596.475/F 57 新しい図書が入りました。ご利用お待ちしております！
はじめての食品成分表 : 使い
方からやさしくガイド 第 2 版
女子栄養大学栄養クリニック編
栄養の知識がなくては使いこな
すのが難しい食品成分表を、どな
たでも手軽に利用できる内容に
しました。知りたい数値がさっと
探せます。この一冊があれば、ダ
イエットに、病気の食事管理に幅
広く使えます。
（498.11/H 16）

世界最高の学級経営 : 成果を
上げる教師になるために
ハリー・ウォン, ローズマリー・
ウォン著/稲垣みどり訳
世界基準の学級経営で、あなたの
クラスを成功に導こう！―２週
間で「一貫性」のある環境をつく
り出す。「コーネル大学式ノート
メソッド」で要約する力をつけ
る。「微笑み、話し、間を取る」
技術を身に付ける。
「修正ツール」
としてテストを活用する。全世界
で「４００万部」売り上げたベス
トセラー待望の邦訳。

藤井恵さんの体にいいごはん
献立 : 元気と笑顔を連れてく
るおいしい 140 レシピ 33 献
立 藤井恵著
朝の献立・８献立２６レシピ。さ
さっと作れる副菜３５レシピ、朝
がラクになる下ごしらえ。夜の献
立・２０献立６０レシピ。時間が
ない日の鍋献立、ふだん摂りにく
い食材は常備菜で。
（596.475/F 57）

3・4・5 歳児の造形あそび : ゼ
ッタイうまくいく
奥美佐子著
日々の保育から造形活動へのつ
ながりがわかる。詳しい準備・導
入、押さえるべき環境構成、保育
者の援助で実践がうまくいく！
発達に沿った遊びを見渡せる月
齢別造形活動年間計画例つき。各
実践に造形の知識が身につくお
く 先 生 の ミ ニ 講 義 つ き 。
（369.4/SH18）

（374.1/W 85）

大人のための国語ゼミ
野矢茂樹著
こんな悩みをお持ちの方へ。相手
にきちんと伝わるように 話せな
い。文章を読んでも、素早く的確
にその内容が捉えられない。分か
りやすい文章が書けない。質問に
対して的確に答えられない。議論
をしていても話があちこちに飛ん
で進まない。言われたことに納得
できないのだけれどうまく反論で
きない。論理トレーニングは国語
に行き着いた！（816/N 97）

ノヤン先生のマーケティング
学
庭山一郎著
実践的なのにアカデミックな佇
まい。しかも、わかりやすい！と
不思議な評判の人気ウェブ連載
「ノヤン先生」がついに書籍化。
１０万人以上のファンを集めて
いるマーケティング業界ではす
っかり有名人の「ノヤン先生」が
やさしく、時には厳しくマーケテ
ィングの本質を教えてくれます。
(675/N 89）

日の名残り(ハヤカワ epi 文庫)

マスカレード・ナイト

カズオ・イシグロ著/土屋政雄訳
先日 2017 年度ノーベル文学賞
に決定した、カズオ・イシグロの
作品。品格ある執事の道を追求し
続けてきたスティーブンスは、短
い旅に出た。美しい田園風景の道
すがら様々な思い出がよぎる。失
われつつある伝統的な英国を描
いて世界中で大きな感動を呼ん
だ英国最高の文学賞、ブッカー賞
受賞作。
（933.7/I 73）

東野圭吾著
若い女性が殺害された不可解な
事件。警視庁に届いた一通の密告
状。犯人は、コルテシア東京のカ
ウントダウンパーティに姿を現
す！？あのホテルウーマンと刑
事のコンビ、再び。
（913.6/H 55）
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カルチャロミクス : 文化をビッグデータで計測する

ハッカーズ語学研究所著
エレツ・エイデン, ジャン=
バティースト・ミシェル著/ 002.7/A 24

3階開架

データ仮説構築 : データマイニングを通して

岩下基著

007.609/I 96

3階開架

やさしく詳しいNACSIS-CAT

蟹瀬智弘著

014.37/KA55

3階開架

1/16

学校司書という仕事

高橋恵美子著

017/TA33

3階開架

本が好き
香りや見た目で脳を勘違いさせる : 毎日が楽しくなる応用心
理学 : applied psychology for your happy life
数学が苦手でもわかる心理統計法入門 : 基礎から多変量解析
まで

安野光雅著

019.9/A 49

3階開架

坂井信之著

140.4/SA29

3階開架

芝田征司著

140.7/SH15

3階開架

なるほど!心理学調査法(心理学ベーシック:3)

大竹恵子編著

140.7/SH64/3

3階開架

心理統計法 新訂(放送大学教材:1529196-1-1711)

豊田秀樹著

140.7/TO83

3階開架

心理学・社会科学研究のための調査系論文の読み方

浦上昌則, 脇田貴文著

140.7/U 82

3階開架

社会心理学(シリーズ心理学と仕事:10)

大坊郁夫編集

140/SH69/10

3階開架

産業・組織心理学(シリーズ心理学と仕事:11)

金井篤子編

140/SH69/11

3階開架

ICT・情報行動心理学(シリーズ心理学と仕事:20)

3階開架

古典で読み解く現代の認知心理学

都築誉史編
140/SH69/20
マイケル・W.アイゼンク,
デイヴィッド・グルーム編/ 141.51/E 94

心理学からみた食べる行動 : 基礎から臨床までを科学する

青山謙二郎, 武藤崇編著

141.74/A 58

3階開架

心理学からみた食べる行動 : 基礎から臨床までを科学する

青山謙二郎, 武藤崇編著

141.74/A 58

3階開架

臨床発達心理学の基礎(講座・臨床発達心理学:1)

山崎晃, 藤崎春代編著
アラン・M・スレーター,
ポール・C・クイン編

143.08/KO98/1

3階開架

発達心理学・再入門 : ブレークスルーを生んだ14の研究
心理カウンセリング実践ガイドブック : 面接場面に大切な7つ
のプロセス
福島脩美著
発達障害・被虐待児のこころの世界 : 精神分析による包括的 M・ラスティン ほか 編/黒
理解
崎充勇, 浅野美穂子, 飯野晴

143/H 43

3階開架

146.8/F 84

3階開架

146.82/H 43

3階開架

臨床心理学ノート : 新装版

河合隼雄著

146/KA93

3階開架

日本各地の神様とご利益がマルわかり(神社の解剖図鑑:[1])

米澤貴紀著

175.9/Y 84

3階開架

元号 : 全247総覧

山本博文編著

210.023/Y 31

3階開架

イラストで時代考証日本合戦図典

笹間良彦文・画

210.19/SA76

3階開架

2/16

3階開架

明治維新の正体 : 徳川慶喜の魁、西郷隆盛のテロ

鈴木荘一著

210.61/SU96

3階開架

戦争中の暮しの記録 保存版
社会を消費する人びと : 大衆消費社会の編成と変容(シリーズ
戦後日本社会の歴史:2)
カナダの歴史を知るための50章(エリア・スタディーズ:156.
ヒストリー)

暮しの手帖編集部編
安田常雄編集/大串潤児 ほ
か 編集協力

210.75/SE66

3階開架

210.76/SH12

3階開架

細川道久編著

251/H 94

3階開架

大衆消費社会の登場(世界史リブレット:48)

常松洋著

253.07/TS77

3階開架

昭和天皇実録 第13

288.41/SH97/13

3階開架

昭和天皇実録 第14

288.41/SH97/14

3階開架

昭和天皇実録 第15

288.41/SH97/15

3階開架

日本「地方旗」図鑑 解読編

苅安望, 西浦和孝著

288.9/KA67

3階開架

日本「地方旗」図鑑 : ふるさとの旗の記録

苅安望著

288.9/KA67

3階開架

福沢諭吉(新・人と歴史拡大版:11)

高橋昌郎著

289.1/MA77

3階開架

広辞苑はなぜ生まれたか : 新村出の生きた軌跡

3階開架

シャクルトンの大漂流

新村恭著
289.1/SH64
内田益充著 : 五十嵐賢著 :
林田正道著 : 林田勝子著
291.92/B 89
ウィリアム・グリル作/千葉
茂樹訳
297.9/G 85

地図で見る中国ハンドブック

ティエリ・サンジュアン著

3階開架

パンツをはいたサル : 人間は、どういう生物か 増補版

栗本慎一郎著
304/KU63
ティム・マーシャル著/田口
未和訳
311.3/MA52

3階開架

水尾順一著
日本政策金融公庫総合研究
所編集/鈴木正明著

335.15/MI96

3階開架

335.21/SU96

3階開架

佐賀県の山(分県登山ガイド:40)

国旗で知る国際情勢
サスティナブル・カンパニー : 「ずーっと」栄える会社の事
業構想(実践と応用シリーズ)
新規開業企業の軌跡 : パネルデータにみる業績, 資源, 意識の
変化
すごか!九州 : なぜ地方企業が日本を代表する味と技術を育て
たか
Startup : スタートアップ : アイデアから利益を生みだす組織
マネジメント

302.22/SA64

産経新聞九州総局著
335.219/SA65
ダイアナ・キャンダー著/牧
野洋訳
335/KA51
3/16

3階開架
3階開架

3階開架

3階開架
3階開架

よくわかる企業論 第2版(やわらかアカデミズム・「わかる」
シリーズ)
佐久間信夫編著
気まぐれ消費者 : 最高の体験と利便性を探求するデジタル時 テオ・コレイア著 : 関一則
代の成長戦略
監訳 : 月沢李歌子訳
事業構想大学院大学出版部
事業の発想力 実践編(事業構想研究シリーズ:1)
編
なぜ弱さを見せあえる組織が強いのか : すべての人が自己変 ロバート・キーガン, リサ・
革に取り組む「発達指向型組織」をつくる
ラスコウ・レイヒー著
キャロル・マーティン 著/
人材を逃さない見抜く面接質問50 新版
岡村桂訳
採用・面接で「採ってはいけない人」の見きわめ方(Do
books)
松下直子著
良い人材を見抜く採用面接ポイント

335/Y 79

3階開架

336.1/C 88

3階開架

336.1/J 48/1

3階開架

336.3/KE18

3階開架

336.42/MA53

3階開架

336.42/MA88

3階開架
3階開架

ROE最貧国日本を変える

谷所健一郎著
336.42/Y 13
『山を動かす』研究会編/中
神康議 ほか執筆
336.8/R 61

情報社会の管理会計(研究叢書:7)

中央大学企業研究所編

336.84/J 66

3階開架

貨幣論のルーマン : 「社会の経済」講義
貨幣という謎 : 金と日銀券とビットコイン(NHK出版新
書:435)

春日淳一著

337.1/KA79

3階開架

西部忠著

337.1/N 81

3階開架

エンデの遺言 : 根源からお金を問うこと(講談社+α文庫)

河邑厚徳, グループ現代 著

337/KA95

3階開架

地域通貨で実現する地方創生

納村哲二著

337/O 73

3階開架

ブロックチェーン革命 : 分散自律型社会の出現

338/N 93

3階開架

338/V 69

3階開架

361.4/SM5

3階開架

361/SH12

3階開架

社会学の力 : 最重要概念・命題集

野口悠紀雄著
ポール・ヴィニャ, マイケ
ル・J・ケーシー著
ジョアンヌ・R.スミス, S・
アレクサンダー・ハスラム
友枝敏雄, 浜日出夫, 山田真
茂留編
友枝敏雄, 浜日出夫, 山田真
茂留編

361/SH12

3階開架

凶獣

石原慎太郎著

368.61/I 74

3階開架

はじめての子ども家庭福祉

遠藤和佳子編著

369.4/E 59

3階開架

給食費未納 : 子どもの貧困と食生活格差(光文社新書:842)

鳫咲子著

369.4/G 19

3階開架

仮想通貨の時代
社会心理学・再入門 : ブレークスルーを生んだ12の研究
社会学の力 : 最重要概念・命題集

4/16

3階開架

これからの子ども・子育て支援を考える : 共生社会の創出を
めざして

柏女霊峰著

369.4/KA77

3階開架

NIE児童家庭福祉演習

松井圭三, 今井慶宗編著

369.4/MA77

3階開架

社会福祉(MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉:2)

倉石哲也, 小崎恭弘編著

369.4/MI43/2

3階開架

子どもの食と栄養(MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉:9)

岡井紀代香, 吉井美奈子編著 369.4/MI43/9

3階開架

社会福祉への招待(シリーズ・社会福祉の視座:1)
半径5メートルからの教育社会学(シリーズ大学生の学びをつ
くる)
半径5メートルからの教育社会学(シリーズ大学生の学びをつ
くる)
子どものやる気をなくす30の過ち : 実例をもとに、医学博士
が対応をアドバイス!(ShoPro Books)
私たちは子どもに何ができるのか : 非認知能力を育み、格差
に挑む
家族と向きあう不登校臨床 : 保護者の積極的な関わりを引き
だすために
オルヴェウス・いじめ防止プログラム : 学校と教師の道しる
べ
子育ての大誤解 : 重要なのは親じゃない 新版 上(ハヤカワ文
庫 NF:505)
子育ての大誤解 : 重要なのは親じゃない 新版 下(ハヤカワ文
庫 NF:506)
諸外国の教育動向 2016年度版(教育調査:第138-139, 141,
144-145, 147-149, 151, 153集)

北川清一, 川向雅弘編著

369/SH88/1

3階開架

片山悠樹 ほか編

371.3/H 29

3階開架

片山悠樹 ほか編

371.3/H 29

3階開架

子どもの貧困と教育の無償化 : 学校現場の実態と財源問題

中村文夫著
373.1/N 37
ハリー・ウォン, ローズマ
リー・ウォン著/稲垣みどり 374.1/W 85

3階開架

逸見博昌著

374.3/H 52

3階開架

南本長穂編著

374.3/MI37

3階開架

石川聡子編著

375.08/SH88/5

3階開架

桂聖 ほか編著

375.1/J 99

3階開架

小貫悟, 桂聖著

375.1/KO78

3階開架

世界最高の学級経営 : 成果を上げる教師になるために
こんな教師になってほしい : 戦後の歴史から学んでほしいも
の
新しい教職概論 : 教師と子どもの社会
理科 : 指導の理論と実践 初版(シリーズ・新時代の学びを創
る:5)
授業のユニバーサルデザインとアクティブ・ラーニング/学級
経営のユニバーサルデザイン(授業のユニバーサルデザイン :
授業のユニバーサルデザイン入門 : どの子も楽しく「わか
る・できる」授業のつくり方(授業のUD Books)

宮口幸治著 : 田中繁富著
371.4/MI73
ポール・タフ著/高山真由美
訳
371.4/TO22

3階開架

中西康介著
ダン・オルヴェウス [ほか]
著
ジュディス・リッチ・ハリ
ス著/石田理恵訳
ジュディス・リッチ・ハリ
ス著 : 石田理恵訳
文部科学省生涯学習政策局
調査企画課 [編]

371.42/N 38

3階開架

371.42/O 71

3階開架

371.45/H 33/1

3階開架

371.45/H 33/2

3階開架

372/SH95/2016

3階開架
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3階開架

3階開架

授業の科学と評価 : 連想調査法を用いた教え方・学び方
小学校学習指導要領の読み方・使い方 : 「術」「学」で読み
解く教科内容のポイント 2017
平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 社会 : まる
ごと早わかり
平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 総則 : まる
ごと早わかり
平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 生活 : まる
ごと早わかり
平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 総合的な学
習の時間 : まるごと早わかり
平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 算数 : まる
ごと早わかり
メディア・リテラシー教育 : ソーシャルメディア時代の実践
と学び
社会科教育におけるカリキュラム・マネジメント : ゴールを
基盤とした実践及び教員養成のインストラクション
指導と評価の一体化を実現する道徳科カリキュラム・マネジ
メント 小学校編

新田照夫編著

道徳教育の理論と方法
どう変わるどうする小学校理科新学習指導要領
「物理の学び」徹底理解 : 理科の先生になるための、理科の
先生であるための 電磁気学・原子物理・実験と観察編
「物理の学び」徹底理解 : 理科の先生になるための、理科の
先生であるための 力学・熱力学・波動編
体育科教育における教材論
気になる子もいっしょに体育ではじめる学級づくり : ソー
シャルスキルのつまずきを学級経営に生かす応援プラン

375.1/N 88

3階開架

大森直樹, 中島彰弘編著
375.1/O 63/2017
安野功編著 : 加藤寿朗編著 :
中田正弘編著 : 石井正広編 375.1/SH95

3階開架

奈須正裕編著

375.1/SH95

3階開架

久野弘幸編著

375.1/SH95

3階開架

黒上晴夫編著
清水美憲編著 : 斉藤一弥編
著

375.1/SH95

3階開架

375.1/SH95

3階開架

中橋雄編著

375.19/N 33

3階開架

須本良夫, 田中伸編著

375.3/SU68

3階開架

田沼茂紀編著

375.35/TA89

3階開架

内山宗昭, 栗栖淳編著
小佐野正樹著 : 佐々木仁著 :
高橋洋著 : 長江真也著
山下芳樹監修・編著/宮下ゆ
たか, 山本逸郎著
山下芳樹監修・編著/宮下ゆ
たか, 山本逸郎著

375.35/U 25

3階開架

375.422/D 83

3階開架

375.424/Y 44

3階開架

375.424/Y 44

3階開架

岩田靖著
375.49/I 97
阿部利彦編著 : 清水由編著 :
川上康則編著
375.49/KI44
ダリル・シーデントップ著/
高橋健夫監訳
375.49/SI2

新しい体育授業の創造 : スポーツ教育の実践モデル
「資質・能力」を育成する体育科授業モデル(小学校新学習指
導要領のカリキュラム・マネジメント)
平川譲編著
日本学校音楽教育実践学会
音楽教育実践学事典 : 学校音楽の理論と実践をつなぐ
編
国語の授業で「主体的・対話的で深い学び」をどう実現する
か : 新学習指導要領2017の改訂を読み解く(国語授業の改
「読み」の授業研究会編
アクティブ・ラーニングを位置づけた小学校英語の授業プラ
ン
菅正隆編著
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3階開架

3階開架
3階開架
3階開架

375.492/H 64

3階開架

375.76/O 65

3階開架

375.8/KO47

3階開架

375.893/KA43

3階開架

小学校で英語を教えるためのミニマム・エッセンシャルズ :
小学校外国語科内容論
「教えない授業」から生まれた英語教科書魔法のレシピ : ア
クティブ・ラーニングかんたんガイド
個性がキラリ0・1・2歳児の指導計画の立て方(保育わかば
BOOKS)
保育の視点がわかる!観察にもとづく記録の書き方(保育わかば
BOOKS)
個性がキラリ3・4・5歳児の指導計画の立て方(保育わかば
BOOKS)
子ども理解のメソドロジー : 実践者のための「質的実践研
究」アイディアブック
ワクワク!ドキドキ!が生まれる環境構成 : あしたの保育が楽し
くなる実践事例集 : 3.4.5歳児の主体的・対話的で深い学び :

酒井英樹, 滝沢雄一, 亘理陽
一編著

中坪史典編
376.1/KO21
全国幼児教育研究協会編著 :
岡上直子編著代表
376.1/O 45

3階開架

21世紀型保育の探求(倉橋惣三を旅する)
幼児教育へのいざない : 円熟した保育者になるために 増補改
訂版

大豆生田啓友編著

376.1/O 61

3階開架

佐伯胖著

376.1/SA14

3階開架

ようこそ!森のようちえんへ : 自然のなかの子育てを語る
ここがポイント!3法令ガイドブック : 新しい『幼稚園教育要
領』『保育所保育指針』『幼保連携型認定こども園教育・保
ここが変わった!平成29年告示幼稚園教育要領まるわかりガイ
ド
ここが変わった!平成29年告示幼保連携型認定こども園教育・
保育要領まるわかりガイド
ここが変わった!平成29年告示保育所保育指針まるわかりガイ
ド
幼稚園教育要領ハンドブック : イラストたっぷりやさしく読
み解く : 2017年告示版(Gakken保育Books)

今村光章編著
無藤隆著 : 汐見稔幸著 : 砂
上史子著

376.11/I 44

3階開架

376.15/KO44

3階開架

無藤隆編著

376.15/MU93

3階開架

無藤隆編著

376.15/MU93

3階開架

汐見稔幸編著

376.15/SH74

3階開架

無藤隆監修

376.15/Y 72

3階開架

絵を聴く保育 : 自己肯定感を育む描画活動

中山ももこ著

376.156/N 45

3階開架

3・4・5歳児の造形あそび : ゼッタイうまくいく
奥美佐子著
アクティブラーニングを取り入れた子どもの発達と音楽表現 : 村上玲子, 櫻井琴音, 上谷裕
幼稚園教諭・保育士養成課程
子編著
0-5歳児かわいい!発表会&行事のコスチューム : 組み合わせ
無限大!(Gakken保育Books)
宮地明子著

376.156/O 54

3階開架

376.157/A 39

3階開架

376.157/MI71

3階開架

保育者を目指す学生のための「保育内容・健康」実践教本

376.157/MU43

3階開架

377.04/H 27

3階開架

反「大学改革」論 : 若手からの問題提起

山本崇雄著
開仁志編著 : 日本保育協会
監修
岸井慶子編著 : 日本保育協
会監修
開仁志編著 : 日本保育協会
監修

村上哲朗, 山里哲史著
藤本夕衣, 古川雄嗣, 渡邉浩
一編/井上義和 ほか]著
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375.893/SH95

3階開架

375.893/Y 31

3階開架

376.1/H 81

3階開架

376.1/H 81

3階開架

376.1/H 81

3階開架

3階開架

あなたの大学は，何百万円も払う価値のある大学ですか？ 文系私立大学の割高割安を判断できる指標の提案
日本の大学、崩壊か大再編か : 財務の視点から見えてくる大
学の実態と将来像

荒居弘繁

377.1/A 62

3階開架

野田恒雄著

377.1/N 92

3階開架

授業設計(シリーズ大学の教授法:1)

中島英博編著

377.15/SH88/1

3階開架

講義法(シリーズ大学の教授法:2)

佐藤浩章編著

377.15/SH88/2

3階開架

地域がグローバルに生きるには : 地方創生と大学教育
教育オーディオロジーハンドブック : 聴覚障害のある子ども
たちの「きこえ」の補償と学習指導
LD(学習障害)のすべてがわかる本(健康ライブラリー : イラス
ト版)
自立活動に取り入れたい!発達に障害のある子どものためのと
けあい動作法(特別支援教育サポートBOOKS)
発達障害の基礎知識 : 0歳から大人、進学から就職への対応が
すべてわかるハンドブック

帯野久美子著

377.28/O 14

3階開架

立入哉, 中瀬浩一編著

378.2/TA94

3階開架

上野一彦監修

378/KE45

3階開架

今野義孝著

378/KO75

3階開架

宮尾益知著

378/MI81

3階開架

基礎から学ぶ障害児保育
「困り」解消!小学校英語ハンドブック : どの子も分かる楽し
さを味わえる小学校英語
通常の学級の特別支援教育 : 『LD, ADHD&ASD』plus 平成
29年版(学習指導要領改訂のポイント)

小川英彦編著
378/O 24
多田孝志監修 : 白石邦彦編
著 : 末原久史編著
378/SH82
『LD, ADHD&ASD』編集
部, 笹森洋樹編
378/TS49

3階開架

日本のファッション : 明治・大正・昭和・平成

城一夫, 渡辺直樹著

383.1/J 56

3階開架

装いの心理 : 服飾心理学へのプロムナード 改訂版

小林茂雄著

383.1/KO12

3階開架

東京ファッションクロニクル

渡辺明日香著
小林茂雄, 藤田雅夫編著/内
田直子, 孫珠煕, 内藤章江著

383.1/W 46

3階開架

383.1/Y 94

3階開架

383.5/H 65

3階開架

383.5/ME25

3階開架

食の社会学 : パラドクスから考える
おいしさの人類史 : 人類初のひと噛みから「うまみ革命」ま
で

平松隆円著
ポーラ文化研究所編集/鈴森
正幸 ほか執筆
エイミー・グプティル, デニ
ス・コプルトン著/伊藤茂訳
ジョン・マッケイド著/中里
京子訳

383.8/G 94

3階開架

383.8/MA23

3階開架

英訳付きニッポンの名前図鑑 和食・年中行事

淡交社編集局編

383.81/E 39

3階開架

装いの心理と行動 : 被服心理学へのいざない
化粧にみる日本文化 : だれのためによそおうのか?
明治・大正・昭和の化粧文化 : 時代背景と化粧・美容の変遷
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3階開架
3階開架

食でたどるニッポンの記憶

383.81/KO38

3階開架

世界の茶文化図鑑

小泉武夫著
ティーピッグズ著 : ルイー
ズ・チードル著 : ニック・

383.889/TE21

3階開架

折形 : 基本の包みと暮しの贈りもの

内野敏子著

385.97/U 22

3階開架

現代に生きる妖怪たち

石井正己編
キャサリーン・アーノット
採録

388.04/I 84

3階開架

388.4/A 79

3階開架

アフリカの神話と伝説
ムリなく、ムダなく、小中学校の理科がしっかり身につく。

3階開架

SPSSによる実践統計分析

左巻健男著
400/SA57
M.D. リー, E.-J. ワーゲンメ
イカーズ著/井関龍太訳
417/L 51
林雄亮, 苫米地なつ帆, 俣野
美咲共著
417/SP 8

ビギナーズ生物学

太田安隆著 : 高松信彦著

3階開架

生化学きほんノート

浅賀宏昭著
464/A 81
D. Voet, J. G. Voet, C. W.
Pratt著/田宮信雄 ほか 訳 464/V 85
UJA(海外日本人研究者ネッ
トワーク)編
490.7/KE45

3階開架

490.7/SA85

3階開架

ベイズ統計で実践モデリング : 認知モデルのトレーニング

ヴォート基礎生化学 第5版

研究留学のすゝめ! : 渡航前の準備から留学後のキャリアまで
なぜあなたの発表は伝わらないのか? : できてるつもり!?そこ
が危ないプレゼンテーション
佐藤雅昭著
こども漢方
カラー図解よくわかる生理学の基礎 第2版
食べる : 食べたくなる心のしくみ(行動科学ブックレット:8)
多職種で取り組む食支援 : 急性期から看取りまで : 僕なら私な
ら「こう食べていただきます!」
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:B-1439)
味わいの認知科学 : 舌の先から脳の向こうまで(シリーズ認知
と文化:8)
ライフステージや疾患背景から学ぶ臨床薬理学 : テーラーメ
イド薬物治療の基本知識と処方の実際
よくわかるゲノム医学 : ヒトゲノムの基本から個別化医療ま
で 改訂第2版

460/O 29

3階開架
3階開架

3階開架
3階開架

草鹿砥宗隆, 佐藤大輔著
490.9/KU82
ステファン・シルバーナグ
ル著
491.3/SI4
青山謙二郎著/日本行動科学
学会編
491.343/A 58

3階開架

古屋聡編

491.343/TA93

3階開架

日本味と匂学会編

491.377/A 27

3階開架

日下部裕子, 和田有史編

491.377/A 27

3階開架

大井一弥著

491.5/O 31

3階開架

服部成介, 水島-菅野純子著

491.69/H 44

3階開架
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3階開架
3階開架

ぼくらのアルコール診療 : シチュエーション別。困ったとき
の対処法
認知症の人の摂食障害最短トラブルシューティング : 食べら
れる環境,食べられる食事がわかる

吉本尚 ほか編

493.156/B 63

3階開架

吉田貞夫編
John Playfair・ Gregory
Bancroft著

493.758/N 76

3階開架

493.8/P 71

3階開架

青木豊, 松本英夫編著

493.937/A 53

3階開架

子どものための精神医学
ヴィヒャルト千佳こ先生と「発達障害」のある子どもたち :
事例から学ぶその実際と理解・支援の手引き

滝川一広著

493.937/TA71

3階開架

ヴィヒャルト千佳こ著

493.937/W 71

3階開架

子宮力を上げる漢方レッスン

薬日本堂監修
宮澤仁編著/稲田七海 ほか
著
女子栄養大学栄養クリニッ
ク編
吉沢みな子, 武智多与理, 百
木和著

495/SH34

3階開架

498.059/MI89

3階開架

498.11/H 16

3階開架

498.5/D 16

3階開架

藤原葉子編著
西瀬弘, 桧垣俊介, 和島孝浩
著

498.5/F 68

3階開架

498.5/H 16/11

3階開架

加藤直美 著

498.5/KA86

3階開架

498.5/KU94

3階開架

498.5/L 46

3階開架

498.5/SH96/4

3階開架

感染と免疫 第4版
乳幼児精神保健の基礎と実践 : アセスメントと支援のための
ガイドブック

地図でみる日本の健康・医療・福祉
はじめての食品成分表 : 使い方からやさしくガイド 第2版
大学で学ぶ食生活と健康のきほん
食物学概論 第2版
食品衛生学 : 食の安全性を理解するために(はじめて学ぶ健
康・栄養系教科書シリーズ:11)
コンビニ食と脳科学 : 「おいしい」と感じる秘密(祥伝社新
書:170)

食行動の科学 : 「食べる」を読み解く(食と味嗅覚の人間科学) 今田純雄, 和田有史編
スティーブン・レ著/大沢章
食と健康の一億年史
子訳
食品の安全と衛生 : 管理栄養士・栄養士 改訂(食べ物と健
安田和男編著/阿部尚樹 ほ
康:4)
か著
ビー・ウィルソン著/堤理華
人はこうして「食べる」を学ぶ
訳
新食品成分表 2017
新食品成分表編集委員会編
食事管理のための日常食品成分表 : やさしく,わかりやすく,つ
かいやすい /樋口久美子編集 第2版
食品科学の基礎 第2刷(一部改訂)
高野光男, 横山理雄編
食事管理のための日常食品成分表 : やさしく,わかりやすく,つ
かいやすい /樋口久美子編集 第2版
10/16

498.5/W 75
3階開架
498.51/SH57/201
7
3階開架
498.51/SH96

3階開架

498.51/SH96

3階開架

498.51/SH96

3階開架

リスクを食べる : 食と科学の社会学

柄本三代子著

498.54/E 63

3階開架

食の安全はこう守る : 放射能汚染からTPPまで

小倉正行著

498.54/O 26

3階開架

怖い中国食品、不気味なアメリカ食品(講談社文庫:お100-3) 奥野修司著,徳山大樹著
事例でみる食中毒の現場 : その原因と教訓 : 従業員教育テキス
ト
谷口力夫著
栄養関係法規集編集委員会
栄養関係法規集 第9版
編
エネルギー早わかり : いつも食べる量のエネルギーがひと目
でわかる 第4版(Food & cooking data)
女子栄養大学出版部編
竹内冨貴子料理&データ作
外食・コンビニ・惣菜のカロリーガイド
成

498.54/O 56

3階開架

498.54/TA87

3階開架

498.55/E 39

3階開架

498.55/F 36

3階開架

498.55/G 15

3階開架

最新早わかりインデックス食材&料理カロリーブック
主婦の友社編
台所薬膳 : 身近な食べ物一三五種の薬効を活かす : おいしく食
べて体に効く
大石雅子 ほか著
スーパーフードと最新科学であなたを守る、最強の栄養学(食
事のせいで、死なないために:食材別編)
もっとも危ない15の死因からあなたを守る、最強の栄養学
(食事のせいで、死なないために:病気別編)
オーガスト・ハーゲスハイ
最少の努力でやせる食事の科学
マー著

498.55/SA22

3階開架

498.583/D 15

3階開架

498.583/G 84

3階開架

498.583/G 84

3階開架

498.583/H 53

3階開架

漢方薬膳学
横浜薬科大学編
医者が教える食事術最強の教科書 : 20万人を診てわかった医
学的に正しい食べ方68
牧田善二著

498.583/KA58

3階開架

498.583/MA37

3階開架

台所漢方 : 食材&薬膳手帳
ダイエットの科学 : 「これを食べれば健康になる」のウソを
暴く

根本幸夫著
498.583/N 64
ティム・スペクター著/熊谷
玲美訳
498.583/SP3

3階開架

おやこの薬膳ごはん : 季節のからだを整える

山田奈美著

3階開架

MNA在宅栄養ケア : 在宅高齢者の低栄養予防と早期発見

3階開架

健康格差 : 不平等な世界への挑戦

葛谷雅文, 酒元誠治編
498.59/MI35
マイケル・マーモット著/野
田浩夫訳者代表
498/MA52

現場主義の競争戦略 : 次代への日本産業論(新潮新書:549)

藤本隆宏著

509.21/F 62

3階開架

仕事の生産性が上がるトヨタの習慣

OJTソリューションズ著

509.6/O 35

3階開架
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498.583/Y 19

3階開架

3階開架

日本のものづくり遺産 : 未来技術遺産のすべて [1]
日本のものづくり遺産 : 未来技術遺産のすべて 2 20152016
フォルクスワーゲンの闇 : 世界制覇の野望が招いた自動車帝
国の陥穽
庖丁 : 和食文化をささえる伝統の技と心(シリーズニッポン再
発見:7. Series Nippon re-discovery)
段ボール包装技術入門 最新版

国立科学博物館産業技術史
資料情報センター監修
509.63/N 71/1
国立科学博物館産業技術史
資料情報センター監修
509.63/N 71/2
ジャック・ユーイング著/長
谷川圭, 吉野弘人訳
537.067/E 92
信田圭造著

581.7/SH66

3階開架
3階開架
3階開架
3階開架
3階開架

戦争がつくった現代の食卓 : 軍と加工食品の知られざる関係

五十嵐清一著
585.7/I 23
アナスタシア・マークス・
デ・サルセド著/田沢恭子訳 588.025/MA59

フレキシブル包装の全て : 理論と応用と展望 新改訂版

大須賀弘著

588.9/O 79

3階開架

容器包装と食品のマーケット情報 Part2

鈴木久昭著

588.9/SU96

3階開架

包装食品の安全戦略 : HACCP導入と危機管理

横山理雄, 栗田守敏編著

588.9/Y 79

3階開架

洋裁文化と日本のファッション

井上雅人著

593.3/I 55

3階開架

香田あおいが作りながら教える基礎のソーイングレッスン

香田あおい著

593.36/KO16

3階開架

女子力アップ!ダイエット応援弁当 : 15分でできる!
井原裕子著
子どもがよく食べる給食のレシピ105 : 「おかわり!」が聞こ
える幼稚園・保育園の献立(別冊天然生活)
藤井恵さんの体にいいごはん献立 : 元気と笑顔を連れてくる
おいしい140レシピ33献立
藤井恵著
一番わかりやすいきほんの料理と献立 : 定番をアレンジ献立
メニュー付き
市瀬悦子著

596.4/I 25

3階開架

596.4/KO21

3階開架

596.475/F 57

3階開架

596.475/I 17

3階開架

博多ニワカそうすの塗るだけレシピ
薬膳・漢方の母子健康帳 : プレママから乳幼児までの体を育
む食と生活のヒント
地方のための経営学 : 高知発、地域ビジネス創造から事業化
へ
米国ポートランドの地域活性化戦略 : 日本の先をいく生活ス
タイルとその充実
住み継がれる集落をつくる : 交流・移住・通いで生き抜く地
域
世界からバナナがなくなるまえに : 食糧危機に立ち向かう科
学者たち

タケシゲ醤油著

596.475/TA65

3階開架

薬日本堂監修
桂信太郎, 那須清吾, 永野正
朗著

598.3/Y 16

3階開架

601.184/C 43

3階開架

宮副謙司, 内海里香著
山崎義人, 佐久間康富編著/
内平隆之ほか著

601.5392/MI89

3階開架

611.151/Y 43

3階開架

ロブ・ダン著/高橋洋訳

615/D 97

3階開架
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3階開架

マンガと絵でわかる!おいしい野菜づくり入門
貝毒 : 新たな貝毒リスク管理措置ガイドラインとその導入に
向けた研究(水産学シリーズ:187)

加藤義松監修
鈴木敏之, 神山孝史, 大島泰
克編

626.9/MA43

3階開架

660.8/KA21/187

3階開架

日本商業史 : 商業・流通の発展プロセスをとらえる(Y21)

廣田誠 ほか著

672.1/N 77

3階開架

営業生産性を高める!「データ分析」の技術(DO BOOKS)

高橋威知郎著
673.3/TA33
奥田政行著/ミヤザキケンス
ケイラスト
673.97/O 54

3階開架

近代広告の誕生 : ポスターがニューメディアだった頃
仕事に使えるクチコミ分析 : テキストマイニングと統計学を
マーケティングに活用する
若者はなぜモノを買わないのか(青春新書intelligence:PI498)
まんがで覚えるマーケティングの基本 : 人の心をつかむサイ
エンス
ことばとマーケティング : 「癒し」ブームの消費社会史(碩学
叢書)

竹内幸絵著

674.7/TA67

3階開架

小林雄一郎著

675.2/KO12

3階開架

堀好伸著
酒井光雄監修 : 小西祐樹マ
ンガ

675/H 87

3階開架

675/MA43

3階開架

松井剛著

675/MA77

3階開架

ノヤン先生のマーケティング学
世界で勝てるブランディングカンパニー : ブランド力でマネ
ジメントを強化する日本企業の挑戦

庭山一郎著

675/N 89

3階開架

関野吉記, 奥山由実子著

675/SE37

3階開架

ユダヤから学んだモノの売り方

立川光昭著

675/TA14

3階開架

本気になって何が悪い : 新鉄客商売

唐池恒二著

686.067/KA62

3階開架

JRに未来はあるか
モバイル・ブロードバンドの普及要因 : 多国を対象としたパ
ネルデータ推定
小学生のボクは、鬼のようなお母さんにナスビを売らされま
した。
ワーキングメモリと英語入門 : 多感覚を用いたシンセティッ
ク・フォニックスの提案
Managing IT in government, business & communities :
soft cover
熊本県・熊本市の教職教養過去問 2019年度版(教員採用試験
過去問シリーズ:1)
大分県の教職・一般教養過去問 2019年度版(教員採用試験過
去問シリーズ:1)

上岡直見著

686.21/KA38

3階開架

篠原聡兵衛著

694.5/SH67

3階開架

原田剛文/筒井則行絵

726.6/SH95

3階開架

湯沢美紀 ほか編著

830.7/W 33

3階開架

地方再生のレシピ : 食から始まる日本の豊かさ再発見

3階開架

edited by Gerry Gingrich 336/G 46

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY/2019

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY/2019

4階開架・移動書架
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山口県の教職・一般教養過去問 2019年度版(教員採用試験過
去問シリーズ:1)
神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市の教職・一般教養過去
問 2019年度版(教員採用試験過去問シリーズ:1)
東京都の教職教養過去問 2019年度版(教員採用試験過去問シ
リーズ:1)
長崎県の教職・一般教養過去問 2019年度版(教員採用試験過
去問シリーズ:1)
ヴィーナス : 豊饒なる愛と美の女神(Art gallery : テーマで見
る世界の名画:1)

協同教育研究会編

373.7/KY/2019

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY/2019

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY/2019

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY2/2019

4階開架・移動書架

青柳正規, 渡辺晋輔責任編集 726/A 79/1

4階開架・移動書架

肖像画 : 姿とこころ(Art gallery : テーマで見る世界の名画:2) 大高保二郎責任編集

726/A 79/2

4階開架・移動書架

子どもと森へ出かけてみれば

小西貴士写真・ことば

748/KO75

4階開架・移動書架

趣味の誕生 : 百貨店がつくったテイスト
SMAPと、とあるファンの物語 : あの頃の未来に私たちは
立ってはいないけど

神野由紀著

757/J 52

4階開架・移動書架

乗田綾子著

767.8/N 96

4階開架・移動書架

裕次郎

本村凌二著

778.21/MO86

4階開架・移動書架

私説大阪テレビコメディ史 : 花登筐と芦屋雁之助
乳酸サイエンス : エネルギー代謝と運動生理学(体育・スポー
ツ・健康科学テキストブックシリーズ)

澤田隆治著

779.9/SA93

4階開架・移動書架

八田秀雄著

780.193/H 43

4階開架・移動書架

校閲記者の目 : あらゆるミスを見逃さないプロの技術
オノマトペの謎 : ピカチュウからモフモフまで(岩波科学ライ
ブラリー:261)

毎日新聞校閲グループ著

810.4/MA31

4階開架・移動書架

窪薗晴夫編

814/KU14

4階開架・移動書架

日本語のメタファー

鍋島弘治朗著

816.2/N 11

4階開架・移動書架

大人のための国語ゼミ

野矢茂樹著

816/N 97

4階開架・移動書架

韓国語のしくみ 新版

4階開架・移動書架

はじめてのホームステイ英会話

増田忠幸著
829.1/MA66
南出康世, 中邑光男編集主幹
/原川博善 ほか編集委員
833.2/G 34
小林奈々子/シェリー・ヘイ
スティングス
837.8/KO61

ホームステイの英会話 : はじめてでも困らない : CD付き

桑原功次著

837.8/KU95

4階開架・移動書架

ホームステイの英会話リアル表現book

イムラン・スィディキ著

837.8/SI 1

4階開架・移動書架

ジーニアス和英辞典 第3版
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4階開架・移動書架
4階開架・移動書架

ホームステイの英会話リアル表現book

イムラン・スィディキ著

ホームステイで出会う場面と英会話

4階開架・移動書架

手紙・メールのスペイン語

高橋誠著
837.8/TA33
カルロス・アルバロ・ベル
チリ著/リベラルテ訳・監修 866/V 61

黄金(きん)の烏

阿部智里著

913.6/A 12

4階開架・移動書架

編集ども集まれ!

藤野千夜著

913.6/F 64

4階開架・移動書架

嵯峨野花譜

葉室麟著

913.6/H 26

4階開架・移動書架

マスカレード・ナイト

東野圭吾著

913.6/H 55

4階開架・移動書架

地の星 : なでし子物語

伊吹有喜著

913.6/I 12

4階開架・移動書架

ホワイトラビット : a night

伊坂幸太郎著

913.6/I 68

4階開架・移動書架

僕が電話をかけていた場所(メディアワークス文庫:み7-5)

三秋縋 著

913.6/MI11

4階開架・移動書架

砂上

桜木紫乃著

913.6/SA46

4階開架・移動書架

Ank : a mirroring ape

佐藤究著

913.6/SA85

4階開架・移動書架

緑の窓口 : 樹木トラブル解決します

下村敦史著

913.6/SH53

4階開架・移動書架

ルビンの壺が割れた

宿野かほる著

913.6/Y 13

4階開架・移動書架

ミミとこだち(吹上奇譚:第1話)

よしもとばなな著

913.6/Y 91/1

4階開架・移動書架

源氏物語 上(日本文学全集:04)

角田光代訳
ポール・グリフィン作/池内
恵訳
カズオ・イシグロ著/土屋政
雄訳
スティーヴン・キング著 :
白石朗訳
スティーヴン・キング著 :
白石朗訳
ニッキー・ロフティン著/代
田亜香子訳

918/N 77/4

4階開架・移動書架

933.7/G 85

4階開架・移動書架

933.7/I 73

4階開架・移動書架

933.7/KI43/1

4階開架・移動書架

933.7/KI43/2

4階開架・移動書架

933.7/L 82

4階開架・移動書架

魔法の箱 : トモダチがくれた宝物
日の名残り(ハヤカワepi文庫)
ファインダーズ・キーパーズ 上
ファインダーズ・キーパーズ 下
ウィッシュガール

15/16

837.8/SI 1

4階開架・移動書架

4階開架・移動書架

湖畔荘 上
湖畔荘 下
僕には世界がふたつある
2084世界の終わり

ケイト・モートン著 : 青木
純子訳
ケイト・モートン著 : 青木
純子訳
ニール・シャスタマン著/金
原瑞人, 西田佳子訳
ブアレム・サンサル著 : 中
村佳子訳

16/16

933.7/MO79/1

4階開架・移動書架

933.7/MO79/2

4階開架・移動書架

933.7/SH99

4階開架・移動書架

953.7/SA66

4階開架・移動書架

