年7月

132 1110370358 低インスリンらくらくダイエット 　 　横山 淳一∥著 　日本文芸社      498.5   /ﾖ       /        2002年1月

133 1110041603 オーガニック食品最前線 　 　横田 哲治∥著 　家の光協会      498.5   /ﾖ       /        1997年3月

134 1110130091 「有機食品」の秘密 　 　横田 哲治∥著 　三一書房      498.5   /ﾖ       /        1993年6月

135 1110030952 ビタミンのはなし 　 　吉田 勉∥著 　技報堂出版      498.5   /ﾖ       /        1993年10月

136 1110193461 朝食有害説 　 　渡辺 正∥著 　情報センター出版局      498.5   /ﾜ       /        1999年11月

137 1110177936 河村通夫の玄米スープ健康法 　 　河村 通夫∥著 　小学館      498.55  /ｶ       /        1987年12月

138 1110164884 活力・精力アップの食事メニュー 　 　白鳥 早奈英∥著 　青春出版社      498.55  /ｼ       /        1996年2月

139 1110555909 プロポリスで「ガン」を治す!! 　 　岡田 真∥著 　鹿砦社      498.583 /ｵ       /        1996年7月

140 1110586144 玄米酵素のススメ 　 　井奥 昇志∥監修 　玄米酵素      498.583 /ｹﾞ      /        2002年10月

141 1110165204 赤ワインとチーズが老化を止める 　 　佐藤 富雄∥著 　青春出版社      498.583 /ｻ       /        1998年4月

142 1110165196 3日間で体が変わる食べもの 　 　蔡 一藩∥著 　青春出版社      498.583 /ｻ       /        1992年7月

143 1110557798 食物酵素のBaka力 　 　E.ハウエル∥著 　ヘルス・ビジネス・マガジン社      498.583 /ﾊ       /        2002年11月

144 1110310883 薬屋さんが教える健康食品にだまされない本 　2 　渡辺 正司∥著 　エール出版社      498.583 /ﾜ       / 2000年10月

145 1110161161 ピープル・ウィズ・エイズ 　 　宮田 一雄∥著 　太郎次郎社      498.6   /ﾐ       /        1992年12月

146 1110026497 予防接種なんでもブック 　 　予防接種研究会∥編 　薬業時報社      498.6   /ﾖ       /        1992年7月

147 1110188255 予防接種どうしてる? 　 　福井母乳育児相談室∥編 　芽ばえ社      498.7   /ﾖ       /        1999年10月

148 1110070735 出社拒否 　 　石郷岡 泰∥著 　講談社      498.8   /ｲ       /        1994年4月

149 1110034632 疲労とつきあう 　 　飯島 裕一∥著 　岩波書店      498.8   /ｲ       /        1996年8月

150 1110123724 働くあなたの安心リラックス 　 　ポール　ウィルソン∥著 　河出書房新社      498.8   /ｳ       /        1999年5月

151 1110237912 働く人の心の病 　 　尾久 裕紀∥著 　山海堂      498.8   /ｵ       /        2000年7月
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152 1110048020 からだにやさしいパソコンの使い方 　 　神立 景子∥著 　電気通信協会      498.8   /ｶ       /        1997年11月

153 1110448352 会社で心を病むということ 　 　松崎 一葉∥著 　東洋経済新報社      498.8   /ﾏ       /        2007年7月

154 1110424098 企業のメンタルヘルス対策と労務管理 　 　涌井 美和子∥著 　日本法令      498.8   /ﾜ       /        2005年7月

155 1110173265 死体は知っている 　 　上野 正彦∥著 　角川書店      498.9   /ｳ       /        2007年9月

156 1110050372 薬の常識・非常識 　 　小薮 幹夫∥著 　かもがわ出版      499.0   /ｺ       /        1999年5月

157 1110130422 なりたい!!薬剤師 　 　大栄出版編集部∥編 　大栄出版      499.0   /ﾅ       /        1996年2月

158 1110063599 ビタミン剤の中身がわかる本 　 　五十嵐 脩∥著 　コスモの本      499.1   /ｲ       /        1993年1月

159 1110034640 妊娠中の危ない薬がわかる本 　 　加野 弘道∥著 　法研      499.1   /ｶ       /        1996年2月

160 1110565361 Ｎｅｗｔｏｎ 増刊号 がんに効くクスリ 　 　株式会社 ニュートン プレス 　株式会社 ニュートン プレス      499.1   /ｶ       /        2002年10月

161 1110019716 「効かない薬」がわかる本 　 　木村 繁∥著 　主婦の友社      499.1   /ｷ       /        1999年4月

162 1110126008 薬のメカニズム 　 　 　同文書院      499.1   /ｸ       /        1998年4月

163 1110563200 薬のチェックは命のチェック 　No.10 　坂口 啓子∥編集 　医薬ビジランスセンター      499.1   /ｸ       /        2003年4月

164 1110446430 ジェネリック医薬品リスト 　平成19年4月版 　医薬情報研究所∥制作 　じほう      499.1   /ｼﾞ      /07-4    2007年5月

165 1110360169 バイオ・トゥデイ 　 　清宮 正人∥著 　NTT出版      499.1   /ｾ       /        2001年10月

166 1110145289 薬の効き方がわかる本 　 　丁 宗鉄∥共著 　法研      499.1   /ﾃ       /        1993年8月

167 1110002795 新・薬局で買う薬がわかる本 　 　西崎 統∥著 　メディカル総合研究所      499.1   /ﾆ       /        1992年3月

168 1110082359 薬局で買う薬がわかる本 　99年版 　西崎 統∥著 　成美堂出版      499.1   /ﾆ       /99      1999年1月

169 1110070750 薬は体にどう効くか 　 　樋口 亮一∥著 　講談社      499.1   /ﾋ       /        1992年1月

170 1110118906 薬よ,おごるなかれ 　 　水野 肇∥著 　紀伊国屋書店      499.1   /ﾐ       /        1995年1月

171 1110326962 ナースのためのくすりの事典 　2001 　守安 洋子∥著 　へるす出版      499.1   /ﾓ       /01      2001年1月

【児童書・絵本】
172 1120198013 かいけつゾロリのドラゴンたいじ 　1 　原 ゆたか∥さく  え 　ポプラ社      913     /ﾊ       /        1987年11月

173 1120205859 かいけつゾロリのきょうふのやかた 　2 　原 ゆたか∥さく  え 　ポプラ社      913     /ﾊ       /        1988年5月

174 1120205792 かいけつゾロリのまほうつかいのでし 　3 　原 ゆたか∥さく  え 　ポプラ社      913     /ﾊ       /        1988年11月

175 1120205784 かいけつゾロリの大かいぞく 　4 　原 ゆたか∥さく  え 　ポプラ社      913     /ﾊ       /        1989年5月

176 1120198005 かいけつゾロリのゆうれいせん 　5 　原 ゆたか∥さく  え 　ポプラ社      913     /ﾊ       /        1989年10月

177 1120197999 かいけつゾロリのチョコレートじょう 　6 　原 ゆたか∥さく  え 　ポプラ社      913     /ﾊ       /        1990年2月

178 1120197981 かいけつゾロリの大きょうりゅう 　7 　原 ゆたか∥さく  え 　ポプラ社      913     /ﾊ       /        1990年8月

179 1120113640 かいけつゾロリのきょうふのゆうえんち 　8 　原 ゆたか∥さく  え 　ポプラ社      913     /ﾊ       /        1991年2月

180 1120197973 かいけつゾロリのママだーいすき 　9 　原 ゆたか∥さく  え 　ポプラ社      913     /ﾊ       /        1991年8月

181 1120205776 かいけつゾロリの大かいじゅう 　10 　原 ゆたか∥さく  え 　ポプラ社      913     /ﾊ       /        1992年1月

182 1120197965 かいけつゾロリのなぞのうちゅうじん 　11 　原 ゆたか∥さく  え 　ポプラ社      913     /ﾊ       /        1992年7月

183 1120205768 かいけつゾロリのきょうふのプレゼント 　12 　原 ゆたか∥さく  え 　ポプラ社      913     /ﾊ       /        1992年12月

184 1120197957 かいけつゾロリのなぞなぞ大さくせん 　13 　原 ゆたか∥さく  え 　ポプラ社      913     /ﾊ       /        1993年6月

185 1120197940 かいけつゾロリのきょうふのサッカー 　14 　原 ゆたか∥さく  え 　ポプラ社      913     /ﾊ       /        1993年12月

186 1120207228 かいけつゾロリつかまる!! 　15 　原 ゆたか∥さく  え 　ポプラ社      913     /ﾊ       /        1994年7月

187 1120197932 かいけつゾロリとなぞのひこうき 　16 　原 ゆたか∥さく  え 　ポプラ社      913     /ﾊ       /        1994年11月
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188 1120197924 かいけつゾロリのおばけ大さくせん 　17 　原 ゆたか∥さく  え 　ポプラ社      913     /ﾊ       /        1995年6月

189 1120197916 かいけつゾロリのにんじゃ大さくせん 　18 　原 ゆたか∥さく  え 　ポプラ社      913     /ﾊ       /        1995年12月

190 1120197908 かいけつゾロリけっこんする!? 　19 　原 ゆたか∥さく  え 　ポプラ社      913     /ﾊ       /        1996年7月

191 1120197890 かいけつゾロリ大けっとう!ゾロリじょう 　20 　原 ゆたか∥さく  え 　ポプラ社      913     /ﾊ       /        1996年12月

192 1120154040 ミッケ! 　[1] 　ウォルター　ウィック∥写真 　小学館      E       /ｳ       /        1992年8月

193 1120175417 ミッケ! 　2 　ウォルター　ウィック∥写真 　小学館      E       /ｳ       /2       1993年10月

194 1120175425 ミッケ! 　3 　ウォルター　ウィック∥写真 　小学館      E       /ｳ       /3       1993年12月

195 1120020951 ぐりとぐら 　 　中川 李枝子∥さく 　福音館書店      E       /ｵ       /        1980年

196 1120013204 ぐりとぐらとくるりくら 　 　なかがわ りえこ∥[さく] 　福音館書店      E       /ﾔ       /        1992年10月

197 1120013212 ぐりとぐらのえんそく 　 　なかがわ りえこ∥[著] 　福音館書店      E       /ﾔ       /        1983年3月

198 1120013220 ぐりとぐらのかいすいよく 　 　なかがわ りえこ∥さく 　福音館書店      E       /ﾔ       /        1977年4月

199 1120158041 ぐりとぐらとすみれちゃん 　 　なかがわ りえこ∥文 　福音館書店      E       /ﾔ       /        2003年10月

200 1120146871 ぐりとぐらのおおそうじ 　 　なかがわ りえこ∥文 　福音館書店      E       /ﾔ       /        2002年2月

201 1120013923 ぐりとぐらのおきゃくさま 　 　中川 李枝子∥さく 　福音館書店      E       /ﾔ       /        1980年

館合計資料 201 冊

合計資料 201 冊
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