
 

クエスチョン・バンク管理栄養士

国家試験問題解説 
医療情報科学研究所編集 

前年より約７０問増加！国試分

析に基づき、８９８問を厳選！！

第３４回国試より出題の増える

応用力試験がＱＲコードでたっ

ぷり解ける！『高血圧治療ガイド

ライン２０１９』や改定された

『授乳・離乳の支援ガイド』など

の最新情報にもバッチリ対

応！！(498.507/I 67/2020) 

毎日の栄養がしっかりと

れる健康ごはん献立 
岩﨑啓子著 

健康を保つ基本は栄養バラン

スのよい食事。１日に食べた

い食品量と、上手な摂り方、バ

ランス良い献立ごはんを紹

介。（596.475/I 96） 

マインドセット学級経営 : 子

供の成長を力づける 1 年にす

る アニー・ブロック, ヘザー・

ハンドレー著/佐伯葉子訳 

子供の成長を力づける１年にす

る。毎月の目標、レッスンプラン、

アクティビティ…具体的方略の

数々。学びに限界なんてない！成

長的マインドセットで前向きに

挑戦できる学級をつくる。アメリ

カで超話題の教育書。 

（374.1/B 75） 

遊びが学びに欠かせないわけ : 

自立した学び手を育てる 
ピーター・グレイ著/吉田新一郎訳 

学びは苦役ではない。自由な遊び

こそ、子どもの学びの大きな翼に

なることを、人類史に遡って解き

明かす。 

（370.4/G 79） 

変貌する水田農業の課題 
常盤勝美著 
家族経営を代替する大規模農業法

人、雇用・経営多角化・販売戦略

に見る多様なビジネスモデルの出

現、水田の畜産的利用、高まる政

策リスク。変貌する水田農業の実

態と課題を探る。 

（611.73/H 52） 

SDGs の基礎 : なぜ、「新事業

の開発」や「企業価値の向上」

につながるのか? 
事業構想研究所, 白田範史編 

健康・水・エネルギー・まちづく

り・働きがい・ジェンダーなど、

未来を創る１７のゴール。

（335.15/SC9） 

渦 : 妹背山婦女庭訓魂結び 
大島真寿美著 

弟弟子に先を越され、人形遣いか

らは何度も書き直しをさせられ、

それでも書かずにはおられなかっ

た半二。｢妹背山婦女庭訓」や「本

朝廿四孝」などを生んだ人形浄瑠

璃作者、近松半二の生涯を描いた

比類なき名作！著者の長年のテー

マ「物語はどこから生まれてくる

のか」が、義太夫の如き「語り」に

のって、見事に結晶した長編小説。 

第 161 回直木賞受賞作。 

（913.6/O 77） 

むらさきのスカートの女 
今村夏子著 

近所に住む「むらさきのスカート

の女」と呼ばれる女性のことが、

気になって仕方のない“わたし”

は、彼女と「ともだち」になるた

めに、自分と同じ職場で彼女が働

きだすよう誘導する。第 161 回

芥川賞受賞作。 

（913.6/I 44） 

新しい図書が入りました。ご利用お待ちしております！ 

 

9 月新着図書案内 



書名 著者名 請求記号 所在

中国情報ハンドブック 2019年版
三菱総合研究所国際動向分
析センター編 302.22/C 68/2019 2階参考コーナー

「令和」新時代の日本経済 (経済財政白書:令和元年版) 内閣府編集 330.59/KE29/20192階参考コーナー

令和時代の中小企業の活躍に向けて (中小企業白書:2019年
版)

中小企業庁編 335.35/C 67/2019 2階参考コーナー

家計調査年報 平成30年 1 家計収支編 総理府統計局編集 365.4/KA24/2018 2階参考コーナー

障害や病気などと向き合い、全ての人が活躍できる社会に (厚
生労働白書:平成30年版) 厚生労働省編 498.1/KO83/2018 2階参考コーナー

クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2020 医療情報科学研究所編集
498.507/I
67/2020 2階参考コーナー

クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2020 医療情報科学研究所編集
498.507/I
67/2020 2階参考コーナー

持続可能な未来のための地域循環共生圏 : 気候変動影響への
適応とプラスチック資源循環の取組 環境省編

519.059/KA56/20
19 2階参考コーナー

食料・農業・農村白書 令和元年版 農林水産省編 610.59/SH96/20182階参考コーナー

いまさら聞けないITの常識 (日経文庫:1409:B133) 岡嶋裕史著 080/N 73/1409
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

南北戦争の時代 : 19世紀 (岩波新書:新赤版 1771. シリーズ
アメリカ合衆国史:2) 貴堂嘉之著 081/I 95/1771

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

虐待死 : なぜ起きるのか、どう防ぐか (岩波新書:新赤版
1784) 川﨑二三彦著 081/I 95/1784

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

独ソ戦 : 絶滅戦争の惨禍 (岩波新書:新赤版 1785) 大木毅著 081/I 95/1785
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

モンテーニュ : 人生を旅するための7章 (岩波新書:新赤版
1786) 宮下志朗著 081/I 95/1786

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

リハビリ : 生きる力を引き出す (岩波新書:新赤版 1787) 長谷川幹著
081/I 95/1787

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

栄養学部 : 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)

佐藤成美著 366.29/N 53/栄養学部
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

60分でわかる!プログラミング教育最前線
プログラミング教育研究会
著 007.64/R 63 3階開架

ロボット未来の部屋 (玉川百科こども博物誌) 大森隆司編/園山隆輔絵 031/TA77 3階開架

SDGsの基礎 : なぜ、「新事業の開発」や「企業価値の向上」
につながるのか?

事業構想研究所, 白田範史編 335.15/SC9 3階開架

9月新着図書一覧

1/5



異文化コミュニケーションのA to Z : 理論と実践の両面から
わかる 改訂版

小坂貴志著 361.45/KO82 3階開架

LGBTQ+の児童・生徒・学生への支援 : 教育現場をセーフ・
ゾーンにするために

葛西真記子編著 367.9/KA72 3階開架

AI時代を生きる子どもたちの資質・能力 : 新学習指導要領に
対応

赤堀侃司著 370.4/A 29 3階開架

遊びが学びに欠かせないわけ : 自立した学び手を育てる
ピーター・グレイ著/吉田新
一郎訳 370.4/G 79 3階開架

各学習領域における基本的な見方・考え方 : アクティブ・
ラーニングで鍛えられるもの (教育フォーラム:61)

梶田叡一責任編集/日本人間
教育学会編 370.5/KA23 3階開架

道徳教育 (新しい教職教育講座:教職教育編:7) 荒木寿友, 藤井基貴編著 370.8/A 94/7 3階開架

不登校の子どもへのつながりあう登校支援 : 対人関係ゲーム
を用いたシステムズ・アプローチ

田上不二夫著 371.42/TA17 3階開架

公教育をイチから考えよう リヒテルズ直子, 苫野一徳著 372.107/R 39 3階開架

保育者・小学校教員のための教育制度論 : この1冊で基礎から
学ぶ 補訂版 (JSCP双書:no. 3)

内山絵美子, 山田知代, 坂田
仰編著 373.1/H 81 3階開架

マインドセット学級経営 : 子供の成長を力づける1年にする
アニー・ブロック, ヘザー・
ハンドレー著/佐伯葉子訳 374.1/B 75 3階開架

学級あそび102 : 1分・3分・5分でできる 菊池省三監修 374.12/KI24 3階開架

新任教師の学級づくり35のヒケツ (わかば先生サポート
BOOKS)

河原田友之監修 374.12/SH64 3階開架

アクティブ・ラーニングとは何か (まんがで知る教師の学
び:2)

前田康裕著 374.3/MA43/2 3階開架

学校と社会の幸福論 (まんがで知る教師の学び:3) 前田康裕著 374.3/MA43/3 3階開架

新卒時代を乗り切る!教師1年目の教科書 : a textbook of
new teachers 野中信行著 374.3/N 95 3階開架

「子どもから学ぶ」58のエピソード : 校長室の窓から 畠田靖久著 374.43/H 41 3階開架

北欧スウェーデン発森の教室 : 生きる知恵と喜びを生み出す
アウトドア教育

A.シェパンスキー, L.O.ダー
ルグレン, S.ショーランデル 374.8/SZ 3階開架

食育クイズ&ワークシート集 : +イラスト素材付き800点以上
収録 (食育・給食だよりCD-ROMシリーズ)

藤井美代子制作/全国学校給
食協会原案 374.97/SH96 3階開架

先生がつぶれる学校、先生がいきる学校 : 働き方改革とモチ
ベーション・マネジメント (変わる学校、変わらない学校:実

妹尾昌俊著 374/SE72 3階開架

初等算数科教育 (Minervaはじめて学ぶ教科教育:2) 清水美憲編著 375.082/MI43/2 3階開架

「深い学び」へと導く授業事例集 (新しい時代に必要となる資
質・能力の育成:4)

横浜国立大学教育学部附属
横浜中学校編 375.1/F 71 3階開架
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協同的探究学習で育む「わかる学力」 : 豊かな学びと育ちを
支えるために

藤村宣之, 橘春菜, 名古屋大学教
育学部附属中・高等学校編著 375.1/KY 2 3階開架

まんがで知る授業の法則 向山洋一, 前田康裕著 375.1/MU27 3階開架
ある日、クラスメイトがロボットになったら!? : イギリスの
小学生が夢中になった「コンピュータを使わない」プログラ

ヘレン・コールドウェル,
ニール・スミス著 375.199/C 13 3階開架

子どもたちが身を乗り出して聞く道徳の話 平光雄著 375.35/TA23 3階開架

これでどの子も文章題に立ち向かえる!算数授業づくり 樋口万太郎著 375.412/H 56 3階開架
算数アクティビティ200 : 「あそび+学び」で、楽しく深く学
べる

樋口万太郎著 375.412/H 56 3階開架

教えない授業 : 美術館発、「正解のない問い」に挑む力の育
て方

鈴木有紀著 375.72/SU96 3階開架

基本が分かる外国語活動・外国語科の授業 : 実践!新学習指導
要領

外国語活動・外国語科実践
研究会編著 375.893/G 14 3階開架

授業のビジョン 小川雅裕著 375/O 24 3階開架

思いやりを育む保育 平井信義,帆足英一編 376.11/O 63 3階開架

1歳児の指導計画完全サポート : CD-ROMつき (しんせい保
育の本)

原孝成監修 376.15/SH96/2 3階開架

2歳児の指導計画完全サポート : CD-ROMつき (しんせい保
育の本)

原孝成監修 376.15/SH96/3 3階開架

発達障害の子をサポートする学習・生活支援実例集 : 小学校 腰川一惠監修 378/H 43 3階開架

刺し身とジンギスカン : 捏造と熱望の日本食 魚柄仁之助著 383.81/U 79 3階開架

身体はトラウマを記録する : 脳・心・体のつながりと回復の
ための手法

ベッセル・ヴァン・デア・
コーク著/柴田裕之訳 493.74/V 26 3階開架

発達障害 : 生きづらさを抱える少数派の「種族」たち (SB新
書:454) 本田秀夫著 493.76/H 84 3階開架

自閉症スペクトラム : 10人に1人が抱える「生きづらさ」の
正体 (ソフトバンク新書:219)

本田秀夫著 493.76/H 84 3階開架

不測の衝撃 : 最新大災害メンタルヘルスケアガイド : 危機介入
に備えて知っておくべきこと

フレデリック J.スタッダードJr. [ほ
か] 編/東日本大震災支援合同チーム訳 493.79/F 96 3階開架

アレルギーっ子のごはんとおやつ : 卵なし牛乳なし小麦粉な
しでも、家族でいっしょの工夫がいっぱい : いちばんおいし

主婦の友社編 493.931/A 68 3階開架

障害や病気などと向き合い、全ての人が活躍できる社会に (厚
生労働白書:平成30年版)

厚生労働省編 498.1/KO83/2018 3階開架

食育のウソとホント : 捏造される「和食の伝統」 魚柄仁之助著 498.5/U 79 3階開架
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クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2020 医療情報科学研究所編集 498.507/I 67/2020 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29年

健康・栄養情報研究会編 498.55/KO48/20203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29年

健康・栄養情報研究会編 498.55/KO48/20203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29年

健康・栄養情報研究会編 498.55/KO48/20203階開架

毎日の栄養がしっかりとれる健康ごはん献立 (学研ヒットムッ
ク)

岩﨑啓子著 596.475/I 96 3階開架

グローバル資本主義と農業・農政の未来像 : 多様なあり方を
切り拓く

小池恒男編著 611.04/KO31 3階開架

フードバンクの多様性とサプライチェーンの進化 : 食品寄付
の海外動向と日本における課題 (日本農業市場学会研究叢

小林富雄, 野見山敏雄編著 611.3/KO12 3階開架

開発途上期日本の農村金融発展 : 戦前の農村信用組合を中心
として

万木孝雄著 611.5/Y 99 3階開架

変貌する水田農業の課題 八木宏典, 李哉泫編 611.73/H 52 3階開架

大都市近郊地域流通市場の機能強化 木村彰利著 621.413/KI39 3階開架

犬部! : 北里大学獣医学部 (ポプラ文庫:[か8-1]) 片野ゆか著 645.6/KA82 3階開架

福岡県・福岡市・北九州市の教職・一般教養過去問 2020年
度版 (教員採用試験「過去問」シリーズ:1)

協同教育研究会編 373.7/KY 2/2020 4階開架・移動書架

福岡県・福岡市・北九州市の教職教養参考書 2020年度版 (教員採
用試験「参考書」シリーズ:1)

協同教育研究会編 373.7/KY 2/2020 4階開架・移動書架

福岡県・北九州市の家庭科参考書 2020年度版 (福岡県の教
員採用試験参考書シリーズ:10)

協同教育研究会編 373.7/KY 2/2020 4階開架・移動書架

福岡県・福岡市・北九州市の教職・一般教養過去問 2020年
度版 (教員採用試験「過去問」シリーズ:1)

協同教育研究会編 373.7/KY 2/2020 4階開架・移動書架

福岡県・福岡市・北九州市の教職教養参考書 2020年度版
(教員採用試験「参考書」シリーズ:1)

協同教育研究会編 373.7/KY 2/2020 4階開架・移動書架

福岡県・北九州市の家庭科参考書 2020年度版 (福岡県の教
員採用試験参考書シリーズ:10)

協同教育研究会編 373.7/KY 2/2020 4階開架・移動書架

福岡県・福岡市・北九州市の論作文・面接過去問 2020年度
版 (教員採用試験「過去問」シリーズ:13)

協同教育研究会編 373.7/KY 4/2020 4階開架・移動書架

福岡県・福岡市・北九州市の論作文・面接過去問 2020年度
版 (教員採用試験「過去問」シリーズ:13)

協同教育研究会編 373.7/KY 4/2020 4階開架・移動書架

#家庭科 : #分野別#項目別 2020年度版 (教員採用試験「全
国版」過去問シリーズ:11. 全国まるごと過去問題集)

協同教育研究会編集 373.7/KY2/2019 4階開架・移動書架

#特別支援学校教諭 : #分野別#項目別 2020年度版 (教員採
用試験「全国版」過去問シリーズ:14. 全国まるごと過去問題

協同教育研究会編集 373.7/KY2/2020 4階開架・移動書架
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#教職教養 : #分野別#項目別 2020年度版 (教員採用試験
「全国版」過去問シリーズ:1. 全国まるごと過去問題集)

協同教育研究会編集 373.7/KY2/2020 4階開架・移動書架

#一般教養 : #分野別#項目別 2020年度版 (教員採用試験
「全国版」過去問シリーズ:2. 全国まるごと過去問題集)

協同教育研究会編集 373.7/KY2/2020 4階開架・移動書架

#論作文・面接 : #分野別#項目別 2020年度版 (教員採用試
験「全国版」過去問シリーズ:15. 全国まるごと過去問題集)

協同教育研究会編集 373.7/KY2/2020 4階開架・移動書架

保育者になるためのピアノ教本 : 子どもの歌でいつのまにか
上達する

山本学編著 763.2/Y 31 4階開架・移動書架

子どもとスポーツのイイ関係 : 「苦手・嫌い」が「得意・好
き」に変わるコーチングの極意

山田ゆかり著 780.7/Y 19 4階開架・移動書架

1988年のパ・リーグ 山室寛之著 783.7/Y 32 4階開架・移動書架

一〇〇〇ヘクトパスカル (講談社文庫:[あ-121-5]) 安藤祐介著 913.6/A 47 4階開架・移動書架

むらさきのスカートの女 今村夏子著 913.6/I 44 4階開架・移動書架

渦 : 妹背山婦女庭訓魂結び 大島真寿美著 913.6/O 77 4階開架・移動書架
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