新しい図書が入りました。ご利用お待ちしております！
334.31/KO79493.931/SH96 かがみの孤城かがみの孤城

よくわかる管理栄養士合格テキ
スト 第 4 版 ([国家・資格シリ
ーズ])
安部隆雄編著
全受験者必修の基礎知識を科目別
にわかりやすく解説！豊富な図解
と工夫を凝らした問題形式で楽し
く学習できる。既卒者の強い味
方！！１０日で合格の下地ができ
る。最新出題基準対応。
（498.55/A 12）

福岡県・福岡市・北九州市の教
職・一般教養過去問 2021 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
過去 5 年間の出題項目一覧表及
び、傾向と対策を収録。実施問題
とわかりやすい解説で学習をサ
ポート。自治体別対策のオンリー
ワンです。
（373.7/KY2/2021）

未来を変える目標 SDGs アイ
デアブック
Think the Earth 編著/ロビン西
マンガ
子どもから大人まで、ＳＤＧｓ
（持続可能な開発目標）について
わかりやすく、楽しく学べる本で
す！（333.8/TH 4）

明智光秀の生涯 (歴史文化ラ
イブラリー:490)
諏訪勝則著
本能寺の変の首謀者。前半生は不
明だが、足利義昭や織田信長に臣
従して頭角をあらわす。連歌や茶
道にも長け、織田家中随一の重臣
に上り詰めながら、なぜ主君を襲
撃したのか。謀反の真相に新見解
を示 し、 人 間像 に 迫る 。
（309.04/SO56）

悪魔のご褒美デビルサンド
木村幸子著
作って幸せ、見て幸せ、食べて幸
せ。いつもがんばっている自分
へのご褒美＆ストレス解消に。
(596.63/KI39）

まいにちぞうけい 115 : 作っ
て遊べる子どもの art book :
「作りたい!」が見つかる!1 年
間の造形アイデア (ひろばブ
ックス)
竹井史著
春夏秋冬を感じながらも、子ども
の発達に合っている。決してむず
かしくないけれど、子どもが絶対
に楽しめる。よりすぐりの“１１
５の造形アイデア”を集めまし
た。
（376.156/TA62）

そろそろ「社会運動」の話をし
よう : 自分ゴトとして考え、
行動する。社会を変えるため
の実践論 改訂新版
田中優子, 法政大学社会学部「社
会を変えるための実践論」講座編
「あたりまえ」って何だ？スルー
したくない若者にとっての「行動
するための知性」とは。法政大学
社会学部の人気講座、再び書籍に
（309.04/SO56）

走って、悩んで、見つけたこと。
大迫傑著
マラソン日本記録保持者の葛藤か
ら生まれた思考法。
（782.3/O 73）

7月新着図書一覧
書名

著者名

請求記号

所在

日本の図書館 : 統計と名簿 2019

日本図書館協会図書館調査
委員会編

010.59/ N 77/2019 2階参考コーナー

世界年鑑 2020

共同通信社編

059/SE22/2020

2階参考コーナー

平成の刑事政策 (犯罪白書:令和元年版)

法務省法務総合研究所編

326.3/H 29/2019

2階参考コーナー

世界の統計 (国際統計要覧) 2020

総務庁統計局編
福岡県企画開発部調査統計
課編

350.9/SE22/2020 2階参考コーナー

総理府統計局編
文部省大臣官房調査統計課
編
文部省大臣官房調査統計課
編

351/N 77/2020

377.7/J 76/2020

農林水産省統計表 第93次

助成財団資料センター編
厚生省大臣官房統計情報部
編
通商産業大臣官房調査統計
部編
農林水産省経済局統計情報
部編

海運六法 2020年版 (海事法令シリーズ:1)

海事法令研究会編著

683.1/KA21/2020 2階参考コーナー

港湾六法 2020年版 (海事法令シリーズ:5)

海事法令研究会編著

ベーシック会社法入門 第8版 (日経文庫:1422)

宍戸善一著

英文契約書の読み方 第2版 (日経文庫:1423)

山本孝夫著

サブスクリプション経営 (日経文庫:1418:B134)

根岸弘光, 亀割一徳著

プロが教えるアイデア練習帳 (日経文庫:1419:I72)

岡田庄生著

アンガーマネジメント (日経文庫:1420:B135)

戸田久実著

683.91/KO95/20202階参考コーナー
2階AV・就職資料・
080/N 73/1422
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
080/I 95/1423
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
080/N73/1418
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
080/N73/1419
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
080/N73/1420
文庫本コーナー

福岡県統計年鑑 平成29年
日本の統計 2020
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 令和元年度
学校基本調査報告書 : 高等教育機関 令和元年度
助成団体要覧 : 民間助成金ガイド 2020
人口動態統計 平成30年
工業統計表 平成30年 市区町村編
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351.91/F 82/2017 2階参考コーナー
2階参考コーナー

370.59/G 16/2019 2階参考コーナー
370.59/G 16/2019 2階参考コーナー
2階参考コーナー

498.059/KO83/2018 2階参考コーナー

505.9/KO26/2018 2階参考コーナー
605.1/N 96/93

2階参考コーナー

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
古松崇志著
081/I 95/1806
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
檀上寛著
081/I 95/1807
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
水原紫苑編
081/I 95/1814
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
詩と歌謡 (岩波新書:新赤版 1815. 大岡信『折々のうた』選) 蜂飼耳編
081/I 95/1815
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
人生の1冊の絵本 (岩波新書:新赤版 1828)
柳田邦男著
081/I 95/1828
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
教育は何を評価してきたのか (岩波新書:新赤版 1829)
本田由紀著
081/I 95/1829
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
世界経済図説 第4版 (岩波新書:新赤版 1830)
宮崎勇, 田谷禎三著
081/I 95/1830
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
5G : 次世代移動通信規格の可能性 (岩波新書:新赤版 1831) 森川博之著
081/I 95/1831
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
「勤労青年」の教養文化史 (岩波新書:新赤版 1832)
福間良明著
081/I 95/1832
文庫本コーナー
マックス・ヴェーバー : 主体的人間の悲喜劇 (岩波新書:新赤版
2階AV・就職資料・
1834)
今野元著
081/I 95/1834
文庫本コーナー
紫外線の社会史 : 見えざる光が照らす日本 (岩波新書:新赤版
2階AV・就職資料・
1835)
金凡性著
081/I 95/1835
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
会社四季報 : ワイド版 2020年2集 (東洋経済別冊:臨時増刊)
335.4/TO86/2020 文庫本コーナー
簿記論 : 個別計算問題集 2020年度版 (税理士受験シリー
2階AV・就職資料・
ズ:1-4)
TAC税理士簿記論研究会編 336.9/Z 2/1
文庫本コーナー
簿記論 : 総合計算問題集 2020年度版 基礎編 (税理士受験シ
2階AV・就職資料・
リーズ:2-6)
TAC税理士簿記論研究会編 336.9/Z 2/2
文庫本コーナー
簿記論 : 総合計算問題集 2020年度版 応用編 (税理士受験シ
2階AV・就職資料・
リーズ:2-6)
TAC税理士簿記論研究会編 336.9/Z 2/3
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
簿記論過去問題集 2020年度版 (税理士受験シリーズ:4-7)
TAC税理士簿記論研究会編 336.9/Z 2/4
文庫本コーナー
財務諸表論 : 重要会計基準 2020年度版 (税理士受験シリー TAC株式会社 (税理士講座)
2階AV・就職資料・
ズ:33)
編著
336.9/Z 2/33
文庫本コーナー
財務諸表論 : 個別計算問題集 2020年度版 (税理士受験シ
TAC(株)税理士財務諸表論
2階AV・就職資料・
リーズ:5-9)
研究会編
336.9/Z 2/5
文庫本コーナー
財務諸表論 : 総合計算問題集 2020年度版 基礎編 (税理士受 TAC税理士財務諸表論研究
2階AV・就職資料・
験シリーズ:6-11)
会編
336.9/Z 2/6
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
會社四季報 2020年2集:春号
338.155/KA21/2020 文庫本コーナー
金融入門 第3版 (日経文庫:1421:A78)
草原の制覇 : 大モンゴルまで (岩波新書:新赤版 1806. シリー
ズ中国の歴史:3)
陸海の交錯 : 明朝の興亡 (岩波新書:新赤版 1807. シリーズ中
国の歴史:4)
短歌 2 (岩波新書:新赤版 1813, 1814. 大岡信『折々のう
た』選)

日本経済新聞社編
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080/N73/1421

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
366.29/N 53/24
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
366.29/N 53/26
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
366.29/N 53/環境学部
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
366.29/N 53/教養学部
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
373.7/H 77/2021 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
376.14/H 77/2020 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
376.14/H 77/2020 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
376.14/J 55/2021 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
376.14/J 55/2021 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
498.54/C 66
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
498.54/TA65
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
596.19/C 53/2020 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
596.19/D 18/2020 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
596.19/D 18/2020 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
726.1/C 29/1
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
726.1/C 29/4
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
726.1/C 29/5
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
767.7/D 89
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
767.7/N 58
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
767.7/N 58
文庫本コーナー

検察官になるには (なるにはBooks:130)

飯島一孝著/最高検察庁協力 366.29/N 53/130

福祉業界で働く (なるにはBooks:補巻24)

戸田恭子著

ゲーム業界で働く (なるにはBOOKS:補巻26)

小杉眞紀著/山田幸彦著

環境学部 : 中高生のための学部選びガイド (なるにはBooks) 大岳美帆著
教養学部 : 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)
木村由香里著
幼稚園ランナー [2021年度版] (教員採用試験. システムノー
ト)
東京教友会編著
保育士採用試験情報研究会
スイスイわかる保育士採用専門試験 [令和2年度版]
編著
保育士採用試験情報研究会
スイスイわかる保育士採用教養試験 令和2年度版
編著
保育士幼稚園教諭論作文・面接対策ブック 2021年度版

保育士試験研究会編

保育士幼稚園教諭採用試験問題集 2021年度版

保育士試験研究会編

食品安全検定テキスト 第2版 初級
いのちを守る食品表示 : 食品表示管理士検定公式テキスト 新
版第2版

食品安全検定協会編集

調理師読本 2020年版

日本栄養士会編

調理師試験問題と解答 2020年版

日本栄養士会編

調理師試験問題と解答 2020年版

日本栄養士会編
Akane
Shimizu/translation,
Akane
Shimizu/translation,
Akane
Shimizu/translation,

Cells at work! 01
Cells at work! 04
Cells at work! 05

武末高裕, 山口廣治著

童謡百年の歩み : メディアの変容と子ども文化
なつかしの唱歌
なつかしの童謡
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837.7/P 31

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

007.6/SU19

3階開架

019.3/D 83/2020

3階開架

おもいっきり童謡&唱歌100
Macbeth [book and MP3 audio CD] (Pearson English
readers:level 4)
William Shakespeare
テキストマイニング入門 : ExcelとKH Coderでわかるデータ
分析
末吉美喜著

767.7/O 63

読書世論調査 2020年版
たのしいベイズモデリング : 事例で拓く研究のフロンティア
2

毎日新聞社編

豊田秀樹編著
140.7/TO83/2
アルフレッド・アドラー著/
岸見一郎訳
140/A 16

個人心理学講義 (アドラー・セレクション)
学習の心理 : 行動のメカニズムを探る 第2版 (コンパクト新心
理学ライブラリ:2)
実森正子, 中島定彦共著
アルバート・バンデューラ
モデリングの心理学 : 観察学習の理論と方法
編/原野広太郎共訳/福島脩
拡張による学習 : 発達研究への活動理論からのアプローチ 完 ユーリア・エンゲストロー
訳増補版
ム著/山住勝広訳

3階開架
3階開架

140/KO78/2

3階開架

141.33/B 18

3階開架

141.33/E 61

3階開架

141.5/SU96

3階開架

類似と思考 改訂版 (ちくま学芸文庫:[ス23-1])
プレアデス・メシアメジャーとエドガー・ケイシーの未来
リーディング : 黄金の《地球ラスト文明》が日本より浮上す
日本人はどのように自然と関わってきたのか : 日本列島誕生
から現代まで

鈴木宏昭著

白鳥哲, 小川雅弘, 村中愛著 147/P 67
コンラッド・タットマン著/
黒沢令子訳
210.1/TO73

3階開架

江戸の想像力 (ちくま学芸文庫)
グローバリゼーションの中の江戸 (岩波ジュニア新書:717.
「知の航海」シリーズ)

田中優子著

210.5/TA84

3階開架

田中優子著

210.5/TA84

3階開架

明智光秀の生涯 (歴史文化ライブラリー:490)
いま最先端にいるメジャーな10人からの重大メッセージ : も
はや《日本》を失いかけている日本人へ
そろそろ「社会運動」の話をしよう : 自分ゴトとして考え、
行動する。社会を変えるための実践論 改訂新版
地域活性化のデザインとマネジメント : ヒトの想い・行動の
描写と専門分析

諏訪勝則著

289.1/SU87

3階開架

増川いづみほか著
304/I 46
田中優子,
法政大学社会学部
「社会を変えるための実践論」
講座編
309.04/SO56

3階開架

池田潔ほか編著

318.6/C 43

3階開架

九州地域学

千相哲, 宗像優, 末松剛編著

318.6/KY9

3階開架

SDGsとは何か? : 世界を変える17のSDGs目標

安藤顯著
333.8/A 47
Think the Earth編著/ロビ
ン西マンガ
333.8/TH 4

未来を変える目標SDGsアイデアブック
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3階開架

3階開架

3階開架
3階開架

事業承継のジレンマ : 後継者の制約と自律のマネジメント

落合康裕著

335.13/O 15

3階開架

60分でわかる!SDGs超入門
リーダーシップに出会う瞬間 : 成人発達理論による自己成長
のプロセス

バウンド著

335.15/B 28

3階開架

有冬典子著
伊藤秀史, 小林創, 宮原泰之
著
ジャスネットコミュニケー
ションズ編/矢島雅己著

336.3/A 77

3階開架

336.3/SO63

3階開架

組織の経済学
決算書はここだけ読もう : 会社の財布の覗き方 2020年版
基礎管理会計
会計学の研究方法

336.83/KE61/20203階開架

清水孝, 庵谷治男著
336.84/SH49
Malcolm Smith 著/平松一
夫監訳
336.9/SM5

3階開架
3階開架

世界の統計 (国際統計要覧) 2020
よくわかる家族社会学 (やわらかアカデミズム・「わかる」シ
リーズ)
社会調査のための計量テキスト分析 : 内容分析の継承と発展
を目指して : KH Coder official book 第2版
施策に向けた総合的アプローチ (子どもの貧困/不利/困難を考
える:3)

総務庁統計局編

350.9/SE22/2020 3階開架

西野理子, 米村千代編著

361.63/Y 79

3階開架

樋口耕一著

361.9/H 56

3階開架

埋橋孝文ほか編著

369.4/KO21/3

3階開架

保育実践に求められる子育て支援
支える・つながる : 地域・自治体・国の役割と社会保障 (シ
リーズ子どもの貧困:5)

小原敏郎, 三浦主博編著

369.4/O 27

3階開架

369.4/SH88/5

3階開架

子どもの未来を支える社会的養護

山野良一, 湯澤直美編著
小野澤昇, 大塚良一, 田中利
則編著

369.43/KO21

3階開架

最新教育キーワード : 155のキーワードで押さえる教育

藤田晃之ほか 編著

370.4/SA22

3階開架

やさしい教育心理学 第5版 (有斐閣アルマ:Interest)
生きるための知識と技能 7 (OECD生徒の学習到達度調査
(PISA). 国際結果報告書:2000年調査, 2003年調査, 2006
初任者でもバリバリ活躍したい!教師のための心得 : 教員1年
目の教科書
はじめての食育授業 改訂版 (食育教材「そのまんま料理カー
ド」活用事例集)
ハラル製品 : 対応マニュアル : 商品企画から認証マーク、製
造、管理、販売まで
学校現場発、これが本物の道徳科の授業づくり : 主体的・対
話的で深い学びの原点は道徳科の授業の中にある : 教育方法

鎌原雅彦, 竹綱誠一郎著

371.4/KA48

3階開架

国立教育政策研究所編

372/I 36/7

3階開架

土居正博著

374.3/D 83

3階開架

江口敏幸ほか 共著

374.97/H 16

3階開架

並河良一著

375.1/N 47

3階開架

平山勉編著

375.35/H 69

3階開架

5/13

講座算数授業の新展開 改訂新版 1 : 第1学年

新算数教育研究会編集

375.412/KO98/1

3階開架

講座算数授業の新展開 改訂新版 2 : 第2学年

新算数教育研究会編集

375.412/KO98/2

3階開架

講座算数授業の新展開 改訂新版 3 : 第3学年

新算数教育研究会編集

375.412/KO98/3

3階開架

講座算数授業の新展開 改訂新版 4 : 第4学年

新算数教育研究会編集

375.412/KO98/4

3階開架

講座算数授業の新展開 改訂新版 5 : 第5学年

新算数教育研究会編集

375.412/KO98/5

3階開架

講座算数授業の新展開 改訂新版 6 : 第6学年

新算数教育研究会編集

375.412/KO98/6

3階開架

体育の「主体的・対話的で深い学び」を支えるICTの利活用
超簡単準備で成功!新体育授業のヒケツ : やったぁ、出来た!楽
しいネタ・スキル大集合
英語で学ぼうオリンピック・パラリンピック : 小学校から中
学初級 : CLILによる国際理解教育として : CD-ROM付
新任3年目までに必ず身に付けたい!子どもがサッと動く統率
のワザ68 : 学級崩壊の対処に悩む教師が時間も労力も10分
新任3年目までに必ず身に付けたい!子どもがパッと集中する
授業のワザ74 : 授業ベタだった教師が授業崩壊をさせずにす

鈴木直樹, 鈴木一成編

375.49/TA22

3階開架

本吉伸行著

375.492/MO92

3階開架

町田淳子, 滝沢麻由美著

375.893/MＡ16

3階開架

西野宏明著

375/J 92

3階開架

西野宏明著

375/J 92

3階開架

保育者のための教育と福祉の事典 改訂版
幼稚園・保育所・児童福祉施設等実習ガイド : 知りたいとき
にすぐわかる 新訂, 第2版
「語り合い」で保育が変わる : 子ども主体の保育をデザイン
する研修事例集 (Gakken保育Books)
保育士・幼稚園教諭のための保護者支援 : 保育ソーシャル
ワークで学ぶ相談支援 新版 (これからの保育シリーズ)
触れて感じて人とかかわる (思いをつなぐ保育の環境構成:0・
1歳児クラス編)
遊んで感じて自分らしく (思いをつなぐ保育の環境構成:2・3
歳児クラス編)
遊びを広げて学びに変える (思いをつなぐ保育の環境構成:4・
5歳児クラス編)
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3版

大嶋恭二ほか編
376.1/H 81
石橋裕子, 林幸範編著/安部
孝ほか 著
376.1/I 71
大豆生田啓友編著/高嶋景子
著/三谷大紀著
376.1/KA83

3階開架

永野典詞, 岸本元気著
宮里暁美編著/文京区立お茶
の水女子大学こども園著
宮里暁美編著/文京区立お茶
の水女子大学こども園著
宮里暁美編著/文京区立お茶
の水女子大学こども園著

376.1/N 16

3階開架

376.1/O 63/1

3階開架

376.1/O 63/2

3階開架

376.1/O 63/3

3階開架

太田光洋編著

376.1/O 81

3階開架

最新保育資料集 2020

幼児保育研究会編

376.1/SA17/2020 3階開架

言葉 (幼児教育知の探究:18. 領域研究の現在)

青木久子, 小林紀子著

376.1/Y 73/18

6/13

3階開架
3階開架

3階開架

保育者をめざす人のためのことばの表現話す・聞く・書く
0・1・2歳児子どもの姿ベースの指導計画 : 新要領・指針対
応
3・4・5歳児子どもの姿ベースの指導計画 : 新要領・指針対
応

篠原京子, 増田泉著

376.14/SH67

3階開架

無藤隆, 大豆生田啓友編著

376.15/MU93/1

3階開架

無藤隆, 大豆生田啓友編著

376.15/MU93/2

3階開架

造形表現 (コンパクト版保育内容シリーズ:6)
まいにちぞうけい115 : 作って遊べる子どものart book :
「作りたい!」が見つかる!1年間の造形アイデア (ひろばブッ
砂・泥あそび雨の日あそび水あそびプールあそびアイデア
101 : 0〜5歳児春〜夏のあそび (Gakken保育books)
砂場編 (若手保育者の指導力アップ:4. 遊びがもっと魅力的に
なる!3・4・5歳児の言葉がけ)
深い学びを育てる教室のルール&学校のしつけ (教育技術
mook)
「何度言ったらわかるの?」を「できた!」に変える上手な伝
え方 : グズグズ・ソワソワ・イライラを解消するちょっとし
「発達障害」だけで子どもを見ないでその子の「不可解」を
理解する (SB新書:497)

竹井史編著

376.156/TA62

3階開架

竹井史著

376.156/TA62

3階開架

阿部直美, 浅野ななみ著

376.157/A 12

3階開架

箕輪潤子著

376.157/MI47

3階開架

吉永幸司著/安田小学校編

376.2/Y 92

3階開架

本多和子著

378.8/H 84

3階開架

田中康雄著

378.8/TA84

3階開架

保育園・幼稚園のちょっと気になる子
発達障害の子のためのすごい道具 : 使ってみたら、「でき
る」が増えた (Oyakoムック)

中川信子著

378.8/TA84

3階開架

安部博志著
本と子どもの発達を考える
会著

378/A 46

3階開架

378/H 85

3階開架

黒澤礼子著

378/KU76

3階開架

武田鉄郎編著

378/TA59

3階開架

豊田秀樹著

417/TO83

3階開架

絵本でひらく心とことば : 読み聞かせで発達支援
赤ちゃんから大人まで気づいて・育てる発達障害の完全ガイ
ド : 総合版 (健康ライブラリー:スペシャル)
発達障害の子どもの「できる」を増やす提案・交渉型アプ
ローチ (学研のヒューマンケアブックス)
瀕死の統計学を救え! : 有意性検定から「仮説が正しい確率」
へ
生物学入門 第3版 (大学生のための基礎シリーズ:2)

3階開架

分子細胞生物学 第8版

嶋田正和ほか編
460/I 76
H. Lodishほか著/榎森康文
ほか訳
463/B 89

野生動物問題への挑戦

羽山伸一著

480.9/H 47

3階開架

491.371/MO16

3階開架

491.377/MI25

3階開架

図解眠れなくなるほど面白い脳の話
茂木健一郎著
味嗅覚の科学 : 人の受容体遺伝子から製品設計まで (食と味嗅
覚の人間科学)
斉藤幸子, 小早川達編
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3階開架

糖尿病・代謝・内分泌 第5版 (病気がみえる:v. 3)

医療情報科学研究所編

492/B 99/3

3階開架

腎・泌尿器 第3版 (病気がみえる:v. 8)
うちの夫が糖尿病になっちゃった! : ズボラ夫が血糖値を下げ
た方法

医療情報科学研究所編

492/B 99/8

3階開架

マルコ著/藤田紘一郎監修

493.123/MA54

3階開架

糖尿病診療ガイドライン 2019

日本糖尿病学会編著

493.123/N 77

3階開架

糖尿病治療ガイド 2018-2019
脂質異常症診療ガイド : 動脈硬化性疾患予防のための 2018
年版

日本糖尿病学会編

493.123/TO63/2018 3階開架

日本動脈硬化学会編

493.2/SH91/2018 3階開架

動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017年版

日本動脈硬化学会編集

493.24/D 85/2017 3階開架

小児肥満症診療ガイドライン

日本肥満学会編

493.934/SH96/2017 3階開架

絶対に休めない医師がやっている最強の体調管理

498.3/O 84

3階開架

498.5/E 39

3階開架

498.5/E 39

3階開架

基礎栄養学 第4版 (栄養科学シリーズNEXT)

大谷義夫著
木戸康博, 桑波田雅士, 原田
永勝編
木戸康博, 桑波田雅士, 原田
永勝編
木戸康博, 桑波田雅士, 原田
永勝編

498.5/E 39

3階開架

応用栄養学 第6版 (栄養科学シリーズNEXT)

木戸康博ほか編

498.5/E 39

3階開架

応用栄養学 第6版 (栄養科学シリーズNEXT)

木戸康博ほか編

498.5/E 39

3階開架

応用栄養学 第6版 (栄養科学シリーズNEXT)

木戸康博ほか編

498.5/E 39

3階開架

公衆栄養学概論 第2版 (栄養科学シリーズNEXT)

友竹浩之, 郡俊之編

498.5/E 39

3階開架

公衆栄養学概論 第2版 (栄養科学シリーズNEXT)

友竹浩之, 郡俊之編

498.5/E 39

3階開架

公衆栄養学概論 第2版 (栄養科学シリーズNEXT)

友竹浩之, 郡俊之編

498.5/E 39

3階開架

栄養薬学・薬理学入門 第2版 (栄養科学シリーズNEXT)

川添禎浩, 古賀信幸編

498.5/E 39

3階開架

栄養薬学・薬理学入門 第2版 (栄養科学シリーズNEXT)

川添禎浩, 古賀信幸編

498.5/E 39

3階開架

栄養薬学・薬理学入門 第2版 (栄養科学シリーズNEXT)

川添禎浩, 古賀信幸編

498.5/E 39

3階開架

基礎栄養学 第4版 (栄養科学シリーズNEXT)
基礎栄養学 第4版 (栄養科学シリーズNEXT)

8/13

臨床栄養学概論 第2版 (栄養科学シリーズNEXT)

友竹浩之, 塚原丘美編

498.5/E 39

3階開架

臨床栄養学概論 第2版 (栄養科学シリーズNEXT)

友竹浩之, 塚原丘美編

498.5/E 39

3階開架

臨床栄養学概論 第2版 (栄養科学シリーズNEXT)

友竹浩之, 塚原丘美編

498.5/E 39

3階開架

新・栄養学総論 第2版 (栄養科学シリーズNEXT)

友竹浩之, 桑波田雅士編

498.5/E 39

3階開架

新・栄養学総論 第2版 (栄養科学シリーズNEXT)

友竹浩之, 桑波田雅士編

498.5/E 39

3階開架

新・栄養学総論 第2版 (栄養科学シリーズNEXT)

498.5/E 39

3階開架

フードスペシャリスト論 4訂第6版

友竹浩之, 桑波田雅士編
日本フードスペシャリスト
協会編

498.5/F 52

3階開架

食品衛生学 第2版 (新スタンダード栄養・食物シリーズ:8)

一色賢司編

498.5/SU83/8

3階開架

基礎栄養学 補訂版 (新スタンダード栄養・食物シリーズ:9)

池田彩子ほか編

498.5/SU83/9

3階開架

カラーグラフ食品成分表 2020

実教出版編修部著

498.51/KA62

3階開架

日本食品成分表 : 2020七訂 : 栄養計算ソフト・電子版付

医歯薬出版編

498.51/N 71

3階開架

オールガイド食品成分表 2020

実教出版編修部編

498.51/O 71/2020 3階開架

食べ物と健康調理の科学 : 管理栄養士・栄養士対応

嶋田さおり著

498.51/SH36

新食品成分表 2019
食品添加物インデックスplus : 和名・英名・E No.検索便覧
第4版

新食品成分表編集委員会編
日本輸入食品安全推進協会
編著
細貝祐太郎, 松本昌雄, 廣末
トシ子編
日本フードスペシャリスト
協会編
日本フードスペシャリスト
協会編

498.51/SH57/20193階開架

新食品衛生学要説 : 食べ物と健康・食品と衛生 2020年版
食品の安全性 3訂第2版

498.519/N 77

3階開架

3階開架

498.54/SH57/20203階開架
498.54/SH96

3階開架

498.54/SH96

3階開架

安部隆雄編著

498.55/A 12

3階開架

生化学ノート 第3版 (栄養科学イラストレイテッド)

薗田勝編

498.55/E 39

3階開架

生化学 第3版 (栄養科学イラストレイテッド)

薗田勝編

498.55/E 39

3階開架

食品の安全性 3訂第2版
よくわかる管理栄養士合格テキスト 第4版 ([国家・資格シ
リーズ]:[369])
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有機化学 (栄養科学イラストレイテッド)

山田恭正編

498.55/E 39

3階開架

食品衛生学 改訂第2版 (栄養科学イラストレイテッド)
健康・調理の科学 : おいしさから健康へ 4訂 (管理栄養士講
座)
健康・調理の科学 : おいしさから健康へ 4訂 (管理栄養士講
座)

田﨑達明編

498.55/E 39

3階開架

大越ひろ, 高橋智子編著

498.55/KA58

3階開架

大越ひろ, 高橋智子編著
中村丁次, 外山健二, 笠原賀
子編著
中村丁次, 外山健二, 笠原賀
子編著

498.55/KA58

3階開架

498.55/KA58

3階開架

498.55/KA58

3階開架

前田佳予子, 高岸和子編著
寺本房子, 松﨑政三, 高橋史
江著

498.55/MA26

3階開架

498.55/SA51

3階開架

植木幸英, 阿部尚樹著

498.55/SA51

3階開架

加藤昌彦ほか著

498.55/SA51

3階開架

外山健二, 川島由起子著
小林麻貴, 斎藤トシ子, 川野
栄養教育論 第6版 (サクセス管理栄養士・栄養士養成講座)
因著
生化学 : 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 第4版 (サクセ 佐々木康人, 薗田勝, 中村彰
ス管理栄養士・栄養士養成講座)
男著
食品加工学・調理学 第3版 (サクセス管理栄養士講座. 食べ物 板垣康治, 森高初惠, 渡邊智
と健康:3)
子著
公衆衛生学・健康管理概論 : 社会・環境と健康 2020年版
(サクセス管理栄養士・栄養士養成講座)
武山英麿, 中谷弥栄子著

498.55/SA51

3階開架

498.55/SA51

3階開架

498.55/SA51

3階開架

498.55/SA51

3階開架

498.55/SA51

3階開架

図解眠れなくなるほど面白いたんぱく質の話
病態栄養専門管理栄養士のための病態栄養ガイドブック : 認
定 改訂第6版
食事療養実務入門 : 管理栄養士・栄養士になるための臨床栄
養学実習 第8版
塩分早わかり : いつも食べる量の塩分がひと目でわかる 第4
版 (Food & cooking data)

藤田聡監修

498.55/Z 6

3階開架

日本病態栄養学会編集
芦川修貮, 服部富子, 古畑公
編集

498.58/B 99

3階開架

498.583/SH96

3階開架

栄養教育論 第3版 (管理栄養士講座)
栄養教育論 第3版 (管理栄養士講座)
臨地実習ガイドブック 4訂
疾患・病態別臨床栄養学 第4版 (サクセス管理栄養士・栄養士
養成講座)
食品衛生学 : 食べ物と健康 第7版 (サクセス管理栄養士・栄養
士養成講座)
解剖生理学・病理学 第5版 (サクセス管理栄養士・栄養士養成
講座. 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち)
臨床栄養学総論 第5版 (サクセス管理栄養士・栄養士養成講
座)

カレント給食経営管理論 第3版
大量調理 : 品質管理と調理の実際 改訂新版 第5版

女子栄養大学出版部編
498.59/J 99
宮澤節子, 松井元子編著/石
川豊美ほか 共著
498.59/MI89
殿塚婦美子編集/殿塚婦美子
ほか執筆
498.59/TA23
10/13

3階開架
3階開架
3階開架

基礎栄養学 改訂第6版 (健康・栄養科学シリーズ)

柴田克己, 合田敏尚編集

498/KE45

3階開架

基礎栄養学 改訂第6版 (健康・栄養科学シリーズ)

柴田克己, 合田敏尚編集

498/KE45

3階開架

公衆栄養学 改訂第7版 (健康・栄養科学シリーズ)

吉池信男, 林宏一編

498/KE45

3階開架

公衆栄養学 改訂第7版 (健康・栄養科学シリーズ)

吉池信男, 林宏一編

498/KE45

3階開架

社会・環境と健康 改訂第6版 (健康・栄養科学シリーズ)

辻一郎, 吉池信男編集

498/KE45

3階開架

社会・環境と健康 改訂第6版 (健康・栄養科学シリーズ)

辻一郎, 吉池信男編集
渡邊令子, 伊藤節子, 瀧本秀
美編
渡邊令子, 伊藤節子, 瀧本秀
美編

498/KE45

3階開架

498/KE45

3階開架

498/KE45

3階開架

上嶋繁, 濱田俊編

498/KE45

3階開架

上嶋繁, 濱田俊編
堅達京子+NHK BS1スペ
シャル取材班著

498/KE45

3階開架

519/G 34

3階開架

だしの基本と日本料理 : うま味のもとを解きあかす
魚のおかず : 地魚・貝・川魚など (別冊うかたま. 伝え継ぐ日
本の家庭料理:7)
野菜がおいしすぎる作りおき : 管理栄養士の体にいいラクお
かず184

柴田書店編

596.21/D 43

3階開架

日本調理科学会企画・編集

596.21/TS92/7

3階開架

中井エリカ著

596.37/N 34

3階開架

悪魔のご褒美デビルサンド

木村幸子著
日本フードスペシャリスト
協会編

596.63/KI39

3階開架

596/C 53

3階開架

草野かおる著
萬田正治, 山下惣一監修/小
農学会編著

596/KU84

3階開架

610.4/SH96

3階開架
3階開架

食物倫理 (フード・エシックス)入門 : 食べることの倫理学

菅正治著
611.1/SU21
ロナルド・L.サンドラー著/
馬渕浩二訳
611.3/SA62

食関連産業の経済分析

本田豊著

3階開架

応用栄養学 改訂第6版 (健康・栄養科学シリーズ)
応用栄養学 改訂第6版 (健康・栄養科学シリーズ)
解剖生理学 : 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)
解剖生理学 : 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)
脱プラスチックへの挑戦 : 持続可能な地球と世界ビジネスの
潮流 (SDGs時代の環境問題最前線)

調理学 第2版
激せまキッチンで楽ウマごはん
新しい小農 : その歩み・営み・強み
平成農政の真実 : キーマンが語る
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611/H 84

3階開架

EU青果農協の組織と戦略
乳肉卵の機能と利用 新版
森林飽和 : 国土の変貌を考える (NHKブックス:1193)
ロジスティクス・SCM (サプライチェーンマネジメント) 革命
: 未来を拓く物流の進化
由布院モデル : 地域特性を活かしたイノベーションによる観
光戦略
もぐらのほったふかい井戸 (大人になっても忘れたくないいも
とようこ名作絵本)
ランカ : にほんにやってきたおんなのこ
Principles of economics 9th ed
全国まるごと過去問題集#家庭科 : #分野別#項目別 2021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#小学校教諭 : #分野別#項目別
2021年度版 (教員採用試験「全国版」過去問シリーズ:3)
#一般教養 : #分野別#項目別 2021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)
宮崎県の小学校教諭参考書 2021年度版 (宮崎県の教員採用
試験「参考書」シリーズ:2)
福岡県・北九州市の家庭科参考書 2021年度版 (福岡県の教
員採用試験「参考書」シリーズ:10)
鹿児島県の小学校教諭参考書 2021年度版 (鹿児島県の教員
採用試験「参考書」シリーズ:3)
山口県の教職・一般教養参考書 2021年度版 (教員採用試験
「参考書」シリーズ:1)
熊本県・熊本市の教職教養過去問 2021年度版 (熊本県の教
員採用試験過去問シリーズ:1)
福岡県・福岡市・北九州市の家庭科過去問 2021年度版 (教
員採用試験「過去問」シリーズ:9)
福岡県・福岡市・北九州市の教職・一般教養過去問 2021年
度版 (教員採用試験「過去問」シリーズ:1)
熊本県・熊本市の小学校教諭過去問 2021年度版 (熊本県の
教員採用試験過去問シリーズ:2)
福岡県・北九州市の特別支援学校教諭過去問 2021年度版
(教員採用試験「過去問」シリーズ:12)
沖縄県の小学校教諭 2021年度版 (沖縄県の教員採用試験
「過去問」シリーズ:2)

李哉泫, 森嶋輝也, 清野誠喜
著
玖村朗人, 若松純一, 八田一
編著/朝隈貞樹 ほか著

621.43/E 81

3階開架

648/N 99

3階開架

太田猛彦著

652.1/O 29

3階開架

長沢伸也編

675.4/R 62

3階開架

大澤健, 米田誠司著

689.219/O 74

3階開架

安房直子作/いもとようこ絵 726.6/O 86
野呂きくえさく/松成真理子
え
726.6/R 15

3階開架

N. Gregory Mankiw

331/MA44

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY2/2021

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY2/2021

4階開架・移動書架

協同教育研究会編集

373.7/KY2/2021

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY2/2021

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY2/2021

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY2/2021

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY2/2021

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY2/2021

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY2/2021

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY2/2021

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY2/2021

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY2/2021

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/kY2/2021

4階開架・移動書架
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3階開架

福岡県・福岡市・北九州市の論作文・面接過去問 2021年度
版 (福岡県の教員採用試験過去問シリーズ:13)
協同教育研究会編
福岡県・北九州市の小学校教諭過去問 2021年度版 (福岡県
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/KY2/2021

4階開架・移動書架

373.7/KY2/2021

4階開架・移動書架

応天の門 11 (BUNCH COMICS)

726.1/H 15/11

4階開架・移動書架

灰原薬著
チャールズ・M.シュルツ著/
スヌーピー1950〜1952 (完全版ピーナッツ全集:1)
谷川俊太郎訳
チャールズ・M.シュルツ著/
スヌーピー1957〜1958 (完全版ピーナッツ全集:4)
谷川俊太郎訳
[京都市立芸術大学日本伝統
調べよう!日本の伝統音楽の歴史 (知りたい!日本の伝統音楽:1) 音楽研究センター監修]

726.1/H 15/12

4階開架・移動書架

726.1/SC8/1

4階開架・移動書架

726.1/SC8/4

4階開架・移動書架

768/SＨ88/1

4階開架・移動書架

見てみよう!日本の伝統楽器 (知りたい!日本の伝統音楽:2)

768/SＨ88/2

4階開架・移動書架

768/SＨ88/3

4階開架・移動書架

健康・スポーツ科学の基礎知識 第3版
アルティメットフォアフット走法 : 56歳のサブスリー!エイジ
シュートへの挑戦
みやすのんき著

780.19/KE45

4階開架・移動書架

782.3/MI83

4階開架・移動書架

走って、悩んで、見つけたこと。

782.3/O 73

4階開架・移動書架

灰原薬著

応天の門 12 (BUNCH COMICS)

受けつごう!伝統音楽の今後 (知りたい!日本の伝統音楽:3)

スポーツサイエンスフォー
ラム編/二杉茂 ほか著

大迫傑著

図解チェス入門 : はじめてでもよくわかる!
渡辺暁著
796.9/W 46
あいうえおフォニックス : 英語の母音をひらがな5つで完全攻
略!
スーパーファジー著
831.1/SU75
朝日新聞論説委員室編/英文
天声人語 : 英文対照 v. 200 2020春
朝日訳
837/A 82/200

4階開架・移動書架

定本漱石全集 第28巻 : 総索引

4階開架・移動書架

夏目金之助著
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918.68/N 58/28

4階開架・移動書架
4階開架・移動書架

