新しい図書が入りました。どうぞご利用ください。

596.2/MO92
管理栄養士国家試験合格のた
めのワークノート 150 日 第
8 版/女子栄養大学管理栄養士
国家試験対策委員会編
1 日 2 ページで全範囲をクリア
できる書き込み式問題集。国家試
験ガイドラインの中項目から出
題頻度の高い 300 項目を抽出
し、1 ページ 1 項目で構成。受験
勉強のペースメーカーとして最
適の 1 冊です。
（498.55/KA58）

スティグリッツミクロ経済学
第 4 版/ジョセフ・E・スティ
グリッツ, カール・E・ウォルシ
ュ著/藪下史郎 [ほか] 訳
グローバル・スタンダード・テキ
ストのミクロ編最新版！情報の
経済学を最も統一した形でやさ
しく教えるほか、行動経済学をモ
デルに取り入れてさらに充実し
た内容に。
（331/ST6）

これからの学校教育を担うた
めに (まんがで知る教師の学
び:[1])/ 前田康裕著
まんがで知り、解説で納得! 知っ
ておくべきキーワード満載。いま
求められる資質・能力と必要な知
識が、主人公・吉良良介先生の言
葉と奮闘する仲間のストーリー
を通してわかります。現役教頭先
生が文字通り「描く」、深くて広
い、そして明るい未来へとつなが
る学びの世界。
（374.3/MA26）

ス ヌ ー ピ ー 1981 〜 1982
(完全版ピーナッツ全集:16)/
チャールズ・M.シュルツ著/谷
川俊太郎訳
チャーリー・ブラウン、ボーリ
ングの試合で勝利を目前！ ス
ヌーピーの兄弟マーブルス初登
場。全作品収録の画期的全集、
第２回配本。
（726.1/SC8/16）

栄養解剖生理学 : 人体の構造と
機能及び疾病の成り立ち (栄養
科学シリーズ NEXT)/河田光博,
小澤一史, 上田陽一編
消化器系や循環器系を詳しく学び、
代謝を学ぶ生化学につなげる。専門
科目の臨床栄養学や発達・成長に必
要な栄養学、食物アレルギーや誤嚥
の理解に必要な基礎知識を幅広く
取り上げ、カラーイラストを多用し
た、見てわかる構成に。
（498.5/E 39）

面接の質問 2021 (絶対内定)/
杉村太郎, 坂本章紀著
20 年以上の就活本のベストセラー
『絶対内定』シリーズ最新版。
必ず聞かれる 59 の質問の意図する
ところは何か、どう答えていけばい
いのか、狙いと攻略ポイントがわか
る。質問はすべて見開き完結。他シ
リーズよりも薄く、とっても読みや
すい! 超実践的な内容で本選考はも
ちろん、インターンシップにも使え
ます。この 1 冊があれば、直前対策
は完璧!（377.9/SU39/2021）

スイスイわかる保育士採用専
門試験 [令和元年度版]
酒井英樹編著/廣森友人編著/吉
田達弘編著
出題が予想される事項を厳選した
専門試験の予想問題集。最新の統
計データを掲載。科目ごとに重要
事項を掲載！よくわかる丁寧な解
説！短期間で効率よく知識が深ま
る！（376.14/H 77/2019）

世界基準の働き方 : 海外勤務を
拒み続けた私が超巨大グローバ
ル企業の幹部になれた理由
/高岡浩三著
右肩上がりのネスレ日本現 CEO が
明かす、どんな国・組織・会社に行
っても圧倒的成果を出す「世界基
準」の働き方とは？
（588.067/TA49）

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。

1月新着図書一覧
書名
小売物価統計調査年報 平成30年

著者名
総理府統計局編

請求記号

所在

337.85/KO95/201
8
2階参考コーナー

家計調査年報 平成30年 2 貯蓄・負債編
総理府統計局編集
人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について (労働経済
白書:令和元年版)
厚生労働省編
厚生労働省雇用均等・児童
女性労働の分析 2018年
家庭局編

365.4/KA24/2018 2階参考コーナー
366.021/R
59/2019
2階参考コーナー

理科年表 机上版 第93冊(令和2年)

東京天文台編纂

403.2/R 41/2020

食料需給表 平成29年度
自由貿易に迫る危機と新たな国際秩序構築の必要性 (通商白
書:令和元年版)

農林省大臣官房調査課編

航空統計要覧 2019年版
英文契約書の書き方 第3版 (日経文庫:1415:H20)
就職四季報女子版 2021年版
中国語検定HSK公認テキスト 改訂版 1級
中国語検定HSK公認テキスト 改訂版 2級
書くだけで夢がかなう手帳&ノート術 (NIKKEI WOMAN
BOOK)

366.38/J 76/2018 2階参考コーナー
2階参考コーナー

611.32/N 96/2017 2階参考コーナー
678.21/TS91/201
経済産業省編
9
2階参考コーナー
687.059/KO95/20
日本航空統計調査室編集
19
2階参考コーナー
2階AV・就職資料・
山本孝夫著
080/N 73/1415
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
東洋経済新報社編
377.9/TO86/2021 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
宮岸雄介著/スプリックス編 820.7/SU75
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
宮岸雄介著/スプリックス編 820.7/SU75
文庫本コーナー
日経WOMAN編集部編

002.7/KA28

3階開架

AIに負けない子どもを育てる

新井紀子著

007.13/A 62

3階開架

本を読めなくなった人のための読書論

若松英輔著

019/W 21

3階開架

ことばと心 (玉川百科こども博物誌)

3階開架

地球と生命のれきし (玉川百科こども博物誌)

岡ノ谷一夫編/のだよしこ絵 031/TA77
大島光春, 山下浩之編/いた
やさとし絵
031/TA77

2020年新聞は生き残れるか

長谷川幸洋著

070.1/H 36

3階開架

ゼロからはじめる!哲学史見るだけノート

小川仁志監修

102/Z 3

3階開架
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3階開架

自我心理学,自己心理学,関係学派,応用精神分析 (現代精神分析
基礎講座:第4巻. 精神分析学派の紹介:2)
16色の色彩力があなたを変える! : 新しい自分に出会うカラー
セラピー
自己肯定感の教科書 : 何があっても「大丈夫。」と思えるよ
うになる

古賀靖彦編者代表/日本精神
分析協会精神分析インス
146.1/G 34/4

3階開架

大平雅美著

146.8/O 29

3階開架

中島輝著

1463.8/N 42

3階開架

生きかたルールブック : ヤワな大人にならない!

齋藤孝監修/林ユミ絵

159.5/I 36

3階開架

よのなかルールブック : メシが食える大人になる!

3階開架

はい!こちら子ども記者相談室デス!

高濱正伸監修/林ユミ絵
159.5/Y 84
かめおか子ども新聞著/ヨシ
タケシンスケイラスト
159/KA35

先延ばしは1冊のノートでなくなる

大平信孝著

159/O 29

3階開架

比較史の遠近法 新版 (社会科学の冒険:2-9)
一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書 : 公立高校教師
YouTuberが書いた

斎藤修著

210.1/SA25

3階開架

山﨑圭一著

210.1/Y 43

3階開架

俺か、俺以外か。 : ローランドという生き方
ROLAND著
地理×文化×雑学で今が見える世界の国々 (だからわかるシ
かみゆ歴史編集部編/朝日新
リーズ)
聞出版編著
京都でしたい100のこと : したいこと、見つかる!ステキな旅
のスタイルガイド (JTBのMOOK)
京都で食べたい100のもの : 京グルメ旅のスタイルガイド
[2019] (JTBのMOOK)

289.1/R 64

3階開架

290/C 47

3階開架

291.62/KY6

3階開架

291.62/KY6

3階開架

抹茶と恋する京都 (JTBのMOOK)

291.62/MA71

3階開架

3階開架

福岡発半日旅 (ワニブックス「Plus」新書:272)

吉田友和著

291.9/Y 86

3階開架

絶対食べたいベトナムごはん

森泉麻美子, 中塚雅之著

292.31/MO49

3階開架

318/C 44

3階開架

331.19/V 89/1

3階開架

331.19/V 89/2

3階開架

331.19/V 89/3

3階開架

331/ST6

3階開架

地域政策入門 : 地域創造の時代に 新版
家中茂 [ほか] 編著
ゲームの理論と経済行動 1 (ちくま学芸文庫:[フ-29-1], [フ- J.フォン・ノイマン, O.モル
29-2], [フ-29-3])
ゲンシュテルン著
ゲームの理論と経済行動 2 (ちくま学芸文庫:[フ-29-1], [フ- J.フォン・ノイマン, O.モル
29-2], [フ-29-3])
ゲンシュテルン著
ゲームの理論と経済行動 3 (ちくま学芸文庫:[フ-29-1], [フ- J.フォン・ノイマン, O.モル
29-2], [フ-29-3])
ゲンシュテルン著
ジョセフ・E・スティグリッ
スティグリッツミクロ経済学 第4版
ツ, カール・E・ウォルシュ
2/7

思考法図鑑 : ひらめきを生む問題解決・アイデア発想のアプ
ローチ60
簿記がわかってしまう魔法の書

アンド著

336.2/SH34

3階開架

小沢浩著
336.91/O 97
ダニエル・ブーニュー著/西
兼志訳
361.45/B 62

3階開架

ケーキの切れない非行少年たち (新潮新書:820)
がんばらなくても誤嚥は減らせる!シンプル食サポート : 誰で
もできる毎日できる高齢者の食事支援

宮口幸治著

368.71/MI73

3階開架

佐藤彰紘著

369.26/SA85

3階開架

9月1日 : 母からのバトン

樹木希林, 内田也哉子著
アンドレアス・シュライ
ヒャー著

371.42/KI22

3階開架

373.1/SC 4

3階開架

前田康裕著

374.3/MA26

3階開架

森川正樹著

374.35/MO51

3階開架

コミュニケーション学講義 : メディオロジーから情報社会へ

教育のワールドクラス : 21世紀の学校システムをつくる
これからの学校教育を担うために (まんがで知る教師の学
び:[1])
教師人生を変える!話し方の技術

3階開架

贈与とふるまいの人類学 : トンガ王国の「経済」実践
比嘉夏子著
382.75/H 55
超・図解身近にあふれる「微生物」が3時間でわかる本 : 思わ
ずだれかに話したくなる
左巻健男編著
465/SA57
ルーシー・クック著/橋本篤
ナマケモノでいいんだよ
史訳
489.45/C 83

3階開架

アトピー・花粉症もスッキリ!アレルギーは腸から治す
うんトレ : 誰にも言えないうんこのトラブル「スッキリ解
消!」ブック

林隆博著

493.14/H 48

3階開架

493.46/U 77

3階開架

世界一効率がいい最高の運動
「今、ここ」に意識を集中する練習 : 心を強く、やわらかく
する「マインドフルネス」入門
栄養解剖生理学 : 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち (栄養
科学シリーズNEXT)
栄養解剖生理学 : 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち (栄養
科学シリーズNEXT)
栄養解剖生理学 : 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち (栄養
科学シリーズNEXT)

川田浩志著
ジャン・チョーズン・ベイ
ズ著/高橋由紀子訳
河田光博, 小澤一史, 上田陽
一編
河田光博, 小澤一史, 上田陽
一編
河田光博, 小澤一史, 上田陽
一編

498.3/KA98

3階開架

498.39/B 29

3階開架

498.5/E 39

3階開架

498.5/E 39

3階開架

498.5/E 39

3階開架

1週間に1つずつ心がバテない食薬習慣

大久保愛著
498.5/O 54
薬日本堂監修/大越郷子料理
制作
498.583/KA62

からだを整えるフルーツin紅茶
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3階開架
3階開架

3階開架
3階開架

月曜断食 : 「究極の健康法」でみるみる痩せる!
生化学 : 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち (健康・栄養科
学シリーズ)
生化学 : 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち (健康・栄養科
学シリーズ)
臨床医学 : 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち (健康・栄養
科学シリーズ)
臨床医学 : 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち (健康・栄養
科学シリーズ)

関口賢著

498.583/SE27

3階開架

石堂一巳, 福渡努編集

498/KE45

3階開架

石堂一巳, 福渡努編集

498/KE45

3階開架

羽生大記, 河手久弥編集

498/KE45

3階開架

498/KE45

3階開架

498/SH62

3階開架

水がなくなる日
プラスチックスープの海 : 北太平洋巨大ごみベルトは警告す
る

羽生大記, 河手久弥編集
井伊雅子, 五十嵐中, 中村良
太著
橋本淳司著/やまぐちかおり
イラスト
チャールズ・モア, カッサン
ドラ・フィリップス著

517/H 38

3階開架

519.4/MO43

3階開架

人類最後の日 : 生き延びるために、自然の再生を

宮脇昭著

519/MI87

3階開架

カフェの空間学 : 世界のデザイン手法
世界基準の働き方 : 海外勤務を拒み続けた私が超巨大グロー
バル企業の幹部になれた理由
やってもやっても終わらない名もなき家事に名前をつけたら
その多さに驚いた。

加藤匡毅, Puddle著

526.67/KA86

3階開架

高岡浩三著

588.067/TA49

3階開架

梅田悟司著

590/U 64

3階開架

人生にお金はいくら必要か 増補改訂版
はじめての子ども服 : 今さら聞けない手芸の基礎がよくわか
る!/ 朝井牧子著
正直、服はめんどくさいけれどおしゃれに見せたい :
Fashion Comic Book

山崎元, 岩城みずほ著

591/Y 43

3階開架

593.36/A 83

3階開架

593.36/N 92

3階開架

もう通勤服に悩まない
小山田早織著
手作りしたいベビー服&こもの : 新生児～90cmサイズが作れ
ます (レディブティックシリーズ:4609)
クロスステッチで楽しむレトロ模様 : 古きよき可愛い連続模
様
遠藤佐絵子著
はじめての可憐なつまみ細工 : とっておきのアクセサリーと
雑貨
藤川しおり著
いちばんわかりやすいビーズの教科書 (レディブティックシ
リーズ:4767)

593.36/O 95

3階開架

593.36/TE95

3階開架

594.2/E 59

3階開架

594.6/F 58

3階開架

594.9/I 13

3階開架

美胸くびれメリハリトレーニング

595/SA16

3階開架

新医療経済学 : 医療の費用と効果を考える

のどか著

相良梢著
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和食調味料バイリンガルガイド (Bilingual guide to Japan) 鍋島徳恭写真
596.21/W 44
牛尾理恵料理/朝日新聞出版
冷凍保存レシピbook : 解凍テクがおいしさのコツ!
編著
596.3/R 25

3階開架

飽きずにおいしくダイエット!むね肉レシピ365日
山中順子著
六甲かもめ食堂の野菜が美味しいお弁当 : 少しの仕込みで生
み出す毎日食べたくなる味
船橋律子著
暮らしのなかのお弁当 : 人気インスタグラマー22人のお弁当
ライフ
主婦の友社編

596.33/Y 34

3階開架

596.4/F 89

3階開架

596.4/KU55

3階開架

たのしいあんこの本 : あんこで作るおいしいおやつレシピ

なかしましほ著

596.65/N 42

3階開架

抹茶book : いにしえの香り、新しい味わい。

主婦の友社編

596.7/MA71

3階開架

力尽きレシピ

犬飼つな著

596/I 59

3階開架

日本のすごい食材 (文春新書:1146)
大豆と人間の歴史 : 満州帝国・マーガリン・熱帯雨林破壊か
ら遺伝子組み換えまで
だれでもできるプランター菜園 : 全50種の野菜の育て方を、
豊富なプロセス写真で徹底解説 : 決定版 (ブティック・ムッ

河崎貴一著
611.4/KA97
クリスティン・デュボワ著/
和田佐規子訳
619.6/D 93

3階開架

原由紀子監修
落合芳博, 石崎松一郎, 神保
充編

626.9/D 41

3階開架

663.4/SU51

3階開架

海部健三著

664.695/KA21

3階開架

横山博 [ほか] 著

667.036/Y 79

3階開架

675.3/TA78

3階開架

678.1/SO33

3階開架

689.21/SH37

3階開架

インバウンド・ビジネス戦略

玉樹真一郎著
ミレヤ・ソリース著/岡本次
郎訳
島川崇編著/米谷光正 [ほか]
共著
早稲田インバウンド・ビジ
ネス戦略研究会著

689.3/I 54

3階開架

人をつなげる観光戦略 : 人づくり・地域づくりの理論と実践

橋本和也編

689.4/H 38

3階開架

おちばいちば

西原みのり作

726.6/O 15

3階開架

おしっこちょっぴりもれたろう

ヨシタケシンスケ作・絵

726.6/O 76

3階開架

水産・食品化学実験ノート
結局、ウナギは食べていいのか問題 (岩波科学ライブラ
リー:286)
水産食品の寄生虫・異物検索図鑑 : 部位別でみつかる
「ついやってしまう」体験のつくりかた : 人を動かす「直
感・驚き・物語」のしくみ
貿易国家のジレンマ : 日本・アメリカとアジア太平洋秩序の
構築
観光と福祉

5/7

3階開架

3階開架

すぐに役立つ音楽用語ハンドブック : 音楽・教育・保育に携
わる人々に 改訂新版
カワイ音楽教育研究所編
アイドル国富論 : 聖子・明菜の時代からAKB・ももクロ時代
までを解く
境真良著

760.33/SU49

4階開架・移動書架

767.8/SA29

4階開架・移動書架

ジャニーズは努力が9割 (新潮新書:824)

霜田明寛著

767.8/SH51

4階開架・移動書架

ウルトラマン「正義の哲学」 (朝日文庫)
ゆらゆらじんわりお香ぐらし : 自分らしく生きる贅沢時間の
過ごし方
読みたいことを、書けばいい。 : 人生が変わるシンプルな文
章術

神谷和宏著

778.8/KA39

4階開架・移動書架

石浜栞著

792/I 74

4階開架・移動書架

田中泰延著

816/TA84

4階開架・移動書架

今すぐ使えて、会話がはずむ今日のタメ口英語
鳴くよウグイス、平面上 (講談社文庫:あ118-7. 浜村渚の計
算ノート:5さつめ)
パピルスよ、永遠に (講談社文庫:[あ-118-10]. 浜村渚の計
算ノート:6さつめ)
悪魔とポタージュスープ (講談社文庫:[あ118-11]. 浜村渚の
計算ノート:7さつめ)

kazuma著

837.8/KA99

4階開架・移動書架

青柳碧人著

913.6/A 57

4階開架・移動書架

青柳碧人著

913.6/A 57/7

4階開架・移動書架

青柳碧人著

913.6/A 57/8

4階開架・移動書架

狩人の悪夢 (角川文庫:21665, [あ26-14])

有栖川有栖 著

913.6/A 76

4階開架・移動書架

どうしても生きてる

朝井リョウ著

913.6/A 88

4階開架・移動書架

背中の蜘蛛

誉田哲也著

913.6/H 84

4階開架・移動書架

閉鎖病棟 65刷改版 (新潮文庫:は-7-7)

帚木蓬生著

913.6/H14

4階開架・移動書架

虐殺器官 新版 (ハヤカワ文庫JA:JA1165)

伊藤計劃著

913.6/I 89

4階開架・移動書架

いつかの岸辺に跳ねていく

加納朋子著

913.6/KA58

4階開架・移動書架

某

川上弘美著

913.6/KA94

4階開架・移動書架

捜し物屋まやま (集英社文庫:こ41-1)

木原音瀬著

913.6/KO77

4階開架・移動書架

人間

又吉直樹著

913.6/MA71

4階開架・移動書架

落日

湊かなえ著

913.6/MI39

4階開架・移動書架

流浪の月

凪良ゆう著

913.6/N 26

4階開架・移動書架
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たそがれビール (幻冬舎文庫:お-34-9)

小川糸著

913.6/O 24

4階開架・移動書架

ライオンのおやつ

小川糸著

913.6/O 24

4階開架・移動書架

ネバーランド (集英社文庫:[お-48-2])

恩田陸著

913.6/O 65

4階開架・移動書架

祝祭と予感
白銀の墟 (おか) 玄 (くろ) の月 1 (新潮文庫:1121211215, お-37-62, お-37-63, お-37-64, お-37-65. 十
白銀の墟 (おか) 玄 (くろ) の月 2 (新潮文庫:1121211215, お-37-62, お-37-63, お-37-64, お-37-65. 十
The Book : jojo's bizarre adventure 4th another day
(集英社文庫:[お46-8])

恩田陸著

913.6/O 65

4階開架・移動書架

小野不由美著

913.6/O 67/12

4階開架・移動書架

小野不由美著

913.6/O 67/13

4階開架・移動書架

荒木飛呂彦原作/乙一著

913.6/O 87

4階開架・移動書架

僕のつくった怪物 (集英社文庫:[お46-10]. Arknoah:1)

乙一著

913.6/O 87/1

4階開架・移動書架

ドラゴンファイア (集英社文庫:[お46-11]. Arknoah:2)

乙一著

913.6/O 87/2

4階開架・移動書架

アリバイ崩し承ります

大山誠一郎著

913.6/O 95

4階開架・移動書架

おやすみ人面瘡 (角川文庫:21807)

白井智之 著

913.6/SH81

4階開架・移動書架

太陽はひとりぼっち

鈴木るりか著

913.6/SU96/2

4階開架・移動書架

想い人の心得 (ツナグ)

辻村深月著

913.6/TS44

4階開架・移動書架

饗宴 : ソクラテス最後の事件 (角川文庫:や39-15)

柳広司著

913.6/Y 52

4階開架・移動書架

ルパンの娘 (講談社文庫:[よ38-5])

横関大著

913.6/Y 79

4階開架・移動書架

Iの悲劇

米澤穂信著

913.6/Y 84

4階開架・移動書架

逃亡小説集

吉田修一著

913.6/Y 86

4階開架・移動書架

犯罪小説集

吉田修一著

913.6/Y 86

4階開架・移動書架

緑と楯 : ハイスクール・デイズ

雪舟えま著

913.6/Y 97

4階開架・移動書架

思わず考えちゃう

ヨシタケシンスケ著

914.6/Y 92

4階開架・移動書架

悪の華 改版 (新潮文庫:ホ-2-3)

ボードレール著/堀口大學訳 951.6/B 28

4階開架・移動書架
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