８月新着図書案内
新しい図書が入りました。ご利用お待ちしております！
クエスチョン・バンク管理栄養
士国家試験問題解説 2018

治す食事患う食事 : 食材別・
症状別の大事典

医療情報科学研究所編集

Reader's Digest 編集部著
そ の 食 べ 物 は 毒 に も薬 にも な
る。体のために「いま何を食べる
べきか」知っていますか？食材
の メ リ ッ ト と デ メ リッ トを 学
び、病気に打ち勝つ正しいチョ
イスを！
（498.5/N 49）

学習効率を上げる過去問を８３
６問収録（第３０・３１回国家試
験は全問収録）
。イラストや図解
を多数追加！初学者にも最適な
１冊。第３０・３１回国家試験に
ついて先輩たちの正答率を掲
載。約４，５００語の使いやすい
索引。
（498.507/I 6７/2018）

イラストで学ぶスタディスキ
ル図鑑 : 自ら学習する力をつ
ける

新小学校学習指導要領改訂の
ポイント : 全教科・領域が 1
冊でわかる!

キャロル・ヴォーダマンほか著 :
山崎正浩訳
学習計画の立て方から情報の調
べ方、試験に関するテクニック、
ストレスへの対処法まで、長い学
生生活に必ず役立つ「勉強リテラ
シー」を身につけよう！
（375/V 91）

水原克敏編著
この１冊で全教科がわかる！各
教科の専門家による，教科ごとの
改訂のポイントや授業提案およ
び，新学習指導要領の全文を掲
載！！
（375.1/MI94）

なぜ世界中が、ハローキティを
愛するのか? : "カワイイ"を世
界共通語にしたキャラクター
クリスティン・ヤノ著/久美薫訳
日本の“カワイイ”文化は世界を
制覇し、
“クールジャパン”を象徴
する言葉となった。その先頭旗手
こそが“ハローキティ”である。
なぜキティは、国境や文化を乗り
越えて愛されるに至ったか。サン
リオの理念と戦略、海外での社会
的背景の調査、世界のキティファ
ンへのインタビュー等を通じて、
その謎と秘密を解き明かしたも
のである。
（674.3/Y 58）

ボクたちはみんな大人になれ
なかった
燃え殻著
各界の著名人、大人泣き！ 大昔
フラれた大好きな彼女に、間違え
て「友達申請」してしまった 43
歳独身ボクの、長い長い 1 日の物
語。
（913.6/MO14）

人を動かす「仕掛け」 : あなた
はもうシカケにかかっている
松村真宏著
仕掛けは、人の意識や行動を変え
るキッカケのこと。片づけたくな
る「仕掛け」
、勉強したくなる「仕
掛け」、待ち時間が楽しくなる「仕
掛け」など、企画、広告、マーケ
ティング…ビジネスにも応用で
き る シ カ ケ が 満 載 ！
（141.72/MA82）

風と共にゆとりぬ
朝井リョウ著
『時をかけるゆとり』に続くエッ
セイ集第二弾。退職の詳細、初め
ての手術などが卓越したストーリ
ーテリング技術をもって語られま
す。
（914.6/A 83）
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クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2018

医療情報科学研究所編集

クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2018

医療情報科学研究所編集

クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2018

医療情報科学研究所編集

福岡県職員録 [平成29年]
農林水産統計 : ポケット 平成28年版

福岡県総務部人事課編
農林水産省経済局統計情報
部編集

食料需給表 平成27年度

農林省大臣官房調査課編

家計調査年報 平成28年 1 家計収支編
環境から拓く、経済・社会のイノベーション(環境白書/循環
型社会白書/生物多様性白書:平成29年版)
中小企業のライフサイクル : 次世代への継承(中小企業白
書:2017年版)

総理府統計局編集

食料・農業・農村白書 平成29年版

農林水産省編

環境省編
中小企業庁編

福岡県下教育関係職員録 平成29年度版
個人情報保護法の知識 第4版(日経文庫:1376)
乳幼児を理解するための保育の観察と記録(よくわかる!保育士
エクササイズ:別巻DVD)
乳幼児を理解するための保育の観察と記録(よくわかる!保育士
エクササイズ:別巻DVD)
保育士資格・採用試験問題200選 ['18年度版](保育士・幼稚
園採用試験シリーズ)
幼稚園・幼保連携型認定こども園教員採用試験問題200選
['18年度版](保育士・幼稚園採用試験シリーズ)

請求記号
498.507/I 67
/2018
498.507/I 67
/2018
498.507/I 67
/2018

2階参考コーナー

281/F 82/2017

2階参考コーナー
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

376.14/O 73

幼稚園採用試験研究会編

376.14/O 73

日本栄養士会編

調理師試験問題と解答 2017年版

日本栄養士会編
1/12

2階参考コーナー

605.1/P 76/2016
611.32/N 96
/2015
365.4/KA24
/2016
519.059/KA56
/2017
335.35/C 67
/2017
610.59/SH96
/2017

保育問題検討委員会編

調理師試験問題と解答 2017年版

2階参考コーナー

2階参考コーナー

080/N 73/1376

シーモアさんと、大人のための人生入門

2階参考コーナー

281/F 82/2017

岡村久道著
ミネルヴァ書房企画・制
作・著作
ミネルヴァ書房企画・制
作・著作

イーサン・ホーク監督/シーモア・
バーンスタイン出演

所在

376.1/N 99
376.1/N 99

778/SH51
596.19/D 18
/2017
596.19/D 18
/2017

2階参考コーナー
2階参考コーナー
2階参考コーナー
2階参考コーナー
2階参考コーナー

2階AV・就職資料・
335.4/TO86/2017 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
081/I 95/1667
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
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
081/I 95/1665
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
親権と子ども(岩波新書:新赤版 1668)
榊原富士子, 池田清貴著
081/I 95/1668
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
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
081/I 95/1666
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
ビジュアル図でわかる経済学(日経文庫:1934)
川越敏司著
080/N 73/1934
文庫本コーナー
SPIノートの会, 津田秀樹編
2階AV・就職資料・
これが本当のSPI3だ! : テストセンター対応 2019年度版
著
307.8/Y 85/2019 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
義肢装具士になるには(なるにはBooks:146)
益田美樹著
366.29/N 53/146 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
管理会計入門 第2版(日経文庫:1369:C41)
加登豊, 梶原武久著
080/N 73/1369
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
フェア・ディスクロージャー・ルール(日経文庫:1378:D44) 大崎貞和著
080/N 73/1378
文庫本コーナー
女子栄養大学管理栄養士国 498.507/KA58
2階AV・就職資料・
管理栄養士国家試験受験必修過去問集 2018
家試験対策委員会編
/2018
文庫本コーナー
福岡市・北九州市・久留米市・大野城市の公立保育士 : 専門
2階AV・就職資料・
試験 2018年度版(公立幼稚園教諭・保育士採用試験対策シ
協同教育研究会編
376.14/KY2/2018 文庫本コーナー
学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本300(なるに 東京・学校図書館スタンプ
2階AV・就職資料・
はBooks:別巻)
ラリー実行委員会編著
366.29/N 53
文庫本コーナー
いのちを守る食品表示 : 食品表示管理士検定公式テキスト 新
2階AV・就職資料・
版
武末高裕著 山口広治著
498.54/TA65
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
歯科医師になるには(なるにはBooks:86)
笹田久美子著
366.29/N 53/86
文庫本コーナー
農地を守るとはどういうことか : 家族農業と農地制度その過
去・現在・未来
楜澤能生著
611.221/KU79
3階開架
稲と米の民族誌 : アジアの稲作景観を歩く(NHKブック
ス:1242)
佐藤洋一郎著
616.2/SA85
3階開架
会社四季報 : ワイド版 2017年3集(東洋経済別冊:臨時増刊)
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

マグロのフードシステム(フードシステム研究シリーズ:No.7) 小野征一郎編集担当
米政策改革による水田農業の変貌と集落営農 : 兼業農業地
帯・岐阜からのアプローチ
荒井聡著
あなたのプレゼン誰も聞いてませんよ! : シンプルに伝える魔
法のテクニック
渡部欣忍著
松永安光, 徳田光弘編著/中
世界の地方創生 : 辺境のスタートアップたち
橋恵[ほか]著
2/12

664.63/MA29

3階開架

611.76/A 62

3階開架

490.7/W 46

3階開架

518.8/MA83

3階開架

絵手紙エール : 心が温かくなるメッセージ
なぜ世界の幼児教育・保育を学ぶのか : 子どもの豊かな育ち
を保障するために
アルカイダから古文書を守った図書館員

中島袈裟幸著
泉千勢編著
ジョシュア・ハマー著
山あゆみ訳

梶

721.9/N 34

3階開架

376.12/I 99

3階開架

018.09/H 26

3階開架

工学部ヒラノ教授のはじまりの場所 : 世田谷少年交差点物語
石井均糖尿病ビジュアルガイド : 患者さんの疑問にどう答え
ますか? 第2版

今野浩著

916/KO75

3階開架

石井均著

493.123/I 75

3階開架

産業保健マニュアル 改訂7版

森晃爾総編集

498.8/SA65

3階開架

病院で役に立つゆびさし6カ国語会話手帳

芦田ルリ編著

490.7/A 92

3階開架

なぜ、成功する人は神棚と神社を大切にするのか?

窪寺伸浩著
日本救急医学会監修
三宅康史企画・編集

176/KU11

3階開架

493.19/N 61

3階開架

増田ユリヤ著

372.35/MA66

3階開架

334.435/MA66

3階開架

耳の聞こえないメジャーリーガーウィリアム・ホイ

増田ユリヤ著
ナンシー・チャーニン文/
ジェズ・ツヤ絵/斉藤洋訳

726.6/MI33

3階開架

お母さんの男の子にひびく伝え方

小笠原恵著

599.9/O 22

3階開架

マンガでよくわかる子どもが変わる怒らない子育て

嶋津良智著/松浦はこ漫画

599/SI5

3階開架

18歳からの格差論 : 日本に本当に必要なもの

井手英策著/田淵正敏 [画]

361.8/I 19

3階開架

ポリヴァレント化する農業・農村経済学とその総合化

泉田洋一編著
611/I 99
前橋明編著/浅川和美[ほか]
共著
376.157/MA27
やまぐちかおり絵/いろは出
版編著
461/I 66

3階開架

澤宮優著
林智樹著 : 日本手話通訳士
協会監修

366.29/SA95

3階開架

378.28/H 48

3階開架

野田敦史編集 : 林恵編集

378/SH88

3階開架

熱中症 : 日本を襲う熱波の恐怖 改訂第2版
移民社会フランスで生きる子どもたち
揺れる移民大国フランス : 難民政策と欧州の未来(ポプラ新
書:088)

コンパス幼児の体育 : 動きを通して心を育む
寿命図鑑 : 生き物から宇宙まで万物の寿命をあつめた図鑑
集団就職 : 高度経済成長を支えた金の卵たち
手話通訳を学ぶ人の「手話通訳学」入門 改訂版
演習・保育と障害のある子ども(シリーズ保育と現代社会-学
ぶ・わかる・みえる-)
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3階開架
3階開架

子どもの病気 : 理解と接しかた
幸せの小国オランダの子どもが学ぶアクティブ・ラーニング
プロジェクト法 : 自ら考える生きる力の基礎を身につける

岩田力, 近喰ふじ子編著

493.9/I 97

3階開架

辻井正著

376.11/TS42

3階開架

ファッション誌をひもとく 改訂版

富川淳子著

589.2/TO53

3階開架

オトナ女子のための美しい食べ方マナー
江戸おかず : 12ヵ月のレシピ : 季節を味わい体が喜ぶ(講談社
のお料理BOOK)
不登校 : 気持ちを聴いて、わかって、子どもの届かない声(子
どもに学ぶ:3)
保育所保育指針 : 幼保連携型認定こども園教育・保育要領 幼
稚園教育要領 : 平成29年3月31日告示 : 平成30年度改正施
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・保育要領
特別支援学校 : 『特別支援教育の実践情報』plus(学習指導要
領改訂のポイント)
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・保育要領
11歳からの正しく怖がるインターネット : 大人もネットで失
敗しなくなる本
フード左翼とフード右翼 : 食で分断される日本人(朝日新
書:439)
文脈解析 : 述語項構造・照応・談話構造の解析(自然言語処理
シリーズ:10)
年収は「住むところ」で決まる : 雇用とイノベーションの都
市経済学

諏内えみ著

596.8/SU73

3階開架

車浮代著

596/KU79

3階開架

493.937/N 76

3階開架

全国保育士会編
文部科学省編 厚生労働省編
内閣府編
『特別支援教育の実践情
報』編集部編, 横倉久編
文部科学省編 厚生労働省編
内閣府編

376.15/H 81

3階開架

376.15/Y 72

3階開架

378/G 16/2017

3階開架

376.15/Y 72

3階開架

小木曽健著

007.3/O 25

3階開架

速水健朗著

383.81/ H47

3階開架

笹野遼平, 飯田龍共著
007.636/B 89
エンリコ・モレッティ著/池
村千秋訳
332.53/MO43
リチャード・フロリダ著/井
口典夫訳
332.9/F 34

クリエイティブ都市論 : 創造性は居心地のよい場所を求める
企業成長と価格行動 : キリンビールのマーケティング戦略(大
阪経済大学研究叢書:第85冊)
後藤一郎著
稼ぐまちが地方を変える : 誰も言わなかった10の鉄則(NHK
出版新書:460)
木下斉著
計量パーソナリティ心理学(クロスロード・パーソナリティ・
シリーズ:3)
荘島宏二郎編

3階開架
3階開架
3階開架

588.54/G 72

3階開架

601.1/KI46

3階開架

141.93/KE26

3階開架

広告的知のアルケオロジー

岡本慶一著

674.04/O 42

3階開架

地方創生大全

木下斉著

601.1/KI45

3階開架

サービス立国論 : 成熟経済を活性化するフロンティア

森川正之著

673.9/MO51

3階開架
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Tao老子の教え : あるがままに生きる
人事と組織の経済学 実践編
誰がアパレルを殺すのか

老子著 安富歩訳
エドワード・P・ラジアー,
マイケル・ギブス著

124.22/Y 66

3階開架

336.4/L 45

3階開架
3階開架

おしいれのぼうけん(絵本・ぼくたちこどもだ:1)
イラストで学ぶスタディスキル図鑑 : 自ら学習する力をつけ
る

杉原淳一, 染原睦美著
589.2/SU34
ふるたたるひ/たばたせいい
ちさく
726.6/O 76
キャロル・ヴォーダマンほ
か著 : 山崎正浩訳
375/V 91

食品加工・食品機能実験 : イラスト

太田英明[ほか]著

498.511/SH96

3階開架

食品加工・食品機能実験 : イラスト

太田英明[ほか]著

498.511/SH96

3階開架

教育の理念と思想のフロンティア

伊藤良高編 : 富江英俊編

371/KY 4

3階開架

いじめ問題をどう克服するか(岩波新書:新赤版 1456)
いじめ防止対策推進法の解説と具体策 : 法律で何が変わり、
教育現場は何をしなければならないのか

尾木直樹著

081/I 95/1456

3階開架

小西洋之著

371.42/KO75

3階開架

計量経済学講義

難波明生著

331.19/N 48

3階開架

テキストブック憲法 第2版

澤野義一, 小林直三編

323.14/TE31

3階開架

にんげんごみばこ

のぶみ作

726.6/N 76

3階開架

病態生理基礎のキソ : 絵で見てわかる病気のしくみ 第2版

竹田津文俊著

491.6/TA66

3階開架

教育福祉学への招待
山野則子 [ほか] 編
職員室の関係づくりサバイバル : うまくやるコツ20選(学校を
最高のチームにする極意)
赤坂真二編著
千葉大学教育学部附属教員
新・教育の最新事情 : 教員免許状更新講習テキスト 第2版
養成開発センター編集
アクティブ・ラーニングをサポートする!小学校教室掲示ポス
ター&言語能力アップシート事典
井上一郎編著

369/KY 4

3階開架

374.3/A 32

3階開架

373.7/SH64

3階開架

375.82/I 55

3階開架

私立大学はなぜ危ういのか

渡辺孝著

377.21/W 46

3階開架

治す食事患う食事 : 食材別・症状別の大事典

Reader's Digest編集部著

498.5/N 49

3階開架

児童心理学の進歩 2017年版(VOL.56)

日本児童研究所編集

371.45/J 48/56

3階開架
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3階開架
3階開架

クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2018

医療情報科学研究所編集

クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2018

医療情報科学研究所編集

クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2018

医療情報科学研究所編集

クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2018

医療情報科学研究所編集

クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2018

医療情報科学研究所編集

クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2018

医療情報科学研究所編集

クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2018

医療情報科学研究所編集

クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2018

医療情報科学研究所編集

クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2018

医療情報科学研究所編集

クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2018

医療情報科学研究所編集

498.507/I
/2018
498.507/I
/2018
498.507/I
/2018
498.507/I
/2018
498.507/I
/2018
498.507/I
/2018
498.507/I
/2018
498.507/I
/2018
498.507/I
/2018
498.507/I
/2018

化粧品マーケティング 新版

香月秀文著

576.7/KA87

3階開架

化粧品マーケティング 新版
実習の日誌と指導案完全サポート : 0〜5歳児年齢別 : 初めて
でも大丈夫! : 年齢別おすすめ絵本&紙芝居リストつき : 幼稚
保育園の主菜・副菜 : 家庭用の分量付き栄養バランスのよい
献立
中国の近現代史をどう見るか(岩波新書:新赤版 1254. シリー
ズ中国近現代史:6)

香月秀文著

576.7/KA87

3階開架

古林ゆり監修

376.1/J 54

3階開架

末次敦子著

376.14/SU19

3階開架

西村成雄著

081/I 95/1254

3階開架

運動器・整形外科 第1版(病気がみえる:v. 11)

医療情報科学研究所編

492/B 99/11

3階開架

応用栄養学栄養マネジメント演習・実習 第4版
虫と皮膚炎 : 皮膚炎をおこす虫とその生態/臨床像・治療・対
策 : Dr.夏秋の臨床図鑑
育み支え合う保育リーダーシップ : 協働的な学びを生み出す
ために

竹中優, 土江節子編

498.55/O 95

3階開架

夏秋優著
イラム・シラージ, エレー
ヌ・ハレット著

494.8/N 58

3階開架

376.14/SI 9

3階開架

運動器・整形外科 第1版(病気がみえる:v. 11)

医療情報科学研究所編

492/B 99/11

3階開架

運動器・整形外科 第1版(病気がみえる:v. 11)

医療情報科学研究所編

492/B 99/11

3階開架
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67
67
67
67
67
67
67
67
67
67

3階開架
3階開架
3階開架
3階開架
3階開架
3階開架
3階開架
3階開架
3階開架
3階開架

なぜ世界中が、ハローキティを愛するのか? : "カワイイ"を世 クリスティン・ヤノ著/久美
界共通語にしたキャラクター
薫訳
674.3/Y 58

3階開架

技術は戦略をくつがえす : 戦略を破壊した戦争の技術史
藤田元信著
21世紀中小企業論 : 多様性と可能性を探る 第3版(有斐閣アル
マ:Specialized)
渡辺幸男 [ほか] 著

391.3/F 67

3階開架

335.35/N 73

3階開架

現代マーケティングの基礎知識 改訂版
嶋正, 東徹編著
よくわかる現代マーケティング(やわらかアカデミズム・「わ 陶山計介, 鈴木雄也, 後藤こ
かる」シリーズ)
ず恵編著

675/SH35

3階開架

675/Y 79

3階開架

人を動かす「仕掛け」 : あなたはもうシカケにかかっている

松村真宏著

141.72/MA82

3階開架

旅行企画のつくりかた : 新しいツアープランと顧客の創造
日系食品産業における中国内販戦略の転換(日本農業市場学会
研究叢書:15)
中国人消費者の行動分析 : 「面子」、原産国イメージとグ
ローバル・ブランド消費
人体・疾病/基礎栄養学応用栄養学/臨床栄養学(オープンセサ
ミシリーズ. 管理栄養士国家試験対策完全合格教本:2018年版
社会・環境/食べ物と健康栄養教育論/公衆栄養学給食経営管
理論(オープンセサミシリーズ. 管理栄養士国家試験対策完全

小林天心著

689.6/KO12

3階開架

大島一二 [ほか] 編著

588.09/N 77/15

3階開架

李玲著

675.2/L 61
498.55/O 69
/2018
498.55/O 69
/2018
498.507/KA58
/2018
498.507/KA58
/2018
498.507/KA58
/2018

3階開架

375.1/SH95

3階開架

375.1/SH95

3階開架

375.1/MI94

3階開架

大月穣著
芝原寛泰編著 : 石井俊行
〔ほか〕著

430/O 89

3階開架

376.14/SH16

3階開架

和田雅史, 齊藤理砂子著

498/W 12

3階開架

小森栄治著

407/KO67

3階開架

東京アカデミー編

東京アカデミー編
女子栄養大学管理栄養士国
管理栄養士国家試験受験必修過去問集 2018
家試験対策委員会編
女子栄養大学管理栄養士国
管理栄養士国家試験受験必修過去問集 2018
家試験対策委員会編
女子栄養大学管理栄養士国
管理栄養士国家試験受験必修過去問集 2018
家試験対策委員会編
これならできる!図書を活用した楽しい学習活動 : 探究的な学 稲井達也編 : 吉田和夫編 :
びを促す教科別事例集 : ワークシートを豊富に掲載! 小学校編 小学校読書活動研究会著
小学校「新学習指導要領」解説付き新旧対照本 : ひと目でわ
かる! : 平成29年3月告示小学校学習指導要領完全対応
時事通信出版局編
新小学校学習指導要領改訂のポイント : 全教科・領域が1冊で
わかる!
水原克敏編著
化学入門 : 日常に役立つ基礎知識
理科教員の実践的指導のための理科実験集
ヘルスプロモーション : 健康科学
簡単・きれい・感動!!10歳までのかがくあそび : シングルエ
イジサイエンス
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3階開架
3階開架
3階開架
3階開架
3階開架

新小学校学習指導要領改訂のポイント : 全教科・領域が1冊で
わかる!
水原克敏編著

375.1/MI94

3階開架

だしの科学(食物と健康の科学シリーズ)

的場輝佳, 外内尚人編

498.51/D 43

3階開架

犬が来る病院 : 命に向き合う子どもたちが教えてくれたこと

大塚敦子著

493.9/O 88

3階開架

ネットの高校、はじめました。 : 新設校「N高」の教育革命
農学イノベーション : 新しいビジネスモデルと食・農・環境
における技術革新(シリーズ21世紀の農学)

崎谷実穂著

376.48/SA42

3階開架

日本農学会編

610.1/N 93

3階開架

フードシステムの経済学 第5版

時子山ひろみ, 荏開津典生著 611.3/TO34

3階開架

エリア・マーケティングアーキテクチャー 増補版
21世紀中小企業のネットワーク組織 : ケース・スタディから
みるネットワークの多様性
消費者購買意思決定とクチコミ行動 : 説得メカニズムからの
解明

岩田貴子著
関智宏, 中山健編著/平野哲
也 [ほか] 著

675/I 97

3階開架

335.35/SE24

3階開架
3階開架

これからの地域再生(犀の教室)

安藤和代著
675/A 47
飯田泰之編/浅川芳裕 [ほか]
著
601.1/KO79

光化学の本 : 最初に読む

前田秀一編著

431.5/MA26

3階開架

高分子化学(化学の指針シリーズ)

西敏夫 [ほか] 著

431.9/KO14

3階開架

これでわかる基礎高分子化学

畔田博文 [ほか] 共著
431.9/KO79
勝木明夫, 伊藤冬樹, 手老省
三共著
431/KI59
鈴木隆之編著/石丸臣一 [ほ
か] 共著
430/SU96

3階開架

土橋圭子 [ほか] 編

378/TO35

3階開架

児童館の歴史と未来 : 児童館の実践概念に関する研究

西郷泰之著

369.4/SA18

3階開架

希望の教育実践 : 子どもが育ち、地域を変える環境学習

岸本清明著
日本弁護士連合会子どもの
権利委員会編著

369.4/Ki58

3階開架

369.4/N 77

3階開架

高橋多喜子著
五十嵐哲也, 茅野理恵編著/
秋山緑 [ほか] 著

375.762/TA33

3階開架

374/I 23/1

3階開架

基礎物理化学 : 能動的学修へのアプローチ
理工系のための一般化学
特別支援教育の基礎 : 確かな支援のできる教師・保育士にな
るために 改訂版

子どもの権利ガイドブック 第2版
初等音楽科教育法 : 音楽療法的視点からインクルーシブ教育
に向かって
事例別病気、けが、緊急事態と危機管理 : 保健室・職員室か
らの学校安全 volume1
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3階開架

3階開架
3階開架

事例別病気、けが、緊急事態と危機管理 : 保健室・職員室か
らの学校安全 volume2

五十嵐哲也, 茅野理恵編著/
秋山緑 [ほか] 著

374/I 23/2

3階開架

498.55/SA51

3階開架

498.55/SA51

3階開架

総論 第4版(サクセス管理栄養士講座. 臨床栄養学:1)
外山健二, 川島由起子著
498.55/SA51
サクセス管理栄養士講座 社会・環境と健康 - 公衆衛生学・健 全国栄養士養成施設協会/日
康管理概論 （第６版）
本栄養士会
498.55/SA51

3階開架

この嘘がばれないうちに

川口俊和著

913.6/KA92

3階開架

宇宙一わかりやすい高校物理 : 電磁気・熱・原子

鯉沼拓著

420/KO32

3階開架

宇宙一わかりやすい高校物理 力学・波動

鯉沼拓著

420/KO32

3階開架

鶴見隆史著
北村諭編集/川村肇 [ほか]
内科学 改訂6版(コメディカルのための専門基礎分野テキスト) 共著
芦田均, 薩秀夫, 中野長久責
非栄養素の分子栄養学
任編集
中村信也編著/後藤政幸 [ほ
公衆衛生学 2017/2018
か] 著
石田裕美編著/縄田敬子[ほ
給食経営管理論実習
か]共著
全施設における臨地実習マニュアル : 給食経営管理・給食の 松崎政三, 名倉秀子編著/岩
運営 第3版
本昌子 [ほか] 共著

498.583/TS85

3階開架

493/KO63

3階開架

498.55/HI54

3階開架

498/N 37

3階開架

498.59/I 72

3階開架

498.59/MA92

3階開架

栄養と代謝(最新歯科衛生士教本. 人体の構造と機能:2)
微生物学(最新歯科衛生士教本. 疾病の成り立ち及び回復過程
の促進:2)
嚥下障害エクササイズ&ストレッチマスターBOOK : 写真で
わかる!1冊で習得する!

498.56/E 39

3階開架

食品衛生学 第6版(サクセス管理栄養士講座. 食べ物と健康:2) 植木幸英, 阿部尚樹著
生化学 第3版(サクセス管理栄養士講座. 人体の構造と機能及 佐々木康人, 薗田勝, 細川優
び疾病の成り立ち:1)
著

食物養生大全 : 「食」による病気治しの考証

応用栄養学 第2版(テキスト食物と栄養科学シリーズ:7)
減塩のための食品交換表 : 文部科学省科学技術・学術審議会
資源調査分科会報告 : 日本食品標準成分表2015年版〈七
はじめて学ぶ保育原理
全施設における臨地実習マニュアル : 給食経営管理・給食の
運営 第3版

高橋信博 [ほか] 著

3階開架

木村重信ほか著
491.7/B 47
鈴木重行編・著監修 : gene
編集
491.343/SU96
田中敬子, 爲房恭子編/石崎
由美子 [ほか] 著
498.5/TE31/7

3階開架

大月邦夫編著

493.25/O 89

3階開架

吉見昌弘, 斎藤裕編著
松崎政三, 名倉秀子編著/岩
本昌子 [ほか] 共著

376.1/Y 91

3階開架

498.59/MA92

3階開架
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3階開架
3階開架

あの会社はこうして潰れた(日経プレミアシリーズ:337)

藤森徹著

335.21/F 62

3階開架

図解知識ゼロからの畜産入門

八木宏典監修

640/Z 6

3階開架

戦後レジームからの脱却農政

田代洋一著

611.1/TA93

3階開架

政権交代と水田農業 : 米政策改革から戸別所得補償政策へ
エコフィードの活用促進 : 食品循環資源飼料化のリサイク
ル・チャネル(JA総研研究叢書:2)

磯田宏, 品川優著

611.33/I 85

3階開架

泉谷眞実編著

643.4/I 99

3階開架

食料自給は国境を超えて : 食料安全保障と東アジア共同体
未来の年表 : 人口減少日本でこれから起きること(講談社現代
新書:2431)

豊田隆著

611.31/TO83

3階開架

河合雅司著
広島保育問題研究会集団づ
くり部会編集

334.31/KA93

3階開架

376.1/H 73

3階開架

ダヨ・オロパデ著/松本裕訳 302.4/O 59

3階開架

小田理一郎著

3階開架

本当に認め合って育ち合う保育 : 0歳児からの集団づくり
アフリカ希望の大陸 : 11億人のエネルギーと創造性
「学習する組織」入門 : 自分・チーム・会社が変わる 持続的
成長の技術と実践
日本のイノベーションのジレンマ : 破壊的イノベーターにな
るための7つのステップ

336.3/O 17

玉田俊平太著
336.17/TA76
ブライアン・バーク著/鈴木
素子訳
336/B 92

3階開架

経営の精神 : 我々が捨ててしまったものは何か
グローバル・ブランド・イメージ戦略 : 異なる文化圏ごとに
マーケティングの最適化を探る

加護野忠男著

335.15/KA19

3階開架

古川裕康著

675/F 93

3階開架

マーケティング戦略論 : 戦略的思考の展開
集団と組織の社会学 : 集合的アイデンティティのダイナミク
ス

鷲尾和紀, 鷲尾紀吉著

675/W 44

3階開架

山田真茂留著

361.6/Y 19

3階開架

銀行員大失職

岡内幸策著

338.51/O 45

3階開架

AI経営で会社は甦る
冨山和彦著
管理栄養士国家試験過去問解説集 : 「第27回〜第31回」5年 管理栄養士国試対策研究会
分徹底解説 2018
編
管理栄養士国家試験過去問解説集 : 「第27回〜第31回」5年 管理栄養士国試対策研究会
分徹底解説 2018
編

336/TO79
498.55/KA58
/2018
498.55/KA58
/2018

3階開架

経営の針路 : 世界の転換期で日本企業はどこを目指すか

335.04/H 66

3階開架

Gamify

平野正雄著
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3階開架

3階開架
3階開架

先を読むマーケティング : 新しいビジネスモデルの構築に向
けて

中田善啓, 西村順二編著

675.04/N 43

3階開架

計量経済学 : ミクロデータ分析へのいざない

末石直也著

331.19/SU16

3階開架

企業統治(ベーシック+. Basic plus)
プラットフォーム時代のイノベーション : クローズドから
オープンビジネスモデルへの進化

吉村典久 [ほか] 著

335.4/KI16

3階開架

中田善啓著

675/N 43

3階開架

大湾秀雄著
E・H・シャイン編著/尾川
組織セラピー : 組織感情への臨床アプローチ
丈一, 稲葉祐之, 木村琢磨訳
販売費及び一般管理費の理論と実証(メルコ学術振興財団研究 安酸建二, 新井康平, 福嶋誠
叢書:9)
宣編著
サン=テグジュペリ [著]/ド
星の王子さま
リアン助川訳

336.4/O 93

3階開架

366.94/SC2

3階開架

336.85/H 29

3階開架

953.7/SA22

4階開架・移動書架

花城祐子の絵手紙画帖 : 心に花が咲きますように

花城祐子著

724.1/H 28

4階開架・移動書架

描いてみようどうぶつ絵手紙

竹内伸子著
狩野博幸監修 : 並木誠士監
修 : 今橋理子監修

724/TA67

4階開架・移動書架

702.15/E 24

4階開架・移動書架

三浦しをん著
ジーン・ウルフ著 : 酒井昭
伸訳

069.021/MI67

4階開架・移動書架

933.7/W 84

4階開架・移動書架

マイケル・ジャクソンの思想
読むオペラ : 聴く前に、聴いたあとで(オルフェ・ライブラ
リー)

安冨歩著

767.8/Y 66

4階開架・移動書架

堀内修著

766.1/H 89

4階開架・移動書架

アノニム

原田マハ著

913.6/H 32

4階開架・移動書架

てにをは連想表現辞典

小内一編

813.5/TE36

4階開架・移動書架

ダンスと音楽 : 躍動のヨーロッパ音楽文化誌

クレール・パオラッチ著

762.3/P 21

4階開架・移動書架

日本の人事を科学する : 因果推論に基づくデータ活用

江戸の美術大図鑑
ぐるぐる〓博物館
書架の探偵(新☆ハヤカワ・SF・シリーズ:5033)

「ビートルズと日本」ブラウン管の記録 : 出演から関連番組まで、日本のテレビが伝えたビートルズのすべて
大村亨著
764.7/O 64

4階開架・移動書架

データでみるスポーツとジェンダー

日本スポーツとジェンダー
学会編

780/D 65

4階開架・移動書架

星の子

今村夏子著

913.6/I 44

4階開架・移動書架
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ホイッパーウィル川の伝説

キャシー・アッペルト, アリ
933.7/A 59
スン・マギー著

4階開架・移動書架

行人(定本漱石全集:第8巻)

夏目漱石著

918.68/N 58

4階開架・移動書架

近現代作家集 3(日本文学全集:26-28)

池澤夏樹編

918/N 77/28

4階開架・移動書架

ボクたちはみんな大人になれなかった

燃え殻著

913.6/MO14

4階開架・移動書架

風と共にゆとりぬ

朝井リョウ著

914.6/A 83

4階開架・移動書架

茄子の輝き

滝口悠生著

913.6/TA71

4階開架・移動書架
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