
 

375.2/TA84大口美樹著  
 

スタンフォード式疲れない体 
山田知生著 

体をほぐすのでもなく、筋肉を鍛

えるのでもなく、体内の圧力を高

める。人体のメカニズムにそっ

た、絶対的リカバリーをもたらす

コンディショニング・アプロー

チ。スポーツ医学の回復知見を全

集約。今ある疲れは解消し、明日

の疲労は予防する―知られざる

スタンフォードの回復理論を完

全網羅・初公開！（498.3/Y 19） 

免疫の科学論 : 偶然性と複

雑性のゲーム  
フィリップ・クリルスキー 著 

/矢倉英隆訳 

仕組みを知るだけでは免疫はわ

からない。生体防御の先端科学

を説くコレージュ・ド・フランス

「分子免疫学講座」から生まれ

た、深い思索と全く新しい免疫

の学。 

（491.8/KO79） 

クラスマナー入門 : 子どもと

教師がキラキラ! 
石嶋洋平著 
クラスマナーは、なぜ子どもと教

師を輝かせるのか？授業や行事、

生活指導の具体的な手立てを紹

介。子どもへの指導法、教師とし

ての振る舞いに加え、保護者への

適切な接し方をもれなく紹介。

（375.2/TA84） 

発達障害のある子と家族の

支援 : 問題解決のために支

援者と家族が知っておきた

いこと 
中田洋二郎著 

発達障害のある子の保護者が障

害を受容し前向きに育てられる

ようにするために、支援者が必

要とされる知識・サポート方法

を事例とともに紹介。ペアレン

ト・トレーニングのノウハウも

わかる。（378.8/N 43） 

星野リゾートのおもてなしデ

ザイン 
成長を続ける“リゾート運営の達

人”星野リゾート成功の秘密をデ

ザインの視点で分析！「星のや」

「界」「リゾナーレ」に続く第４の

ブランド「ＯＭＯ」が誕生。その

立ち上げプロジェクトに密着！

（689.8/H 92） 

キャリアアップしたいあな

たに伝えたい働く女子の基

本 
大口美樹著 

男性中心のビジネス社会だけ

ど女子には女子の「のし上がり

方」がある。時給８００円、パ

ートタイムの受付嬢から年商

２５億円企業の取締役に上り

つめた著者が語る、女子が成功

するために必要な、仕事の基本

とは。 

（159.4/O 26） 

漫画君たちはどう生きるか 
吉野源三郎原作/羽賀翔一漫画 

人間としてあるべき姿を求め続け

るコペル君とおじさんの物語。 

出後 80 年経った今も輝き続ける 

歴史的名著が、初のマンガ化 !

（159.5/MA43） 

ディス・イズ・ザ・デイ 
津村記久子著 

サッカー22 チームの 22 人のフ

ァンたちは、それぞれの思いを抱

いて２部リーグ最終試合の「その

日」に向かう。職場の人間関係に

悩む会社員、別々のチームを応援

することになった家族、十数年ぶ

りに再会した祖母と孫など普通

の人々のかけがえのない喜びを、

サッカーを通して鮮やかに描き

出す連作短編集。 

（913.6/TA74） 

新しい図書が入りました。ご利用お待ちしております！ 
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書名 著者名 請求記号 所在

福岡県下教育関係職員録 平成30年度版 281/F 82/2018 2階参考コーナー

福岡県下教育関係職員録 平成30年度版 281/F 82/2018 2階参考コーナー

家計調査年報 平成29年 1 家計収支編 総理府統計局編集 365.4/KA24/2017 2階参考コーナー

教育アンケート調査年鑑 2018年版
教育アンケート調査年鑑編
集委員会編 370.59/KY 4/2018 2階参考コーナー

学校保健統計(学校保健統計調査報告書) 平成29年度
文部科学省生涯学習政策局
政策課調査統計企画室編 374.9/MO31/2017 2階参考コーナー

化学便覧 第7版　会員限定普及版 応用化学編 1 日本化学会編 430.3/KA16/1 2階参考コーナー

化学便覧 第7版　会員限定普及版 応用化学編 2 日本化学会編 430.3/KA16/2 2階参考コーナー
地域循環共生圏の創出による持続可能な地域づくり(環境白書
/循環型社会白書/生物多様性白書:平成30年版) 環境省編

519.059/KA56/20
18 2階参考コーナー

農林水産省統計表 第91次
農林水産省経済局統計情報
部編 605.1/N 96/91 2階参考コーナー

食料需給表 平成28年度 農林省大臣官房調査課編 611.32/N 96/2016 2階参考コーナー

M&Aがわかる(日経文庫:1390:B127) 知野雅彦, 岡田光著 080/N 73/1390
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

プロがすすめるベストセラー経営書(日経文庫:1394:F73) 日本経済新聞社編 080/N 73/1394
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

ビジュアル日本経済の基本 第5版(日経文庫:1937) 小峰隆夫編著 080/N 73/1937
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

現代社会はどこに向かうか : 高原の見晴らしを切り開くこと
(岩波新書:新赤版 1722) 見田宗介著 081/I 95/1722

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

金融政策に未来はあるか(岩波新書:新赤版 1723) 岩村充著 081/I 95/1723
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

住まいで「老活」(岩波新書:新赤版 1724) 安楽玲子著 081/I 95/1724
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

賢い患者(岩波新書:新赤版 1725) 山口育子著 081/I 95/1725
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

東大寺のなりたち(岩波新書:新赤版 1726) 森本公誠著 081/I 95/1726
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

社会科学 2019年度: 実践編(オープンセサミシリーズ. 過去問
精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員:7||コッカ 東京アカデミー編 317.4/TO46

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

8月新着図書一覧

1/12



文章理解 2019年度: 実践編(オープンセサミシリーズ. 過去問
精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員:10||コッ 東京アカデミー編 317.4/TO46

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

一般知能 2019年度: 実践編(オープンセサミシリーズ. 過去問
精選問題集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員:6||コッカ 東京アカデミー編 317.4/TO46

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

社会科学 2019年度: 基礎編(オープンセサミシリーズ. 過去問
精選問題集 : 出たdata問/大卒警察官・消防官・市役所上 東京アカデミー編 317.4/TO46

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

憲法 2019年度(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 :
出たdata問/国家II種・地方上級公務員:11||コッカ IIシュ チホ 東京アカデミー編 317.4/TO46

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

民法 2019年度(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題集 :
出たdata問/国家II種・地方上級公務員:12||コッカ IIシュ チホ 東京アカデミー編 317.4/TO46

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

行政法 2019年度(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題
集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員:13||コッカ IIシュ 東京アカデミー編 317.4/TO46

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

経済学 2019年度(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題
集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員:14||コッカ 2シュ 東京アカデミー編 317.4/TO46

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

政治学 2019年度(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題
集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員:15||コッカ IIシュ 東京アカデミー編 317.4/TO46

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

行政学 2019年度(オープンセサミシリーズ. 過去問精選問題
集 : 出たdata問/国家II種・地方上級公務員:16||コッカ IIシュ 東京アカデミー編 317.4/TO46

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

地方中級採用試験問題集 2019年度版(公務員試験) 資格試験研究会編 318.3/J 55/2019
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

福岡市の中級 : 教養試験 2019年度版(福岡県の公務員試験対
策シリーズ) 公務員試験研究会編 318.3/KY 2/2019

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

ドンドン解ける!日商簿記3級過去問題集 '18〜'19年版
高柳和男編著/コンデックス
情報研究所編著

336.91/SE17/201
8

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

ドンドン解ける!日商簿記2級過去問題集 '18〜'19年版
渡辺浩編著/コンデックス情
報研究所編著

336.91/SE17/201
8

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

スッキリとける過去+予想問題FP技能士2級・AFP 2018-
2019年版

TAC株式会社(FP講座) 編
著  338.12/TA13

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

スッキリとける過去+予想問題FP技能士3級 2018-2019年
版

TAC株式会社(FP講座) 編
著 338.12/TA13

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

教育学部 : 中高生のための学部選びガイド(なるにはBooks.
大学学部調べ) 三井綾子著

366.29/N 53/教育
学部

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

業界と職種がわかる本 : 就活の基本 : 自分に合った業界・職種
をみつけよう! '20年版 岸健二編 377.9/SE17/2020

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

よくわかる医薬品業界 最新3版(最新業界の常識) 長尾剛司著 499.09/N 17
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

最新省エネビジネスがよ〜くわかる本 : 省エネを取り巻くビ
ジネスチャンスがわかる!(図解入門ビジネス : How‐nual) 今村雅人著 501.6/I 44

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

最新電子部品産業の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界
人、就職、転職に役立つ情報満載(図解入門業界研究 : How‐ 村田朋博著/久納裕治著 549.09/MU59

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

最新シェアリングエコノミーがよ〜くわかる本 : 25の事例に
見る日本のシェアビジネス(図解入門ビジネス : How‐nual) 上妻英夫著 673.9/KO99

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
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最新外食業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、
就職、転職に役立つ情報満載 第3版(図解入門業界研究 : How 中村恵二著/山口大樹著 673.97/N 37

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

フードアナリスト検定教本4級 3訂版
日本フードアナリスト協会
編・著 673.97/N 77

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

世界一わかりやすい広告業界のしくみとながれ 第3版 イノウ編著 674.4/SE22
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

ネットトラブルの法律相談Q&A 第2版
神奈川県弁護士会IT法研究
会編 007.3/O 62 3階開架

絵を読み解く絵本入門 藤本朝巳, 生田美秋編著 019.53/F 62 3階開架
出版・マンガビジネスの著作権 第2版(エンタテインメントと
著作権 : 初歩から実践まで:4)

桑野雄一郎, 赤松健著/福井
健策編 021.2/KU97 3階開架

頭と体のスポーツ(玉川百科こども博物誌) 萩裕美子編/黒須高嶺絵 031/TA77 3階開架

1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365
デイヴィッド・S.キダー, ノ
ア・D.オッペンハイム著/小 033/KI12 3階開架

キャリアアップしたいあなたに伝えたい働く女子の基本 大口美樹著 159.4/O 26 3階開架
消された信仰 : 「最後のかくれキリシタン」-長崎・生月島の
人々 広野真嗣著 198.221/H 71 3階開架

カウンセリングとともに生きる : 存在への勇気 國分康孝著/國分久子監修 289.1/KO45 3階開架

教科書が教えない楠木正成 産経新聞取材班著 289.1/SA65 3階開架

楽園追放とピクサー創立(スティーブ・ジョブズ:4) 脇英世著 289.3/W 31 3階開架
学生のための法律ハンドブック : 弁護士は君たちの生活を見
守っている! 近江幸治, 弘中惇一郎編著 320/O 62 3階開架
女性のための損をしない離婚の本 : 離婚のしくみと手続きを
ストーリー形式でやさしく解説 [2018]第5版 石原豊昭著/國部徹補訂 324.62/I 74 3階開架

ミクロ経済学 : 市場原理至上主義とその限界 第3版 大矢野栄次著 331/O 95 3階開架

マネジメントの基礎 : 企業と地域のマネジメント考
當間政義編著/池田玲子 [ほ
か] 著 335.1/MA43 3階開架

トヨタ式考える力 : 一生使える49の「知恵」 桑原晃弥著 336.2/KU95 3階開架

マンガでやさしくわかる6時に帰るチーム術
小室淑恵著/菅乃廣シナリオ
制作/山中孝二作画 336.3/KO69 3階開架

会計の歴史 改訂版 友岡賛著 336.9/TO62 3階開架

簿記会計入門 日野修造編著 336.91/H 61 3階開架
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簿記会計入門 日野修造編著 336.91/H 61 3階開架
クレーム対応の「超」基本エッセンス : エキスパートが実践
する鉄壁の5ケ条 新訂版(ミドルクライシスマネジメン

エス・ピー・ネットワーク
著 336/KU59 3階開架

なぜ、あなたの「働き方改革」は続かないのか? : 本当の「働
き方改革」を実現する業務プロセスのデジタル化 中山義人著 336/N 45 3階開架

図解いちばんやさしく丁寧に書いた総務・労務・経理の本 片岡宏将監修/吉崎英利監修 336/Z 6 3階開架

No.1エコノミストが書いた世界一わかりやすい金利の本 上野泰也編著 338.12/U 45 3階開架

No.1エコノミストが書いた世界一わかりやすい為替の本 上野泰也編著 338.95/U 45 3階開架

億り人ハイパーニートポインの仮想通貨1年生の教科書 ポイン@ハイパーニート著 338/P 76 3階開架

社会科学のためのデータ分析入門 上巻
今井耕介 [著]/粕谷祐子, 原
田勝孝, 久保浩樹訳 361.9/SH12/1 3階開架

社会科学のためのデータ分析入門 下巻
今井耕介 [著]/粕谷祐子, 原
田勝孝, 久保浩樹訳 361.9/SH12/2 3階開架

労働・社会保険の手続マニュアル : 初心者にもよくわかる 12
訂版 川端重夫, 上出和子共著 364.3/KA91 3階開架
社会保険事務最強ガイド : 図解と書式でやさしくわかる! 改訂
2版 佐藤広一, 星野陽子著 364.3/SA85 3階開架

年金・医療保険・介護保険のしくみがわかる本 第3版
三宅明彦著/深澤理香著/三
平和男著 364.6/N 64 3階開架

女性の就業、結婚、出産に関する行動、価値観の国際比較 :
日本、韓国、台湾のパネルデータを用いた実証分析 萩原里紗著 367.2/H 14 3階開架

新しい家族関係学 改訂
長津美代子編著/小澤千穂子
編著/井田瑞江[ほか]共著 367.3/A 94 3階開架

教育現場の防災読本 「防災読本」出版委員会著 369.3/KY 4 3階開架
保育現場の子ども虐待対応マニュアル : 予防から発見・通
告・支援のシステムづくり 倉石哲也著 369.42/KU52 3階開架
特別支援教育 : 共生社会の実現に向けて(Minervaはじめて学
ぶ教職:18)

小林秀之, 米田宏樹, 安藤隆
男編著 370.8/MI43/18 3階開架

教育心理学者たちの世紀 : ジェームズ、ヴィゴツキー、ブ
ルーナー、バンデューラら16人の偉大な業績とその影響

バリー・J.ジマーマン, デイ
ル・H.シャンク編集/塚野州 371.4/KY4 3階開架

児童心理学の進歩 2018年版(VOL.57) 日本児童研究所編集 371.45/J 48/57 3階開架
カンボジアの教育制度と進路形成意識 : 初等・中等教育の現
場から コン エン著 372.235/KO74 3階開架
若手教員の学級マネジメント力が伸びる! : 学級力向上プロ
ジェクト教員研修編 田中博之編著 374.1/TA84 3階開架
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3年目教師のクラス運営と指導のコツ(ナツメ社教育書ブック
ス) 井上大輔著 374.12/I 55 3階開架
子どもがやる気になる!教室掲示とレイアウト目的別アイデア
集 : 現場の先生たちの掲示アイデアを実例写真でたっぷり紹 釼持勉監修 374.12/KO21 3階開架
やる気を引き出す!ごほうびカード&賞状コレクション : Word
で使える便利でかわいいデータが満載!(ナツメ教育書ブック 楽しい教室づくり研究会編 374.12/Y 59 3階開架

学校の運動器検診 : 子どもの身体と障害の診かた
運動器の健康・日本協会監
修/内尾祐司編著/高橋敏明 374.93/U 23 3階開架

子どもの力を引き出す自主学習ノートの作り方(ナツメ教育書
ブックス) 伊垣尚人著 375.1/I 23 3階開架
アクティブ・ラーニングの基本と授業のアイデア : 主体的な
学びで、学力を伸ばす!(ナツメ教育書ブックス) 宮崎猛編著 375.1/MI88 3階開架

成績をハックする : 評価を学びにいかす10の方法
スター・サックシュタイン
[著]/高瀬裕人, 吉田新一郎 375.1/SA12 3階開架

総合的な学習の時間 平成29年改訂(小学校教育課程実践講座) 田村学編著 375.1/TA82 3階開架
Q&A学校部活動・体育活動の法律相談 : 事故予防・部活動の
運営方法・注意義務・監督者責任・損害賠償請求 白井久明 [ほか] 著 375.18/Q 1 3階開架
最強部活の作り方 : 名門26校探訪(Sports Graphic
Number books) 日比野恭三著 375.184/H 54 3階開架

子どもの才能を引き出す最高の学びプログラミング教育 石嶋洋平著 375.199/I 75 3階開架

はじめて学ぶ生徒指導・教育相談 本間友巳, 内田利広編著 375.2/H 85 3階開架

生きる力を育む生徒指導
藤田主一 [ほか] 編著/森嶋
昭伸 [ほか著] 375.2/I 36 3階開架

スタートダッシュ大成功!小学校学級開き大事典 低学年
『授業力&学級経営力』編
集部編 375.2/SU83/1 3階開架

スタートダッシュ大成功!小学校学級開き大事典 中学年
『授業力&学級経営力』編
集部編 375.2/SU83/2 3階開架

スタートダッシュ大成功!小学校学級開き大事典 高学年
『授業力&学級経営力』編
集部編 375.2/SU83/3 3階開架

クラスマナー入門 : 子どもと教師がキラキラ! 田中ゆり子編著/山田誠編著 375.2/TA84 3階開架

生活 平成29年改訂(小学校教育課程実践講座) 朝倉淳編著 375.312/A 85 3階開架
楽しみながら確実に覚える歴史人物と年表 : 小学校社会科(ナ
ツメ教育書ブックス) 西中克之, 井上大輔著 375.32/N 85 3階開架
絵本を使った道徳授業の進め方 : 指導項目を踏まえたすぐに
役立つ19実践 多賀一郎編著 375.35/TA17 3階開架

道徳科授業のネタ&アイデア100 小学校編 田沼茂紀編著 375.35/TA89 3階開架

5/12



道徳科初めての授業づくり : ねらいの8類型による分析と探究 吉田誠, 木原一彰編著 375.35/Y 86 3階開架
小学校特別の教科道徳新教科書の授業プラン(『道徳教育』
plus) 『道徳教育』編集部編 375.352/SH95 3階開架

理科教育入門書 : 平成29年版学習指導要領対応 新訂版 松森靖夫, 森本信也編著 375.422/MA81 3階開架

小学校家庭科教育法
大竹美登利, 鈴木真由子, 綿
引伴子編著/石垣和恵 [ほか] 375.52/SH95 3階開架

新しい小学校音楽科の授業をつくる 高見仁志編著 375.762/TA43 3階開架
小学校国語科授業づくりガイドブック : 主体的・対話的で深
い学びを実現する!

遠藤真司編著/忰田康之編著
/鶴巻景子編著 375.82/SH95 3階開架

音読指導のアイデアとコツ : 豊かな感情が育つ!論理的思考が
身につく! : CD付き(ナツメ教育書ブックス) 田中光夫著 375.85/TA84 3階開架
保育実習指導のミニマムスタンダード : 「協働」する保育士
養成 ver.2 全国保育士養成協議会編集 376.1/H 81 3階開架
保育実習指導のミニマムスタンダード : 「協働」する保育士
養成 ver.2 全国保育士養成協議会編集 376.1/H 81 3階開架
新人担任が知っておきたい!3・4・5歳児保育のキホンまるわ
かりブック 今井和子著 : 石田幸美著 376.1/I 43 3階開架
0・1・2歳児の指導計画書き方サポート : わかる!書ける!(保
カリbooks:29) 川原佐公監修・編著 376.1/KA92 3階開架

子どもの心によりそう保育者論 改訂版 佐藤哲也編/布村志保ほか著 376.1/KO21 3階開架

子どもの心によりそう保育内容総論 改訂版
佐藤哲也編/渡辺一弘ほか
執筆 376.1/KO21 3階開架

子どもからはじまる保育の世界 浅見佳子ほか著 376.1/KO21 3階開架

コンパス乳児保育
咲間まり子編著/浅木尚実ほ
か共著 376.1/KO78 3階開架

21世紀型保育の探求(倉橋惣三を旅する) 大豆生田啓友編著 376.1/O 61 3階開架
保育者が身につけておきたい数学 : 数・量・形の感覚を養う
保育と事務に生かすために 吉田明史編著/田宮縁編著 376.1/Y 86 3階開架

子どもの心によりそう保育原理 改訂版 佐藤哲也編/米川泉子ほか著 376.11/KO21 3階開架

食育と保育をつなぐ : こどもをまん中においた現場での実践 濱名清美著 376.14/H 25 3階開架

食育と保育をつなぐ : こどもをまん中においた現場での実践 濱名清美著 376.14/H 25 3階開架
Q&A保育所・幼稚園のための法律相談所 : 現場からの56の相
談に、顧問弁護士がわかりやすく答えました 岩月泰頼編著/菅原清暁編著 376.14/I 97 3階開架
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自信がもてる!育ちを支える食事の基本(保育わかばBOOKS)
小野友紀著/日本保育協会監
修 376.14/O 67 3階開架

コンパス保育内容総論 第2版 咲間まり子編著 376.15/KO78 3階開架

コンパス保育内容人間関係
岸井慶子, 酒井真由子編著/
片川智子ほか共著 376.153/KO78 3階開架

コンパス保育内容環境
高橋貴志, 目良秋子編著/青
木聡子 ほか 共著 376.154/KO78 3階開架

表現(新・保育実践を支える) 横井志保, 奥美佐子編著 376.156/Y 76 3階開架

健康(新・保育実践を支える)
津金美智子, 小野隆, 鈴木隆
編著 376.157/KE45 3階開架

コンパス保育内容健康
前橋明編著/浅川和美ほか共
著 376.157/KO78 3階開架

保育とおもちゃ : 発達の道すじにそったおもちゃの選び方 新
版 瀧薫著 376.157/TA71 3階開架
0〜5歳児の発達に合った楽しい!運動あそび : こころとからだ
がスクスク育つ!(ナツメ社保育シリーズ) 柳沢秋孝, 柳沢友希著 376.157/Y 53 3階開架
012歳児の手作りおもちゃ : アイデアいっぱい!85プラン
(Pripriプリたんbooks) 今井和子監修 376.157/Z  3 3階開架

コンパス保育内容言葉 第2版
内藤知美, 新井美保子編著/
石川真由美ほか共著 376.158/KO78 3階開架

言葉(新・保育実践を支える) 成田朋子編著 376.158/N 52 3階開架

言葉(コンパクト版保育内容シリーズ:4) 大沢裕編著 376.158/O 74 3階開架

福高讃歌 西日本新聞社編 376.48/F 73 3階開架

東京大学本郷キャンパス
東京大学キャンパス計画室
編 377.2/TO46 3階開架

発達障害のある子と家族の支援 : 問題解決のために支援者と
家族が知っておきたいこと(学研のヒューマンケアブックス) 中田洋二郎著 378.8/N 43 3階開架

コンパス障害児の保育・教育
武藤久枝, 小川英彦編著/一
木薫ほか 共著 378/KO78 3階開架

多様性がいきるインクルーシブ保育 : 対話と活動が生み出す
豊かな実践に学ぶ 浜谷直人 ほか 著 378/TA98 3階開架

ラーメンの歴史学 : ホットな国民食からクールな世界食へ
バラク・クシュナー著/幾島
幸子訳 383.81/KU88 3階開架

推測統計入門 : 確率、推定、検定、t分布、χ[2]分布(恋する
統計学) 金城俊哉著 417.6/KI44 3階開架

弱点克服大学生の初等力学 石川裕著 423/I 76 3階開架
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宮沢賢治の元素図鑑 : 作品を彩る元素と鉱物 桜井弘著/豊遙秋写真協力 431.11/SA47 3階開架

フード・ウォーズ : 食と健康の危機を乗り越える道
ティム・ラング, マイケル・
ヒースマン著/古沢広祐訳 438.5/L 24 3階開架

グレートネイチャー : 生きものの不思議大図鑑
DK社編/スミソニアン協会
監修/オフィス宮崎訳 460/G 95 3階開架

サムシング・グレート : 大自然の見えざる力(サンマーク文庫) 村上和雄著 464/MU43 3階開架
SPSSで学ぶ医療系多変量データ解析 : 分析内容の理解と手順
解説、バランスのとれた医療統計入門 第2版 対馬栄輝著 490.19/TS91 3階開架
驚きのパワー!"脂肪と筋肉"が命を守る/"骨"が出す!最高の若返
り物質(NHKスペシャル. 人体 : 神秘の巨大ネットワーク:2)

NHKスペシャル「人体」取
材班編 491.3/J 52/2 3階開架

万病撃退!"腸"が免疫の鍵だった/"脳"すごいぞ!ひらめきと記憶
の正体(NHKスペシャル. 人体 : 神秘の巨大ネットワーク:3)

NHKスペシャル「人体」取
材班編 491.3/J 52/3 3階開架

カラー新しい薬理学 石井邦明, 西山成監修 491.5/KA62 3階開架

免疫の科学論 : 偶然性と複雑性のゲーム
フィリップ・クリルスキー
[著]/矢倉英隆訳 491.8/KO79 3階開架

糖尿病の療養指導Q&A(プラクティス・セレクション:4)
『プラクティス』編集委員会企
画/野田光彦編集 493.123/TO63 3階開架

糖尿病×○○○の診かた・考えかた : 併発疾患・合併症に
バッチリ対応! 寺内康夫編/荒木厚編 493.123/TO63 3階開架
人の名前が出てこなくなったときに読む本 : 健康長寿の医者
が教える(ロング新書) 松原英多著 493.758/MA73 3階開架

スタンフォード式疲れない体 山田知生著 498.3/Y 19 3階開架
イラスト版子どものストレスに対応するこつ : 家庭・学校で
すぐに使える47のストレスマネジメント 安川禎亮著/吉川和代著 498.39/Y 64 3階開架

臨床栄養管理 3訂第4版(Nブックス)
渡邉早苗, 寺本房子, 松崎政
三編著/岩本珠美ほか共著 498.5/N 59 3階開架

臨床栄養管理 3訂第4版(Nブックス)
渡邉早苗, 寺本房子, 松崎政
三編著/岩本珠美ほか 共著 498.5/N 59 3階開架

早わかり食品衛生法 : 食品衛生法逐条解説 新訂第6版 498.54/H 49 3階開架

食卓に毒菜がやってきた 瀧井宏臣著 498.54/TA72 3階開架

公衆栄養学実習 改訂2版 学内編 幸林友男, 上田秀樹編著 498.55/KO79 3階開架

公衆栄養学実習 改訂2版 学外編 幸林友男, 上田秀樹編著 498.55/KO79 3階開架

マンガでわかる栄養学
足立香代子監修/kirishima
マンガ/サイドランチマンガ 498.55/MA43 3階開架
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在宅,施設,病院で応用できる栄養ケアプロセス : 理論・活用・
症例

石長孝二郎編著/片桐義範編
著/岡本理恵ほか共著 498.58/I 79 3階開架

正しい玄米食、危ない玄米食 : マクロビをしている人はなぜ
不健康そうに見えるのか 鶴見隆史著 498.583/TS85 3階開架
トヨタの思考法 : 誰でもストーリーでわかる! : 知識ゼロから
驚くほど合理的な「自工程完結」が身につく

佐々木眞一, 中部品質管理協
会著/ひのた絵 509.65/SA75 3階開架

日本vs.アメリカvs.欧州自動車世界戦争 : EV・自動運転・IoT
対応の行方 : 完全予測! 泉谷渉著 537.09/I 99 3階開架
地域絶品づくりのマーケティング : 地方創生と北海道フード
塾

三浦功著/流通問題研究協会
編 588.09/MI67 3階開架

ファストファッションはなぜ安い? 伊藤和子著 589.2/I 89 3階開架
女の運命は服で変わる : 運を開くパーソナルスタイリストが
伝授 : 「装いのチカラ」で望む未来はすぐ叶う みなみ佳菜著 589.2/MI37 3階開架

やさしい家政学原論
日本家政学会家政学原論部
会編 590/Y 61 3階開架

若くなりたければ水素をとりなさい! 芝岡起世著 595/SH17 3階開架
恵泉女学園大学のオーガニック・カフェ : 女子大生が育てて
創ったオリジナルレシピ 恵泉女学園大学著 596.3/KE27 3階開架
一生作り続けたいおかず : 50年の名門料理教室のベストレシ
ピ150 田中伶子著 596.475/TA84 3階開架

すっぱい料理 飛田和緒著 596/H 54 3階開架

調理科学実験 第2版(Nブックス. 実験シリーズ)
長尾慶子, 香西みどり編著/
和泉眞喜子ほか 共著 596/N 17 3階開架

調理科学実験 第2版(Nブックス. 実験シリーズ)
長尾慶子, 香西みどり編著/
和泉眞喜子 ほか 共著 596/N 17 3階開架

奇跡のレシピ : 京都祇園3年間だけのレストラン「空」 プロジェクト“空"著 596/P 97 3階開架

「農業を株式会社化する」という無理 : これからの農業論 内田樹 ほか 著 612.1/N 93 3階開架

オリーブのすべて
横山淳一著/松生恒夫著/鈴
木俊久著 617.9/O 71 3階開架

バナナのグローバル・ヒストリー : いかにしてユナイテッ
ド・フルーツは世界を席巻したか

ピーター・チャップマン著/
小澤卓也, 立川ジェームズ訳 625.81/C 33 3階開架

数字でみる食肉産業 : 最新の食肉データを収録 2018(平成
30年度版) 648.2/SU53/2018 3階開架
最高に美しい身近な樹木ビジュアルカタログ : 樹形・葉・
花・実・季節の変化が一目でわかる 江見敏宏著 653.2/E 53 3階開架
元経済産業省英文校閲者が書いたビジネスによく効く英語の
本(現代産業選書)

ジリアン・ヨーク著/森下均
著 670.93/Y 84 3階開架
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ストアオペレーション,マーケティング,販売・経営管理(リテー
ルマーケティング〈販売士〉検定3級問題集. [平成30年度 673.3/H 77 3階開架
ワンランク上の「接客交渉術」 : ゴネるお客さまも納得する :
クレームも怖くない「とっさのときの大人の応対」 宮田寿志著 673.3/MI84 3階開架

1からの流通システム 崔相鐵, 岸本徹也編著 673.7/C 37 3階開架

1からの流通システム 崔相鐵, 岸本徹也編著 673.7/C 37 3階開架

1からの流通システム 崔相鐵, 岸本徹也編著 673.7/C 37 3階開架
リアル店舗の逆襲 : 対アマゾンのAI戦略 : 人工知能(AI)が『流
通・小売』を変える リテールAI研究会著 673.7/R 32 3階開架

小売再生 : リアル店舗はメディアになる
ダグ・スティーブンス著/斎
藤栄一郎訳 673.7/ST5 3階開架

アマゾンエフェクト! : 「究極の顧客戦略」に日本企業はどう
立ち向かうか 鈴木康弘著 673.7/SU96 3階開架

徹底解剖100円ショップ : 日常化するグローバリゼーション
アジア太平洋資料センター
編 673.7/TE87 3階開架

闘う商人中内功 : ダイエーは何を目指したのか 小榑雅章著 673.868/KO26 3階開架
日本の歴史的広告クリエイティブ100選 : 江戸時代〜戦前 戦
後〜現代まで 岡田芳郎著 674.21/O 38 3階開架
POPの教科書 : わかる!!できる!!売れる!!(1THEME×
1MINUTE) 山口茂著 674.5/Y 24 3階開架

手描きPOPの見本帳 フレア著 674.53/F 92 3階開架

動画で学べる!手書きPOP : 見て!学んで!すぐ実践 石川香代, 石川伊津著 674.53/I 76 3階開架
POP1年生 : "センス"がなくてもPOPは書ける! : イラストで
実況中継! 山口茂著 674.53/Y 24 3階開架
Facebook広告完全活用ガイド : 小さな会社&お店でも低コス
トで集客できて売上アップ!

佐藤雅樹著/濱田耕平著/浅
利正也著 674.6/F 11 3階開架

チラシの教科書 : わかる!!できる!!売れる!!(1THEME×
1MINUTE) 中山マコト著 674.7/N 45 3階開架

広告の基本 : この1冊ですべてわかる 新版 波田浩之著 674/H 11 3階開架

エンジニアが学ぶ物流システムの「知識」と「技術」 石川和幸著 675.4/I 76 3階開架
市場流通に関する諸問題 : 基本的な企業経営原理の応用につ
いて 新訂版

A.W.ショー著/丹下博文訳・
論説 675.4/SH13 3階開架

お客をつかむウェブ心理学 : なぜ、このサイトをクリックし
てしまうのか? 新版(Do books) 川島康平著 675/KA97 3階開架
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マーケティング講義ノート 滋野英憲, 辻幸恵, 松田優著 675/MA33 3階開架

マーケティング論 改訂版 新津重幸, 庄司真人編著 675/N 72 3階開架

マーケティング論 岡本純, 脇田弘久編著 675/O 42 3階開架
貿易実務がぜんぶ自分でできる本 : 知識ゼロでも大丈夫!! : 小
さな会社でも対応!! 木村雅晴著 678.4/KI39 3階開架

基礎から学ぶクルーズビジネス 池田良穂著 683.5/I 32 3階開架

マンガでわかるディズニーそうじの神様が教えてくれたこと 鎌田洋著/松浦はこマンガ 689.5/KA31 3階開架
東京ディズニーリゾートクロニクル35年史(My Tokyo
Disney Resort:145) ディズニーファン編集部編 689.5/TO46 3階開架

星野リゾートのおもてなしデザイン 689.8/H 92 3階開架

シティーズとうきょう IC4DESIGNさく 726.6/SH92 3階開架
絵本の冒険 : 「絵」と「ことば」で楽しむ(Next creator
book) 小野明編 726.601/E 35 3階開架

Malleus Maleficarum Heinrich Kramer 147/KR1 4階開架・移動書架

漫画君たちはどう生きるか
吉野源三郎原作/羽賀翔一漫
画 159.5/MA43 4階開架・移動書架

特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編(幼稚
部・小学部・中学部) 文部科学省 編 375.1/MO31 4階開架・移動書架
特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編(幼稚部・小
学部・中学部) 文部科学省 編 375.1/MO31 4階開架・移動書架

特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編(小学部・中学部) 文部科学省 編 378/MO31 4階開架・移動書架

女子文字 : カワイイ手描き文字デザインブック INKO KOTORIYAMA著 727.8/KO94 4階開架・移動書架
『ジュエリープラバン』の教科書 : “エナメルジュエリー"を
自宅で再現 ナナアクヤ著 751.9/N 48 4階開架・移動書架

絶対!わかる楽典100のコツ 小谷野謙一著 761.2/KO97 4階開架・移動書架

書きたい表現がすぐに見つかる英文メール アラン・フォレットほか 著 836.6/KA26 4階開架・移動書架

雲を離れた月 相川英輔著 913.6/A 25 4階開架・移動書架

新選組の料理人 門井慶喜著 913.6/KA14 4階開架・移動書架
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島のエアライン 上 黒木亮著 913.6/KU75/1 4階開架・移動書架

島のエアライン 下 黒木亮著 913.6/KU75/2 4階開架・移動書架

毎年、記憶を失う彼女の救いかた(講談社タイガ:[モC-01]) 望月拓海著 913.6/MO12 4階開架・移動書架

元禄お犬姫 諸田玲子著 913.6/MO77 4階開架・移動書架

ディス・イズ・ザ・デイ 津村記久子著 913.6/TA74 4階開架・移動書架

ペインレス 上 天童荒太著 913.6/TE35/1 4階開架・移動書架

ペインレス 下 天童荒太著 913.6/TE35/2 4階開架・移動書架

インストール(河出文庫) 綿矢りさ著 913.6/W 47 4階開架・移動書架

過去で君が待っている。(メディアワークス文庫:よ2-1) 吉月生著 913.6/Y 92 4階開架・移動書架

佐藤愛子の役に立たない人生相談 佐藤愛子著 914.6/SA85 4階開架・移動書架

好きなようにやればいい。(役に立たない人生相談:2) 佐藤愛子著 914.6/SA85/2 4階開架・移動書架

マーク・トウェイン完全なる自伝 v. 3 マーク・トウェイン著 930.268/MA38/3 4階開架・移動書架

ハムレットと海賊 : 海洋国家イギリスのシェイクスピア 小野俊太郎著 932.5/O 67 4階開架・移動書架
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