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全 196 ヵ国おうちで作れる

世界のレシピ/本山尚義著 

生姜焼よりごはんがすすむ島国

の鶏肉煮込み、肉じゃがより懐か

しいミャンマーの母の味、ハンバ

ーグより手間いらず！南アフリ

カのミートローフ、カレーとシチ

ューの間アメリカ南部のソウル

フード、地中海の絶品イカめしｅ

ｔｃ…見たこともない料理をス

ーパーの材料で作れる！ 
（596.2/MO92） 

 

臨地・校外実習のための特定給

食管理運営事例集 

芦川修貮編集/田中寛編集/藤井茂

編集 
「臨地・校外実習」を有意義にかつ

効果的に行うために、事前学習にお

ける教材として最適。実務指導に豊

富な経験をもつ管理栄養士による、

特定給食施設の運営状況を具体的

に記述。各施設の給食業務の基本的

事項や特徴をわかりやすく紹介。 
（3 階/498.59/R 45） 

 コンテンツが拓く地域の可能

性 : コンテンツ製作者・地域

社会・ファンの三方良しをかな

えるアニメ聖地巡礼 

/大谷尚之, 松本淳, 山村高淑著 
アニメの舞台となった地域をフ

ァンが訪れる「聖地巡礼」が昨今

注目されている。聖地巡礼による

地域振興が話題となった事例を

基に、コンテンツ製作者、地域社

会、ファンの“三方よし”を実現

するための今後の方向性を示す。 
（3 階/ 689.4/KO78） 

 

これからの AI ビジネス (未来

IT 図解) /谷田部卓著 
機械学習、ニューラルネットワー

ク、ディープラーニング、自動運

転、画像解析、スマートスピーカ

ー、予測、分類。ＡＩの基幹技術

からビジネス活用分野、ＡＩベン

ダーとの協業のポイントまで、ビ

ジネスパーソンが知っておくべき

ポイントを総ざらい！ＡＩ時代を

勝ち抜く必須のビジネス教養。 
（3 階 007.35/MI49 ） 

 

幼・保・小で役立つ絵本から広

がる表現教育のアイデア : 子

供の感性を豊かに育むために 

/山野てるひ, 岡林典子, 水戸部

修治編著 
身近な絵本を題材に、豊富な実践

事例を紹介し、子供の感性を養い

表現力を培う。保育・教育を学ぶ

学 生 や 初 任 者 待 望 の 書 。
（376.156/Y 73） 

 

「学ぶ・教える・考える」ため

の実践的英語科教育法 

酒井英樹編著/廣森友人編著/吉

田達弘編著 
新しい時代の英語教育を背負って

いく若い世代の「羅針盤」。英語の

学習と指導についての知識や技能

を体系的に整理・理解できる３本

柱で構成。読者が主体的・対話的

に取り組める活動を随所に用意ア

クティブ・ラーニングに対応。 
（3 階/375.893/MA43） 

 

ホモ・デウス 〈上〉 - テク

ノロジーとサピエンスの未来

/ユヴァル・ノア・ハラリ著/

柴田裕之訳 
我々は不死と幸福、神性をめざ
し、ホモ・デウス（神のヒト）
へと自らをアップグレードす
る。そのとき世界は、あなたは
どうなるのか？ 
（３階/ 209/H 32/1） 

ある男 

/平野啓一郎著 
彼女の夫は「大祐」ではなかった。

夫であったはずの男は、まったく違

う人物であった…。人はなぜ人を愛

するのか。幼少期に深い傷を背負っ

ても、人は愛にたどりつけるのか。

「大祐」の人生を探るうちに、過去

を変えて生きる男たちの姿が浮かび

あがる。平成の終わりに世に問う、

衝撃の長編小説。 

（913.6/H 66） 
 

 

 

 

新着案内の詳細は、図書館 2 階ﾌﾞﾗｳｼﾞﾝｸﾞﾙｰﾑ、3 階掲示板に掲示していますのでご利用ください。 



書名 著者名 請求記号 所在

全国学校総覧 2019年版 370.35/Z 3/2019 2階参考コーナー

栄養調理六法 2019年版
厚生省保健医療局健康増進
栄養課監修 498.5/E 39/2019 2階参考コーナー

アナキズム : 一丸となってバラバラに生きろ (岩波新書:新赤版
1745) 栗原康編 081/I 95/1745

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

日本の同時代小説 (岩波新書:新赤版 1746) 斎藤美奈子著 081/I 95/1746
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

幸福の増税論 : 財政はだれのために (岩波新書:新赤版 1747) 井手英策著 081/I 95/1747
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

給食の歴史 (岩波新書:新赤版 1748) 藤原辰史著 081/I 95/1748
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

認知症フレンドリー社会 (岩波新書:新赤版 1749) 徳田雄人著 081/I 95/1749
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

百姓一揆 (岩波新書:新赤版 1750) 若尾政希著 081/I 95/1750
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

今がわかる時代がわかる世界地図 2019年版 (Seibido
mook) 成美堂出版編集部編集 290.38/I 42/2019

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

今がわかる時代がわかる日本地図 2019年版 (Seibido
mook) 成美堂出版編集部編 291.038/I 42/2019

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

大卒全国市役所職員採用試験実戦テスト [2020年度版] 公務員試験情報研究会編著 318.3/H 77/2020
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

福岡県の大学卒業程度 (〓類) : 教養試験 2020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 2/2020

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

税理士になるには 改訂版 (なるにはBOOKS:106) 西山恭博著 366.29/N 53/106
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

医薬品業界で働く (なるにはBooks:補巻21) 池田亜希子著 366.29/N 53/21
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

いちばんわかりやすい保育士合格テキスト : 新保育所保育指
針に対応 '19年版下巻

近喰晴子監修/コンデックス
情報研究所編著 376.14/SE17/2019

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

保育士入門テキスト : スラスラ読める '19年版
近喰晴子監修/コンデックス
情報研究所編著 376.14/SE17/2019

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

いちばんわかりやすい保育士合格テキスト : 新保育所保育指
針に対応 '19年版上巻

近喰晴子監修/コンデックス
情報研究所編著 376.14/SE17/2019

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

今すぐ役立つ!感染症予防 : 福祉施設で使える! 東京都福祉保健局監修 493.8/I 46
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

日本の農と食を学ぶ 初級編 日本農業検定事務局編 610.79/N 71
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
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日本の農と食を学ぶ 中級編 日本農業検定事務局編 610.79/N 71
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

感動する話 (Shogakukan English comics:DORAEMON :
Gadget Cat from the Future:セレクション1) 藤子・F.不二雄著 726.1/F 59/1

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

恋の話 (Shogakukan English comics:DORAEMON :
Gadget Cat from the Future:セレクション3) 藤子・F・不二雄著 726.1/F 59/3

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

しゃれた話 (Shogakukan English comics:DORAEMON :
Gadget Cat from the Future:セレクション4) 藤子・F・不二雄著 726.1/F 59/4

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

君の名は。
新海誠原作/琴音らんまる漫
画/Taylor Engel英語翻訳 726.1/KO94/1

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

君の名は。
新海誠原作/琴音らんまる漫
画/Taylor Engel英語翻訳 726.1/KO94/2

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

君の名は。
新海誠原作/琴音らんまる漫
画/Taylor Engel英語翻訳 726.1/KO94/3

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

話す・書くにつながる!日本語読解 初中級 小野恵久子 [ほか] 編著 810.7/H 28/1
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

話す・書くにつながる!日本語読解 中級 小野恵久子 [ほか] 編著 810.7/H 28/2
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

話す・書くにつながる!日本語読解 中上級 小野恵久子 [ほか] 編著 810.7/H 28/3
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

まるごと : 日本のことばと文化 初級1 A2 かつどう
国際交流基金編著/来嶋洋
美, 柴原智代, 八田直美執筆 810.7/MA54/3

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

まるごと : 日本のことばと文化 初級1 A2 りかい
国際交流基金編著/来嶋洋
美, 柴原智代, 八田直美執筆 810.7/MA54/4

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

まるごと : 日本のことばと文化 初級2 A2 かつどう
国際交流基金編著/来嶋洋
美, 柴原智代, 八田直美執筆 810.7/MA54/5

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

まるごと : 日本のことばと文化 初級2 A2 りかい
国際交流基金編著/来嶋洋
美, 柴原智代, 八田直美執筆 810.7/MA54/6

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

頻出度順漢字検定3級合格!問題集 漢字学習教育推進研究会編 811.2/SH69/2019
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

頻出度順漢字検定2級合格!問題集 漢字学習教育推進研究会編 811.2/SH69/2019
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

頻出度順漢字検定準1級合格!問題集 漢字学習教育推進研究会編 811.2/SH69/2019
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

頻出度順漢字検定1級合格!問題集 漢字学習教育推進研究会編 811.2/SH69/2019
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

1からの流通論 第2版
石原武政編著/竹村正明編著
/細井謙一編著  675.4/I 74 3階開架

1からの流通論 第2版
石原武政編著/竹村正明編著
/細井謙一編著  675.4/I 74 3階開架

ヒューマン : 私たち人類の壮大な物語 : 生命誕生から人間の未
来までを見すえる統合科学 久住眞理, 久住武著 002/KU92 3階開架
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AI入門講座 : 人工知能の可能性・限界・脅威を知る 野口悠紀雄著 007.13/N 93 3階開架

プライバシーの経済学 高崎晴夫著 007.3/TA52 3階開架

これからのAIビジネス (未来IT図解) 谷田部卓著 007.35/MI49 3階開架

これからのIoTビジネス (未来IT図解)
IoT産業技術研究会著/デリ
バリーコンサルティング監 007.35/MI49 3階開架

これからのブロックチェーンビジネス (未来IT図解) 森川夢佑斗著 007.35/MI49 3階開架

資格は力 : 情報処理技術者試験・IT資格試験連勝の勉強法 左門至峰著/モリ淳史マンガ 007.35/SA58 3階開架

入門データベース 植村俊亮著 007.609/U 42 3階開架
図書館とゲーム : イベントから収集へ (JLA図書館実践シリー
ズ:39)

井上奈智, 高倉暁大, 日向良
和著 015.2/J 55/39 3階開架

戦争と図書館 : 英国近代日本語コレクションの歴史 小山騰著 017.733/KO97 3階開架

奇跡の本屋をつくりたい : くすみ書房のオヤジが残したもの 久住邦晴著 024.04/KU92 3階開架

もういちど、本屋へようこそ 田口幹人編著 024.1/TA19 3階開架

「死」とは何か : イェール大学で23年連続の人気講義
シェリー・ケーガン著/柴田
裕之訳 114.2/KA16 3階開架

天才のひらめき : 世界で最も創造的な人びとによる13の思考
ツール

ロバート・ルートバーンス
タイン, ミシェル・ルート 141.5/R 74 3階開架

基礎から学ぶ音楽療法 増補改訂版
古賀幹敏編著/江口奈々子
[ほか] 著 146.8/KI59 3階開架

こころが片づく「書く」習慣 古川武士著 159/F 93 3階開架

ホモ・デウス : テクノロジーとサピエンスの未来 上
ユヴァル・ノア・ハラリ著/
柴田裕之訳 209/H 32/1 3階開架

ホモ・デウス : テクノロジーとサピエンスの未来 下
ユヴァル・ノア・ハラリ著/
柴田裕之訳 209/H 32/2 3階開架

生産・流通・消費の近世史 渡辺尚志編 210.5/W 46 3階開架

アジアのなかの博多湾と箱崎 (アジア遊学:224) 九州史学研究会編 219.1/A 27 3階開架

九州の戦争遺跡 新装改訂版 江浜明徳著 219/E 34 3階開架

ヒトラー死の真相 : KGB機密アーカイブと科学調査
ジャン=クリストフ・ブリ
ザール著/ラナ・パルシナ著 234.074/B 73/1 3階開架
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ヒトラー死の真相 : KGB機密アーカイブと科学調査
ジャン=クリストフ・ブリ
ザール著/ラナ・パルシナ著 234.074/B 73/2 3階開架

Haruki Murakamiを読んでいるときに我々が読んでいる者た
ち 辛島デイヴィッド著 268/KA62 3階開架

時知りてこそ : ヤクルト創業者・永松昇 井上茂著 289.1/I 55 3階開架

アンネのこと、すべて
アンネ・フランク・ハウス
編/小林エリカ訳 289.3/A 49 3階開架

ここでしか見られない感動する風景! (ナショナルジオグラ
フィック)

ナショナルジオグラフィッ
ク編著/黒田眞知訳 290.87/N 57 3階開架

最強龍穴パワースポット 新版 李家幽竹著 291.09/R 45 3階開架

ふくおか歴史の山歩き 江上智恵著 291.91/E 28 3階開架

大学的沖縄ガイド : こだわりの歩き方 沖縄国際大学宜野湾の会編 291/D 16 3階開架

大学的鹿児島ガイド : こだわりの歩き方 鹿児島大学法文学部編 291/D 16 3階開架

大学的長崎ガイド : こだわりの歩き方
長崎大学多文化社会学部編/
木村直樹責任編集 291/D 16 3階開架

大学的熊本ガイド : こだわりの歩き方
熊本大学文学部編/松浦雄介
責任編集 291/D 16 3階開架

極夜行 角幡唯介著 297.8/KA28 3階開架

地図で見る日本ハンドブック
レミ・スコシマロ著/神田順
子, 清水珠代訳 302.1/SC 9 3階開架

ラオスを知るための60章 (エリア・スタディーズ:85)
菊池陽子, 鈴木玲子, 阿部健
一編著 302/E 67/85 3階開架

ASEANの奇跡 : 平和の生態系
キショール・マブバニ, ジェ
フェリー・スン著/黒柳米司 319.23/MA29 3階開架

保育と日本国憲法 (シリーズ保育と現代社会 : 学ぶ・わかる・
みえる) 橋本勇人編集 323.14/H 81 3階開架

英語原典で読む経済学史 根井雅弘著 331.2/N 62 3階開架

幸福感の統計分析 橘木俊詔, 高松里江著 331/TA13 3階開架
女性のための「起業の教科書」 : 法律・お金・経営のプロが
教える 豊増さくら編著 335/TO87 3階開架
リーダーシップの教科書 : ハーバード・ビジネス・レビュー
リーダーシップ論文ベスト10 (Harvard business review :

ハーバード・ビジネス・レ
ビュー編集部編 336.3/R 37 3階開架

お客様の心をつかむ魔法のほめ言葉事典 仲亀彩著 336.49/N 32 3階開架
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食で楽しむ年中行事12か月 高橋司著 336.49/TA33 3階開架
RPAの威力 : ロボットと共に生きる働き方改革 : 先進8社の実
践的取り組みに学ぶ 安部慶喜, 金弘潤一郎共著 336.57/A 12 3階開架

60分でわかる!RPAビジネス最前線 RPAビジネス研究会著 336.57/R 79 3階開架
会計の世界史 : イタリア、イギリス、アメリカ : 500年の物
語 田中靖浩著 336.9/TA84 3階開架
HUMAN+MACHINE人間+マシン : AI時代の8つの融合スキ
ル

ポール・R.ドーアティ著/H.
ジェームズ・ウィルソン著 336/D 45 3階開架

ISO21500から読み解くプロジェクトマネジメント 榎本徹著 336/E 63 3階開架

中央銀行 : セントラルバンカーの経験した39年 白川方明著 338.41/SH83 3階開架

AIと日本の雇用 岩本晃一編著 366.2/I 94 3階開架

社会福祉概論 : 現代社会と福祉 第4版
小田兼三, 杉本敏夫編著/杉
本敏夫 [ほか] 執筆 369/O 17 3階開架

学校プラットフォーム : 教育・福祉、そして地域の協働で子
どもの貧困に立ち向かう 山野則子著 371.3/Y 38 3階開架

自己実現に誘う教育と相談 : 信じて引き出して生かす 井上信子著 371.43/I 55 3階開架
学校心理学にもとづく教育相談 : 「チーム学校」の実践を目
指して 山口豊一, 松嵜くみ子著 371.43/Y 24 3階開架

学校保健の動向 平成30年度版 日本学校保健会編 374.9/G 16/2018 3階開架

初等図画工作科教育 (Minervaはじめて学ぶ教科教育:6) 石﨑和宏, 直江俊雄編著 375.082/I 84 3階開架
6つの視点で授業改善!主体的・対話的で深い学びを実現する
小学校社会科授業プラン (社会科授業サポートBOOKS) 平川公明著 375.3/H 64 3階開架
道徳授業のPDCA : 指導と評価の一体化で授業を変える! (道
徳科授業サポートBOOKS) 毛内嘉威編著 375.352/MO31 3階開架

理科教育法 : 理論をふまえた理科の授業実践 第3版 秋吉博之編著 375.42/A 38 3階開架

たっぷり55選!2時間でできる図画工作題材集 玉置一仁, 大畑祐之著 375.72/TA78 3階開架

国語教育指導用語辞典 第5版
田近洵一編/井上尚美編/中
村和弘編 375.8/KO47 3階開架

「子どもの論理」で創る国語の授業 : 読むこと
白坂洋一編著/香月正登, 大
澤八千枝著 375.852/SH85 3階開架

「学ぶ・教える・考える」ための実践的英語科教育法
酒井英樹編著/廣森友人編著
/吉田達弘編著 375.893/MA43 3階開架
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なぜわたしたちは0歳児を授かるのか : 親心の幸福論 松居和著 376.1/MA77 3階開架
記入に役立つ保育がわかる実習の記録と指導案 : 0〜5歳児年
齢別実習完全サポート : 部分実習指導案と連動した遊びつき 山本淳子編著 376.1/Y 31 3階開架
わかりやすい!幼稚園・保育所・認定こども園「要録」記入ハ
ンドブック 平成30年改訂 神長美津子, 塩谷香編著 376.14/KA37 3階開架

子どもに伝える行事の由来と行事食 すとうあさえ監修 376.14/KO21 3階開架

わかくさ保育園の7品目を使わないアレルギー対応レシピ 末次敦子著/眞鍋穰監修 376.14/SU19 3階開架

幼児造形の基礎 : 乳幼児の造形表現と造形教材 樋口一成編著 376.156/H 56 3階開架
幼・保・小で役立つ絵本から広がる表現教育のアイデア : 子
供の感性を豊かに育むために

山野てるひ, 岡林典子, 水戸
部修治編著 376.156/Y 73 3階開架

大学大崩壊 : リストラされる国立大、見捨てられる私立大 (朝
日新書:693) 木村誠著 377.21/KI39 3階開架
新学習指導要領に基づく授業づくり (授業力向上シリーズ : 肢
体不自由教育実践:No.6)

菅野和彦監修/川間健之介監
修/吉川知夫監修 378.3/Z 3 3階開架

高校・大学における発達障害者のキャリア教育と就活サポー
ト 小谷裕実編著/村田淳編著 378/KO92 3階開架
通常学級で役立つ算数障害の理解と指導法 : みんなをつまず
かせない!すぐに使える!アイディア48 (学研のヒューマンケア 熊谷恵子著/山本ゆう著 378/KU33 3階開架
特別の支援を必要とする子どもの理解 : 共に育つ保育を目指
して 勝浦眞仁著 378/TO35 3階開架

レシピで味わう世界の食文化 : みんぱく研究室でクッキング 石毛直道著 383.8/I 73 3階開架

麺の歴史 : ラーメンはどこから来たか (角川文庫:20664) 奥村彪生著 383.8/O 55 3階開架

辺境メシ : ヤバそうだから食べてみた 高野秀行著 383.8/TA47 3階開架
日本の洋食 : 洋食から紐解く日本の歴史と文化 (シリーズニッ
ポン再発見:9. Series Nippon re-discovery) 青木ゆり子著 383.81/A 53 3階開架

福岡祭事考説 佐々木哲哉著 386.191/SA75 3階開架

ドローン情報戦 : アメリカ特殊部隊の無人機戦略最前線
ブレット・ヴェリコヴィッ
チ著 396.253/V 56 3階開架

論文を書くための科学の手順 山田俊弘著 407/Y 19 3階開架

1冊でマスター大学の統計学 石井俊全著 417/I 75 3階開架

統計学入門 渋谷綾子著 417/SH23 3階開架
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Excelで学ぶやさしい統計学 第2版 田久浩志著 417/TA74 3階開架

はじめての基礎化学実験 山崎友紀 [ほか] 共著 432/H 16 3階開架

NEVER LOST AGAIN : グーグルマップ誕生
ビル・キルデイ著/大熊希美
訳 448.9/KI29 3階開架

時間と時計の歴史 : 日時計から原子時計へ

ジェームズ・ジェスパーセン,
ジェーン・フィツ=ランドルフ
著/高田誠二, 盛永篤郎訳 449.1/J 41 3階開架

HOPE : 都市・企業・市民による気候変動総力戦

マイケル・ブルームバーグ著/
カール・ポープ著/国谷裕子監
訳/大里真理子訳 451.85/B 58 3階開架

人体の細胞生物学 : カラー図解 坂井建雄, 石崎泰樹編集 463/J 52 3階開架
どうして心臓は動き続けるの? : 生命をささえるタンパク質の
なぞにせまる 大阪大学蛋白質研究所編 464.2/D 88 3階開架

なぜわれわれは外来生物を受け入れる必要があるのか
クリス・D. トマス著/上原
ゆうこ訳 468/TH5 3階開架

カメムシ博士入門 (全農教観察と発見シリーズ) 安永智秀 [ほか] 著 486.5/KA34 3階開架

英語で医学論文を書く : 曖昧であった思考を形にする方法 関根郁夫著 490.7/SE36 3階開架
自分の体のランドマークを確認してみよう (好きになるシリー
ズ) 491.1/TA67/3 3階開架
人体はこうしてつくられる : ひとつの細胞から始まったわた
したち

ジェイミー・A.デイヴィス
著/橘明美訳 491.2/D 46 3階開架

ぜんぶわかる心臓・血管の事典 : 精密イラストで心血管系を
ビジュアル解説 古川哲史監修 491.323/Z 3 3階開架

毒物ずかん : キュートであぶない毒キャラの世界へ
くられ文・監修/姫川たけお
絵・まんが 491.59/D 83 3階開架

免疫学の入門 第8版 今西二郎著 491.8/I 45 3階開架

メディカルサイエンス微生物検査学 第2版 太田敏子 [ほか] 編集 492.18/ME14 3階開架

栄養・嚥下理学療法 : 理学療法実践レクチャー 山田実編 492.5/E 39 3階開架

医師に「運動しなさい」と言われたら最初に読む本
中野ジェームズ修一著/田畑
尚吾監修 492.5/N 39 3階開架

養護教諭のための看護学 4訂版
藤井寿美子編/山口昭子編/
佐藤紀久榮編/采女智津江編 492.9/Y 73 3階開架

子ども外来ケア : クリニックナースがナビゲート 伊藤舞美著 492.925/I 89 3階開架
小児の入退院支援と訪問看護実践ガイド : 診療報酬まるわか
り

梶原厚子, 萩原綾子, 又村あ
おい著 492.925/SH96 3階開架
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疾病の成り立ち : 臨床医学 第4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4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

ここがポイント!見てわかる高齢者の糖尿病 (ケアに役立つ徹
底図解) 門脇孝監修 493.123/KO44 3階開架

DSM-5ガイドブック : 診断基準を使いこなすための指針
Black DW, Grant JE著/下
田和孝, 大曽根彰訳 493.72/D 92 3階開架

大人の発達障害に気づいて・向き合う完全ガイド 新版 (健康
ライブラリー:スペシャル) 黒澤礼子著 493.76/KU76 3階開架
脳からみた自閉症 : 「障害」と「個性」のあいだ (ブルーバッ
クス:B-1964) 大隅典子著 493.76/O 79 3階開架
大人の発達障害 : 生きづらさへの理解と対処 (健康ライブラ
リー) 市橋秀夫監修 493.76/O 86 3階開架

予防接種の手びき 2018-19年度版 岡部信彦 [ほか] 編著 493.82/Y 72 3階開架

松本康弘の極める!小児の服薬指導
松本康弘著/日経ドラッグイ
ンフォメーション編 493.92/MA81 3階開架

アナフィラキシー : 原因・治療・予防 増補 角田和彦著 493.931/KA28 3階開架

DSM-5児童・青年期診断面接ポケットマニュアル 第1版
Robert J. Hilt, Abraham
M. Nussbaum著/染矢俊幸, 493.937/D 92 3階開架

発達障害の素顔 : 脳の発達と視覚形成からのアプローチ (ブ
ルーバックス:B-1954) 山口真美著 493.937/Y 24 3階開架

小児感染症の診かた・考えかた 上山伸也著 493.938/KA39 3階開架

基礎から学ぶ成長曲線と肥満度曲線を用いた栄養食事指導 村田光範編著 493.983/MU59 3階開架

おかあさんのレシピから学ぶ医療的ケア児のミキサー食 小沢浩, 大高美和編 493.983/O 36 3階開架

小児臨床栄養学 改訂第2版
日本小児栄養消化器肝臓学
会編集 493.983/SH96 3階開架

魔法のメガネ屋の秘密 : 視力を下げて体を整える
早川さや香著/眼鏡のとよふ
く監修 496.42/H 46 3階開架

臨床歯科栄養学 : 歯科に求められる栄養の基礎知識
花田信弘, 萩原芳幸, 北川昇
監修 497/R 45 3階開架

マンガでわかる酒好き医師が教える最高の飲み方
葉石かおり著/浅部伸一監修
/星井博文マンガ原作/maki 498.3/H 15 3階開架

化学毒物マヒ : がん・アレルギーの真因に迫る 渡辺雄二著 498.4/W 46 3階開架

栄養士実力認定試験一問一答 第2版
川端輝江監修/岩間範子監修
/川村堅[ほか]著 498.5/E 39 3階開架
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栄養士実力認定試験一問一答 第2版
川端輝江監修/岩間範子監修
/川村堅[ほか]著 498.5/E 39 3階開架

栄養士実力認定試験一問一答 第2版
川端輝江監修/岩間範子監修
/川村堅[ほか]著 498.5/E 39 3階開架

栄養士実力認定試験一問一答 第2版
川端輝江監修/岩間範子監修
/川村堅[ほか]著 498.5/E 39 3階開架

栄養士実力認定試験一問一答 第2版
川端輝江監修/岩間範子監修
/川村堅[ほか]著 498.5/E 39 3階開架

食材大全 498.52/N 69 3階開架
じつはもっと怖い外食 : 外食・中食産業の最前線で聞いた
「危険」すぎる話 (ワニブックス「Plus」新書:157) 南清貴著 498.54/MI37 3階開架

食品の変敗微生物 : その原因菌と制御 再改訂増補 内藤茂三著 498.54/Ｎ 29 3階開架
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 498.55/F 36 3階開架
国民健康・栄養の現状 : 厚生労働省国民健康・栄養調査報告
より 平成28年 健康・栄養情報研究会編 498.55/KO48/20193階開架
国民健康・栄養の現状 : 厚生労働省国民健康・栄養調査報告
より 平成28年 健康・栄養情報研究会編 498.55/KO48/20193階開架
国民健康・栄養の現状 : 厚生労働省国民健康・栄養調査報告
より 平成28年 健康・栄養情報研究会編 498.55/KO48/20193階開架

ロス医療栄養科学大事典 : 健康と病気のしくみがわかる
ロス編/カバレロ編/カズン
ズ編/タッカー編/ジーグ 498.55/R 73 3階開架

栄養管理プロセス
木戸康博, 中村丁次, 小松龍
史編 498.58/E 39 3階開架

体質と食物 : 健康への道 秋月辰一郎著 498.583/A 38 3階開架

おうちで食べる!飲み込みが困難な人のための食事づくりQ&A 江頭文江著 498.59/E 28 3階開架

臨地・校外実習のための特定給食管理運営事例集
芦川修貮編集/田中寛編集/
藤井茂編集 498.59/R 45 3階開架

授業で現場で役に立つ!子どもの保健テキスト 小林美由紀編著 498.7/KO12 3階開架
欧米人とはこんなに違った日本人の「体質」 : 科学的事実が
教える正しいがん・生活習慣病予防 (ブルーバックス:B- 奥田昌子著 498.81/O 54 3階開架

国際保健医療のキャリアナビ 日本国際保健医療学会編 498/KO51 3階開架

危険ドラッグ大全 阿部和穂著 499.15/A 12 3階開架
ともに生きる地域コミュニティ : 超スマート社会を目指して
(横幹「知の統合」シリーズ)

横幹「知の統合」シリーズ
編集委員会編/遠藤薫 [ほか] 504/TO61 3階開架
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身のまわりのすごい技術大百科 : 雑学科学読本 涌井良幸, 涌井貞美著 504/W 35 3階開架

工学部ヒラノ教授の研究所わたりある記 今野浩著 507/KO75 3階開架
稼働率神話が工場をダメにする (トヨタに学びたければトヨタ
を忘れろ) 近江堅一著/近江良和著 509.6/O 62 3階開架

フォードシステムともの作りの原理 坂本清著 509.61/SA32 3階開架

物流センター&倉庫管理業務者必携ポケットブック 鈴木邦成著 509.67/SU96 3階開架
町自慢、マンホール蓋700枚。 : 新・デザインマンホール
100選 池上修著/池上和子著 518.23/I 33 3階開架

空き地・空き家を活用した都市のスポンジ化対策Q&A 都市計画法制研究会編集 518.8/A 34 3階開架
ぜーんぶわかる廃棄物処理実務 : 難しい法律を分かりやすく
ポイント解説 尾上雅典著 519.7/O 67 3階開架

気候カジノ : 経済学から見た地球温暖化問題の最適解
ウィリアム・ノードハウス
著/藤崎香里訳 519/N 96 3階開架

日本の最も美しい赤レンガの名建築 歴史的建物研究会著 523.1/R 25 3階開架
猫と暮らす住まいのつくり方 : 猫も人も快適な家づくりと工
夫がわかる 金巻とも子監修 527/N 62 3階開架

日本を動かした50の乗り物 : 幕末から昭和まで 若林宣著 536.021/W 17 3階開架

逆流する日本資本主義とトヨタ
猿田正機編著/杉山直 [ほか]
著 537.067/SA69 3階開架

モビリティ2.0 : 「スマホ化する自動車」の未来を読み解く 深尾三四郎著 537.09/F 72 3階開架
国産ジープタイプの誕生 : 三菱・トヨタ・日産の四輪駆動車
を中心として GP企画センター編 537.92/KO51 3階開架

パナソニック、「イノベーション量産」企業に進化する! 片山修著 540.67/KA84 3階開架

生物化学工学の基礎
松井徹編著/上田誠 [ほか]
共著 579.97/MA77 3階開架

日系食品企業の海外販売戦略 : 中国・香港・台湾における実
証研究からみえるもの 金子あき子著 588.09/KA53 3階開架

食品工場の生産管理 : ムダをなくして利益を生み出す 第2版 弘中泰雅著 588.095/H 71 3階開架
食品の安全・衛生包装 : 防虫・異物・微生物対策と包装の品
質保証 中山秀夫, 葛良忠彦編集 588.9/SH96 3階開架

全196ヵ国おうちで作れる世界のレシピ 本山尚義著 596.2/MO92 3階開架
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ラーメンガイドブック : 英語対訳つき 新版 石山勇人著 596.38/I 83 3階開架

人気ラーメン店が探究する調理技法 旭屋出版編集部編 596.38/N 76 3階開架
ラーメン超進化論 : 「ミシュラン一つ星」への道 (光文社新
書:920) 田中一明著 596.38/TA84 3階開架
地方発ヒットを生む逆算発想のものづくり : 「稼ぐ地方」へ
脱皮しよう

渡辺和博著/日経BP総研
マーケティング戦略研究所 601.1/W 46 3階開架

食卓からアサリが消える日 三輪節生著 611.3/MI68 3階開架

食の経済入門 2018年版 村上陽子, 芝﨑希美夫編著 611.3/SH96 3階開架

稼げる!農家の手書きPOP&ラベルづくり 石川伊津著 611.46/I 76 3階開架

農協改革と平成合併 田代洋一著 611.61/TA93 3階開架
スマート農業のすすめ : 次世代農業人(スマートファーマー)の
心得 渡邊智之著 614.8/W 46 3階開架

農作物を守る鳥獣害対策 : 動物の行動から考える 決定版 江口祐輔編著 615.86/E 33 3階開架

ムギの大百科 (まるごと探究!世界の作物) 吉田久編 615/MA54 3階開架

焼きいもが、好き!
日本いも類研究会「焼きい
も研究チーム」企画編集 616.8/Y 16 3階開架

ICT農業の環境制御システム製作 : 自分でできる「ハウスの見
える化」

中野明正, 安東赫, 栗原弘樹
編著 624/I 17 3階開架

ジビエ解体・調理の教科書 : 安全に、美味しく食べるための 日本ジビエ振興協会監修 648.22/J 46 3階開架
これだけできれば大丈夫!すぐ使える!接客1年生 : お客さまに
信頼される50のコツ 七條千恵美著 673.3/SH24 3階開架

メルカリ : 希代のスタートアップ、野心と焦りと挑戦の5年間 奥平和行著 673.36/O 54 3階開架
儲かる「個店力最大化」のすすめ方 : 3〜100店チェーン企
業のための : 人時売上倍増の実務と多店舗展開の成功戦略 伊藤稔著 673.86/I 89 3階開架
消費者視点の小売イノベーション : オムニ・チャネル時代の
食品スーパー 高橋広行著 673.86/TA33 3階開架

トラブルに備える飲食店の危機管理<対策マニュアル>BOOK
神村護著/赤土亮二著/石崎
冬貴著 673.97/TO66 3階開架

居酒屋チェーン戦国史 (イースト新書:108) 中村芳平著 673.98/N 37 3階開架
新・包装“国際化"宣言 : 近未来の包装メガトレンドを読み解
く 有田俊雄著 675.18/A 77 3階開架
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東南アジア市場参入のための流通戦略 : 同質化する海外市場
とバリュー創出 目黒良門著 675.4/ME19 3階開架

築地から豊洲へ : 世界最大市場の歴史と将来 小松正之著/伊藤裕康監修 675.5/KO61 3階開架

Tap : スマホで買ってしまう9つの理由
アニンディヤ・ゴーシュ著/
加藤万里子訳 675/G 39 3階開架

マーケティングの本質 : 「心理」に関する「真理」 ADEX SYNRI ラボ編著 675/MA33 3階開架
消費者理解に基づくマーケティング : 感覚マーケティングと
消費者情報消化モデル 須永努著 675/SU73 3階開架

消費行動 新版 武居奈緒子著 675/TA65 3階開架
コンテンツが拓く地域の可能性 : コンテンツ製作者・地域社
会・ファンの三方良しをかなえるアニメ聖地巡礼

大谷尚之, 松本淳, 山村高淑
著 689.4/KO78 3階開架

多文化時代の観光学 : フィールドワークからのアプローチ 高山陽子編著 689/TA56 3階開架

どうぶつたちのクリスマスって?
アン・ウィットフォード・
ポールぶん/デイヴィッド・ 726.6/D 81 3階開架

クリスマスのうた (オルゴールおうたえほん) おおでゆかこ絵 726.6/KU67 3階開架

おおきいサンタとちいさいサンタ 谷口智則作・絵 726.6/O 51 3階開架

せん スージー・リー作 726.6/SE56 3階開架
ゆきうさぎのねがいごと 新版 (クリスマスのちいさなおはな
し)

レベッカ・ハリーえ/木原悦
子やく 726.6/Y 97 3階開架

福岡県・北九州市の特別支援学校教諭参考書 2020年度版
(福岡県の教員採用試験参考書シリーズ:13) 協同教育研究会編 373.7/KY 2/2020 4階開架・移動書架
長崎県の小学校教諭過去問 2020度版 (教員採用試験過去問
シリーズ:2) 協同教育研究会編 373.7/KY 2/2020 4階開架・移動書架
もっと知りたいムンク : 生涯と作品 (アート・ビギナーズ・コ
レクション) 千足伸行監修・著/冨田章著 723.3/SE75 4階開架・移動書架

100%Vermeer! : フェルメール原寸美術館
千足伸行監修/千足伸行, 青
野純子執筆 723.359/F 22 4階開架・移動書架

パステル画技法と表現力を磨く50のポイント : この一冊でス
テップアップ! (コツがわかる本) 高木匡子監修 725.4/P 26 4階開架・移動書架

はじめてでも描けるペン風景画 師岡正典著 725.6/MO76 4階開架・移動書架

動物デッサンテクニック 岡本泰子画・著 725/O 42 4階開架・移動書架

ドームのある情景 フトノメグム著 748/F 97 4階開架・移動書架
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しめ飾りと生活用具 (つくって楽しむわら工芸. 2) 754/TA73 4階開架・移動書架

知りたい配色デザイン (知りたいデザインシリーズ) ARENSKI著 757.3/A 68 4階開架・移動書架
配色の教科書 : 歴史上の学者・アーティストに学ぶ「美しい
配色」のしくみ 色彩文化研究会著 757.3/SH34 4階開架・移動書架
メンデルスゾーンの音符たち : 池辺晋一郎の「新メンデルス
ゾーン考」 池辺晋一郎著 762.34/I 31 4階開架・移動書架

ドビュッシー ピアノ曲の秘密 (ONTOMO MOOK)
青柳いづみこ監修/音楽之友
社編 762.35/D 81 4階開架・移動書架

幼少期ピアノお悩み相談室Q&A 笹本小野美, 飯高陽子著 763.2/SA76 4階開架・移動書架

童謡百年史 : 童謡歌手がいた時代 井上英二著 767.7/I 55 4階開架・移動書架

図解日本音楽史 増補改訂版 田中健次著 768.02/TA84 4階開架・移動書架

芝居小屋から : 武田政子の博多演劇史
武田政子著/狩野啓子, 岩井
眞實編 772.191/SH16 4階開架・移動書架

子どもという観客　児童青少年はいかに演劇
Ｍ．リーズン著/中山夏織
訳 775.7/R 21 4階開架・移動書架

あの映画に、この鉄道 川本三郎著 778.21/KA95 4階開架・移動書架

アニメを究める11のコツ (アニメ研究入門:応用編) 778.77/KO97 4階開架・移動書架

栄養・スポーツ系の運動生理学
樋口満監修/湊久美子編集/
寺田新編集 780.193/E 39 4階開架・移動書架

運動生理学の基礎と発展 3訂版 春日規克編著 780.193/KA79 4階開架・移動書架

スポーツビジネスを知るための基礎知識 浦久保和哉著 780/U 82 4階開架・移動書架

日本のゴルフ聖地100 : 1903-2000 大塚和徳著 783.8/O 88 4階開架・移動書架
クラウドゲームをつくる技術 : マルチプレイゲーム開発の新
戦力 (Web+DB Pressプラスシリーズ)

中嶋謙互著 798.5/N 34 4階開架・移動書架

テーマで学ぶ基礎日本語指導参考書 西口光一著 810.7/TE33 4階開架・移動書架

NEJ (エヌ・イー・ジェイ) : テーマで学ぶ基礎日本語 vol. 1 西口光一著 810.7/TE33/1 4階開架・移動書架

NEJ (エヌ・イー・ジェイ) : テーマで学ぶ基礎日本語 vol. 2 西口光一著 810.7/TE33/2 4階開架・移動書架
日本語教師のための楽しく教える活動集22 : 子ブタの日本語
お道具箱

辻亜希子, 小原千佳著 810.7/TS41 4階開架・移動書架
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つなぐにほんご初級1ワークブック
ヒューマンアカデミー日本
語学校著 810.7/TS75 4階開架・移動書架

つなぐにほんご : Basic Japanese for communication 初
級1

ヒューマンアカデミー日本
語学校著/辻和子, 小座間亜 810.7/TS75/1 4階開架・移動書架

つなぐにほんご : Basic Japanese for communication 初
級2

ヒューマンアカデミー日本
語学校著/辻和子, 小座間亜 810.7/TS75/2 4階開架・移動書架

中国語の類義語攻略ドリル : 初級から中級へ! 柴森著 824.5/SA17 4階開架・移動書架

キクタン中国語 : 聞いて覚える中国語単語帳 初級編
関西大学中国語教材研究会
編 824/KI29 4階開架・移動書架

韓国語形容詞強化ハンドブック 今井久美雄著 829.15/I 43 4階開架・移動書架

写真で見る看板・標識・ラベル・パッケージの英語表現 ランサムはな著 834/R 16 4階開架・移動書架

天声人語 : 英文対照 v.194 2018秋
朝日新聞論説委員室編/英文
朝日訳 837/A 82/194 4階開架・移動書架

フランス語ほんとうに必要なところをまとめました。 (CD
BOOK) 関未玲著 855/SE24 4階開架・移動書架

大学1・2年生のためのすぐわかるスペイン語
廣康好美著/ホセファ・ビバ
ンコス著 860/H 75 4階開架・移動書架

ゆっくり学ぶスペイン語 西川喬著 860/N 83 4階開架・移動書架

イタリア語のABC 改訂版 長神悟著 870/N 15 4階開架・移動書架

人生のピース 朝比奈あすか著 913.6/A 82 4階開架・移動書架

ぼくは朝日 朝倉かすみ著 913.6/A 85 4階開架・移動書架

一緒にお墓に入ろう 江上剛著 913.6/E 28 4階開架・移動書架

ある男 平野啓一郎著 913.6/H 66 4階開架・移動書架

童の神 今村翔吾著 913.6/I 44 4階開架・移動書架

フーガはユーガ 伊坂幸太郎著 913.6/I 68 4階開架・移動書架

思い出が消えないうちに 川口俊和著 913.6/KA92 4階開架・移動書架

介護士K 久坂部羊著 913.6/KU82 4階開架・移動書架

波の上のキネマ 増山実著 913.6/MA69 4階開架・移動書架
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ユートピア 湊かなえ著 913.6/MI39 4階開架・移動書架

はつ恋 村山由佳著 913.6/MU62 4階開架・移動書架

TEN 楡周平著 913.6/N 78 4階開架・移動書架

それでも空は青い 荻原浩著 913.6/O 25 4階開架・移動書架

ふたりぐらし 桜木紫乃著 913.6/SA46 4階開架・移動書架

この世界にiをこめて (メディアワークス文庫:さ4-2) 佐野徹夜著 913.6/SA66 4階開架・移動書架

龍華記 澤田瞳子著 913.6/SA93 4階開架・移動書架

どんまい 重松清著 913.6/SH28 4階開架・移動書架

人類滅亡小説 山田宗樹著 913.6/Y 19 4階開架・移動書架

アディオス!ジャパン : 日本はなぜ凋落したのか 真山仁著 914.6/MA98 4階開架・移動書架

文学評論 (定本漱石全集:第15巻) 918.68/N 58/15 4階開架・移動書架

漢詩文 (定本漱石全集:第18巻) 夏目漱石著 918.68/N 58/18 4階開架・移動書架

源氏物語 中 (日本文学全集:04-05) 紫式部著/角田光代訳 918/N 77/5 4階開架・移動書架

洪水の年 上
マーガレット・アトウッド
[著]/佐藤アヤ子訳 933.7/A 95/1 4階開架・移動書架

洪水の年 下
マーガレット・アトウッド
[著]/佐藤アヤ子訳 933.7/A 95/2 4階開架・移動書架

インヴィジブル
ポール・オースター [著]/柴
田元幸訳 933.7/A 96 4階開架・移動書架

ブラック・スクリーム ([「リンカーン・ライム」シリー
ズ]:[13])

ジェフリー・ディーヴァー
著/池田真紀子訳 933.7/D 51 4階開架・移動書架

最初の悪い男 (新潮クレスト・ブックス)
ミランダ・ジュライ著/岸本
佐知子訳 933.7/J 93 4階開架・移動書架

任務の終わり 上
スティーヴン・キング著/白
石朗訳 933.7/KI43/1 4階開架・移動書架

任務の終わり 下
スティーヴン・キング著/白
石朗訳 933.7/KI43/2 4階開架・移動書架

クマのプーさん
A.A. ミルン作/E.H. シェ
パード絵/石井桃子訳 933.7/MI28 4階開架・移動書架
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ふたつのオリンピック : 東京1964/2020
ロバート・ホワイティング
著/玉木正之訳 936/W 68 4階開架・移動書架

新編新しい家庭 5・6 渡邊彩子ほか著 小学校/2015/図書館 4階開架・移動書架

新編新しい家庭 5・6 渡邊彩子ほか著 小学校/2015/図書館 4階開架・移動書架
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