
 

 

 

  

佐々木敏のデータ栄養学の

すすめ  : 氾濫し混乱する

「食と健康」の情報を整理

する  

佐々木敏著  

栄養疫学の第一人者が語る食の

真実・３３話。

(498.55/SA75） 

図解食品衛生学 : 食べ物と健

康、食の安全性 第 5 版 

一戸正勝 , 西島基弘編著/岡部

とし子 ほか著 

食品衛生学の定番！化学物質と

微生物の項目を明確にし最新情

報に全面改訂。管理栄養士や食

品衛生関係の試験対策にも準拠

したテキスト。 

（498.54/I 16） 

 

 0 歳〜6 歳子どもの発達とレジ

リエンス保育の本 : 子どもの

「 立 ち 直 る 力 」 を 育 て る

(Gakken 保育 Books) 
湯汲英史著 

乳幼児期からの成長とレジリエ

ンス（立ち直る力）の関係につい

てまとめた本。子どもの発達に合

わせて、立ち直ってまた頑張ろう

と思う力を身につけさせるため

に必要な視点や具体的な取り組

みをあげて解説。少し先を見据え

た小・中学生の事例も収録。

（376.11/Y 97） 

支援・指導のむずかしい子を支

える魔法の言葉(健康ライブラ

リー : イラスト版) 

小栗正幸監修  
暴言・暴力、いじめ、不登校…困

った場面も乗り切れる！ひと目

でわかるイラスト図解。話が通

じない、聞く耳をもたない子の

心に響く対話術。 

（371.42/SH26）  

なぜ日本だけディズニーランド

と USJ が「大」成功したのか? 

中島恵著 

「テーマパーク」で、経営、経済、

会社、仕事、そして人間を学ぼう。

おもしろすぎるが、タメになる、

まったく新しいテーマパークの

遊び方！ 

（689.5/N 34） 

間違いやすい順社会人の最新マ

ナー大全      
明石伸子著 
覚えているつもりでもついやっ

てしまう、マナーのミス。あやふ

やな知識を本書でしっかり矯正

しよう! 間違いやすい順に収録さ

れているので、確認しやすく覚え

やすい! LINE や SNSとの付き合

い方など、現代のビジネスパーソ

ンが陥りやすい勘違いマナーも

しっかり解説する、最新のマナー

ブック。（336.47/A 32） 
オリジン 上・下 
ダン・ブラウン著/越前敏弥訳 

ダ・ヴィンチ・コードを超える一

気読み本！スペインのビルバオ、

マドリード、バルセロナを舞台に、

ラングドンの前に最強の敵が立ち

はだかる！ 鍵を握るのは、人類

最大の謎「我々はどこから来たの

か、どこへ行くのか」――。全世

界で2億部突破のベストセラー作

家の最高傑作が満を持して日本上

陸！！（933.7/B 77/1） 

（933.7/B 77/２） 

 

ディレイ・エフェクト 

宮内悠介著 
戦時下の日常の光景が、二〇二〇

年の現在と重なっている！大混

乱に陥った東京で、静かに暮らし

ている男に、昭和二十年三月十日

の下町空襲が迫っている。曾祖母

は、もうすぐ焼け死ぬのだ。わた

したちは幻の吹雪に包まれたオ

フィスで仕事をしながら、静かに

そ の と き を 待 っ た ― 。

（913.6/MI86） 

 

 

 

 



書名 著者名 請求記号 所在

ビジネススクールで教える経営分析(日経文庫:1386) 太田康広著 080/N 73/1386
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

官僚たちのアベノミクス : 異形の経済政策はいかに作られた
か(岩波新書:新赤版 1703) 軽部謙介著 081/I 95/1703

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

地元経済を創りなおす : 分析・診断・対策(岩波新書:新赤版
1704) 枝廣淳子著 081/I 95/1704

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

ベルルスコーニの時代 : 崩れゆくイタリア政治(岩波新書:新赤
版 1705) 村上信一郎著 081/I 95/1705

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

ナポレオン : 最後の専制君主、最初の近代政治家(岩波新書:新
赤版 1706) 杉本淑彦著 081/I 95/1706

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

経済数学入門の入門(岩波新書:新赤版 1707) 田中久稔著 081/I 95/1707
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

津波災害 : 減災社会を築く 増補版(岩波新書:新赤版 1708) 河田惠昭著 081/I 95/1708
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

保育士精選過去問題集 2018
汐見稔幸監修 : 栄養セント
ラル学院著 376.14/E 39/2018

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

保育士試験のための論作文術 : よくわかる! 保育士と保育士試
験についてわかりやすく解説 これ一冊、読むだけで論作文術 土屋書店編集部編 376.14/H 81

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

保育士試験の要点 '19年度版(保育士・幼稚園採用試験シリー
ズ) 保育問題検討委員会編 376.14/H 81/2019

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

1回で受かる!保育士過去問題集 '18年版
近喰晴子監修 : コンデック
ス情報研究所編著 376.14/SE17

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

受験する前に知っておきたい保育士の専門常識・基礎知識 木梨美奈子監修 376.14/TS32
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

役立つ保育・教育用語集 : 判りやすく詳細な解説 [2019年度
版](保育士・幼稚園採用試験シリーズ) 植原清編 376.14/Y 16

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

パイレーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊
ヨアキム・レニング監督/
ジョニー・デップ出演ほか 778/P 16

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

スパイダーマン／ホームカミング
ジョン・ワッツ監督/トム・
ホランド出演ほか 778/SU75

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

TOEIC L&Rテスト究極のゼミ Part5&6 西嶋愉一, ヒロ前田共著 830.79/A 79/3
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

TOEIC L&Rテスト究極のゼミ Part5&6 西嶋愉一, ヒロ前田共著 830.79/A 79/3
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

TOEIC L&Rテスト究極のゼミ Part7 西嶋愉一, ヒロ前田共著 830.79/A 79/4
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

TOEIC L&Rテスト究極のゼミ Part7 西嶋愉一, ヒロ前田共著 830.79/A 79/4
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
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キクタン英検3級 : 聞いて覚えるコーパス単熟語 改訂版 一杉武史編著 830.79/KI29
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

完全攻略!TOEFL iBTテストスピーキングライティング コチェフ アレクサンダー著 830.79/KO92
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

完全攻略!TOEFL iBTテストリーディングリスニング コチェフ アレクサンダー著 830.79/KO92
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

イングリッシュ・ドクターのTOEIC L&Rテスト最強の根本対
策PART1&2 : 迷わず解ける一生モノのリスニング力が身に 西澤ロイ著 830.79/N 87

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

英検3級過去6回問題集 '18年度版
830.79/SE17/201
8

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

英検準2級過去6回問題集 '18年度版
830.79/SE17/201
8

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

英検2級過去6回問題集 '18年度版
830.79/SE17/201
8

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

英検準1級過去6回問題集 '18年度版
830.79/SE17/201
8

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

TOEIC L&Rテスト直前の技術
ロバート・ヒルキ, 相澤俊
幸, ヒロ前田共著 830.79/TO19

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

YAHOO!JAPAN全仕事 : 現場200人に聞く、過去→現在→
未来 実業之日本社編 007.35/Y 16 3階開架

改正著作権法がよくわかる本
コンデックス情報研究所編
著 021.2/KA21 3階開架

これだけは知っておきたい「著作権」の基本と常識 : アウト
とセーフの境界線を理解しよう! : basics of copyright 宮本督監修 021.2/KO79 3階開架

なるほど図解著作権法のしくみ 第3版(CK books) 奥田百子著 021.2/O 54 3階開架

植物とくらす(玉川百科こども博物誌) 湯浅浩史編/江口あけみ絵 031/TA77 3階開架

絵本とともに学ぶ発達と教育の心理学 増田梨花編著 143/MA66 3階開架
ロジャーズ : クライアント中心療法の現在 全訂(日評ベーシッ
ク・シリーズ) 村瀬孝雄, 村瀬嘉代子編著 146.8/MU57 3階開架

週一回サイコセラピー序説 : 精神分析からの贈り物 高野晶編著 146.8/TA47 3階開架

こども武士道 : 自分に負けないこころをみがく! 斎藤孝監修 156/KO21 3階開架

10年後、君に仕事はあるのか? 藤原和博著 159.7/F 56 3階開架

夢をかなえるノート術 おふみ著 159/O 19 3階開架

神宿る沖ノ島 : 古代日本人が見えてくる : 日本の黎明 堀田はりい著 219.1/H 96 3階開架
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江副浩正 馬場マコト, 土屋洋著 289.1/B 12 3階開架

鮎川義介 : 日産コンツェルンを作った男 堀雅昭著 289.1/H 87 3階開架

ブラック役場化する職場 : 知られざる非正規公務員の実態 三村正夫著 318.3/MI34 3階開架

福岡市が地方最強の都市になった理由 木下斉著 318.791/KI46 3階開架

親族・相続 第5版(有斐閣アルマ:Specialized. 民法:7)
高橋朋子, 床谷文雄, 棚村政
行著 324.6/MI47 3階開架

民法入門 生田敏康 [ほか] 著 324/MI47 3階開架

なぜ戦略の落とし穴にはまるのか 伊丹敬之著 336.1/I 88 3階開架

間違いやすい順社会人の最新マナー大全 明石伸子著 336.47/A 32 3階開架

Q&A発達障害・うつ・ハラスメントの労務対応 布施直春著 336.48/F 96 3階開架

会計学・簿記入門 第13版 新田忠誓 [ほか] 著 336.9/KA21 3階開架

挫折しない簿記入門 : 練習問題でしっかり身につく! 松田修著 336.91/MA74 3階開架

評価の経済学
デビッド・ウォーラー著 :
ルパート・ヤンガー著 361.4/W 36 3階開架

関係人口をつくる : 定住でも交流でもないローカルイノベー
ション 田中輝美著 361.7/TA84 3階開架
キャリア・マネジメントの未来図 : ダイバーシティとインク
ルージョンの視点からの展望 二神枝保, 村木厚子編著 366.29/KY 1 3階開架

子どもの虐待と学校 : 新しい教育福祉論 円入智仁著 367.6/E 62 3階開架

「概観」社会福祉法 伊奈川秀和著 369.12/I 52 3階開架

保育実践と児童家庭福祉論 相澤譲治, 今井慶宗編著 369.4/A 26 3階開架

地域で愛される子ども食堂つくり方・続け方 飯沼直樹著 369.4/I 27 3階開架
子ども虐待対応におけるサインズ・オブ・セーフティ・アプ
ローチ実践ガイド : 子どもの安全 (セーフティ) を家族とつく

菱川愛, 渡邉直, 鈴木浩之編
著 369.4/KO21 3階開架

相談援助(MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉:3) 倉石哲也, 大竹智編著 369.4/MI43/3 3階開架

社会的養護内容(MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉:6) 伊藤嘉余子, 小池由佳編著 369.4/MI43/6 3階開架
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子どもの保健(MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉:8) 鎌田佳奈美編著 369.4/MI43/8 3階開架
児童相談所改革と協働の道のり : 子どもの権利を中心とした
福岡市モデル 藤林武史編著 369.43/F 56 3階開架

社会福祉概論 新版第2版(Nブックス)
金子光一編著/圷洋一 [ほか]
共著 369/N 59 3階開架

社会福祉概論 新版第2版(Nブックス)
金子光一編著/圷洋一 [ほか]
共著 369/N 59 3階開架

グローバル教育の現在 (いま)
郭潔蓉, 田中真奈美, 金塚基
共著 370.4/KA28 3階開架

ガイドライン学校教育心理学 : 教師としての資質を育む 大野木裕明 [ほか] 著 371.4/G 14 3階開架

教育心理学 : 言語力からみた学び 福田由紀 [ほか] 共著 371.4/KY 4 3階開架
教育現場で役立つ心理学の基礎 : ミントン先生の教育心理学
入門

スティーブン・ジェーム
ズ・ミントン著 371.4/MI47 3階開架

育ちを支える教育心理学 : educational psychology 谷口明子, 廣瀬英子編著 371.4/TA87 3階開架

探究!教育心理学の世界 藤澤伸介編 371.4/TA88 3階開架
先生のためのアンガーマネージメント : 対応が難しい児童・
生徒に巻き込まれないために 本田恵子著 371.42/H 84 3階開架
支援・指導のむずかしい子を支える魔法の言葉(健康ライブラ
リー : イラスト版) 小栗正幸監修 371.42/SH26 3階開架

Q&A不登校問題の理解と解決 海野和夫著 371.42/U 76 3階開架

消費社会と子どもの文化 改訂版(子ども社会シリーズ:6) 永井聖二, 加藤理編 371.45/N 14 3階開架

日本道徳教育の歴史 : 近代から現代まで 江島顕一著 371.6/E 73 3階開架

教育の原理を学ぶ : 教育を実践する人たちに 遠藤克弥, 山崎真之著 371/E 59 3階開架

林竹二その授業と思想 : 日本の教育原理を求めて 鈴木清隆著 371/SU96 3階開架

授業が変わる! : 新学習指導要領ハンドブック 小学校編 時事通信出版局編 375.1/J 92 3階開架
授業のユニバーサルデザインと主体的・対話的で深い学び/通
常学級におけるアセスメントと対応力(授業のユニバーサルデ 桂聖 [ほか] 編著 375.1/J 99 3階開架

教育方法論 改訂版(教職課程シリーズ:6)
谷田貝公昭, 林邦雄, 成田國
英編 375.1/KY4 3階開架

コンピューターを使わない小学校プログラミング教育 : "ル
ビィのぼうけん"で育む論理的思考 小林祐紀, 兼宗進編著 375.199/KO78 3階開架
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プログラミング教育が変える子どもの未来 : AIの時代を生き
るために親が知っておきたい4つのこと

松村太郎著 : 山脇智志著 :
小野哲生著 : 大森康正著 375.199/P 97 3階開架

小学校プログラミング教育がわかる、できる : 子どもが夢中
になる各教科の実践 教育デザイン研究所編 375.199/SH95 3階開架

社会科教育学研究法ハンドブック
草原和博, 溝口和宏, 桑原敏
典編著 375.3/SY1 3階開架

実践に活かす教育課程論・教育方法論 改訂版
樋口直宏, 林尚示, 牛尾直行
編著 375/J 54 3階開架

0歳児のすべてがわかる! : 保育力がグーンとアップする生
活・遊び・環境づくりの完全ナビ 網野武博, 阿部和子編著 376.1/A 45 3階開架
事例からみえる子どもの育ちと保育 : 保育・教職実践演習の
ために

中島常安, 清水玲子編著/中
西さやか [ほか] 著 376.1/N 42 3階開架

保育内容の基礎と演習 柴崎正行編著 376.1/SH17 3階開架

保育方法の基礎 柴崎正行編著 376.1/SH17 3階開架

はじめて学ぶ乳児保育
志村聡子編著/吉長真子[ほ
か]著 376.1/SH56 3階開架

STEP UP!ワークシートで学ぶ保育所実習1・2・3 : 『保育
実習指導のミニマムスタンダード』対応

相浦雅子編著 : 那須信樹編
著 : 原孝成編著 376.1/ST 5 3階開架

Workで学ぶ保育原理
佐伯一弥企画・編著/金瑛珠
編著/鈴木彬子, 高橋優子 著 376.1/W 88 3階開架

ジェンダー・フリー保育 : 次世代育成のヒント 青野篤子著 376.11/A 55 3階開架

子どもは善悪をどのように理解するのか? : 徳性発達の探究 長谷川真里 376.11/H 36 3階開架

1歳児のこころ : 大人との関係の中で育つ自我 近藤直子著 376.11/KO73 3階開架

保育者が基礎から学ぶ乳児の発達(保育と子育て21) 丸山美和子著 376.11/MA59 3階開架

保育の心理学 : 地域・社会のなかで育つ子どもたち
中島常安編著/深浦尚子 [ほ
か] 著 376.11/N 42 3階開架

赤ちゃんの心理学 大藪泰著 376.11/O 94 3階開架
「集中」すれば子どもは伸びる!モンテッソーリ園 : 0歳から6
歳までの気になる教育メソッド 376.11/SH99 3階開架
0歳〜6歳子どもの発達とレジリエンス保育の本 : 子どもの
「立ち直る力」を育てる(Gakken保育Books) 湯汲英史著 376.11/Y 97 3階開架

豊田芙雄と草創期の幼稚園教育 : 日本人幼稚園保姆第一号 前村晃執筆者代表 376.121/MA27 3階開架
文化を映し出す子どもの身体 : 文化人類学からみた日本と
ニュージーランドの幼児教育

レイチェル・バーク, ジュ
ディス・ダンカン著/飯野祐 376.127/B 92 3階開架
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「保育の質」を高める園評価の実践ガイド
神長美津子, 天野珠路, 岩立
京子編著 376.14/H 81 3階開架

決定版!12か月のかわいい壁面87 : 12か月の壁面74点+誕生
表9点 : 保育に役立つおはなし★うた壁面(しんせい保育の本) 新星出版社編集部編 376.14/KE63 3階開架
決定版!12か月のかわいい壁面87 : 12か月の壁面74点+誕生
表9点 : 保育に役立つおはなし★うた壁面(しんせい保育の本) 新星出版社編集部編 376.14/KE63 3階開架

奇跡の「ほめ育」改革 : たった1年で園がハッピーになる! 白相奈津子著 376.14/SH85 3階開架
0～5歳児子どもの姿からつむぐ指導計画 : 指導計画のつなが
りがわかる! : ようこそあけぼの子育て村へ 安家周一著 376.15/A 33 3階開架
2歳児クラスの教育 : 指導計画から保育ドキュメンテーション
まで(プリプリbooks. 保育サポートブック : 12か月の指導計 保育総合研究会監修 376.15/H 81 3階開架
3歳児クラスの教育 : 指導計画から保育ドキュメンテーション
まで(プリプリbooks. 保育サポートブック : 12か月の指導計 保育総合研究会監修 376.15/H 81 3階開架

保育カリキュラム論
豊田和子, 新井美保子編著/
渡辺桜 [ほか] 共著 376.15/TO83 3階開架

3・4・5歳児のわくわく絵あそび12か月 平野真紀著 376.156/H 66 3階開架

造形表現・図画工作
磯部錦司編著/郡司明子 [ほ
か] 共著 376.156/I 85 3階開架

決定版!12か月の製作あそび209 : クラスで協力!大型製作&
造形あそび : 実習にも役立つ★12か月の指導案つき(しんせい 島田由紀子監修 376.156/KE63 3階開架
決定版!保育の運動あそび450 : 基本→発展であそびが広がる!
あそびの中で考える力が育つ!(しんせい保育の本) 前橋明監修 376.157/KE63 3階開架

たのしい行事シアター : はるなつあきふゆ(potブックス) ポット編集部編 376.157/TA89 3階開架
うきうきわくわく身体表現あそび : 豊かに広げよう!子どもの
表現世界

高野牧子編著/高橋うらら
[ほか] 著 376.157/U 59 3階開架

やさしく弾けるピアノ伴奏保育のうた12か月 : 幼稚園・保育
園現場の声から選ばれた全141曲 新星出版社編集部編 376.157/Y 61 3階開架

日本・世界のおはなし101話 : 「おやすみなさい」のお話集 376.159/O 95 3階開架

伝記ものがたり101話(「おやすみなさい」のお話集:第3集) 376.159/O 95/3 3階開架

読み聞かせとんち・わらい話50話 よこたきよし文 376.159/Y 81 3階開架

読み聞かせイソップ50話
イソップ原作/よこたきよし
文 376.159/Y 81 3階開架

戦前期綿糸紡績業における女学校の成立 谷敷正光著 376.41/Y 61 3階開架

大学教職員の基礎知識 : 速解 平成29年改訂版
日本私立学校振興・共済事
業団編 377.13/D 16 3階開架
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子どものニーズに応じた保育 : 活動に根ざした介入

クリスティ・プリティフロン
ザック, ダイアン・ブリッカー
著 378/P 97 3階開架

世界標準の子育て 船津徹著 379.9/F 89 3階開架

生涯学習概論 第1次改訂版 佐藤晴雄著 379/SA85 3階開架
歴史をつくった洋菓子たち : キリスト教、シェイクスピアか
らナポレオンまで 長尾健二著 383.83/N 17 3階開架

「あの人すてき!」と思わせる美人な姿勢図鑑 彩希子著 385.9/SA42 3階開架

こども孫子の兵法 : 強くしなやかなこころを育てる! 齋藤孝監修 399.23/KO21 3階開架
データサイエンス入門 : Excelで学ぶ統計データの見方・使い
方・集め方 上藤一郎 [ほか] 共著 417/D 65 3階開架
ナンバーセンス : ビッグデータの嘘を見抜く「統計リテラ
シー」の身につけ方

カイザー・ファング著/矢羽
野薫訳 417/F 12 3階開架

生物を知るための生化学 第4版 池北雅彦, 榎並勲, 辻勉著 464/SE17 3階開架

動物実験の闇 : その裏側で起こっている不都合な真実
マイケル・A・スラッ
シャー著/井上太一訳 490.769/SU76 3階開架

解剖学 第11版(Minor textbook) 清木勘治著 491.1/SH49 3階開架

人体生理学ノート 改訂8版 岡田隆夫著 491.3/O 38 3階開架
かむ・飲み込むが困難な人の朝昼夕献立カレンダー : 食べる
ことは生きること 改訂新版(献立カレンダー:10) 香川芳子監修 491.343/KA42 3階開架

疾病の成り立ち : 臨床医学 第3版(Nブックス)
田中明, 加藤昌彦編著/津田
博子 [ほか] 共著 492/N 59 3階開架

疾病の成り立ち : 臨床医学 第3版(Nブックス)
田中明, 加藤昌彦編著/津田
博子 [ほか] 共著 492/N 59 3階開架

疾病の成り立ち : 臨床医学 第3版(Nブックス)
田中明, 加藤昌彦編著/津田
博子 [ほか] 共著 492/N 59 3階開架

肥満の医学(からだの科学primary選書) 池田義雄編 493.125/H 59 3階開架
高脂血症の人の朝昼夕献立カレンダー : 高コレステロール・
高中性脂肪 改訂新版(献立カレンダー:4) 493.2/KO85 3階開架
胃手術後の人の朝昼夕献立カレンダー 改訂新版(献立カレン
ダー:8) 493.45/I 84 3階開架
知っておきたい感染症と予防接種 : 海外に行く前に 改訂改題
新版 高山直秀 [ ほか] 著 493.82/SH92 3階開架
国立病院機構福岡病院の食物アレルギー教室(講談社の実用
book) 柴田瑠美子著 493.931/SH18 3階開架
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こどものリハビリテーション医学 : 発達支援と療育 第3版 小池純子 [ほか] 編集 493.937/KO21 3階開架

自閉症 新訂(こころの科学叢書) 村田豊久著 493.937/MU59 3階開架
小児てんかんのインフォームドコンセント入門 : 図とイラス
トで学ぶ 小国弘量編著 493.937/O 26 3階開架

子どもの食と栄養演習 第4版
小川雄二編著 : 坂本裕子
〔ほか〕共著 493.983/O 24 3階開架

腎臓病の人の朝昼夕献立カレンダー : 糖尿病性腎症・慢性腎
不全 改訂新版(献立カレンダー:6) 494.93/J 53 3階開架

臨床栄養学 新版第4版(Nブックス)
田中明, 加藤昌彦編著/朝倉
徹 [ほか] 共著 498.5/N 59 3階開架

臨床栄養学 新版第4版(Nブックス)
田中明, 加藤昌彦編著/朝倉
徹 [ほか] 共著 498.5/N 59 3階開架

「健康食品」のことがよくわかる本 畝山智香子著 498.5/U 75 3階開架

食品学・食品機能学・食品加工学 第3版(食べ物と健康) 長沢治子編著 498.51/N 22 3階開架

最新食品学 : 総論・各論 第4版
石本祐子 [ほか] 著/甲斐達
男, 石川洋哉編 498.51/SA22 3階開架

色の野菜の栄養事典 : 野菜のすべては"色"でわかる! 吉田企世子監修 498.52/I 66 3階開架

ゲノム操作食品の争点 天笠啓祐著 498.54/A 42 3階開架

実践に役立つ!食品衛生管理入門 藤川浩, 井上富士男編著 498.54/F 58 3階開架

図解食品衛生学 : 食べ物と健康、食の安全性 第5版
一戸正勝, 西島基弘編著/岡
部とし子 [ほか] 著 498.54/I 16 3階開架

栄養・健康データハンドブック 第18版 2017/2018 藤澤良知編著 498.55/F 66 3階開架
佐々木敏のデータ栄養学のすすめ : 氾濫し混乱する「食と健
康」の情報を整理する 佐々木敏著 498.55/SA75 3階開架

食物アレルギーの栄養指導
今井孝成, 高松伸枝, 林典子
編 498.55/SH96 3階開架

新しい臨床栄養学 改訂第5版 後藤昌義, 瀧下修一共著 498.58/G 72 3階開架
腎臓病たんぱく質30gの献立集 改訂版(腎臓を守る食事シリー
ズ:1) 宮本佳代子監修 498.58/J 53/1 3階開架
腎臓病透析患者さんのための献立集 : たんぱく質50g(腎臓を
守る食事シリーズ:2) 宮本佳代子監修 498.58/J 53/2 3階開架

腎臓病たんぱく質40gの献立集(腎臓を守る食事シリーズ:3) 宮本佳代子監修 498.58/J 53/3 3階開架
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目でみる臨床栄養学update : カラー版 : 疾病の成り立ちと栄
養ケア 第2版 医歯薬出版編 498.58/ME11 3階開架
食品学総論 : 食品の成分と機能(Visual栄養学テキスト. 食べ
物と健康:1) 寺尾純二, 村上明編集 498.58/V 69/1 3階開架
食品学各論 : 食品の分類・特性・利用(Visual栄養学テキスト.
食べ物と健康:2) 土居幸雄編集 498.58/V 69/2 3階開架

図表でわかる栄養療法 : 基礎から学ぶ臨床 東海林徹編集 498.58/Z 6 3階開架

図解カラダを温める食べ物 : 病気にならない!老けない!
石原結実著 : 藤沢セリカレ
シピ料理 498.583/I 74 3階開架

治療が劇的にうまくいく!高齢者の栄養はじめの一歩 : 身体機
能を低下させない疾患ごとの栄養管理のポイント 大村健二, 葛谷雅文編 498.59/C 47 3階開架
子どもの保健・実習 : すこやかな育ちをサポートするために
第2版

兼松百合子, 荒木暁子, 羽室
俊子編著/金泉志保美 [ほか] 498.7/KO21 3階開架

子どもの保健 第2版 1(新時代の保育双書)
服部右子, 大森正英編/駒田
聡子 [ほか]執筆 498.7/KO21/1 3階開架

子どもの保健 2(新時代の保育双書)
服部右子, 大森正英編/駒田
聡子 [ほか]執筆 498.7/KO21/2 3階開架

妊娠中から始めるメンタルヘルスケア : 多職種で使う3つの質
問票

吉田敬子, 山下洋, 鈴宮寛子
監修 498.7/N 76 3階開架

なるほど図解商標法のしくみ 第4版(CK books) 奥田百子著 507.26/O 54 3階開架
ホンダらしさとワイガヤ : イノベーションと価値創造のため
の仕掛け 木野龍太郎著/長沢伸也編 537.067/KI45 3階開架

ココからはじめるホンダスーパーカブ 537.98/KO44 3階開架

ポケモンGOからの問い : 拡張される世界のリアリティ
神田孝治, 遠藤英樹, 松本健
太郎編 589.77/P 76 3階開架

夢を引き寄せる魔法の家事ノートのつくりかた みしぇる著 590/MI53 3階開架

毎日の食べるみそ汁100(ブティック・ムック:1394) 杵島直美著 596.21/KI19 3階開架
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 596.475/F 57 3階開架
地域創生のプレミアム「付加価値」戦略 : 稼ぐ力で上質な
マーケットをつくり出す 山崎朗編著 : 鍋山徹編著 601.1/Y 43 3階開架

食卓のメンデル : 科学者が考える遺伝子組換え食品
ニーナ・フェドロフ, ナン
シー・マリー・ブラウン著 615.21/F 17 3階開架

農家が教える自然農法 : 肥料や農薬、耕うんをやめたらどう
なるか 農文協編 615.71/N 93 3階開架

水稲の飼料利用の展開構造 小川真如著 616.9/O 24 3階開架
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都市化と農地保全の展開史 大西敏夫著 616.9/O 66 3階開架

成城石井の創業 : そして成城石井はブランドになった 石井良明著 673.868/I 75 3階開架
これからの飲食店マネジメントの教科書 : 採る・育てる・定
着させる(DO BOOKS) 山川博史著 673.97/Y 27 3階開架
グローバル競争と流通・マーケティング : 流通の変容と新戦
略の展開(現代社会を読む経営学:9) 齋藤雅通, 佐久間英俊編著 675.04/G 95 3階開架

マーケティングをつかむ 新版(Textbooks tsukamu) 黒岩健一郎, 水越康介著 675/KU73 3階開架
世界最先端のマーケティング : 顧客とつながる企業のチャネ
ルシフト戦略 奥谷孝司著 : 岩井琢磨著 675/O 57 3階開架
熱狂顧客戦略 : 「いいね」の先にある熱が伝わるマーケティ
ング・コミュニケーション(MarkeZine BOOKS) 高橋遼著 675/TA33 3階開架
これで安心!交通機関の接客英会話 : デイビッド・セインのデ
イリースピーキング デイビッド・セイン著 681.5/TH1 3階開架
なぜ日本だけディズニーランドとUSJが「大」成功したの
か? 中島恵著 689.5/N 34 3階開架

最上級のホスピタリティを伝えるホテルのおもてなし英会話
日本外国語専門学校国際ホ
テル科著 689.8/N 77 3階開架

観光学 : 基本と実践 改訂新版 溝尾良隆著 689/MI93 3階開架

観光サービス論 : 観光を初めて学ぶ人の14章 安田亘宏著 689/Y 62 3階開架

美術教育の可能性 : 作品制作と芸術的省察 小松佳代子編著 707/KO61 4階開架・移動書架
静物画 : 静かな物への愛着(Art gallery : テーマで見る世界の
名画:6) 木島俊介責任編集 723/A 79/6 4階開架・移動書架

現代感覚で楽しむ水墨画画材と技法のヒント 根岸嘉一郎著 724.1/N 62 4階開架・移動書架

ありそうでなかった形から引ける音楽記号辞典 上田桂司 [ほか] 編著 761.2/A 76 4階開架・移動書架
保育士、幼稚園教諭を目指す人たちのための音楽の基礎と表
現 : 楽典とソルフェージュ 改訂版 楠井淳子著 761.2/KU91 4階開架・移動書架

吉松隆の図解クラシック音楽大事典 吉松隆イラスト・文 762.3/Y 91 4階開架・移動書架

ベートーヴェン : ピアノ・ソナタの探究 野平一郎著 763.2/N 92 4階開架・移動書架
プロリーグとスポーツイベントで学ぶスポーツマネジメント
入門 西野努著 780/N 85 4階開架・移動書架
問いかけ続ける : 世界最強のオールブラックスが受け継いで
きた15の行動規範

ジェイムズ・カー著 : 恒川
正志訳 783.48/KE58 4階開架・移動書架
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初級者の間違いから学ぶ日本語文法を教えるためのポイント
30

高嶋幸太, 関かおる編著/岩
原日有子 [ほか] 著 810.7/TA54 4階開架・移動書架

中国語は英語と比べて学ぼう! 実践編 船田秀佳著 825/F 89 4階開架・移動書架

「ネイティブ思考」英語勉強法 : 60万人が結果を出した ダン上野Jr. 著 837.8/D 35 4階開架・移動書架
「ネイティブ思考」英会話トレーニング : 60万人が結果を出
した ダン上野Jr.著 837.8/D 35 4階開架・移動書架

ついつい出ちゃう!日本人のかんちがい英語
ゲーリー・スコット・ファ
イン著 837.8/F 27 4階開架・移動書架

外国人から日本についてよく聞かれる質問200 : 外国人観光
客からはよく聞かれるのに日本人には想定外の質問あれこれ

森田正康, カン・アンド
リュー・ハシモト著 837.8/MO66 4階開架・移動書架

天声人語 : 英文対照 v. 191 2017冬
朝日新聞論説委員室編/英文
朝日訳 837/A 82/191 4階開架・移動書架

読んで味わうドイツ語文法 矢羽々崇著 845/Y 16 4階開架・移動書架
口が覚えるフランス語 改訂版(スピーキング体得トレーニン
グ)

Christian Kessler著 : 山下
利枝著 857.8/KE61 4階開架・移動書架

キクタンロシア語会話 : 聞いてマネしてすらすら話せる 入門
編

猪塚元, 原ダリア著/アルク
出版編集部編 887.8/I 57 4階開架・移動書架

くちなし 彩瀬まる著 913.6/A 98 4階開架・移動書架

ディレイ・エフェクト 宮内悠介著 913.6/MI86 4階開架・移動書架

いのち 瀬戸内寂聴著 913.6/SE93 4階開架・移動書架

漱石言行録(定本漱石全集:別巻) 猪野謙二編 918.68/N 58/29 4階開架・移動書架

オリジン 上
ダン・ブラウン著/越前敏弥
訳 933.7/B 77/1 4階開架・移動書架

オリジン 下
ダン・ブラウン著/越前敏弥
訳 933.7/B 77/2 4階開架・移動書架

水底の女
レイモンド・チャンドラー
著/村上春樹訳 933.7/C 33 4階開架・移動書架
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