
 

清村英之著 1R1分 34秒 377.9/TA33/2020 

 

 
 

管理栄養士のための疾患・

症状・身体のはたらきイラ

スト事典  : 臨床栄養キーワ

ードこれだけ 60 

本田佳子編著  

栄養ケアに関連性の高い疾患・症

状・身体のはたらきを「キーワー

ド」として 60 個ピックアップ。

各キーワードは 2or4ページでイ

ラスト図解つきのコンパクトな

解説でまとめられ、手早く栄養ケ

アに重要な基礎知識を得ること

ができます。（498.58/H 84） 

管理栄養士が教える食材のか

しこい食べ方 

弥冨秀江監修 

体に必要な栄養は季節によって

違います。春はキャベツ、アスパ

ラガス、さやえんどう、あさりな

ど、季節ごとに摂取したい食材

と、その栄養素を逃さない調理

&保存法のほか、レシピも紹介。 

（498.5/KA58） 

 

貧困のなかにいる子どものソ

ーシャルワーク 

「子どもの貧困」に向き合う

人々著/大西良編著 

貧困から子どもに生じる問題

にどうかかわるのか。相談職、

心理職、学校教員、行政関係者

ｅｔｃ．子どもの身近にいるす

べての支援者へ！「子どもの貧

困」問題に最前線で取り組んで

いる人たちの実践事例。 

（369.4/KO21） 

オニのサラリーマン (日本傑作

絵本シリーズ) 

富安陽子文/大島妙子絵 
赤オニのオニガワラ・ケン、地獄

カンパニーの平社員。妻と一男

一女あり。今日もびしっとスー

ツで決め、愛妻弁当持って出勤

です！ 

（726.6/O 66）  

簿記が基礎からわかる本 : 中級

レベルまで 第 3 版 
清村英之著 

日商簿記検定試験の３級・２級の

出題範囲をカバー。１００問以上

の練習問題を掲載。簿記の基礎的

内容から応用的内容までをコン

パクトに解説！新試験範囲に対

応。簿記を初めて学ぶ人も段階的

に学べる！ 

（336.91/KI87） 

2050 年世界経済の未来史 : 経

済、産業、技術、構造の変化を読

む 真壁昭夫著 

今後３０年で世界はこう変わ

る！ ＡＩや仮想通貨、自動運転

などの技術革新、エネルギー問

題、人口増加問題など、経済大予

測！今後３０年で起きうる問題

を、法政大学大学院政策創造研究

科教授で「行動経済学入門」の著

者が経済を切り口に予測する。

（333.6/MA33） 

1R1 分 34 秒 町屋良平著 

デビュー戦を初回ＫＯで飾って

から三敗一分。当たったかもしれ

ないパンチ、これをしておけば勝

てたかもしれない練習。考えすぎ

てばかりいる、２１歳プロボクサ

ーのぼくは自分の弱さに、その人

生に厭きていた。長年のトレーナ

ーにも見捨てられ、現役ボクサー

で駆け出しトレーナーの変わり

者、ウメキチとの練習の日々が、

ぼくを、その心身を、世界を変え

ていく―。第１６０回芥川賞受賞

作。（913.6/MA19） 

 

宝島 

真藤順丈著 
英雄を失った島に、新たな魂が立

ち上がる。固い絆で結ばれた三人

の幼馴染み、グスク、レイ、ヤマ

コ。生きるとは走ること、抗うこ

と、そして想い続けることだっ

た。少年少女は警官になり、教師

になり、テロリストになり―同じ

夢に向かった。超弩級の才能が放

つ、青春と革命の一大叙事詩！！

第１６０回直木賞受賞作！

（913.6/SH62） 

 

 

 

 



書名 著者名 請求記号 所在

検索スキルをみがく : 検索技術者検定3級公式テキスト
原田智子編著/吉井隆明, 森
美由紀著 007.58/J 66

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

プロの検索テクニック : 検索技術者検定2級公式推奨参考書
原田智子編著/小河邦雄ほか
著 007.58/J 66

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

営業デジタル改革 (日経文庫:1403:B129) 角川淳著 080/N 73/1403
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

ユダヤ人とユダヤ教 (岩波新書:新赤版 1755) 市川裕著 081/I 95/1755
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

なぜ働き続けられない? : 社会と自分の力学 (岩波新書:新赤版
1756) 鹿嶋敬著 081/I 95/1756

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

ユーラシア動物紀行 (岩波新書:新赤版 1757) 増田隆一著 081/I 95/1757
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

国家一般職「大卒」教養試験過去問500 2020年度版 (公務
員試験合格の500シリーズ:3) 資格試験研究会編 317.4/J 55/2020

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

国家専門職「大卒」教養・専門試験過去問500 2020年度版
(公務員試験合格の500シリーズ:5) 資格試験研究会編 317.4/J 55/2020

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

国家一般職「大卒」専門試験過去問500 2020年度版 (公務
員試験合格の500シリーズ:4) 資格試験研究会編 317.4/J 55/2020

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・筑紫野市の上級・大
卒程度 : 教養試験 2020年度版 (福岡県の公務員試験対策シ 公務員試験研究会編 317.4/KY 2/2020

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

福岡県の警察官A : 教養試験 '20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 317.7/KY 2/2020

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

福岡市・北九州市の消防職大卒程度 : 公務員試験教養試験
'20年度版 (福岡県の公務員試験対策シリーズ〓教養試験) 公務員試験研究会編 317.7/KY 2/2020

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

大卒・高卒消防官<教養試験>過去問350 : 平成9〜30年度の
問題を収録! 2020年度版 (公務員試験合格の500シリー 資格試験研究会編 317.79/J 55/2020

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

福岡市の中級 : 公務員試験教養試験 '20年度版 (福岡県の公務
員試験対策シリーズ〓教養試験) 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

合格するための過去問題集日商簿記2級 '19年2月検定対策
(よくわかる簿記シリーズ) TAC簿記検定講座編著 336.91/TA13

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

合格トレーニング日商簿記1級商業簿記・会計学 : Ver.15.0
第17版 3 (よくわかる簿記シリーズ) TAC簿記検定講座編著 336.91/TA13/3

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

合格テキスト日商簿記1級商業簿記・会計学 : Ver.15.0 第
18版 3 (よくわかる簿記シリーズ) TAC簿記検定講座編著 336.91/TA13/3

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

スポーツで働く (なるにはBooks:補巻22) 谷隆一, 廣江亮介著 366.29/N 53/22
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

漁師になるには (なるにはBooks:45) 大浦佳代著 366.29/N 53/45
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

3月新着図書一覧
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食生活アドバイザー基礎公式テキスト&問題集 : 食と生活のス
ペシャリスト FLAネットワーク協会編 498.5/SH96

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

食生活アドバイザー2級公式テキスト&問題集 : 食と生活のス
ペシャリスト FLAネットワーク協会編 498.5/SH96

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

食生活アドバイザー3級公式テキスト&問題集 : 食と生活のス
ペシャリスト FLAネットワーク協会編 498.5/SH96

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

食品表示検定認定テキスト : 「食品」の安全と信頼をめざし
て 改訂6版 中級 食品表示検定協会編著 498.54/SH96

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

薬膳・漢方検定公式テキスト : 日本漢方養生学協会認定 全改
訂版 薬日本堂監修 498.58/Y 16

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

パンシェルジュ検定3級公式テキスト : パンづくりの知識と楽
しみ方が学べる 新装版

ホームメイドクッキング監
修 596.63/J 55

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

販売士〈リテールマーケティング〉2級過去問題集 : 82～78
回試験問題を収録 第6版

TAC株式会社(販売士研究
会) 編著 673.3/H 28

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

販売士<リテールマーケティング>2級スピードテキスト : めざ
せ短期合格 中川三樹著 673.3/N 32

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

販売士<リテールマーケティング>3級スピードテキスト : めざ
せ短期合格 中川三樹著 673.3/N 32

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

流通・サービスの最新常識 : 日経MJトレンド情報源 2019 日経MJ(流通新聞)編 675/R 99
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

通関士過去問スピードマスター 2019年度版 TAC通関士講座編著 678.4/TS55/2019
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

通関士スピードテキスト 2019年度版
小貫斉著/TAC株式会社(通
関士講座)編著 678.4/TS55/2019

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

ベイマックス／帰ってきたベイマックス
スコット・アツィット声の
出演ほか 778/B 32/2

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

ハリー・ポッターと謎のプリンス
デイビット・イェーツ監督
/J・K・ローリング原作 778/H 33/6

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

空海―KU-KAI―　美しき王妃の謎
チェン・カイコー監督/角川
歴彦製作/染谷将太出演ほか 778/KU27

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

オーシャンズ８
ゲイリー・ロス監督/ス
ティーヴン・ソダーバーグ 778/O 75

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

日本語能力試験総合テキストN4 : ゼッタイ合格! (JLPT(日本
語能力試験)対策教本シリーズ)

森本智子,高橋尚子,黒江理恵,
青木幸子共著 810.7/N 77

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

メモの魔力 (NewsPicks book) 前田裕二著 002.7/MA26 3階開架

中学数学からはじめる暗号入門 : 現代の暗号はどのようにし
て作られたのか (知りたい!サイエンス:141)

関根章道著 007.1/SE36 3階開架

シャオミのすべて : 世界最強のIoTプラットフォームはこうし
て生まれた

洪華著,董軍著/配島亜希子
訳 007.35/H 84 3階開架

基礎から学ぶ情報処理 改訂版 榎原博之編著 007.6/E 12 3階開架
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図書館の日本史 (ライブラリーぶっくす) 新藤透著 010.21/SH62 3階開架

ホテルに学ぶ図書館接遇 加納尚樹著 013.1/KA58 3階開架

日本十進分類法の成立と展開 : 日本の「標準」への道程
1928-1949 藤倉恵一著 014.45/F 59 3階開架

図書館を変える! : ウェブスケールディスカバリー入門 (ジャ
パンナレッジライブラリアンシリーズ) 飯野勝則著 017.7/I 27 3階開架

研究者のコピペと捏造 時実象一著 021.5/TO33 3階開架

まっ直ぐに本を売る : ラディカルな出版「直取引」の方法 石橋毅史著 024.1/I 71 3階開架

空と海と大地 (玉川百科こども博物誌) 目代邦康編/小林準治絵 031/TA77 3階開架

博物館と観光 : 社会資源としての博物館論 青木豊ほか編著 069/H 19 3階開架

クスリ絵 : 心と体の不調を治す神聖幾何学とカタカムナ (アネ
モネBOOKS:007) 丸山修寛著 147.7/MA59 3階開架

天草キリシタン遍路 : 世界文化遺産への道 玉木讓著 198.221/TA78 3階開架

戦中・戦後の暮しの記録 : 君と、これから生まれてくる君へ 210.7/SE57 3階開架

教科書に載った日本史人物1000人 : 知っておきたい伝記・
評伝

日外アソシエーツ株式会社
編集 281.031/KY 4 3階開架

国民とともに歩まれた平成の30年 : 御即位30年御成婚60年 宮内庁侍従職監修 288.41/KO48 3階開架

天皇皇后両陛下 : ともに歩まれた60年 宮内庁侍従職監修 288.41/TE37 3階開架

近鉄中興の祖佐伯勇の生涯 神崎宣武著 289.1/KA59 3階開架

小林一三 : 日本が生んだ偉大なる経営イノベーター 鹿島茂著 289.1/KA76 3階開架

現実はやがて私に追いつくであろう (評伝小室直樹:下) 村上篤直著 289.1/MU43/2 3階開架

徳田虎雄病院王外伝 : 国内最大病院を巡る闘いの舞台裏 大平誠著 289.1/O 29 3階開架

折口信夫 : 神性を拡張する復活の喜び (ミネルヴァ日本評伝
選) 斎藤英喜著 289.1/SA25 3階開架

ケインズ経済学研究 : 芸術家ケインズの誕生を探る 中矢俊博著 289.3/N 44 3階開架

伊能図探検 : 伝説の古地図を200倍楽しむ 図書館版
河出書房新社編集部編/モリ
ナガ・ヨウ絵 291.038/I 57 3階開架
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そいばってん佐賀 平尾茂著 291.92/H 67 3階開架

移り住むなら豊の国・大分 第3刷 (大分学:[1]) 辻野功著 291.95/O 34/1 3階開架

大分は“ドイツの魅力" (大分学:2) 辻野功編著 291.95/O 34/2 3階開架

地域再生 (大分学・大分楽:3)
辻野功, 日本文理大学「大分
学」講座編 291.95/O 34/3 3階開架

現代ブータンを知るための60章 第2版 (エリア・スタディー
ズ:47) 平山修一著 302/E 67/47 3階開架

経済学入門 (マルクス主義入門:第3巻) 309.3/MA54/3 3階開架

入門政治学365日
中田晋自ほか編/大園誠ほか
著 311/N 99 3階開架

まさかの大統領 : ハリー・S・トルーマンと世界を変えた四カ
月

A. J. ベイム著/河内隆弥訳 312.53/B 32 3階開架

役人道入門 : 組織人のためのメソッド : 新装版 (中公新書ラク
レ:637) 久保田勇夫著 317.3/KU14 3階開架

大学生のための法学 : キャンパスライフで学ぶ法律入門 長沼建一郎著 321/N 16 3階開架

テキスト日本国憲法 第4版 中西俊二著 323.143/N 38 3階開架

手形・小切手 第5版 (有斐閣Sシリーズ:25. 商法:3) 大塚龍児, 林竧, 福瀧博之著 325.6/TE17 3階開架

現代商法入門 第10版 (有斐閣アルマ:Basic) 近藤光男編 325/G 34 3階開架

経済学辞典 新版
辻正次, 竹内信仁, 柳原光芳
編著 330.33/KE29 3階開架

生産性 : 誤解と真実 森川正之著 331.81/MO51 3階開架

経済学の名著50冊が1冊でざっと学べる 蔭山克秀著 331/KA18 3階開架

日本経済の新しい見方 会田卓司, 榊原可人著 332.107/A 24 3階開架

現代中国経済論 第2版 (シリーズ・現代の世界経済:2) 梶谷懐, 藤井大輔編著 332.22/KA23 3階開架

ASEANの新輸出大国ベトナム
トラン・ヴァン・トゥ, 大木
博巳, 国際貿易投資研究所編 332.231/A 91 3階開架

10万年の世界経済史 下
グレゴリー・クラーク著/久
保恵美子訳 332/C 76/2 3階開架

2050年世界経済の未来史 : 経済、産業、技術、構造の変化
を読む! 真壁昭夫著 333.6/MA33 3階開架
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<メガトレンド>家計ファーストの経済学 : 消費する力が繁栄を
左右する 中前忠著 333.6/N 35 3階開架

無子高齢化 : (出生数ゼロの恐怖) 前田正子著 334.31/MA26 3階開架

コンビニ外国人 (新潮新書:767) 芹澤健介著 334.41/SE83 3階開架

ベイシック経営学Q&A 第3版 総合基礎経営学委員会編 335.1/B 32 3階開架

はじめの一歩経営学 : 入門へのウォーミングアップ 第2版 守屋貴司, 近藤宏一編著 335.1/MO72 3階開架

日本の「いい会社」 : 地域に生きる会社力 (シリーズニッポン
再発見:6. Series Nippon re-discovery)

坂本光司, 法政大学大学院坂
本光司研究室著 335.21/N 71 3階開架

レガシー・カンパニー : 世代を超える永続企業その「伝統と
革新」のドラマ [1]

ダイヤモンド経営者倶楽部
編 335.21/R 24/1 3階開架

レガシー・カンパニー : 世代を超える永続企業その「伝統と
革新」のドラマ 2

ダイヤモンド経営者倶楽部
編 335.21/R 24/2 3階開架

レガシー・カンパニー : 世代を超える永続企業その「伝統と
革新」のドラマ 3

ダイヤモンド経営者倶楽部
編 335.21/R 24/3 3階開架

レガシー・カンパニー : 世代を超える永続企業その「伝統と
革新」のドラマ 4

ダイヤモンド経営者倶楽部
編 335.21/R 24/4 3階開架

ASEAN企業地図 : 有力企業グループの全体像がわかる! 第2
版

桂木麻也著 335.223/KA88 3階開架

ビジネス英語フレーズブック : 役立つ英語表現4500 浅見ベートーベン著 336.07/A 86 3階開架

New power : これからの世界の「新しい力」を手に入れろ
ジェレミー・ハイマンズ, ヘ
ンリー・ティムズ著/神崎朗 336.1/H 51 3階開架

ヒト・仕事・職場のマネジメント : 人的資源管理の理論と展
開 澤田幹ほか著 336.4/H 77 3階開架

一生働きたい職場のつくり方 : もう、転職はさせない! 前川孝雄, 田岡英明著 336.4/MA27 3階開架

オフィスコミュニケーショントレーニング : みる,きく,問う,伝
えるために 第2版 平澤知穂著 336.49/H 67 3階開架

トヨタの話し合い : 最強の現場をつくった聞き方・伝え方の
ルール

加藤裕治著 336.49/KA86 3階開架

簿記が基礎からわかる本 : 中級レベルまで 第3版 清村英之著 336.91/KI87 3階開架

テキスト国際会計基準 新訂版 桜井久勝編著 336.92/SA47 3階開架

撰銭とビタ一文の戦国史 (中世から近世へ) 高木久史著 337.21/TA29 3階開架

インターネットビジネスの競争戦略 : オンライン証券の独自
性の構築メカニズムと模倣の二面性 高井文子著 338.17/TA34 3階開架
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入門テキスト金融の基礎 藤木裕著 338/F 59 3階開架

金融論 第2版 (ベーシック+. Basic plus) 家森信善著 338/I 21 3階開架

インターネットの心理学 新版
パトリシア・ウォレス著/川
浦康至, 和田正人, 堀正訳 361.4/U 79 3階開架

復興の息吹き : 人間の復興・農林漁業の再生 (シリーズ地域の
再生:8)

田代洋一, 岡田知弘編著/横
山英信ほか著 361.7/SH88/8 3階開架

OECD幸福度白書 : より良い暮らし指標 : 生活向上と社会進
歩の国際比較 3 OECD編著/徳永優子ほか訳 361.9/O 18 3階開架

大学4年間の社会学が10時間でざっと学べる 出口剛司著 361/D 53 3階開架

社会保険の考え方 : 法的理解と実務の論点 西村健一郎ほか著 364.3/SH12 3階開架

消費経済と生活環境 (MINERVA現代経済学叢書:28) 小谷正守, 伊藤セツ編著 365/KO92 3階開架

電話交換手はなぜ「女の仕事」になったのか : 技術とジェン
ダーの日独比較社会史 石井香江著 366.38/I 75 3階開架

貧困のなかにいる子どものソーシャルワーク
「子どもの貧困」に向き合
う人々著/大西良編著 369.4/KO21 3階開架

アメリカの子ども保護の歴史 : 虐待防止のための改革と提言
(明石ライブラリー:147)

ジョン・E・B・マイヤーズ
著/庄司順一 ほか訳 369.4/MA31 3階開架

子育て支援 (Minervaはじめて学ぶ保育:12) 伊藤篤編著 369.4/MI43/12 3階開架

教師として考えつづけるための教育心理学 : 多角的な視点か
ら学校の現実を考える 大久保智生, 牧郁子編 371.4/KY5 3階開架

メタ認知で「学ぶ力」を高める : 認知心理学が解き明かす効
果的学習法 三宮真智子著 371.41/SA65 3階開架

教育臨床の実際 : 学校で行う心と発達へのトータルサポート
第2版

武内珠美, 渡辺亘, 佐藤晋治,
溝口剛編 371.43/KY 4 3階開架

子ども虐待とスクールソーシャルワーク : チーム学校を基盤
とする「育む環境」の創造 西野緑著 371.43/N 85 3階開架

教育・心理・言語系研究のためのデータ分析 : 研究の幅を広
げる統計手法 平井明代編著 371.8/H 64 3階開架

諸外国の教育動向 2017年度版 (教育調査:第138-139,
141, 144-145, 147-149, 151, 153-154集)

文部科学省生涯学習政策局
調査企画課編 372/SH95/2017 3階開架

教師の生き方・考え方 國分康孝著 374.3/KO45 3階開架

学校事故の防止と安全・防災対策の進め方 : Q&Aでよくわか
る

川崎雅和著/現代学校事務研
究会編 374.92/KA97 3階開架

新しい時代の教育方法 改訂版 (有斐閣アルマ:Interest) 田中耕治ほか著 375.1/A 94 3階開架
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探究の過程におけるすぐ実践できる情報活用スキル55 : 単元
シートを活用した授業づくり 塩谷京子著 375.1/SH78 3階開架

全国学力調査 : 日米比較研究 荒井克弘, 倉元直樹編著 375.17/A 62 3階開架

物語る授業と授業案づくり (討論する歴史の授業:続) 375.323/TA84 3階開架

小学校教師のための算数と数学15講 : これだけは知っておき
たい 溝口達也, 岩崎秀樹編著 375.412/MI93 3階開架

理科実験大百科 : 理科教育ニュース縮刷・活用版 第19集 375.42/R 41/19 3階開架

はじめての人のための小学校理科の『学び合い』 三崎隆著 375.422/MI51 3階開架

ボール運動の指導プログラム : 楽しい戦術学習の進め方
リンダ・L・グリフィン他著
/高橋健夫, 岡出美則監訳 375.49/B 65 3階開架

子どもの喜ぶ体育の授業 : 写真で綴る授業実践 岡田和雄編著 375.492/O 38 3階開架

思春期からの子ども虐待予防教育 : 保健・福祉・教育専門職
が教える、親になる前に知っておいてほしいこと 森岡満恵著 375.5/MO62 3階開架

実践的指導力をつける家庭科教育法 多々納道子, 伊藤圭子編著 375.5/TA94 3階開架

唱歌教育の展開に関する実証的研究 嶋田由美著 375.762/SH36 3階開架

基本を大切にした国語科授業づくり 赤木雅宣著 375.82/A 29 3階開架

漢字指導の手引き : 学習指導要領準拠 第8版 久米公編著 375.87/KU37 3階開架

英語の授業実践 : 小学校から大学まで
諏訪部真, 望月昭彦, 白畑知
彦編著 375.893/E 37 3階開架

教育課程を学ぶ
山田恵吾,藤田祐介,貝塚茂樹,
関根明伸著 375/KY 4 3階開架

幼児教育と対話 : 子どもとともに生きる遊びの世界 榎沢良彦著 376.1/E 63 3階開架

保育の仕事 : 子どもの育ちをみつめて 岩田純一著 376.1/I 97 3階開架

3歳のえほん : やるきがぐんぐん (語りかけ育児百科) 汐見稔幸監修/岩瀬恭子指導 376.1/SA66 3階開架

はじめて学ぶ乳児保育 第2版
志村聡子編著/吉長真子ほか
著 376.1/SH56 3階開架

子どもの食と栄養 (新・基本保育シリーズ:12) 堤ちはる, 藤澤由美子編 376.1/SH57/12 3階開架

教育原理 (新・基本保育シリーズ:2)
児童育成協会監修/矢藤誠慈
郎,北野幸子編集 376.1/SH57/2 3階開架
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保育実習 (新・基本保育シリーズ:20)
児童育成協会監修/近喰晴
子,寅屋壽廣,松田純子編集 376.1/SH57/20 3階開架

子ども家庭支援論 (新・基本保育シリーズ:5)
児童育成協会監修/松原康
雄,村田典子,南野奈津子編集 376.1/SH57/5 3階開架

子ども理解と保育実践 : 子どもを知る・自分を知る 改訂
塚本美知子編著/近内愛子,
永井妙子, 東川則子著 376.1/TS54 3階開架

0〜6歳よくわかる子どもの発達と保育の本 : おたより・連絡
帳文例126付き 磯村陸子監修 376.1/Z 3 3階開架

乳児の発達
J.G. ブレムナー著/渡部雅
之訳 376.11/B 91 3階開架

子どもの育ちが見える「要録」作成のポイント : 幼稚園、保
育所、認定こども園対応 神長美津子ほか著 376.14/KO21 3階開架

幼保連携型認定こども園園児指導要録書き方&文例集 : 平成
30年度実施 : 書ける!伝わる! 大方美香編著/無藤隆監修 376.14/O 23 3階開架

子どもの保健演習 改訂第2版
大西文子編集/執筆/輿水め
ぐみ [ほか] 執筆 376.14/O 66 3階開架

幼保連携型認定こども園園児指導要録記入の実際と用語例 改
訂新版

幼少年教育研究所幼保連携型認定
こども園園児指導要録研究委員会
編集 376.14/Y 73 3階開架

保育カリキュラムの基礎理論 : 教育課程・全体的な計画の学
び (シリーズ:新しい時代の保育者養成)

戸江茂博編著 376.15/D 81 3階開架

保育カリキュラム論 : 計画と評価
豊田和子編著/新井美保子編
著/加藤由美ほか共著 376.15/H 81 3階開架

これなら書ける!0歳児の指導計画 : 2018年度施行指針・要
領対応!&たっぷり充実の個人案・文例! 改訂版

川原佐公監修・編著/田中三
千穂執筆協力 376.15/KA92/1 3階開架

これなら書ける!2歳児の指導計画 : 2018年度施行指針・要
領対応!&たっぷり充実の個人案・文例! 改訂版

川原佐公監修・編著/田中三
千穂執筆協力 376.15/KA92/3 3階開架

障害児保育 : 障害のある子どもから考える教育・保育 (乳幼児
教育・保育シリーズ) 久保山茂樹, 小田豊編著 376.15/N 99 3階開架

領域言葉 新訂版 (事例で学ぶ保育内容)
宮里暁美, 倉持清美, 伊集院
理子編/野田淳子ほか著 376.15/R 96 3階開架

保育・幼児教育5領域の内容と指導法 柴田賢一, 森みゆき編著 376.15/SH18 3階開架

3歳児の指導計画完全サポート (しんせい保育の本) 原孝成監修 376.15/SH96/4 3階開架

4歳児の指導計画完全サポート (しんせい保育の本) 原孝成監修 376.15/SH96/5 3階開架

めざせ!保育士・幼稚園教諭 : 音楽力向上でキャリアアップ 久保田慶一,渡辺行野著 376.156/KU14 3階開架

幼児体育 : 日本幼児体育学会認定幼児体育指導員養成ガイド
実技編

日本幼児体育学会編/前橋明
編集代表/田中光ほか著 376.157/MA26 3階開架

ニキーチンの知育遊び
ボリス・パーブロヴィチ・
ニキーチン著/匹田軍次訳 376.157/N 73 3階開架
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歌と遊び : 領域「表現」のための 改訂版 大橋千代子編著 376.157/O 28 3階開架

修猷館投石事件 : 明治二十四年、中学校と軍隊の衝突 (花乱社
選書:6) 水崎雄文著 376.48/MI96 3階開架

元素編 (探究学舎のスゴイ授業 : 子どもの好奇心が止まらな
い! : 能力よりも興味を育てる探究メソッドのすべて:vol.1) 宝槻泰伸著 376.8/H 96 3階開架

ホームステイ・ハンドブック 9刷 留学ジャーナル編集部編 377.6/H 83 3階開架

どもる子どもとの対話 : ナラティヴ・アプローチがひきだす
物語る力 伊藤伸二, 国重浩一編著 378.5/I 89 3階開架

発達が気になる子どもの療育・発達支援入門 : 目の前の子ど
もから学べる専門家を目指して 市川奈緒子, 岡本仁美編著 378/I 14 3階開架

特別支援学級担任のための学級経営サポートQ&A : 特別支援
学級の達人になろう! : Perfect Support 77 三浦光哉編著 378/MI67 3階開架

社会教育における防災教育の展開 野元弘幸編著 379.04/N 94 3階開架

トリプルP～前向き子育て17の技術～ : 「ちょっと気にな
る」から「軽度発達障害」まで 加藤則子, 柳川敏彦編集 379.9/TO68 3階開架

銭湯 : 「浮世の垢」も落とす庶民の社交場 (シリーズニッポン
再発見:2. Series Nippon re-discovery) 町田忍著 383.6/MA16 3階開架

「食といのち」をひらく女性たち : 戦後史・現代、そして世
界

佐藤一子, 千葉悦子, 宮城道
子編著 383.8/SH96 3階開架

納豆のはなし : 文豪も愛した納豆と日本人の暮らし 石塚修著 383.81/I 84 3階開架

お好み焼きの物語 : 執念の調査が解き明かす新戦前史 近代食文化研究会著 383.81/KI42 3階開架

日本食と出汁 : ご馳走の文化史 (生活文化史選書) 松本仲子著 383.81/MA81 3階開架

食事と作法 (日本の食文化:1) 小川直之編 383.81/N 77/1 3階開架

魚と肉 (日本の食文化:4) 小川直之編 383.81/N 77/4 3階開架

トイレ : 排泄の空間から見る日本の文化と歴史 (シリーズニッ
ポン再発見:4. Series Nippon re-discovery) 屎尿・下水研究会編著 383.9/TO26 3階開架

三越伊勢丹の最新儀式110番 : こんなときどうする?冠婚葬祭
三越伊勢丹ホールディング
ス著 385/MI64 3階開架

事典古代の祭祀と年中行事 岡田莊司編 386/J 55 3階開架

武人の本懐 : from the sea : 東日本大震災における海上自衛
隊の活動記録

高嶋博視著 397.21/TA54 3階開架

なぜ科学はストーリーを必要としているのか : ハリウッドに
学んだ伝える技術

ランディ・オルソン著/坪子
理美訳 407/O 59 3階開架
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経営系学生のための基礎統計学 改訂版 塩出省吾, 今野勤著 417/SI8 3階開架

基礎物理学 第5版 原康夫著 420/H 31 3階開架

化学史への招待 化学史学会編 430.2/KA16 3階開架

キャラクターでよくわかる宇宙の歴史と宇宙観測 秋本祐希著 443.9/A 35 3階開架

カラー生物・生命科学大図鑑 : 未知への探求
パディラ, ミアオーリス,
シュール監修 460/KA62 3階開架

医学・薬学系のための生物統計学入門 第4版 今野秀二共著/味村良雄共著 461.9/KO75 3階開架

ひとりでマスターする生化学 亀井碩哉著 464/KA34 3階開架

カラー生化学
マシューズほか著/相内敏弘
ほか訳 464/KA62 3階開架

生化学ノート : 書く!塗る!わかる! : カラー図解 森誠著 464/MO45 3階開架

わけあって絶滅しました。 : 世界一おもしろい絶滅したいき
もの図鑑

丸山貴史著/サトウマサノ
リ, ウエタケヨーコ絵 482/MA59 3階開架

分かちあう心の進化 (岩波科学ライブラリー:274) 松沢哲郎著 489.97/MA93 3階開架

中医小児科学 (中医学教科書シリーズ:3) 490.9/C 62/3 3階開架

人体の構造と機能 第5版
内田さえ, 佐伯由香, 原田玲
子編集/鍵谷方子ほか執筆 491.1/J 52 3階開架

背部・上肢・下肢 (パンスキー ジェスト解剖学 : 基礎と臨床
に役立つ:1)

ベン・パンスキー, トーマ
ス・R・ジェスト著/星治訳 491.1/P 21/1 3階開架

胸部・腹部・骨盤と会陰 (パンスキー ジェスト解剖学 : 基礎
と臨床に役立つ:2)

ベン・パンスキー, トーマ
ス・R. ジェスト著/海藤俊 491.1/P 21/2 3階開架

頸部・頭部・脳と脳神経 (パンスキー ジェスト解剖学 : 基礎
と臨床に役立つ:3)

ベン・パンスキー, トーマス・
R・ジェスト著/樋田一徳ほか
訳 491.1/P 21/3 3階開架

脳腸相関 : 各種メディエーター,腸内フローラから食品の機能
性まで 内藤裕二編集 491.346/N 91 3階開架

よくわかる首・肩関節の動きとしくみ : 「動き」と「痛み」
のメカニズムを図解で学ぶ! : 障害を解くカギ : オールカラー 永木和載著 491.366/N 14 3階開架

手の運動を学ぶ : 手の役割と手の機能解剖との関係から運動
を紐解き,臨床に活かす

矢崎潔, 小森健司, 田口真哉
著 491.367/TE37 3階開架

9つの脳の不思議な物語
ヘレン・トムスン著/仁木め
ぐみ訳 491.371/TH 7 3階開架

集中講義生化学 : カラーイラストで学ぶ 改訂2版
鈴木敬一郎,本家孝一,大河原
知水,藤原範子編著 491.4/SH99 3階開架
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呼吸器疾患,循環器疾患 (人体の構造と機能からみた病態生理
ビジュアルマップ:1)

佐藤千史, 井上智子編集 491.6/J 52/1 3階開架

消化器疾患 (人体の構造と機能からみた病態生理ビジュアル
マップ:2)

佐藤千史, 井上智子編集 491.6/J 52/2 3階開架

免疫と「病」の科学 : 万病のもと「慢性炎症」とは何か (ブ
ルーバックス:B-2082)

宮坂昌之, 定岡恵著 491.64/MI82 3階開架

スタンダード免疫学 第5版
小林芳郎, 笠原忠著/大谷真
志ほか著 491.8/SU83 3階開架

栄養療法まずはここから! (レジデントノート:Vol.20 No.12) 小坂鎮太郎, 若林秀隆編 492.05/E 39 3階開架

最新運動療法大全 1: 基礎編
キャロリン・キスナー, リ
ン・アラン・コルビー著 492.5/KI58/1 3階開架

「身体の各部位の運動療法」 (最新運動療法大全:2 実践編)
キャロリン・キスナー, リ
ン・アラン・コルビー著 492.5/KI58/2 3階開架

不良姿勢を正しくする (姿勢の教科書:上肢・下肢編) 竹井仁著 492.5/TA62 3階開架

新しい特定健診・特定保健指導の進め方 : メタボリックシン
ドロームの理解からプログラム立案・評価まで

金川克子編集代表 493.12/A 94 3階開架

糖尿病学 門脇孝ほか編集 493.123/TO63 3階開架

1週間で痩せる!自宅でできる糖質制限プログラム
JA長野厚生連長野松代総合
病院ダイエット科監修 493.125/I 85 3階開架

腸がきれいになる元気食 : 100歳になっても美味しく食べた
い!8つの食材が決め手 : 便秘解消、体質改善…。この食材、

松生恒夫著 493.46/MA77 3階開架

こころの治療薬ハンドブック 第11版 井上猛ほか編 493.72/KO44 3階開架

治療のための継続できるケトン食レシピ : 簡単・おいしい・
アレンジしやすい

位田忍, 柳原恵子, 西本裕紀
子編集 493.74/C 47 3階開架

インフルエンザ・ハンター : ウイルスの秘密解明への100年
ロバート・ウェブスター著/
田代眞人監訳/河岡義裕監訳 493.87/W 52 3階開架

国際診療のための小児科アトラス大事典 : カラー版
ユーサティーン,サベッラほ
か編集/五十嵐隆総ほか監訳 493.92/KO51 3階開架

食物アレルギーハンドブック2018 : 子どもの食に関わる
方々へ

日本小児アレルギー学会食
物アレルギー委員会作成 493.931/SH96 3階開架

発達障害 : 精神科医が語る病とともに生きる法 (思春期のここ
ろと身体Q&A:5) 崎濱盛三著 493.937/SH91/5 3階開架

新生児学テキスト 日本新生児成育医学会編 493.95/SH69 3階開架

がん病態栄養専門管理栄養士のためのがん栄養療法ガイド
ブック 2019

日本病態栄養学会編集 494.5/G 19/2019 3階開架

美容・エステのトラブル相談Q&A : 基礎知識から具体的解決
策まで (トラブル相談シリーズ)

美容・エステ被害研究会編 494.79/B 48 3階開架
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いちばんやさしい腎臓病の人のためのおいしい食事 : 主菜副
菜デザートレシピ&食材250 (実用No.1)

大越郷子料理/岩崎啓子料理
/主婦の友社編 494.93/I 13 3階開架

最新ひと目でわかる腎臓病の人のための食品成分表 : エネル
ギー|たんぱく質|食塩相当量|カリウム|リン|水分 : 毎日使う食材 主婦の友社編 494.93/SA22 3階開架

吃音 : 伝えられないもどかしさ 近藤雄生著 496.9/KO73 3階開架

歯医者さんに教えて!どんなお薬飲んでいますか? : 患者さん
の薬と持病を確認するときに使う本 中島丘編 497/H 15 3階開架

健康・栄養データを読む力は「生活・仕事力」をアップさせ
る : 情報化社会を生きる最強の技

宮城重二著 498.019/MI73 3階開架

ミレイ先生のアドラー流“勇気づけ"保健指導 : アドラー心理
学で面談技法のスキルが身につく!

上谷実礼著 498.07/U 48 3階開架

ヘルスリテラシーとは何か? : 21世紀のグローバル・チャレ
ンジ (21世紀の健康戦略シリーズ:7)

ドン・ナットビーム, イロー
ナ・キックブッシュ著 498.1/N 99 3階開架

「厚生(労働)白書」を読む : 社会問題の変遷をどう捉えたか
(新・Minerva福祉ライブラリー:28) 田多英範編著 498.1/TA16 3階開架

日経実力病院調査 2018-2019年版 (日経MOOK) 日本経済新聞社編 498.16/N 73 3階開架

健康管理と病気の成り立ち : みんなの健康教育 : 幼少児期から
抱える健康管理上の課題と対策 現代の疾病の成り立ちと予防

前橋明編著/佐野祥平著 498.3/MA26 3階開架

貝原益軒 養生訓 : 最後まで生きる極意 帯津良一著 498.3/O 14 3階開架

養生の智慧と気の思想 : 貝原益軒に至る未病の文化を読む (講
談社選書メチエ:688) 謝心範著 498.3/SH11 3階開架

ひと目でわかる食べ物のしくみとはたらき図鑑 (イラスト授業
シリーズ) 千葉喜久枝訳 498.5/H 77 3階開架

管理栄養士が教える食材のかしこい食べ方 弥冨秀江監修 498.5/KA58 3階開架

「大包括ケア時代」の在宅を生き抜く地域栄養経営の実践 (国
民の栄養白書:2018年度版)

『ヘルスケア・レストラ
ン』栄養企画委員会監修 498.5/KO48/2018 3階開架

これは効く!食品力を120%活用する食べもの効果効能事典 阿部芳子監修/主婦の友社編 498.5/KO79 3階開架

子どもがダイエットに一生悩まなくなる食事法 牧野直子著 498.5/MA35 3階開架

「食育」批判序説 : 「朝ごはん」運動の虚妄をこえて、科学
的食・生活教育へ 森本芳生著 498.5/MO55 3階開架

日本食品標準成分表 2015年版(七訂) 追補2018年
文部科学省科学技術・学術
審議会資源調査分科会編 498.511/N 77/20183階開架

日本食品標準成分表 2015年版(七訂) 追補2018年
文部科学省科学技術・学術
審議会資源調査分科会編 498.511/N 77/20183階開架

日本食品標準成分表 2015年版(七訂) 追補2018年
文部科学省科学技術・学術
審議会資源調査分科会編 498.511/N 77/20183階開架
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エッセンシャル食品化学
中村宜督, 榊原啓之, 室田佳
恵子編著 498.53/E 74 3階開架

平成30年食品衛生法等改正の解説 : 逐条解説・段階施行対応
版

厚生労働省医薬・生活衛生局生
活衛生・食品安全企画課監修 498.54/H 51 3階開架

毎日の食事のカロリーガイド 第3版 (女子栄養大学Books)
竹内冨貴子料理&データ作
成 498.55/J 78 3階開架

公衆栄養学 : 地域・国・国際レベルでの栄養マネジメント
2018年版 (管理栄養士養成課程におけるモデルコアカリキュ 酒井徹, 由田克士編 498.55/KA58/8 3階開架

健康と医療福祉のための栄養学 : 身体のしくみと栄養素の働
きを理解する

渡邉早苗, 寺本房子, 松谷美
和子, 土谷昌広, 小野若菜子 498.55/KE45 3階開架

公衆栄養学実習 改訂2版 学外編 498.55/KO79 3階開架

公衆栄養学実習 改訂2版 学外編 498.55/KO79 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

公衆栄養学実習ワークブック 新版
徳留裕子,東あかね,今井絵理
ほか著 498.55/KO89 3階開架

めざせ!栄養士・管理栄養士まずはここからナビゲーション 第
2版

小野章史編著/小野尚美ほか
著 498.55/O 67 3階開架

管理栄養士をめざす人のいちばんやさしい代謝ドリル 西村直道著 498.56/N 84 3階開架

管理栄養士のための疾患・症状・身体のはたらきイラスト事
典 : 臨床栄養キーワードこれだけ60 本田佳子編著 498.58/H 84 3階開架

管理栄養士のための疾患・症状・身体のはたらきイラスト事
典 : 臨床栄養キーワードこれだけ60 本田佳子編著 498.58/H 84 3階開架

すべての診療科で役立つ栄養学と食事・栄養療法 曽根博仁編集 498.58/SU11 3階開架

食品衛生学 : 食品の安全と衛生管理 (Visual栄養学テキスト.
食べ物と健康:3) 岸本満編集 498.58/V 69/3 3階開架

疲れない体をつくる疲れない食事 : 2万人のビジネスパーソン
を体質改善に導いたカリスマ栄養士が考案 柏原ゆきよ著 498.583/KA77 3階開架

医者が考案した「長生きみそ汁」 小林弘幸著 498.583/KO12 3階開架

国際標準の感染予防対策滅菌・消毒・洗浄ハンドブック ICHG研究会編 498.6/KO51 3階開架

子どもの保健 : 健康と安全 : 保育者・養護教諭を目指す人のた
めの 第2版

小國美也子編著/大澤眞木子
監修 498.7/O 26 3階開架

空飛ぶ院長、医療過疎を救う! : 青森ドクターヘリ劇的救命日
記 2 今明秀著 498/KO71 3階開架

トヨタ生産方式大全 : 大野耐一の思想・理論・写真で見る実
践 第2版 熊澤光正著 509.6/KU36 3階開架
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鉄道とトンネル : 日本をつらぬく技術発展の系譜 (シリーズ
ニッポン再発見:8. Series Nippon re-discovery) 小林寛則, 山崎宏之著 514.9/KO12 3階開架

日本の橋 : その物語・意匠・技術 (シリーズニッポン再発見:5.
Series Nippon re-discovery) 五十畑弘著 515.02/I 85 3階開架

日本のダム美 : 近代化を支えた石積み堰堤 (シリーズニッポン
再発見:10. Series Nippon re-discovery) 川崎秀明著 517.72/KA97 3階開架

マンホール : 意匠があらわす日本の文化と歴史 (シリーズニッ
ポン再発見:1. Series Nippon re-discovery) 石井英俊著 518.23/I 75 3階開架

タワー : ランドマークから紐解く地域文化 (シリーズニッポン
再発見:3. Series Nippon re-discovery) 津川康雄著 523.1/TS38 3階開架

トヨタの新興国適応 : 創発による進化 野村俊郎, 山本肇著 537.067/N 95 3階開架

スーパーカブは、なぜ売れる : 世界で一億台!驚異のベストセ
ラー 中部博著 537.98/N 31 3階開架

カワサキマッハ : 技術者が語る-2サイクル3気筒車の開発史 小関和夫著 537.98/O 98 3階開架

宇宙の覇者ベゾスvsマスク
クリスチャン・ダベンポー
ト著/黒輪篤嗣訳 538.9/D 46 3階開架

今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!インスタグラム超入
門 (Imasugu Tsukaeru Kantan Series)

リンクアップ著 547.483/R 45 3階開架

できるWord & Excel 2019
田中亘著,小舘由典著,できる
シリーズ編集部著 548.6/D 54 3階開架

よくわかるMicrosoft Word 2019 基礎
富士通エフ・オー・エム株
式会社著制作 548.6/Y 79/2019 3階開架

よくわかるMicrosoft Excel 2019 基礎
富士通エフ・オー・エム株
式会社著制作 548.6/Y 79/2019 3階開架

油脂の特性と応用 戸谷洋一郎監修 576.03/Y 99 3階開架

化粧品業界のブランド戦略 : 日本と韓国における化粧品会社
の戦略比較

赤松裕二著 576.6/A 31 3階開架

cosmetics in japan : 日本の化粧品総覧 2019 週刊粧業出版局編集 576.7/C 88/2019 3階開架

日本の食品工業 : 設備投資と大規模プロジェクト 2019 日本立地ニュース社編集 588.09/N 71 3階開架

「発酵」のことが一冊でまるごとわかる 齋藤勝裕著 588.51/SA25 3階開架

クラフトビールフォアザピープル : ブリュードッグ流あたら
しいビールの教科書

リチャード・テイラー,
ジェームズ・ワット著 588.54/TA98 3階開架

神様がくれたピンクの靴 : 「奇跡のシューズ」をつくった小
さな靴会社の物語 佐藤和夫著 589.25/SA85 3階開架

カルボナーラとペペロンチーノどっちが痩せる? : もう失敗し
ないダイエット30の法則 古谷暢基著 595.6/F 95 3階開架

14/23



世界一効く下半身ダイエット : 科学的に一番やせる5秒筋トレ 松井薫著 595.6/MA77 3階開架

もっと自分が好きになる!究極のスリムダイエット術 : もうあ
とがないあなたに! : 元プロボクサーだからわかる最高の腸活 太田優士著 595.6/O 81 3階開架

モデルが秘密にしたがる体幹リセットダイエット究極の部分
やせ 佐久間健一著 595.6/SA45 3階開架

炊き込みご飯　おにぎり (別冊うかたま. 伝え継ぐ日本の家庭
料理:1) 日本調理科学会企画・編集 596.21/TS92/1 3階開架

農家が教える至福の漬物 農山漁村文化協会編 596.3/N 93 3階開架

農家が教えるもち百珍 農文協編 596.3/N 93 3階開架

フランス式おいしい肉の教科書
アルテュール・ル・ケンヌ
著/ジャン・グロッソン絵 596.33/L 46 3階開架

もつ焼き串焼き : 基本の技術とバリエーション 柴田書店編 596.33/MO94 3階開架

プロのためのえび・かに・いか・たこ料理 : えび・かに・い
か・たこ図鑑とプロの基本技術 : 和・洋・中の料理バリエー 柴田書店編 596.35/P 97 3階開架

「朝つめるだけ」で簡単!作りおきのラクうま弁当350 : 決定
版! 平岡淳子著 596.4/H 67 3階開架

忙し女子のための料理上手になるらくちん弁当 亀山泰子著 596.4/KA36 3階開架

ラクラク作れて、男子も女子も喜ぶ!中高生の大満足弁当300
: 決定版! 上島亜紀著 596.4/KA38 3階開架

朝つめるだけ!作りおきのやせる!お弁当389 : 決定版 阪下千恵著 596.4/SA36 3階開架

誰も教えてくれなかったプロに近づくためのパンの教科書 発
酵編 堀田誠著 596.63/H 96 3階開架

誰も教えてくれなかったプロに近づくためのパンの教科書
[正] 堀田誠著 596.63/H 96 3階開架

ハンバーガーの発想と組み立て : HOW TO COOK A
GOURMET BURGER

白根智彦著/吉澤清太技術監
修 596.63/SH84 3階開架

一からのパン作り : プロの理論がよくわかる 竹谷光司著 596.63/TA68 3階開架

炊飯器で超かんたんふんわり米粉パン : 小麦粉・卵・乳製品
ゼロ 増補改訂版 多森サクミ著 596.63/TA81 3階開架

魔法のデコレーション・メソッド : パティスリーみたいな
ケーキが作れる 新装版

熊谷裕子著 596.65/KU33 3階開架

プティ・ガトーのデコレーション・メソッド : パティスリー
みたいに作れる 新装版

熊谷裕子著 596.65/KU33 3階開架

いちばんやさしいデコレーションの教科書 本橋雅人著 596.65/MO83 3階開架
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フルーツ香る生菓子 : 定番ケーキの魅力を高めるテクニック 菅又亮輔著 596.65/SU24 3階開架

おうちパティスリー : 一流に教わる基本のレシピ 吉田菊次郎著 596.65/Y 86 3階開架

農家が教える手づくり加工・保存の知恵と技 農山漁村文化協会編 596/N 93 3階開架

子どもに食べさせたいすこやかごはん おかあさんの輪著 596/O 36 3階開架

地域活性化の理論と実証
甲斐諭,片山富弘,手嶋恵美編
著 601.1/C 43 3階開架

福岡はすごい (イースト新書:103) 牧野洋著 601.191/MA35 3階開架

誰も農業を知らない : プロ農家だからわかる日本農業の未来 有坪民雄著 610.4/A 77 3階開架

誰も農業を知らない : プロ農家だからわかる日本農業の未来 有坪民雄著 610.4/A 77 3階開架

食料流通問題の新展開 三國英實著 611.32/MI25 3階開架

家族農業経営の底力 (日本農業経営年報:No.2) 松木洋一, 木村伸男編集担当 611.7/N 71/2 3階開架

みやざき文庫 ＜新しき村＞１００年 - 実篤の見果てぬ夢その
軌跡と行方 南邦和 611.9/MI37 3階開架

輝く農山村 : オーストリアに学ぶ地域再生 寺西俊一, 石田信隆編著 611.923/TE56 3階開架

タネと内臓 : 有機野菜と腸内細菌が日本を変える 吉田太郎著 615.71/Y 86 3階開架

小さい畜産で稼ぐコツ : 少頭多畜・加工でダントツの利益率! 上垣康成著 641.7/U 34 3階開架

うさぎと仲よく暮らす本 : 最新の飼い方・お手入れ・ふれあ
い方が全部わかる! 大野瑞絵著 645.9/O 67 3階開架

幸せなうさぎの育て方 岡野祐士監修 645.9/SH15 3階開架

小さい林業で稼ぐコツ : 軽トラとチェンソーがあればできる 農山漁村文化協会編 651.7/C 43 3階開架

近江商人三方よし経営に学ぶ 末永國紀著 672.161/SU18 3階開架

イギリスに学ぶ商店街再生計画 : 「シャッター通り」を変え
るためのヒント 足立基浩著 672.9/A 16 3階開架

ジャパネットたかたすごい戦略 名和田竜著 673.36/N 59 3階開架

百貨店の進化 伊藤元重著 673.83/I 89 3階開架
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誰からも信頼される三越伊勢丹の心づかい
三越伊勢丹ヒューマン・ソ
リューションズ著 673.838/MI64 3階開架

三越伊勢丹の秘密 : 常に革新を生み続ける 大西洋著 673.838/O 66 3階開架

イオン (見学! 日本の大企業) こどもくらぶ編さん 673.868/I 61 3階開架

イオンを創った女 : 評伝小嶋千鶴子 : 日本一の巨大流通グルー
プ創業者、岡田卓也実姉の人生と経営哲学 東海友和著 673.868/TO28 3階開架

外食業・究極の成功セオリー 神山泉著 673.97/KA39 3階開架

そばですよ : 立ちそばの世界 平松洋子著 673.971/H 65 3階開架

京料理人、四百四十年の手間 : 「山ばな平八茶屋」の仕事 園部平八著 673.971/SO44 3階開架

銀座の夜の神話たち 園田静香著 673.98/SO45 3階開架

最新!魅せる!キャッチコピーの表現別グラフィックス
パイインターナショナル編
著 674/B14 3階開架

届く!刺さる!!売れる!!!キャッチコピーの極意 (Asuka
business & language books) 弓削徹著 674/Y 96 3階開架

マーケティング・リサーチのわな : 嫌いだけれど買う人たち
の研究

古川一郎著 675.2/F 93 3階開架

マーケティング・リサーチ入門 (有斐閣アルマ:Specialized) 星野崇宏, 上田雅夫著 675.2/H 92 3階開架

アナログの逆襲 : 「ポストデジタル経済」へ、ビジネスや発
想はこう変わる

デイビッド・サックス著/加
藤万里子訳 675.3/SA98 3階開架

物流のすべて : わが国初の物流データ 2019年版 675.4/B 97/2019 3階開架

なんで、その価格で売れちゃうの? : 行動経済学でわかる「値
づけの科学」 (PHP新書:1162) 永井孝尚著 675/N 14 3階開架

マーケティング戦略論 第2版 西田安慶, 城田吉孝編著 675/N 81 3階開架

マーケティングの実際と考察 : 商業力は分析の実践から培わ
れる 小川純一著 675/O 24 3階開架

サブスクリプション : 「顧客の成功」が収益を生む新時代の
ビジネスモデル

ティエン・ツォ, ゲイブ・ワ
イザート著/御立英史訳 675/TZ 3階開架

日本交通史 : 新装版 児玉幸多編 682.1/N 71 3階開架

観光ビジネス未来白書 : 統計に見る実態・分析から見える未
来戦略 2018年版 加藤弘治編著 689.21/KA86/20183階開架

「おもてなし」という幻想 : 10年先の日本をつくるインバウ
ンド立国論 眞野ナオミ著 689.3/MA46 3階開架
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地域文化観光論 : 新たな観光学への展望 橋本和也著 689.4/H 38 3階開架

通訳ガイドというおしごと : 仕事の始め方から技術を磨くコ
ツまで (アルクはたらく×英語. 通訳ガイドを知ろう!:1) 島崎秀定著 689.6/SH45 3階開架

あなたがとってもかわいい みやにしたつや作・絵 726.6/A 46 3階開架

ふくはうちおにもうち (えほんのマーチ:10) 内田麟太郎作/山本孝絵 726.6/F 75 3階開架

いつもいっしょに
こんのひとみ作/いもとよう
こ絵 726.6/I 48 3階開架

おいもころころ (日本むかしばなし) いもとようこ文・絵 726.6/N 71 3階開架

ゆきのよるに (日本むかしばなし) いもとようこ文・絵 726.6/N 71 3階開架

ねことねずみ (日本むかしばなし) いもとようこ文・絵 726.6/N 71 3階開架

おどりたいの 豊福まきこ作 726.6/O 17 3階開架

おかあさんはね
エイミー・クラウス・ローゼン
タールぶん/トム・リヒテンヘルド
え 726.6/O 36 3階開架

オニのサラリーマン (日本傑作絵本シリーズ) 富安陽子文/大島妙子絵 726.6/O 66 3階開架

あかいろうそく (大人になっても忘れたくないいもとようこ名
作絵本) 新美南吉作/いもとようこ絵 726.6/O 86 3階開架

がちょうのたんじょうび (大人になっても忘れたくないいもと
ようこ名作絵本) 新美南吉作/いもとようこ絵 726.6/O 86 3階開架

どんぐりと山猫 (大人になっても忘れたくないいもとようこ名
作絵本) 宮沢賢治作/いもとようこ絵 726.6/O 86 3階開架

注文の多い料理店 (大人になっても忘れたくないいもとようこ
名作絵本) 宮沢賢治作/いもとようこ絵 726.6/O 86 3階開架

がちょうのたんじょうび (大人になっても忘れたくないいもと
ようこ名作絵本)

新美南吉作/いもとようこ絵 726.6/O 86 3階開架

あかいろうそく (大人になっても忘れたくないいもとようこ名
作絵本)

新美南吉作/いもとようこ絵 726.6/O 86 3階開架

注文の多い料理店 (大人になっても忘れたくないいもとようこ
名作絵本) 宮沢賢治作/いもとようこ絵 726.6/O 86 3階開架

せつぶんワイワイまめまきの日!
ますだゆうこ作/たちもとみ
ちこ絵 726.6/SE93 3階開架

しゅっぱつしんこう! (福音館の幼児絵本) 山本忠敬さく 726.6/SH99 3階開架

トムがてぶくろおとしたら
ジム・エイルズワース文/
バーバラ・マクリントック 726.6/TO62 3階開架
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給食番長 よしながこうたくさく 726.6/Y 92 3階開架

スペイン語の世界 岡本信照著 860/O 42 3階開架

スポーツするえほん 中川素子著 019.53/N 32 4階開架・移動書架

一般教養の過去問 ['20年度] (教員採用試験Hyper実戦シリー
ズ:3)

時事通信出版局編 373.7/J 49/2020 4階開架・移動書架

教職教養の過去問 ['20年度] (教員採用試験Hyper実戦シリー
ズ:2)

時事通信出版局編 373.7/J 49/2020 4階開架・移動書架

大分県の小学校教諭過去問 2020年度版 (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

福岡県・北九州市の小学校教諭過去問 2020年度版 (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

福岡県・北九州市の小学校教諭過去問 2020年度版 (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

宮崎県の小学校教諭過去問 2020年度版 (教員採用試験過去
問シリーズ:2)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2020 4階開架・移動書架

空をゆく巨人 川内有緒著 702.22/KA98 4階開架・移動書架

芸術論 宮島達男著 704/MI75 4階開架・移動書架

黒板アート甲子園作品集 : 高校生たちの消えない想い 日学株式会社総監修 720.8/KO45 4階開架・移動書架

応天の門 1 (Bunch comics) 灰原薬著 726.1/H 15/1 4階開架・移動書架

応天の門 10 (Bunch comics) 灰原薬著 726.1/H 15/10 4階開架・移動書架

応天の門 2 (Bunch comics) 灰原薬著 726.1/H 15/2 4階開架・移動書架

応天の門 3 (Bunch comics) 灰原薬著 726.1/H 15/3 4階開架・移動書架

応天の門 4 (Bunch comics) 灰原薬著 726.1/H 15/4 4階開架・移動書架

応天の門 5 (Bunch comics) 灰原薬著 726.1/H 15/5 4階開架・移動書架

応天の門 6 (Bunch comics) 灰原薬著 726.1/H 15/6 4階開架・移動書架

応天の門 7 (Bunch comics) 灰原薬著 726.1/H 15/7 4階開架・移動書架

応天の門 8 (Bunch comics) 灰原薬著 726.1/H 15/8 4階開架・移動書架
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応天の門 9 (Bunch comics) 灰原薬著 726.1/H 15/9 4階開架・移動書架

手塚マンガの不思議 竹内オサム著 726.101/TA67 4階開架・移動書架

本流!マンガ学 : マンガ研究ハンドブック 竹内オサム著 726.101/TA67 4階開架・移動書架

クラシック音楽全史 : ビジネスに効く世界の教養 松田亜有子著 762.3/MA74 4階開架・移動書架

ドビュッシー最後の一年 青柳いづみこ著 762.35/A 57 4階開架・移動書架

シューベルトのオペラ : オペラ作曲家としての生涯と作品 : 新
装版 (アルス選書)

井形ちづる著 766.1/I 23 4階開架・移動書架

一切なりゆき : 樹木希林のことば (文春新書:1194) 樹木希林著 778.21/KI22 4階開架・移動書架

荒野とドルと拳銃と : 極私的マカロニウェスタン映画論 二階堂卓也著 778.237/KO96 4階開架・移動書架

ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生魔法の
アーカイブ

シグニー・バーグストロー
ム著/鮎川晶 ほか 翻訳協力 778.253/B 38 4階開架・移動書架

日本のアニメーションはいかにして成立したのか 西村智弘著 778.77/N 84 4階開架・移動書架

声を出して笑っていただきたい本 西森洋一著 779.14/N 84 4階開架・移動書架

木下サーカス四代記 : 年間120万人を魅了する百年企業の光
芒

山岡淳一郎著 779.5/Y 42 4階開架・移動書架

姿勢と動きの「なぜ」がわかる本 : スポーツ・健康づくりの
指導に役立つ : 筋コンディションが「見てわかる」ようにな

土屋真人著 780.193/TS32 4階開架・移動書架

運動生理学の基礎と応用 : 健康科学へのアプローチ 長澤純一ほか著 780.193/U 75 4階開架・移動書架

オリンピック・パラリンピックを哲学する : オリンピアン育
成の実際から社会的課題まで

谷釜尋徳編著 780.69/TA87 4階開架・移動書架

スポーツマネジメント : スポーツビジネスの理論と実際
ボニー L・パークハウス編
著/日本スポーツ産業学会監 780/P 16 4階開架・移動書架

可動域を広げパフォーマンスを上げる新しいストレッチの教
科書 : <最新>理論とエクササイズ

森本貴義,阿部勝彦著 781.4/MO55 4階開架・移動書架

日本初のオリンピック代表選手三島弥彦 : 伝記と史料 (尚友
ブックレット : 憲政資料シリーズ:34)

尚友倶楽部史料調査室, 内藤
一成, 長谷川怜編 782.3/N 77 4階開架・移動書架

「プロレス」という文化 : 興行・メディア・社会現象 岡村正史著 788.2/O 43 4階開架・移動書架

ビデオゲームの美学 松永伸司著 798.5/MA83 4階開架・移動書架

レポート・論文の書き方入門 第4版 河野哲也著 816.5/KO76 4階開架・移動書架
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中国語入門Q&A101 新版 相原茂ほか著 820/C 62 4階開架・移動書架

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

ミャンマー語 (ひとり歩きの会話集:22) 829.35/MY 4階開架・移動書架

えいごえほん百科ジャンプ (えほん百科シリーズ) 830/E 35 4階開架・移動書架

えいごえほん百科スタート (えほん百科シリーズ) 830/E 35 4階開架・移動書架

チェコ語・ハンガリー語・ポーランド語 (ひとり歩きの会話
集:23) 889.5/C 37 4階開架・移動書架

動物会議 (大型絵本)
エーリッヒ・ケストナー 作
/イェラ・レープマン原案 909.33/KE61 4階開架・移動書架

発現 阿部智里著 913.6/A 12 4階開架・移動書架

時をめぐる少女 (メディアワークス文庫:0525, [あ9-11]) 天沢夏月著 913.6/A 43 4階開架・移動書架

七月のテロメアが尽きるまで (メディアワークス文庫:あ9-
14)

天沢夏月著 913.6/A 43 4階開架・移動書架

前略、初恋の彼女が生き返りました。 (メディアワークス文
庫:あ9-15)

天沢夏月著 913.6/A 43 4階開架・移動書架

拝啓、十年後の君へ。 (メディアワークス文庫:0445) 天沢夏月著 913.6/A 43 4階開架・移動書架

まんぷく 上 (NHK連続テレビ小説) 福田靖作/田渕孝ノベライズ 913.6/F 74/1 4階開架・移動書架

平成くん、さようなら 古市憲寿著 913.6/F 93 4階開架・移動書架

平成くん、さようなら 古市憲寿著 913.6/F 93 4階開架・移動書架

DRY 原田ひ香著 913.6/H 32 4階開架・移動書架

つくもがみ笑います 畠中恵著 913.6/H 41 4階開架・移動書架

愉楽にて 林真理子著 913.6/H 48 4階開架・移動書架

ほんやのねこ (MOEのえほん) ヒグチユウコ絵と文 913.6/H 56 4階開架・移動書架

ハング (中公文庫:[ほ-17-5]) 誉田哲也著 913.6/H 84 4階開架・移動書架

歌舞伎町ゲノム 誉田哲也著 913.6/H 84 4階開架・移動書架
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警視庁特殊犯捜査係 (中公文庫:[ほ-17-1]. ジウ:1) 誉田哲也著 913.6/H 84/1 4階開架・移動書架

警視庁特殊急襲部隊 (中公文庫:[ほ-17-2]. ジウ:2) 誉田哲也著 913.6/H 84/2 4階開架・移動書架

新世界秩序 (中公文庫:[ほ-17-3]. ジウ:3) 誉田哲也著 913.6/H 84/3 4階開架・移動書架

トイレで読む、トイレのためのトイレ小説
雹月あさみ著/ヨシタケシン
スケイラスト 913.6/H 99 4階開架・移動書架

骨まで愛して : 粗屋五郎の築地物語 小泉武夫著 913.6/KO38 4階開架・移動書架

1R1分34秒 町屋良平著 913.6/MA19 4階開架・移動書架

告白 (双葉文庫:み-21-01) 湊かなえ著 913.6/MI39 4階開架・移動書架

名もなき毒 (文春文庫:[み-17-9]) 宮部みゆき著 913.6/MI71 4階開架・移動書架

つかのまのこと 柴崎友香著 913.6/SH17 4階開架・移動書架

黙過 下村敦史著 913.6/SH53 4階開架・移動書架

宝島 真藤順丈著 913.6/SH62 4階開架・移動書架

宝島 真藤順丈著 913.6/SH62 4階開架・移動書架

戦場のレビヤタン 砂川文次著 913.6/SU73 4階開架・移動書架

ニムロッド 上田岳弘著 913.6/U 31 4階開架・移動書架

名もなき星の哀歌 結城真一郎著 913.6/Y 97 4階開架・移動書架

ぴりから : 私の福岡物語 堀江貴文ほか著 913.68/P 67 4階開架・移動書架

きん色の窓とピーター (お母さんが読んで聞かせるお話 : 影絵
の絵本)

藤城清治影絵/香山多佳子お
話 913.8/F 66 4階開架・移動書架

読書間奏文 藤崎彩織著 914.6/F 66 4階開架・移動書架

工学部ヒラノ教授のラストメッセージ 今野浩著 916/KO75 4階開架・移動書架

俳句・詩歌 (定本漱石全集:第17巻) 夏目漱石著 918.68/N 58/17 4階開架・移動書架

自転車泥棒 呉明益著/天野健太郎訳 923.7/G 54 4階開架・移動書架
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82年生まれ、キム・ジヨン
チョ・ナムジュ著/斎藤真理
子訳 929.13/C 52 4階開架・移動書架

JR : JR family of companies
ウィリアム・ギャディス著/
木原善彦訳 933.7/G 99 4階開架・移動書架

カッコーの歌
フランシス・ハーディング
著/児玉敦子訳 933.7/H 32 4階開架・移動書架

心霊電流 上
スティーヴン・キング著/峯
村利哉訳 933.7/KI43/1 4階開架・移動書架

心霊電流 下
スティーヴン・キング著/峯
村利哉訳 933.7/KI43/2 4階開架・移動書架

おやすみの歌が消えて
リアノン・ネイヴィン著/越
前敏弥訳 933.7/N 62 4階開架・移動書架

両方になる (新潮クレスト・ブックス) アリ・スミス著/木原善彦訳 933.7/SM 5 4階開架・移動書架

アメリカ死にかけ物語
リン・ディン著, 小澤身和子
訳 934.7/D 76 4階開架・移動書架

4歳の僕はこうしてアウシュヴィッツから生還した

マイケル・ボーンスタイン&デ
ビー・ボーンスタイン・ホリン
スタート著 936/B 65 4階開架・移動書架

苦悩
マルグリット・デュラス著/
田中倫郎訳 953.7/D 98 4階開架・移動書架

怪盗ルパン二つえくぼの女
モーリス・ルブラン著/保篠
龍緒訳 953.7/L 49 4階開架・移動書架
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