
 

 

 

  

世界一さら〜っとわかる栄

養学  : からだと栄養のし

くみ  
松田早苗監修  

効率のよい栄養の取り方がわか

る！ダイエットにおすすめの栄

養素もまるわかり。不調を防ぐ

食べ方を紹介！

（498.55/SE22） 

 

 

新しい料理の教科書 : 定番の

“当たり前"を見直す 
樋口直哉著 

本書は、ハンバーグや唐揚げなど

今まで当たり前だと思われてい

た定番料理の作り方を科学的な

視点から見直した本です。ちょっ

とした発想の転換から生まれた

目からウロコの調理法で、誰でも

が最高の定番を作れるようにな

る、新しい料理の教科書です。

（596/H 56） 

 

 

乳児保育演習ブック 第 2 版 

(よくわかる!保育士エクササイ

ズ:5) 池田りな ほか著 

新しい保育士養成課程「乳児保

育」に対応した講義、演習のテキ

スト。自分で考え、理解を深める

よう各章末に演習課題を設定。保

育者が乳児とどのようにかかわ

っていくかを事例などを題材に

実践的に学習でき、現場に出てか

らも役に立つ一冊。好評の旧版に

最新情報を反映した改訂版。

（376.15/Y 79/5） 

 

「白熱する教室」を創る 8 つの

視点 : いつ、何をして、何をめ

ざすか 1 年間をデザインす

る : 実践の年間計画明示 

菊池省三著/菊池道場著 
｢主体的･対話的で深い学び｣が

成立し、｢白熱する教室｣が実現

する！1年間の見通しをもって

人間を育てる菊池実践を、8 つ

の視点から徹底解説します。 

（374.12/KI24） 

 

AI 流通革命 3.0 : ビッグデータ

の活用で小売はもっと儲かる 

大久保恒夫著 

小売業が飛躍する大きなチャン

ス！小売業はお客様との接点に

あるから、膨大なデータを手にで

きる。そのビッグデータをどう活

かすかが、これからの勝敗を決め

る！！ （673.7/O 54） 

 

セレモニー・イベント学への

ご招待 : 儀礼・儀式とまつり・

イベントなど 徳江順一郎, 二

村祐輔, 廣重紫著 
ブライダル、フューネラルから

オリ・パラ、天皇即位、万博まで。

世界と日本のセレモニーとイベ

ントをその成り立ちから今日的

意義まで、すべてをこの一冊に

凝縮。ホスピタリティ業界関係

者にとって必読の１冊。 

（331/Y 43） 

樹木希林 120 の遺言 : 死ぬ

ときぐらい好きにさせてよ 
樹木希林著 

「楽しむのではなくて、面白がる

ことよ。 面白がらなきゃ、やって

いけないもの、この世の中」  

本書は女優の樹木希林さんが生

前に遺した 120 の言葉を掲載し

ています。老い、孤独、病い、仕

事、家族、夫婦関係……誰もが人

生で直面する 「壁」をどう乗り越

えればいいのか――。 きっと樹

木さんの言葉がヒントになるは

ずです。   （778.21/KI22） 

 

木曜日の子ども 重松清著 
７年前、旭ヶ丘の中学校で起き

た、クラスメイト９人の無差別毒

殺事件。前の学校でひどいいじめ

に遭っていた晴彦は、毒殺事件の

犯人・上田祐太郎と面影が似てい

るらしい。この夏、上田は社会に

復帰し、ひそかに噂が流れる―世

界の終わりを見せるために、ウエ

ダサマが降臨した。やがて旭ヶ丘

に相次ぐ、不審者情報、飼い犬の

変死、学校への脅迫状。そして再

び、「事件」は起きた…。 

（913.6/SH28） 

 

 

 

 

 



書名 著者名 請求記号 所在

日本の図書館 : 統計と名簿 2018
日本図書館協会図書館調査
委員会編

010.59/ N
77/2018 2階参考コーナー

世界年鑑 2019 共同通信社編 059/SE22/2019 2階参考コーナー

進む高齢化と犯罪 (犯罪白書:平成30年版) 法務省法務総合研究所編 326.3/H 29/2018 2階参考コーナー

世界の統計 (国際統計要覧) 2019 総務庁統計局編 350.9/SE22/2019 2階参考コーナー

世界の統計 (国際統計要覧) 2019 総務庁統計局編 350.9/SE22/2019 2階参考コーナー

日本子ども資料年鑑 2019 日本総合愛育研究所編 367.6/N 77/2019 2階参考コーナー

学校基本調査報告書 : 高等教育機関 平成30年度
文部省大臣官房調査統計課
編

370.59/G
16/2018 2階参考コーナー

学校基本調査報告書 : 初等中等教育機関 専修学校・各種学校
編 平成30年度

文部省大臣官房調査統計課
編

370.59/G
16/2018 2階参考コーナー

農林水産統計 : ポケット 平成30年版
農林水産省経済局統計情報
部編集 605.1/P 76/2018 2階参考コーナー

海運六法 2019年版 (海事法令シリーズ:1) 海事法令研究会編著 683.1/KA21/2019 2階参考コーナー

港湾六法 2019年度 (海事法令シリーズ:5) 海事法令研究会編著
683.91/KO95/201
9 2階参考コーナー

美術大鑑 2019 703.5/B 42/2019 2階参考コーナー

マーケティング 第2版 (日経文庫:1404:F51) 恩蔵直人著 080/N 73/1404
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

やさしいマクロ経済学 (日経文庫:1405:F75) 塩路悦朗著 080/N 73/1405
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

ロジスティクス4.0 : 物流の創造的革新 (日経文
庫:1406:E58) 小野塚征志著 080/N 73/1406

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

ビジュアルAI(人工知能) (日経文庫:1938) 城塚音也著 080/N 73/1938
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

東アジア仏教史 (岩波新書:新赤版 1758) 石井公成著 081/I 95/1758
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

「いのち」とがん : 患者となって考えたこと (岩波新書:新赤版
1759)

坂井律子著 081/I 95/1759
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

子育ての知恵 : 幼児のための心理学 (岩波新書:新赤版 1760) 高橋惠子著 081/I 95/1760
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
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日本をどのような国にするか : 地球と世界の大問題 (岩波新書:
新赤版 1761)

丹羽宇一郎著 081/I 95/1761
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

世界史の実験 (岩波新書:新赤版 1762) 柄谷行人著 081/I 95/1762
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

平成の終焉 : 退位と天皇・皇后 (岩波新書:新赤版 1763) 原武史著 081/I 95/1763
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

流言のメディア史 (岩波新書:新赤版 1764) 佐藤卓己著 081/I 95/1764
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

医の希望 (岩波新書:新赤版 1765) 齋藤英彦編 081/I 95/1765
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

イタリア史10講 (岩波新書:新赤版 1766) 北村暁夫著 081/I 95/1766
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

伊勢神宮と斎宮 (岩波新書:新赤版 1767) 西宮秀紀著 081/I 95/1767
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2集 (東洋経済別冊:臨時増刊) 335.4/TO86/2019
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

通訳者・通訳ガイドになるには (なるにはBooks:10) 鑓田浩章著 366.29/N 53/10
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

食生活アドバイザー公式重要用語辞典 : 食と生活のスペシャ
リスト FLAネットワーク協会編 498.5/N 77

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

最新物流実務の基本と仕組みがよ〜くわかる本 : 物流担当者
待望の必携マニュアル! (図解入門ビジネス : How‐nual) 木村徹著 675.4/KI39

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

最新物流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4版 (図解入門業界研究 : 船井総研ロジ著 681.6/H 38

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

ブロックチェーン、AIで先を行くエストニアで見つけたつま
らなくない未来

小島健志著/孫泰蔵監修 007.3/KO39 3階開架

30時間でマスターOffice 2016 : Windows10対応 実教出版編修部編
007.63/SA64

3階開架

メタデータとウェブサービス (わかる!図書館情報学シリーズ:
第3巻)

日本図書館情報学会研究委
員会編 010.8/W 25/3 3階開架

出版の崩壊とアマゾン : 出版再販制度「四〇年」の攻防 高須次郎著 024.1/TA54 3階開架

近代 : 想像された社会の系譜 チャールズ・テイラー 著
139.31/C 34 3階開架

科学的潜在意識の書きかえ方 小森圭太著 159/KO67 3階開架

科学的「お金」と「幸運」の引き寄せ方 小森圭太著 159/KO67 3階開架

ぼくらの死生観 : 英霊の渇く島に問う : 新書版「死ぬ理由、生
きる理由」 (ワニブックス「Plus」新書:231)

青山繁晴著 210.75/A 58 3階開架

図説英国執事 : 貴族をささえる執事の素顔 (ふくろうの本) 村上リコ著 233.06/MU43 3階開架
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昭和天皇実録 人名索引・年譜 東京書籍編 288.41/SH97/19 3階開架

極夜行前 角幡唯介著 297.8/KA28 3階開架

南極ではたらく : かあちゃん、調理隊員になる 渡貫淳子著 297.9/W 46 3階開架

男子校という選択 (日経プレミアシリーズ:144) おおたとしまさ 著 316.4/O 81 3階開架

福祉の経済哲学 : 個人・制度・公共性 後藤玲子著 331.1/G 72 3階開架

値段と価値 : なぜ私たちは価値のないものに、高い値段を付
けるのか?

ラジ・パテル著/福井昌子訳 331.84/P 27 3階開架

日本経済史 武田晴人著 332.106/TA59 3階開架

図説九州経済 2019 九州経済調査協会編 332.19/Z 8/2018 3階開架

エッセンシャル財務会計 第3版 井上達男著/山地範明著 336.9/I 55 3階開架

銀行員の逆襲 岡内幸策著 338.2/O 45 3階開架

リーマン・ショック10年目の衝撃 : 史上空前の金融危機の全
容と現在

米倉茂著 338.9/Y 83 3階開架

福祉国家変革の理路 : 労働・福祉・自由 新川敏光著 364/SH64 3階開架

企業ファースト化する日本 : 虚妄の「働き方改革」を問う 竹信三恵子著 366.11/TA64 3階開架

残業学 : 明日からどう働くか、どう働いてもらうのか? (光文
社新書:980)

中原淳, パーソル総合研究所
著 366.32/Z 1 3階開架

100のチャートで見る人生100年時代、「幸せな老後」を自
分でデザインするためのデータブック

大石佳能子著 367.7/O 33 3階開架

フランスにおける雇用と子育ての「自由選択」 : 家族政策の
福祉政治 (シリーズ・現代の福祉国家:14)

千田航著 369.021/SH88/14 3階開架

格差・秩序不安と教育 広田照幸著 370.4/H 74 3階開架

教育心理学 (新しい教職教育講座:教職教育編4) 神藤貴昭, 橋本憲尚編著 370.8/A 94/4 3階開架

教育の本質と教師の学び 高橋浩編著/金田健司編著 371/TA33 3階開架

福祉国家と教育 : 比較教育社会史の新たな展開に向けて (叢
書・比較教育社会史)

広田照幸, 橋本伸也, 岩下誠
編 372/F 83 3階開架

教育システムと社会 : その理論的検討 広田照幸, 宮寺晃夫編
373.1/KY 4 3階開架

3/9



「白熱する教室」を創る8つの視点 : いつ、何をして、何をめ
ざすか 1年間をデザインする : 実践の年間計画明示

菊池省三著/菊池道場著 374.12/KI24 3階開架

最高のクラスになる!学級経営365日のタイムスケジュール表 山本東矢著 374.12/Y 31 3階開架

学校トラブル法的対応Q&A : 学校における法律問題と適切な
対応策 (現代産業選書)

飛翔法律事務所編 374/G 16 3階開架

わかる!小学校の先生のための統計教育入門 坂谷内勝著 375.1/SA39 3階開架

小学生のためのソーシャルスキル・トレーニング : スマホ時
代に必要な人間関係の技術

渡辺弥生編著/藤枝静暁編著
375.1/SH95

3階開架

進路指導四十年逆転の山口の生徒に勇気を与える面談力 山口和士著 375.25/Y 24 3階開架

入門算数学 第3版 黒木哲徳著 375.41/KU72 3階開架

音楽授業の「見方・考え方」 : 成功の指導スキル&題材アイデ
ア (音楽科授業サポートBOOKS)

高倉弘光編著 375.762/TA38 3階開架

小・中学校で英語を教えるための必携テキスト : コア・カリ
キュラム対応

中村典生監修 375.893/SH95 3階開架

教育課程編成論 新訂版 (玉川大学教職専門シリーズ) 奈須正裕, 坂野慎二編著 375/N 56 3階開架

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

幼稚園・保育所・施設実習完全ガイド : 準備から記録・計
画・実践まで 第2版

太田光洋編著 376.1/O 81 3階開架

子ども家庭支援の心理学 (新・基本保育シリーズ:9) 白川佳子, 福丸由佳編 376.1/SH57/9 3階開架

選ばれる園になるための給食マネジメント
三恭保育園事業部給食課編
著 376.14/SA65 3階開架

乳児保育演習ブック 第2版 (よくわかる!保育士エクササイ
ズ:5)

池田りなほか著 376.15/Y 79/5 3階開架

保育内容造形表現の指導 第4版 村内哲二編著 376.156/H 81 3階開架

女子校力 (PHP新書:854) 杉浦由美子著 376.31/SU48 3階開架

女子校という選択 (日経プレミアシリーズ:181) おおたとしまさ著 376.4/O 81 3階開架

女子校育ち (ちくまプリマー新書:156) 辛酸なめ子著 376.4/SH69 3階開架

修猷館高校あるある
修猷館高校あるある研究会
著 376.419/SH99 3階開架
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明日の農業に挑戦 : 高崎健康福祉大学で学ぶ農業の未来 鶴蒔靖夫著 377.28/TS85 3階開架

小学校学級担任のためのよくわかるインクルーシブ教育 : 課
題解決Q&A

半澤嘉博編著/相澤雅文ほか
著 378/H 29 3階開架

実践に生かす障害児保育・特別支援教育 前田泰弘編著
378/MA26 3階開架

生涯学習社会のポリティクス : スウェーデン成人教育の歴史
と構造

太田美幸著 379.023/O 81 3階開架

世界のお正月百科事典 ウィリアム・D.クランプ著 386.033/C 94 3階開架

ビッグ・クエスチョン : 「人類の難問」に答えよう
スティーヴン・ホーキング
著 440.4/H 45 3階開架

フクロウの家 トニー・エンジェル著 488.75/E 62 3階開架

鳥肉以上、鳥学未満。 川上和人著 488/KA94 3階開架

生きかた上手 新訂版 日野原重明著 490.4/H 61 3階開架

プロメテウス : 解剖学コアアトラス 第3版
Anne M. Gilroy, Brian R.
MacPherson 491.1/P 97 3階開架

ぼくは物覚えが悪い : 健忘症患者H・Mの生涯
スザンヌ・コーキン著/鍛原
多惠子訳 491.371/C 88 3階開架

イラストレイテッド生化学 (リッピンコットシリーズ) Denise R.Ferrier著 491.4/F 22 3階開架

やさしくわかる心臓カテーテル : 検査・治療・看護 高橋佐枝子, 島袋朋子編集 492.12/Y 61 3階開架

管理栄養士のための呼吸ケアとリハビリテーション 第2版 (呼
吸ケア&リハビリテーションシリーズ)

石川朗監修/田中弥生編集 493.3/KA58 3階開架

私はすでに死んでいる : ゆがんだ「自己」を生みだす脳
アニル・アナンサスワー
ミー 著/藤井留美訳 493.7/A 46 3階開架

やさしく学べる必須皮膚疾患 改訂版
川島眞監修/川島眞 ほか 執
筆 494.8/Y 61 3階開架

公衆栄養学 第6版 (栄養科学シリーズNEXT) 酒井徹, 郡俊之編 498.5/E 39 3階開架

食品成分表 2019 : セット 香川芳子監修 498.511/SH96/20193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 2019年
版 (管理栄養士養成課程におけるモデルコアカリキュラム準拠:第8
巻)

酒井徹編/由田克士編 498.55/KO87 3階開架

世界一さら〜っとわかる栄養学 : からだと栄養のしくみ 松田早苗監修 498.55/SE22 3階開架

給食経営管理論 改訂第3版 (健康・栄養科学シリーズ)
石田裕美, 登坂三紀夫, 高橋
孝子編集 498/KE45 3階開架
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メイド・イン・トーキョー : 墨田区モノづくり中小企業の未
来

関満博著 509.213/SE24 3階開架

アウトバーンの歴史 : その前史から21世紀まで
ドイツ連邦共和国交通省編/
杉山雅洋監修/中田勉訳・著 514.092/N 43 3階開架

台湾名建築めぐり
辛永勝文・写真/楊朝景文・
写真/小栗山智訳 523.224/SH57 3階開架

全国もなかぼん オガワカオリ著 588.36/O 24 3階開架

コーヒー抽出の法則 田口　護、山田康一著 596.7/TA19 3階開架

新しい料理の教科書 : 定番の“当たり前"を見直す 樋口直哉著 596/H 56 3階開架

小児科医のぼくが伝えたい最高の子育て 高橋孝雄著 599/TA33 3階開架

これからの地域再生 (犀の教室)
飯田泰之編/浅川芳裕 ほか
著 601.1/KO79 3階開架

地域活性化マーケティング : 地域価値を創る・高める方法論 宮副謙司著 601.1/MI89 3階開架

日本農業再生案 : 鍵はコメ 尾ノ井憲三著 611.1/O 67 3階開架

奇跡の集落 : 廃村寸前「限界集落」からの再生 多田朋孔, 地域おこし著 611.15/TA16 3階開架

フードシステムの経済学 第6版
時子山ひろみ著/荏開津典生
著/中嶋康博著 611.3/TO34 3階開架

ともに豊かになる有機農業の村 : 中国江南・戴庄村の実践
楠本雅弘, 中島紀一著/農山
漁村文化協会編 615.71/KU92 3階開架

証言BSE問題の真実 : 全頭検査は偽りの安全対策だった! 唐木英明編著 648.25/KA62 3階開架

格差拡大と日本の流通 仲上哲著 672.1/N 32 3階開架

営業の教科書 : ハーバード・ビジネス・レビュー営業論文ベ
スト11 (Harvard Business Review)

ハーバード・ビジネス・レ
ビュー編集部編 673.3/E 37 3階開架

クレーム対応「完全撃退」マニュアル : 対面・電話・メール
まで : 100業種・5000件を解決したプロが明かす23の技術

援川聡著 673.3/E 62 3階開架

AI流通革命3.0 : ビッグデータの活用で小売はもっと儲かる 大久保恒夫著 673.7/O 54 3階開架

事例でわかる新・小売革命 : 中国発ニューリテールとは? 劉潤著/配島亜希子訳 673.7/R 98 3階開架

スーパーマーケットのブランド論 寺本高著 673.86/TE53 3階開架

セレモニー・イベント学へのご招待 : 儀礼・儀式とまつり・
イベントなど

徳江順一郎, 二村祐輔, 廣重
紫著 673.93/TO35 3階開架
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物流革命 (日経MOOK) 日本経済新聞出版社編 675.4/B 97 3階開架

望ましい食品流通システムの構築に向けて : 卸売市場法及び
食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律と今後の課題

盛山正仁編著 675.5/MO73 3階開架

1からのデジタル・マーケティング 西川英彦, 澁谷覚編著 675/N 83 3階開架

基礎から学ぶ中国貿易実務 岩見辰彦著 678.3/I 94 3階開架

新しい貿易実務の解説 石川雅啓著 678.4/I 76 3階開架

日本のホテル産業100年史 木村吾郎著 689.81/KI39 3階開架

ぬかどこすけ! かとうまふみ作 726.6/KA86 3階開架

せつぶんだまめまきだ (行事の由来えほん) 桜井信夫作/赤坂三好絵 726.6/SE93 3階開架

トンボさんのぐるぐるレポート : トンボ : トンボたちが次々登
場する楽しい自己紹介! (教育画劇のかみしばい. 虫ってこんな

栗林慧作・写真 779.8/KU61 3階開架

くさむらのおうさまカマキリ : カマキリ : みずみずしい成長の
ストーリー (教育画劇のかみしばい. 虫ってこんなにオモシロ

栗林慧作・写真 779.8/KU61 3階開架

ぼくらバッタのなかまたち : バッタ : いろんなバッタのなかまがおぼ
えられます! (教育画劇のかみしばい. 虫ってこんなにオモシロい!)

栗林慧作・写真 779.8/KU61 3階開架

きょうもげんきにおしごとだ! : アリ : はたらきアリのこうどうがた
のしくわかる! (教育画劇のかみしばい. 虫ってこんなにオモシロい!)

栗林慧作・写真 779.8/KU61 3階開架

ぼくはクワガタ。 : クワガタ : クワガタくんの素敵な魅力がいっぱ
い! (教育画劇のかみしばい. 虫ってこんなにオモシロい! )

栗林慧作・写真 779.8/KU61 3階開架

つよいぞ!カブトムシジョニー : カブトムシ : カブトムシの必
殺つのひねりがすごい! (教育画劇のかみしばい. 虫ってこんな

栗林慧作・写真 779.8/KU61 3階開架

とべとべブーン! : 虫の飛ぶ瞬間 : 羽ばたきの一瞬、躍動感が
ほとばしる! (教育画劇のかみしばい. 虫ってこんなにオモシロ

栗林慧作・写真 779.8/KU61 3階開架

かおかおだあれ? : 虫の顔 : いろんな虫の顔のアップがどーん
と迫る! (教育画劇のかみしばい. 虫ってこんなにオモシロい!)

栗林慧作・写真 779.8/KU61 3階開架

佐賀県の小学校教諭過去問 2020年度版 (佐賀県の教員採用
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

鹿児島県の小学校教諭過去問 2020年度版 (鹿児島県の教員
採用試験過去問シリーズ:2)

協同教育研究会編 373.7/KY 4/2020 4階開架・移動書架

熊本県・熊本市の小学校教諭過去問 2020年度版 (熊本県の
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 4/2020 4階開架・移動書架

ファシリテーションの技法 : アクティブ・ラーニング時代の
造形ワークショップ

高橋陽一著 707/TA33 4階開架・移動書架

古事記 (中公文庫. マンガ日本の古典:1) 石ノ森章太郎著 726.1/MA43 4階開架・移動書架
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親子であそぶおりがみ絵本 : 伝承おりがみ 1 (福音館のペー
パーバック絵本)

つじむらますろう編・絵 754.9/O 94/1 4階開架・移動書架

親子であそぶおりがみ絵本 : 伝承おりがみ 2 (福音館のペー
パーバック絵本)

つじむらますろう編・絵 754.9/O 94/2 4階開架・移動書架

親子であそぶおりがみ絵本 : 伝承おりがみ 3 (福音館のペー
パーバック絵本)

つじむらますろう編・絵 754.9/O 94/3 4階開架・移動書架

親子であそぶおりがみ絵本 : 伝承おりがみ 4 (福音館のペー
パーバック絵本)

つじむらますろう編・絵 754.9/O 94/4 4階開架・移動書架

樹木希林120の遺言 : 死ぬときぐらい好きにさせてよ 樹木希林著 778.21/KI22 4階開架・移動書架

体力トレーニング論 高松薫著 780.7/TA42 4階開架・移動書架

全国高等学校野球選手権大会100回史 上巻: 甲子園編 朝日新聞社編著 783.7/A 82/1 4階開架・移動書架

全国高等学校野球選手権大会100回史 下巻: 都道府県編 朝日新聞社編著 783.7/A 82/2 4階開架・移動書架

0 (ゼロ) から1 (イチ) をつくる : 地元で見つけた、世界での
勝ち方 (講談社現代新書:2509)

本橋麻里著 784.9/MO83 4階開架・移動書架

親子であそぶあやとり絵本 : あやとりいととり 1 (福音館の
ペーパーバック絵本)

さいとうたま採取・文/つじ
むらますろう絵 798/O 94/1 4階開架・移動書架

親子であそぶあやとり絵本 : あやとりいととり 2 (福音館の
ペーパーバック絵本)

さいとうたま採取・文/つじ
むらますろう絵 798/O 94/2 4階開架・移動書架

親子であそぶあやとり絵本 : あやとりいととり 3 (福音館の
ペーパーバック絵本)

さいとうたま採取・文/つじ
むらますろう絵 798/O 94/3 4階開架・移動書架

商経学部生のための読む中国語 大羽りん著/趙青著 820/O 11 4階開架・移動書架

天声人語 : 英文対照 v. 195 2018冬
朝日新聞論説委員室編/英文
朝日訳 837/A 82/195 4階開架・移動書架

ともに学ぶドイツ語 改訂版 林久博著/鶴田涼子著 840/H 48 4階開架・移動書架

プロムナードやさしいドイツ語文法 改訂版 荻原耕平著/山崎泰孝著 845/O 25 4階開架・移動書架

フランス語でサバイバル! 3訂版
内村瑠美子著/七尾誠著/後
藤直樹著/阪口勝弘著/釣馨 850/F 92 4階開架・移動書架

スペイン語文法と練習 廣澤明彦著 865/H 72 4階開架・移動書架

森瑤子の帽子 島崎今日子著 910.268/SH35 4階開架・移動書架

跳ぶ男 青山文平著 913.6/A 57 4階開架・移動書架

平場の月 朝倉かすみ著 913.6/A 85 4階開架・移動書架
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火のないところに煙は 芦沢央著 913.6/A 92 4階開架・移動書架

ひとつむぎの手 知念実希人著 913.6/C 46 4階開架・移動書架

まんぷく 下 (NHK連続テレビ小説) 福田靖作/田渕孝ノベライズ 913.6/F 74/2 4階開架・移動書架

彼女は頭が悪いから 姫野カオルコ著 913.6/H 59 4階開架・移動書架

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

おっさんたちの黄昏商店街 池永陽著 913.6/I 34 4階開架・移動書架

家康に訊け 加藤廣著 913.6/KA86 4階開架・移動書架

もういちどベートーヴェン 中山七里著 913.6/N 45 4階開架・移動書架

新章 : 神様のカルテ 夏川草介著 913.6/N 58 4階開架・移動書架

木曜日の子ども 重松清著 913.6/SH28 4階開架・移動書架

プラスチックの祈り 白石一文著 913.6/SH82 4階開架・移動書架

崖っぷちパラダイス 谷口桂子著 913.6/TA87 4階開架・移動書架

ノースライト 横山秀夫著 913.6/Y 79 4階開架・移動書架

本と鍵の季節 米澤穂信著 913.6/Y 84 4階開架・移動書架

台湾紀行 新装版 (朝日文庫. 街道をゆく:40) 司馬遼太郎 915.6/SH15 4階開架・移動書架

評論ほか (定本漱石全集:第16巻) 918.68/N 58/16 4階開架・移動書架

定本漱石全集 第26巻 : 別冊中 夏目金之助著 918.68/N 58/26 4階開架・移動書架

ブックショップ
ペネロピ・フィッツジェラ
ルド著/山本やよい訳 933.7/F 29 4階開架・移動書架

謎とき『風と共に去りぬ』 : 矛盾と葛藤にみちた世界文学 (新
潮選書)

鴻巣友季子著 933.7/KO78 4階開架・移動書架

座席ナンバー7Aの恐怖
セバスチャン・フィツェッ
ク著/酒寄進一訳 943.7/F 29 4階開架・移動書架

ラサリーリョ・デ・トルメスの人生 岡村一訳 963/R 17 4階開架・移動書架
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