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日本栄養改善学会監修/伊達ち ぐさ, 徳留裕子, 吉池

信男編集 

 

 

 

 

 
食事調査マニュアル : はじめ

の一歩から実践・応用まで 改

訂 3 版/日本栄養改善学会監修/

伊達ちぐさ, 徳留裕子, 吉池信男

編集 

今改訂では撮影画像を利用した

食事調査法の追加など，内容の更

新を行った．学生のみならず現場

で働く管理栄養士・栄養士の必携

書．「食物摂取頻度調査法ソフト」

などを収載した CD-ROM 付き．
（3 階/498.55/SH96） 

 
（3 階/498.5/N 73） 

 

東京都健康長寿医療センター方

式おいしく食べたい食べさせた

い : 誤嚥が心配な人が安心して

食べられるケア 

/金丸晶子, 府川則子編著 
誤嚥の治療の中心はリハビリテー

ション・栄養・ケアの３つである。

東京都健康長寿医療センターの４

５年間の経験と工夫が満載！！ 
（3 階/491.343/KA53） 

 

見るだけでわかる!ビジネス書

図鑑 

/グロービス著/荒木博行執筆 
サピエンス全史、ティール組織、

ゼロ・トゥ・ワン、銃・病原菌・

鉄ｅｔｃ…あのベストセラーっ

て、要するにこんなことを言って

たんだ！イラストで読みとく最新

＆定番ビジネス書３５冊。 
（3 階/336/MI49） 

 

福岡市を経営する 

/高島宗一郎著 
福岡を「最強都市」にした弱者の

戦略とは？アナウンサーから史

上最年少・３６歳で福岡市長に当

選！今もっとも注目すべき市長

による仕事論・人生論。 
（3 階/318.291/TA54） 

 

小学生のことがまるごとわか

るキーワード 55 : 小学生って

どんな時期?どうかかわればい

い?/ 小野寺敦子著 
心も体も大きく発達し、変化を遂

げる小学校６年間の子どもたち

を、「心理・対人関係」「学習」「子

「学校生活」など５分野５５項目

のキーワードで解説。 
（3 階/ 371.45/O 67） 

 

たっぷり !年中行事シアター 

(ひかりのくに保育ブックス) 

/ひかりのくに編集部編 
シアターで演じたい年中行事や季

節のテーマが大集合！２０テー

マ、３０作品がぎゅっと１冊にな

りました。行事のいわれ・由来の

解説も！毎月の誕生会や季節の行

事のシアター選びに大活躍間違い

なし。アレンジ例や演じ方のポイ

ントも掲載！ 
（3 階/376.157/TA89） 

 

ベルリンは晴れているか 

/深緑野分著 

1945 年 7 月、４カ国統治下の

ベルリン。恩人の不審死を知っ

たアウグステは彼の甥に訃報を

届けるため陽気な泥棒と旅立

つ。期待の新鋭、待望の書き下

ろし長篇。 
（4 階/913.6/N 97） 

The last girl : イスラム国に

囚われ、闘い続ける女性の物語 

(Toyokan books) 

/ナディア・ムラド, ジェナ・ク

ラジェスキ著/吉井智津訳 

故郷の村に突然訪れた「イスラム

国」の収奪に始まる惨劇の数々

は、大切な宝物から家族、友人、

女性としての尊厳に至るまで、そ

の全てを奪った。自分がこのよう

な悲惨な人生を歩む「THE LAST 

GIRL」であって欲しいと願い、世

界中に蔓延する暴力根絶のため

に戦う、一人の女性の物語であ

る。（３階/ 302.273/MU38） 

  



書名 著者名 請求記号 所在

職員録 平成31年版 上 大蔵省印刷局編 281/SH96/2019 2階参考コーナー

職員録 平成31年版 下 大蔵省印刷局編 281/SH96/2019 2階参考コーナー

小売物価統計調査年報 平成29年 総理府統計局編
337.85/KO95/201
7 2階参考コーナー

国際連合世界統計年鑑 61集(2018) 国際連合統計局原著編集 350.9/KO51/2018 2階参考コーナー

日本統計年鑑 第68回(平成31年) 総務庁統計局編
351.059/N
77/2019 2階参考コーナー

働き方の多様化に応じた人材育成の在り方について (労働経済
白書:平成30年版) 厚生労働省編

366.021/R
59/2018 2階参考コーナー

女性活躍推進法に基づく取組状況 (女性労働の分析:2017年) 366.38/J 76/2017 2階参考コーナー

理科年表 机上版 第92冊(平成31年) 東京天文台編纂 403.2/R 41/2019 2階参考コーナー

航空統計要覧 2018年版 日本航空統計調査室編集
687.059/KO95/20
18 2階参考コーナー

ビジネス数学入門 第2版 (日経文庫:1401:I24) 芳沢光雄著 080/N 73/1401
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

Q&A軽減税率はやわかり (日経文庫:1402:C60) 日本経済新聞社編 080/N 73/1402
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

フランス現代史 (岩波新書:新赤版 1751) 小田中直樹著 081/I 95/1751
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

保育の自由 (岩波新書:新赤版 1752) 近藤幹生著 081/I 95/1752
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

物流危機は終わらない : 暮らしを支える労働のゆくえ (岩波新
書:新赤版 1753) 首藤若菜著 081/I 95/1753

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

平成の藝談 : 歌舞伎の真髄にふれる (岩波新書:新赤版 1754) 犬丸治著 081/I 95/1754
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

面接の達人 : バイブル版 [2020] 中谷彰宏著 307.8/ME53/2020
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

文章理解 第8版 (公務員試験過去問新Quick Master(クイッ
クマスター):3)

東京リーガルマインドLEC
総合研究所公務員試験部編 317.4/KO68

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

地理・思想・文学・芸術 第8版 (公務員試験過去問新Quick
Master(クイックマスター):6. 人文科学:2)

東京リーガルマインドLEC
総合研究所公務員試験部編 317.4/KO68

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

行政学 第8版 (公務員試験過去問新Quick Master(クイック
マスター):16)

東京リーガルマインドLEC
総合研究所公務員試験部編 317.4/KO68

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
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公務員試験本試験過去問題集国家一般職(大卒程度・行政)
2020年度採用版

TAC株式会社(公務員講座)
編著 317.4/TA13/2020

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

福岡の会社情報 2019年版 335.03/F 82/2019
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

会社四季報 : ワイド版 2019年1集 (東洋経済別冊:臨時増刊) 335.4/TO86/2018
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

まんがでわかる保育士らくらく要点マスター
キャリア・ステーション編
著 376.14/J 55

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

これだけ覚える!保育士重要項目 '19年版
近喰晴子監修/コンデックス
情報研究所編著

376.14/SE17/201
9

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

本試験型保育士問題集 '19年版
近喰晴子監修/コンデックス
情報研究所編著

376.14/SE17/201
9

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

エントリーシート・履歴書 2020 (絶対内定) 杉村太郎, 坂本章紀著 377.9/D 28/2020
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

日本と世界の時事キーワード : 日本と世界の今がズバリわか
る! 2019-2020年版 時事問題リサーチ編著 377.9/N 57/19-20

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

<図解>まるわかり時事用語 : 世界と日本の最新ニュースが一目
でわかる! : 絶対押えておきたい、最重要時事を完全図解!

ニュース・リテラシー研究
所編著

377.9/SH69/2019
-20

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

就職四季報 2020年版 東洋経済新報社編 377.9/TO86/2020
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

就職四季報優良・中堅企業版 2020年版 東洋経済新報社編 377.9/TO86/2020
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

就職四季報女子版 2020年版 東洋経済新報社編 377.9/TO86/2020
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

フランスのごはん (絵本世界の食事:1)
銀城康子企画・文/マルタ
ン・フェノ絵 383.8/E 35/1

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

トルコのごはん (絵本世界の食事:10)
銀城康子企画・文/高松良己
絵 383.8/E 35/10

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

モンゴルのごはん (絵本世界の食事:11) 銀城康子文/高松良己絵 383.8/E 35/11
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

フィンランドのごはん (絵本世界の食事:12) 銀城康子文/萩原亜紀子絵 383.8/E 35/12
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

ベトナムのごはん (絵本世界の食事:13)
銀城康子文/バンジャマン
レイス絵 383.8/E 35/13

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

スペインのごはん (絵本世界の食事:14)
銀城康子文/マルタン フェ
ノ絵 383.8/E 35/14

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

ペルーのごはん (絵本世界の食事:15) 銀城康子文/加藤タカ絵 383.8/E 35/15
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

ポルトガルのごはん (絵本世界の食事:16)
銀城康子文/マルタン フェ
ノ絵 383.8/E 35/16

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

インドネシアのごはん (絵本世界の食事:17) 銀城康子文/加藤タカ絵 383.8/E 35/17
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

2/18



ロシアのごはん (絵本世界の食事:18) 銀城康子文/山本正子絵 383.8/E 35/18
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

モロッコのごはん (絵本世界の食事:19) 銀城康子文/高松良己絵 383.8/E 35/19
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

インドのごはん (絵本世界の食事:2)
銀城康子企画・文/高松良己
絵 383.8/E 35/2

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

イギリスのごはん (絵本世界の食事:20) 銀城康子文/萩原亜紀子絵 383.8/E 35/20
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

韓国のごはん (絵本世界の食事:3)
銀城康子企画・文/いずみな
ほ, 星桂介絵 383.8/E 35/3

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

イタリアのごはん (絵本世界の食事:4)
銀城康子企画・文/マルタ
ン・フェノ絵 383.8/E 35/4

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

メキシコのごはん (絵本世界の食事:5)
銀城康子企画・文/高松良己
絵 383.8/E 35/5

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

ドイツのごはん (絵本世界の食事:6)
銀城康子文/マルタン フェ
ノ絵 383.8/E 35/6

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

ブラジルのごはん (絵本世界の食事:7) 銀城康子文/萩原亜紀子絵 383.8/E 35/7
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

中国のごはん (絵本世界の食事:8) 銀城康子文/神谷京絵 383.8/E 35/8
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

タイのごはん (絵本世界の食事:9)
銀城康子文/いずみなほ, 星
桂介絵 383.8/E 35/9

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

うかる!宅建士速攻テキスト
駿台法律経済&ビジネス専
門学校編 673.99/N 77

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

航空業界就職ガイドブック 2020 (イカロスMOOK) 687.3/KO54/2020
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

テレビ局内定獲得! 2020年採用版 (マスコミ就活) 富板敦著 699/TA13/2020
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

爆笑する話 (Shogakukan English comics:DORAEMON :
Gadget Cat from the Future:セレクション2) 藤子・F・不二雄著 726.1/F 59/2

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

TOEIC L&Rテスト最短攻略600点 : すぐわかる解説動画付
き! 早川幸治著 830.79/H 46

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

TOEIC L&Rテスト Part2 応答問題でる600問 大里秀介著 830.79/O 74
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

TOEIC L&R TEST満点集団が本気で作った超そっくり模試
600問 : 出題者の意図丸わかり!! v. 1 (満点集団シリーズ) ジーブラ編集チーム著 830.79/TO19/1

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

アップル驚異のエクスペリエンス : 顧客を大ファンに変える
「アップルストア」の法則

カーマイン・ガロ著/井口耕
二訳 007.35/G 17 3階開架

たくさがわ先生が教えるパソコンの困った!お悩み解決超入門 :
今さら聞けない素朴な疑問根本理解! : Windows10対応版 たくさがわつねあき著 007.6/TA74 3階開架

ヘーゲル : 人と思想 寄川条路著 134.4/Y 84 3階開架
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やさしく学べる心理統計法入門 : こころのデータ理解への扉 鈴木公啓著 140.7/SU96 3階開架
発達心理学 : 周りの世界とかかわりながら人はいかに育つか
第2版 (いちばんはじめに読む心理学の本:3) 藤村宣之編著 143/I 13/3 3階開架
イラスト版子どものアドラー心理学 : 勇気と自信がつく45の
スキル

菊地典子, 池田彰子著/岩井
俊憲監修 146.82/I 63 3階開架

冥界からの電話 佐藤愛子著 147/SA85 3階開架

小学校の二宮金次郎さん : 鹿児島県全調査資料 酒匂猛著 157.2/SA43 3階開架

大学生・社会人のためのイスラーム講座
小杉泰, 黒田賢治, 二ツ山達
朗編 167/D 16 3階開架

日本国紀 百田尚樹著 210.1/H 99 3階開架

太宰府幕末記 : 五卿と志士のものがたり 太宰府天満宮文化研究所編 219.1/D 49 3階開架

北九州市の昭和 : 写真アルバム 219.1/KI65 3階開架

国旗・国章の基礎知識 : 図解事典 苅安望著 288.9/KA67 3階開架

地球を遊ぼう! : 29 dream trips & adventures A-Works編 290.9/C 44 3階開架

地球maps : 世界6大陸発見の旅 竹花秀春訳 290/TA61 3階開架

福岡路上遺産 : 身近に残る歴史の痕跡 2 Y氏著 291.91/Y 11/2 3階開架

図説日本の島 : 76の魅力ある島々の営み
平岡昭利, 須山聡, 宮内久光
編 291/Z 8 3階開架

The last girl : イスラム国に囚われ、闘い続ける女性の物語
(Toyokan books)

ナディア・ムラド, ジェナ・
クラジェスキ著/吉井智津訳 302.273/MU38 3階開架

日本の論点 : Global Perspective and Strategic Thinking
2019〜20 大前研一著 304/O 61 3階開架
東京「近未来」年表 : オリンピック後の10年で何が起こるの
か? 山田順著 304/Y 19 3階開架

トランプのアメリカ : その「偉大なる復活」の真相
ニュート・ギングリッチ著/
あえば直道監修 312.53/TO66 3階開架

福岡市を経営する 高島宗一郎著 318.291/TA54 3階開架

世界を変えた日本と台湾の絆 黄文雄著 319.102/KO11 3階開架

研究者・留学生のためのアメリカビザ取得完全マニュアル 大藏昌枝著 329.94/O 57 3階開架
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「イノベーターのジレンマ」の経済学的解明 伊神満著 331/I 23 3階開架

経済史 : いまを知り, 未来を生きるために 小野塚知二著 332/O 67 3階開架

論語と算盤 : 現代語訳 (ちくま新書:827) 渋沢栄一著/守屋淳訳 335.13/SH21 3階開架
発展する台湾企業 : 日経・アジア300指数構成企業の成長過
程 朝元照雄著 335.222/A 86 3階開架

流通・取引慣行ガイドライン 佐久間正哉編著 335.57/SA45 3階開架

1からのアントレプレナーシップ 山田幸三・江島由裕編著 335/Y 19 3階開架

1からの戦略論 第2版
嶋口充輝, 内田和成, 黒岩健
一郎編著 336.1/I 13 3階開架

ビジネスモデル2.0図鑑 近藤哲朗著 336.1/KO73 3階開架

マンガ美容院と1,000円カットでは、どちらが儲かるか? 武井宏文画/林総作 336.84/H 48 3階開架

見るだけでわかる!ビジネス書図鑑 グロービス著/荒木博行執筆 336/MI49 3階開架
「もしもあの時」の社会学 : 歴史にifがあったなら (筑摩選
書:0167) 赤上裕幸著 361.16/I 55 3階開架
絶対役立つ社会心理学 : 日常の中の「あるある」と「なるほ
ど」を探す 村井潤一郎編著 361.4/Z  3 3階開架
グローバル化の光と影 : 日本の経済と働き方はどう変わった
のか 高橋信弘編著 366.21/TA33 3階開架

絶滅危惧職種図鑑 : これからなくなる厳選65職種 七里信一著 366.29/SH24 3階開架
「働き方改革」の法改正で働き方がこう変わる :  変えなきゃ
いけない働き方のルールがよくわかる

浅香博胡, 白石多賀子, 山田
晴男著 366.4/H 42 3階開架

キャリアの心理学 : キャリア支援への発達的アプローチ 新版,
第2版

渡辺三枝子編著/大庭さよ
[ほか著] 366.94/KY 1 3階開架

現代家族を読み解く12章 日本家政学会編 367.3/G 34 3階開架
お母さん、年末、実家に帰らなければダメですか? : もっとラ
クに!もっと自由に!ワクワク輝いて生きるために大事なこと 心屋仁之助著 367.3/KO44 3階開架
支援が困難な事例に向き合う発達臨床 : 教育・保育・心理・
福祉・医療の現場から 別府悦子, 香野毅編著 369.27/B 37 3階開架

社会的養護 (MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉:5) 伊藤嘉余子, 福田公教編著 369.4/I 89 3階開架
保育ソーシャルワーク (MINERVAはじめて学ぶ子どもの福
祉:11) 倉石哲也, 鶴宏史編著 369.4/MI43/11 3階開架
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保育内容総論 : 乳幼児の生活文化 (Minervaはじめて学ぶ保
育:5) 鈴木裕子編著 369.4/MI43/5 3階開架

保育内容の指導法 (Minervaはじめて学ぶ保育:6) 谷村宏子編著 369.4/MI43/6 3階開架
よくわかる子ども家庭福祉 新版 (やわらかアカデミズム・
「わかる」シリーズ) 吉田幸恵, 山縣文治編著 369.4/Y 79 3階開架
コミュニティカフェと地域社会 : 支え合う関係を構築する
ソーシャルワーク実践 倉持香苗著 369.7/KU53 3階開架

AIに負けない自分で考える子どもを育てる21世紀型教育 大橋清貫著/本間勇人著 370.4/O 28 3階開架

初等国語科教育 (新しい教職教育講座:教科教育編:1) 井上雅彦, 青砥弘幸編著 370.8/A 94/1 3階開架

教育の方法と技術 (新しい教職教育講座. 教職教育編:10) 篠原正典, 荒木寿友編著 370.8/A 94/10 3階開架
教育実習・学校体験活動 (新しい教職教育講座:教職教育
編:13) 小林隆, 森田真樹編著 370.8/A 94/13 3階開架

初等社会科教育 初版 (新しい教職教育講座. 教科教育編:2) 中西仁, 小林隆編著 370.8/A 94/2 3階開架

算数科教育 (新しい教職教育講座:教科教育編:3)
岡本尚子, 二澤善紀, 月岡卓
也編著 370.8/A 94/3 3階開架

初等理科教育 (新しい教職教育講座. 教科教育編:4) 山下芳樹, 平田豊誠編著 370.8/A 94/4 3階開架
初等音楽科教育 : 保幼小の確かな連携をめざして (新しい教職
教育講座. 教科教育編:6) 高見仁志編著 370.8/A 94/6 3階開架

初等体育科教育 (新しい教職教育講座:教科教育編:9) 石田智巳, 山口孝治編著 370.8/A 94/9 3階開架

生徒指導 ・進路指導 (教職教養講座:第10巻) 大山泰宏編著 370.8/KY 5/10 3階開架

教育相談と学校臨床 (教職教養講座:第11巻) 桑原知子編著 370.8/KY 5/11 3階開架

社会と教育 (教職教養講座:第12巻)
稲垣恭子, 岩井八郎, 佐藤卓
己編著 370.8/KY 5/12 3階開架

教育制度 (教職教養講座:第13巻)
高見茂, 杉本均, 南部広孝編
著 370.8/KY 5/13 3階開架

教育実習教職実践演習フィールドワーク (教職教養講座:第15
巻) 石井英真, 渡邊洋子編著 370.8/KY 5/15 3階開架

教育思想・教育史 (教職教養講座:第2巻)
鈴木晶子, 山名淳, 駒込武編
著 370.8/KY 5/2 3階開架

保育・教育に生かすOrigamiの認知心理学
丸山真名美編著/梶田正巳
[ほか]著 371.4/H 81 3階開架

子どもたちは教室で何を学ぶのか : 教育実践論から学習実践
論へ 石黒広昭著 371.4/I 73 3階開架
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ブルーナーの「文化心理学」と教育論 : 「デューイとブルー
ナー」再考 嶋口裕基著 371.4/SH37 3階開架

読んでわかる教育心理学 (ライブラリ読んでわかる心理学:5) 多鹿秀継 [ほか] 共著 371.4/Y 82 3階開架
地域・保護者&学校の連携で「荒れ」克服 : 静岡県函南町ス
クールアドバイザーの活躍

青少年問題防止ネットワー
ク編著/松井大助著 371.42/C 43 3階開架

スクールカウンセラーのビリーフとアクティビティ : 児童生
徒・保護者・教師とどう関わるか

稲垣応顕, 坂井祐円編著/水
上和夫, 横澤富士子, 戸田弘 371.43/SU54 3階開架

やさしくわかる!愛着障害 : 理解を深め、支援の基本を押さえ
る 米澤好史著 371.43/Y 84 3階開架
小学生のことがまるごとわかるキーワード55 : 小学生ってど
んな時期?どうかかわればいい? 小野寺敦子著 371.45/O 67 3階開架

教えることの再発見 ガート・ビースタ著 371/B 41 3階開架
ミッションスクールになぜ美人が多いのか : 日本女子とキリ
スト教 (朝日新書:691)

井上章一, 郭南燕, 川村信三
著 371/MI53 3階開架

新しい教育通義 高橋陽一著 371/TA33 3階開架
学校の「当たり前」をやめた。 : 生徒も教師も変わる! 公立名
門中学校長の改革 工藤勇一著 374/KU17 3階開架
「社会に開かれた教育課程」を実現する学校づくり : 具体化
のためのテーマ別実践事例15

貝ノ瀬滋監修/稲井達也編著
/伊東哲編著/吉田和夫編著 374/SH12 3階開架

初等生活科教育 (Minervaはじめて学ぶ教科教育:10) 片平克弘, 唐木清志編著 375.082/MI43/10 3階開架

初等理科教育 (Minervaはじめて学ぶ教科教育:4) 大高泉編著 375.082/O 82 3階開架
授業改善8つのアクション : 学び合えるチームが最高の授業を
つくる! 石井英真編著 375.1/I 75 3階開架
新学習指導要領を推進する学校マネジメント : スクールリー
ダーが取り組むべき8つの重要課題 現代学校経営研究会著 375.1/SH57 3階開架

小学校プログラミング教育の考え方・進め方 蔵満逸司著 375.199/KU53 3階開架
「違い」がわかる生徒指導 : 担任・学年主任・生徒指導担当
者・管理職・教育委員会指導主事、それぞれの役割

滝澤雅彦著/藤平敦著/吉田
順著 375.2/C 43 3階開架

これからの学校掃除 : 自問清掃のすすめ 平田治著 375.2/H 68 3階開架
社会科教育と災害・防災学習 : 東日本大震災に社会科はどう
向き合うか 日本社会科教育学会編 375.3/SH12 3階開架

考える道徳教育 : 「道徳科」の授業づくり
笹田博通, 山口匡, 相澤伸幸
編著 375.35/SA71 3階開架

「特別の教科道徳」の評価通知表所見の書き方&文例集 小学
校低学年 尾高正浩編著 375.352/O 17/1 3階開架
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「特別の教科道徳」の評価通知表所見の書き方&文例集 小学
校中学年 尾高正浩編著 375.352/O 17/2 3階開架
「特別の教科道徳」の評価通知表所見の書き方&文例集 小学
校高学年 尾高正浩編著 375.352/O 17/3 3階開架

数学的な見方・考え方を働かせる算数授業 盛山隆雄[ほか]著 375.412/SU23 3階開架
日本人に今いちばん必要な超かんたん!「体つくり」運動 : 幼
稚園・保育園・小学校からはじめる毎日10分「体と心と脳の 原尻英樹, 木寺英史著 375.49/H 32 3階開架
子どもの発達から考える運動指導法 : 体力と運動機能を伸ば
すプログラム

新田收, 松田雅弘, 楠本泰士
著 375.49/KO21 3階開架

家庭科の基本 : できますか?教えられますか?: いまさら聞けな
い・・・生活のワザ、満載!

田中京子, 亀井佑子, 勝田映
子執筆 375.5/D 54 3階開架

子どもが夢を叶える図工室・美術室 : 創造性が社会と出会う
造形教育(ANCS)をめざして

清田哲男編著/上田久利編著
/大橋功編著/藤原智也編著 375.72/KO21 3階開架

子どもの音楽表現 : 大槻志津江の仕事に学ぶ 小池順子著 375.762/KO31 3階開架

音楽の授業づくり (中学校新学習指導要領) 加藤徹也, 山崎正彦著 375.763/KA86 3階開架
これで、小学校外国語の『学び合い』は成功する! : 実例で見
る!外国語×働き方改革 水落芳明編著/阿部隆幸編著 375.893/MI96 3階開架

世界の教科書に見る昔話 石井正己編 375.9/SE22 3階開架
幼小中一貫教育で育む資質・能力 : 自ら伸びる子どもを育て
る

広島大学附属三原学校園編
集 375/Y 94 3階開架

明日の保育・教育にいかす子ども文化 田中卓也 [ほか] 編 376.1/A 92 3階開架
保育の現場ですぐに役立つ発達保育の基本スキル : ケースで
身に付く発達保育まるわかり! (保育士のためのスキルアップ 橋本圭介著 376.1/H 38 3階開架
子どもの心を育てる新保育論のために : 「保育する」営みを
エピソードに綴る 鯨岡峻著 376.1/KU25 3階開架
保育学生のための基礎学力演習 : 教養と国語力を伸ばす
30Lesson

馬見塚昭久編著/大浦賢治編
著 376.1/MA42 3階開架

幼児理解 新版 大沢裕編著 376.1/O 74 3階開架
保育と心理臨床をつなぐ : 保育者・心理職・保護者の協働を
めざして

滝口俊子, 井上宏子, 井口眞
美編著 376.1/TA71 3階開架

ここまで見えてきた赤ちゃんの心の世界 (0・1・2歳児から
のていねいな保育:第1巻)

汐見稔幸著/遠藤利彦著/開
一夫著/榊原洋一著/麦谷綾 376.1/Z  3/1 3階開架

毎日の保育をより豊かに : 保育の基本 (0・1・2歳児からのて
いねいな保育:第2巻)

井桁容子著/岩井久美子著/
汐見稔幸著 376.1/Z  3/2 3階開架

ていねいな保育実践のために : 保育の実践 (0・1・2歳児から
のていねいな保育:第3巻) 井桁容子著/汐見稔幸著 376.1/Z  3/3 3階開架
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若手保育者の育成法 : 組織の活性化は若手の成長がカギ! (保
育ナビブック) 師岡章著 376.14/MO76 3階開架

0・1・2歳 (新・保育環境評価スケール:2)
テルマ・ハームス著/デ
ビィ・クレア著/リチャード 376.14/SH64 3階開架

よくある子どもの病気・ケガまずの対応マニュアル : 「病
名」より目の前の子ども! 改訂版 新谷まさこ著 376.14/SH69 3階開架

図解でよくわかる新・食育ガイドブック 堤ちはる監修 376.14/Z  6 3階開架

新たのしい子どものうたあそび : 現場で活かせる保育実践
木村鈴代編著/野口美乃里
[ほか] 著 376.157/KI39 3階開架

新たのしい子どものうたあそび : 現場で活かせる保育実践
木村鈴代編著/野口美乃里
[ほか] 著 376.157/KI39 3階開架

たっぷり!年中行事シアター (ひかりのくに保育ブックス) ひかりのくに編集部編 376.157/TA89 3階開架

21世紀型教育への提言 : 幼小中一貫で育つ子どもたち
広島大学附属三原学校園編
著 376.38/N 73 3階開架

学校ブランディング : 大学案内に学ぶ、募集広報のコンテン
ツ&デザイン実例集 377.1/G 16 3階開架
50年目の「大学解体」20年後の大学再生 : 高等教育政策を
めぐる知の貧困を越えて 佐藤郁哉編著 377.1/SA85 3階開架
よくわかる学びの技法 第3版 (やわらかアカデミズム・「わか
る」シリーズ) 田中共子編 377.15/Y 79 3階開架
明治期女子高等教育における日英の交流 : 津田梅子・成瀬仁
蔵・ヒューズ・フィリップスをめぐって 白井堯子著 377.21/SH81 3階開架

グローバルリーダーを育てる北海道大学の挑戦
玉城英彦, 帰山雅秀, ◆
D09726◆和順編著 377.28/TA79 3階開架

グローバルリーダーを育てる北海道大学の挑戦 2
玉城英彦, 帰山雅秀, ◆
D09726◆和順編著 377.28/TA79/2 3階開架

学生支援・相談の基礎と実務 : 学生生活のよりよい支援のた
めに 学生文化創造編 377.9/G 16 3階開架
企業が採用した学生の基礎力とPROG研究論文集 (PROG白
書:2018)

リアセックキャリア総合研
究所監修 377.9/KI16 3階開架

エピソードの就活 : キャリアカウンセラーが教える7つのス
テップ 中山一郎著 377.9/N 45 3階開架

知的障害特別支援学校の自立活動の指導
全国特別支援学校知的障害
教育校長会編著 378.6/C 49 3階開架

知的障害特別支援学校の自立活動の指導
全国特別支援学校知的障害
教育校長会編著 378.6/C 49 3階開架

特別支援学校新学習指導要領を読み解く「各教科」「自立活
動」の授業づくり (特別支援教育サポートBOOKS)

新井英靖編著/茨城大学教育
学部附属特別支援学校著 378/A 62 3階開架

配慮を要する子どものための個別の保育・指導計画 : カン
ファレンスで深まる・作れる

遠藤愛著/太田研著/大石幸
二監修 378/H 15 3階開架
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困っている子の育ちを支えるヒント : 発達の多様性を知るこ
とでみえてくる世界 井澗知美著 378/I 88 3階開架
算数 「操作して、解く力」の基礎力アップ編 (「特別支援教
育」学びと育ちのサポートワーク:4, 7) 加藤博之著 378/KA86/4 3階開架
算数 「生活に役立つ力」の実力アップ編 (「特別支援教育」
学びと育ちのサポートワーク:4, 7) 加藤博之著 378/KA86/7 3階開架
障がいの重い子どもと係わり合う教育 : 実践事例から読みと
く特別支援教育 1

障がいの重い子どもの事例
研究刊行会編 378/SH95/1 3階開架

障がいの重い子どもと係わり合う教育 : 実践事例から読みと
く特別支援教育 2

障がいの重い子どもの事例
研究刊行会編 378/SH95/2 3階開架

エピソードで学ぶ子どもの発達と保護者支援 : 発達障害・家
族システム・障害受容から考える 玉井邦夫著 378/TA77 3階開架

特別支援教育とアート
高橋陽一編/高橋陽一 [ほか]
著 378/TO35 3階開架

生涯発達と生涯学習 第2版 堀薫夫著 379/H 87 3階開架

モードの誘惑 山田登世子著 383.1/Y 19 3階開架

食卓の文化誌 (岩波現代文庫:社会:100) 石毛直道著 383.8/I 73 3階開架

肉食の社会史 中澤克昭著 383.81/N 46 3階開架

ニッポンの主婦100年の食卓 : 主婦の友100周年記念 主婦の友社編 383.81/N 77 3階開架

クリスマスの歴史 : 祝祭誕生の謎を解く
ジュディス・フランダーズ
著/伊藤はるみ訳 386/F 31 3階開架

フューチャー・ウォー : 米軍は戦争に勝てるのか?
ロバート・H.ラティフ著/平
賀秀明訳 392.53/L 35 3階開架

論文・学会発表に役立つ!研究者のためのIllustrator素材集 :
素材アレンジで描画とデザインをマスターしよう! 田中佐代子著 407/TA84 3階開架

初めて学ぶデータ分析の教科書
木下和也著/柳瀬尚司著/清
永ゆう子著 417/H 16 3階開架

SPSSによる統計解析入門 : ウルトラ・ビギナーのための 小田利勝著 417/O 17 3階開架
ビッグデータ統計解析入門 : 経済学部/経営学部で学ばない統
計学 照井伸彦著 417/TE76 3階開架

生活の基礎化学 増補訂正 神谷功著者代表 430/KA39 3階開架
完全図解元素と周期表 : 美しい周期表と全118元素を読み解
こう! : 新装版 (ニュートン別冊) (NEWTONムック) 431.11/KA59 3階開架

世界のキレイでこわいいきもの
パイインターナショナル編
著/新宅広二監修・執筆 460.87/SE22 3階開架
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文科系のための遺伝子入門 : よくわかる遺伝リテラシー 土屋廣幸著 467/TS32 3階開架

生命倫理のレポート・論文を書く 松原洋子, 伊吹友秀編 490.15/MA73 3階開架
体の科学知識 : 体にまつわる身近な"?"と対処法 体質編
(ニュートン別冊) (NEWTONムック) 491.3/KA62 3階開架
東京都健康長寿医療センター方式おいしく食べたい食べさせ
たい : 誤嚥が心配な人が安心して食べられるケア 金丸晶子, 府川則子編著 491.343/KA53 3階開架
腸と脳 : 体内の会話はいかにあなたの気分や選択や健康を左
右するか

エムラン・メイヤー著/高橋
洋訳 491.346/MA98 3階開架

免疫学の基本 : オールカラー (運動・からだ図解) 松本健治監修 491.8/ME39 3階開架

呼吸器 第3版 (病気がみえる:v. 4) 医療情報科学研究所編 492/B 99/4 3階開架

呼吸器 第3版 (病気がみえる:v. 4) 医療情報科学研究所編 492/B 99/4 3階開架

呼吸器 第3版 (病気がみえる:v. 4) 医療情報科学研究所編 492/B 99/4 3階開架

トロント最高の医師が教える世界最新の太らないカラダ
ジェイソン・ファン著/多賀
谷正子訳 493.125/F 89 3階開架

クローン病・潰瘍性大腸炎のノンオイル作りおき (作りおきシ
リーズ. 食事療法) 田中可奈子著 493.46/TA84 3階開架

マンガでわかるココロの不調回復食べてうつぬけ
奥平智之著/いしいまきマン
ガ 493.76/O 54 3階開架

ヒトはなぜうつ病になるのか : 世界的発生生物学者のうつ病
体験

ルイス・ウォルパート著/白
上純一訳 493.764/W 85 3階開架

ワクチン : 基礎から臨床まで 日本ワクチン学会編集 493.82/W 35 3階開架
必携児童精神医学 : はじめて学ぶ子どものこころの診療ハン
ドブック

R.グッドマン, S.スコット著
/氏家武, 原田謙, 吉田敬子監 493.937/G 55 3階開架

リハビリテーション栄養ポケットマニュアル 若林秀隆編著 494.78/W 17 3階開架

「水」に価値がついた日 : おいしい水から機能をもつ水へ 森澤紳勝著 498.3/MO63 3階開架

みんなの健康 : 食品、化学の基礎知識 山本善史著 498.3/Y 31 3階開架

服部幸應の食育読本 服部幸應著 498.5/H 44 3階開架
「健康食品」ウソ・ホント : 「効能・効果」の科学的根拠を
検証する (ブルーバックス:B-1972) 高橋久仁子著 498.51/TA33 3階開架

食事設計と栄養のための調理科学実験 改訂
奥田弘枝, 畑江敬子, 吉岡慶
子編著 498.53/SH96 3階開架
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食事設計と栄養のための調理科学実験 改訂
奥田弘枝, 畑江敬子, 吉岡慶
子編著 498.53/SH96 3階開架

食品の安全性 第2版 (スタンダード人間栄養学)
上田成子編集/桑原祥浩 [ほ
か] 著 498.54/SH96 3階開架

運動生理学 第4版 (エキスパート管理栄養士養成シリーズ:16) 山本順一郎編 498.55/E 42/16 3階開架

運動生理学 第4版 (エキスパート管理栄養士養成シリーズ:16) 山本順一郎編 498.55/E 42/16 3階開架

公衆栄養学実習 改訂2版 学内編 498.55/KO79 3階開架
食事調査マニュアル : はじめの一歩から実践・応用まで 改訂
3版

日本栄養改善学会監修/伊達
ちぐさ, 徳留裕子, 吉池信男 498.55/SH96 3階開架

食事調査マニュアル : はじめの一歩から実践・応用まで 改訂
3版

日本栄養改善学会監修/伊達
ちぐさ, 徳留裕子, 吉池信男 498.55/SH96 3階開架

セッティング別のリハビリテーション栄養 : 特集 (リハビリ
テーション栄養:第2巻・第2号 (通巻3号))

日本リハビリテーション栄
養学会編 498.58/R 39 3階開架

ビジュアル治療食300 : 栄養成分別・病態別栄養食事療法 :
カラー版 第2版

宗像伸子, 宮本佳代子, 横山
淳一編集 498.583/B 42 3階開架

ビジュアル治療食300 : 栄養成分別・病態別栄養食事療法 :
カラー版 第2版

宗像伸子, 宮本佳代子, 横山
淳一編集 498.583/B 42 3階開架

病気を防ぐ!改善する!「食べ方」事典 : 正しく上手に栄養をと
る最新情報&102レシピ (NHKきょうの健康)

「きょうの健康」番組制作
班編/主婦と生活社ライフ・ 498.583/B 99 3階開架

60歳からの筋活ごはん : 食事と運動で足腰じょうぶ! 荒木厚 [ほか著] 498.59/R 63 3階開架
食品の安全 改訂第2版 (健康・栄養科学シリーズ. 食べ物と健
康) 有薗幸司編集 498/KE45 3階開架
食品の安全 改訂第2版 (健康・栄養科学シリーズ. 食べ物と健
康) 有薗幸司編集 498/KE45 3階開架
NEW予防医学・公衆衛生学 改訂第4版 (Nankodo's
essential well-advanced series) 小泉昭夫 [ほか] 編集 498/N 68 3階開架
在日外国人の健康支援と医療通訳 : 誰一人取り残さないため
に 李節子編著 498/R 32 3階開架

医療消費者論 田村久美著 498/TA82 3階開架

商標実務入門 : ブランド戦略から権利行使まで 第2版
阿部・井窪・片山法律事務
所編 507.26/SH95 3階開架

日本プラモデル六〇年史 (文春新書:1197) 小林昇著 507.9/KO12 3階開架

無人化と労働の未来 : インダストリー4.0の現場を行く
コンスタンツェ・クルツ, フ
ランク・リーガー [著]/木本 509.234/KI37 3階開架

ムダのカイゼン、カイゼンのムダ : トヨタ生産システムの
「浸透」と現代社会の「変容」 伊原亮司著 509.6/I 25 3階開架
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ものづくりは人づくり 池内守厚著 509.6/I 35 3階開架
S&OPで儲かるSCMを創る! : "数"の管理から"利益"の管理へ
第2版

田中大海監修/クニエSCM
チーム編著 509.6/KU43 3階開架

ガンは食事で治す 森下敬一著 509.6/MO65 3階開架

インフラを科学する : 波及効果のエビデンス 柳川範之編著 510.93/Y 51 3階開架
クルマをディーラーで買わなくなる日 : MaaSが引き起こす自
動車流通革命 桃田健史著 537.09/MO28 3階開架

零士のメカゾーン 松本零士著 559/MA81 3階開架

花王 (見学! 日本の大企業) こどもくらぶ編さん 576.5/KE43 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

世界のビジネスエリートが身につける教養としてのワイン 渡辺順子著 588.55/W 46 3階開架

賞味無限 : アート以前ファッション以後 津村耕佑著 589.215/TS74 3階開架

てまり 尾崎敬子文 594/O 96 3階開架

紅茶 : 味わいの「こつ」 : 理解が深まるQ&A89
川﨑武志, 中野地清香, 水野
学著 596.7/KO15 3階開架

凡人のための地域再生入門 : 地元がヤバい…と思ったら読む 木下斉著 601.1/KI46 3階開架

ビッグデータで選ぶ地域を支える企業 帝国データバンク編著 601.1/TE24 3階開架
日本の地域別生産性と格差 : R-JIPデータベースによる産業別
分析 徳井丞次編 602.1/TO37 3階開架

農業のある都市を目指して : 新しい都市計画への問いかけ 東正則著 611.1/A 99 3階開架

農と食の新しい倫理
秋津元輝, 佐藤洋一郎, 竹之
内裕文編著 611.3/N 97 3階開架

家族農業経営の変容と展望
日本農業経営学会編/酒井富
夫, 柳村俊介, 佐藤了責任編 611.7/KA99 3階開架

農家が消える : 自然資源経済論からの提言
寺西俊一, 石田信隆, 山下英
俊編著 611/N 93 3階開架

小池芳子のこうして稼ぐ農産加工 : 味をよくし、受託を組み
合わせてフル稼働 小池芳子著 619/KO31 3階開架

多肉植物ハンディ図鑑 : サボテン&多肉植物800種類を紹介! 羽兼直行監修 627.78/TA88 3階開架
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世界で一番美しい猫の図鑑
タムシン・ピッケラル著/ア
ストリッド・ハリソン写真/ 645.7/P 59 3階開架

現代商業学 梅沢昌太郎編著 670.1/U 74 3階開架

eビジネスの教科書 第7版 幡鎌博著 670/H 41 3階開架

フランチャイズ契約の実務と書式 改訂版 神田孝著 673.32/KA51 3階開架
アマゾンが描く2022年の世界 : すべての業界を震撼させる
「ベゾスの大戦略」 (PHPビジネス新書:387) 田中道昭著 673.36/TA84 3階開架
卸売業の経営戦略展開 : 帳合問題からマーケティングとリ
テールサポートへ 尾田寛仁著 673.5/O 17 3階開架

店は生き残れるか : ポストECのニューリテールを探る 小島健輔著 673.7/KO39 3階開架

リテールAI最強マネタイズ 永田久男著 673.7/N 23 3階開架

ユニクロ対ZARA (日経ビジネス人文庫:866, [さ18-1]) 齊藤孝浩著 673.78/SA25 3階開架

ドン.キホーテだけが、なぜ強いのか? 坂口孝則著 673.78/SA28 3階開架
日系小売企業のアジア展開 : 東アジアと東南アジアの小売動
態

柳純, 鳥羽達郎編著/岩永忠
康 [ほか] 著 673.8/Y 52 3階開架

日本一の「デパ地下」を作った男 : 三枝輝行ナニワの逆転戦
略 巽尚之著 673.838/TA95 3階開架

事例で分かる外食・小売業の労務戦略 増補版
神田孝編著/井嶋倫子, 清野
龍作, 平松利麻著 673.97/J 53 3階開架

フードコーディネーター教本 : 3級資格認定試験対応テキスト
2019

日本フードコーディネー
ター協会著

673.97/SH18/201
９ 3階開架

だから、また行きたくなる。 : 伝説の外資系トップ営業が教
える「選ばれるサービス」の本質 川田修著 673/KA92 3階開架

最短で収益を得るためのGoogleアドセンス攻略ガイドブック 古川英宏著 674.6/F 93 3階開架

Google AdSenseマネタイズの教科書 : 完全版 のんくら [ほか] 著 674.6/G 57 3階開架

たのしくあそんで保育で覚える!ことば・かず・ちえ
井上明美編著/イシグロフミ
カイラスト 674.6/I 55 3階開架

商品競争力の理論 石崎悦史著 675.1/I 84 3階開架

フレーゼル博士のサプライチェーン戦略
エドワード・H・フレーゼ
ル著/中野雅司訳 675.4/F 45 3階開架

1からの流通論 第2版
石原武政, 竹村正明, 細井謙
一編著 675.4/I 74 3階開架
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流通・市場・情報 : システムと戦略 大驛潤著 675.4/O 18 3階開架

販売士検定・実務に役立つ販売流通管理の体系 鈴木邦成, 若林敬造共編著 675.4/SU96 3階開架

ギフトの攻略法 : そのヒントは「ギフト・ショー」にある 芳賀久枝著 675/H 12 3階開架
デジタル・ワークシフト : マーケティングを変えるキーワー
ド30 栗木契, 横田浩一編著 675/KU62 3階開架

入門|マーケティング論 第5版 草野素雄著 675/KU84 3階開架

1からの消費者行動 松井剛, 西川英彦編著 675/MA77 3階開架
成熟消費時代の生活者起点マーケティング : 流通・マーケ
ティングの新たな可能性 三村優美子, 朴正洙編著 675/MI34 3階開架
地場産業の高価格ブランド戦略 : 朝日酒造・スノーピーク・
ゼニス・ウブロに見る感性価値創造 長沢伸也, 西村修著 675/N 22 3階開架

図解オムニチャネル・マーケティング戦略 小河原光司著 675/O 24 3階開架

おもてなし幻想 : デジタル時代の顧客満足と収益の関係

マシュー・ディクソン, ニッ
ク・トーマン, リック・デリシ
共著/安藤貴子訳 675/O 63 3階開架

MaaS : モビリティ革命の先にある全産業のゲームチェンジ
日高洋祐著/牧村和彦著/井
上岳一著/井上佳三著 681/MA11 3階開架

温泉論 : 消費者の視点からそのあり方を問う 保田芳昭著 689.04/Y 62 3階開架

通訳ガイド用語事典 : 日本の地理・歴史を理解するために 岸貴介編著 689.6/KI56 3階開架

1からの観光事業論 高橋一夫, 柏木千春編著 689/TA33 3階開架

バレリーナは、どこ? : 絵さがしで名作バレエの物語がわかる
アビゲイル・ゴー絵/アン
ナ・クレイボーン文/斎藤静 726.6/B 21 3階開架

クリスマスのおかいもの

ルー・ピーコックぶん/ヘレ
ン・スティーヴンズえ/こみや
ゆうやく 726.6/KU67 3階開架

新・スポーツ生理学 (やさしいスチューデントトレーナーシ
リーズ:3) 三村寛一, 鉄口宗弘編著 780.19/Y61/3 3階開架

外国人に茶道を伝える英会話例文集 高橋絹子, 新崎隆子著 837.8/TA33 3階開架
教職教養ワークブック : 教員採用試験 2020年度版 (コンプ
リートシリーズ) 山口和孝編著 373.7/Y 24/2020 4階開架・移動書架

高千穂の夜神楽への郷愁 : 高千穂の夜神楽三十三番 佐藤都著 723.1/SA85 4階開架・移動書架

#名画で学ぶ主婦業 田中久美子監修 723.3/ME24 4階開架・移動書架
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日本の漫画本300年 : 「鳥羽絵」本からコミック本まで 清水勲著/猪俣紀子著 726.101/SH49 4階開架・移動書架

つくって楽しむわら工芸 : 生活用具・飾り物・縁起物
瀧本広子編/大浦佳代取材・
執筆 754/TS69 4階開架・移動書架

イマジン ジョン&ヨーコ : そのときそこにいた人々が語った
言葉

ジョン・レノン著/オノヨーコ
著/松村雄策日本語版監修/川岸
史訳/岩井木綿子訳 764.7/I 43 4階開架・移動書架

なぜ柳家さん喬は柳家喬太郎の師匠なのか? 柳家さん喬, 柳家喬太郎著 779.13/Y 53 4階開架・移動書架
1964東京オリンピックを盛り上げた101人 : 今蘇る、夢に
あふれた世紀の祭典とあの時代 鳥越一朗著 780.69/TO67 4階開架・移動書架

スポーツ産業論 (Sports perspective series:3)
相原正道, 庄子博人, 櫻井康
夫著 780/SU75 4階開架・移動書架

ドラゴンクエストXを支える技術 : 大規模オンラインRPGの
舞台裏 (Web+DB Pressプラスシリーズ) 青山公士著 798.5/A 58 4階開架・移動書架

大学生のためのディベート入門 : 論理的思考を鍛えよう 内藤真理子, 西村由美編著 809.6/N 29 4階開架・移動書架
「名文」に学ぶ表現作法 (大学生のためのレポート・小論文の
書きかた:続) 木下長宏著 816.5/KI46 4階開架・移動書架

大学生のためのレポート・小論文の書きかた [正] 木下長宏著 816.5/KI46 4階開架・移動書架
大学生のためのレポート・論文術 最新版 (講談社現代新
書:2498) 小笠原喜康著 816.5/O 22 4階開架・移動書架

難訳・和英口語辞典 松本道弘著 833.2/MA81 4階開架・移動書架

難訳・和英「語感」辞典 松本道弘著 833.2/MA81 4階開架・移動書架

コンパスローズ英和辞典 赤須薫編 833.3/KO78 4階開架・移動書架

宮部みゆき全一冊 宮部みゆき著 910.268/MI71 4階開架・移動書架

漱石の地図帳 : 歩く・見る・読む 中島国彦著 910.268/N 34 4階開架・移動書架

竹取物語助動詞解釈集成 宮下拓三著 913.31/MI83 4階開架・移動書架

会社を綴る人 朱野帰子著 913.6/A 33 4階開架・移動書架

常設展示室 原田マハ著 913.6/H 32 4階開架・移動書架

夜汐 東山彰良著 913.6/H 55 4階開架・移動書架

構造素子 樋口恭介著 913.6/H 56 4階開架・移動書架
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陽光 松嶋圭著/Kei Matsushima 913.6/MA87 4階開架・移動書架

30センチの冒険 三崎亜記著 913.6/MI51 4階開架・移動書架

昨日がなければ明日もない 宮部みゆき著 913.6/MI71 4階開架・移動書架

野の春―流転の海〈第９部〉 宮本 輝著 913.6/MI77/9 4階開架・移動書架

熱帯 森見登美彦著 913.6/MO54 4階開架・移動書架

エリザベスの友達 村田喜代子著 913.6/MU59 4階開架・移動書架

ぼくときみの半径にだけ届く魔法 七月隆文著 913.6/N 48 4階開架・移動書架

ベルリンは晴れているか 深緑野分著 913.6/N 97 4階開架・移動書架

夜の側に立つ 小野寺史宜著 913.6/O 67 4階開架・移動書架

トラペジウム : trapezium 高山一実著 913.6/TA56 4階開架・移動書架

その日、朱音は空を飛んだ 武田綾乃著 913.6/TA59 4階開架・移動書架
破天荒フェニックス : オンデーズ再生物語 (NEWSPICKS
BOOK) 田中修治著 913.6/TA84 4階開架・移動書架

ドライブインまほろば 遠田潤子著 913.6/TO17 4階開架・移動書架

風と行く者 : 守り人外伝 上橋菜穂子作/佐竹美保絵 913.6/U 36 4階開架・移動書架

本屋の新井 新井見枝香著 914.6/A 62 4階開架・移動書架

珈琲が呼ぶ 片岡義男著 914.6/KA83 4階開架・移動書架

とりあえずウミガメのスープを仕込もう。 宮下奈都著 914.6/MI83 4階開架・移動書架

エンドロール 伊波真人 [ほか] 著 914.68/E 59 4階開架・移動書架

定本漱石全集 第25巻 : 別冊上 夏目金之助著 918.68/N 58/25 4階開架・移動書架

不思議の国のプリズム (アリスのことば学:[1]) 稲木昭子, 沖田知子著 933.6/A 76/1 4階開架・移動書架

鏡の国のプリズム (アリスのことば学:2) 稲木昭子, 沖田知子著 933.6/A 76/2 4階開架・移動書架
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巨大なラジオ/泳ぐ人
ジョン・チーヴァー著/村上
春樹訳 933.7/C 37 4階開架・移動書架

大統領失踪 上
ビル・クリントン著/ジェイ
ムズ・パタースン著/越前敏 933.7/H 81/1 4階開架・移動書架

大統領失踪 下
ビル・クリントン著/ジェイ
ムズ・パタースン著/越前敏 933.7/H 81/2 4階開架・移動書架

あしながおじさん
ジーン・ウェブスター作/谷
川俊太郎訳/安野光雅絵 933.7/W 52 4階開架・移動書架

芥川龍之介選英米怪異・幻想譚 澤西祐典, 柴田元幸編訳 933.78/A 39 4階開架・移動書架

決定版グリム童話事典 高木昌史編著 940.268/TA29 4階開架・移動書架

くるみ割り人形
E.T.A.ホフマン作/サンナ・
アンヌッカ絵/小宮由訳 943.6/H 81 4階開架・移動書架

ヨーゼフ・メンゲレの逃亡 (海外文学セレクション)
オリヴィエ・ゲーズ著/高橋
啓訳 953.7/G 91 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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