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食の歴史―人類はこれまで

何を食べてきたのか 
ジャック・アタリ著/林昌宏訳 

欧州最高峰の知性が徹底的に

分析！食に関する歴史、未来を

知れば、政治、社会、テクノロ

ジー、地政学、イデオロギー、

文化、快楽等も一挙にわかる。 

（383.8/A 95） 

 

女子栄養大学のスポーツ栄

養教室 上西一弘監修 

「選手の健康管理」をテーマに、

全国で開催中の人気スポーツセ

ミナーが本になりました！「今

よりもっと筋力をつけるには何

を食べたらいいの？」…アスリ

ートを目指すみなさんの食事や

栄養に対する疑問に対して、ズ

バリ答えがつまった本です。 
（780.19/J 78） 
 

いい教師の条件 : いい先生、ダ

メな先生はここが違う (SB 新

書:521) 諸富祥彦著 

著者は、教師の大変さを痛感する一

方で、「教師ほど魂を打ち込める感

動的な仕事はない」と断言する。で

は何が過酷で、何が感動的なのか？

教師が置かれているリアルな現実

を説いていく。今どういう力をもっ

た教師が必要とされているのか？

「『できる教師』に必要な６つの資

質」を紹介。教育現場で働く人必読

の一冊。（374.3/MO77） 

担当制で進める０・１・２歳児

の保育の基本 
西村真実著 

愛着という絆を結び、子ども

が自ら育つ力を見守り、支え、

細やかに援助する保育の手法

を、生活と遊びの実践例を通

して紹介します。  

（376.1/N 84）  

入社１年目でマスターしないと

恥をかく仕事の基本見るだけノ

ート  

平野敦士カール監修 

身だしなみ、立ち居振る舞い、電

話応対、来客応対・訪問から人間

関係、飲み会まで、イラストだけ

でサクッとビジネスマナー＆ス

キルが身につく。 

（336.49/N 99） 

就活のやり方 いつ・何を・ど

う？ ぜんぶ！〈２０２２年

度版〉 
就職情報研究会編 

内定ゲットのマニュアル！就活

のスタートから内定までのすべ

て。２０２２年卒の就活日程はこ

うなる！業界地図・職種図鑑・フ

ァッション・マナー・敬語・筆記・

面接・エントリーシート・就活あ

れこれＱ＆Ａ。 

（377.9/SH99） 

 
クスノキの番人 
東野圭吾著 

不思議な力を持つ木と番人の青年

が織り成す物語。『秘密』『時生』

『ナミヤ雑貨店の奇蹟』に続く新

たな感動作。長編書き下ろし。

（913.6/H 55） 

 

カケラ 
湊かなえ著 

美容クリニックに勤める医師の

久乃は、ある日、故郷の同級生・

八重子の娘が亡くなったことを

知る。母の作るドーナツが大好物

で、性格の明るい人気者だったと

いう少女に何が起きたのか―。

“美容整形”をテーマに、容姿を

めぐる固定観念をあぶりだす心

理ミステリ長編！ 

（913.6/MI39） 

 

 

 

 



書名 著者名 請求記号 所在

栄養調理六法 令和3年版
栄養調理関係法令研究会編
集 498.5/E 39/2021 2階参考コーナー

アメリカ大統領選 (岩波新書:新赤版 1850) 久保文明, 金成隆一著 081/I 95/1850
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

藤原定家 : 『明月記』の世界 (岩波新書:新赤版 1851) 村井康彦著 081/I 95/1851
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

三島由紀夫 : 悲劇への欲動 (岩波新書:新赤版 1852) 佐藤秀明著 081/I 95/1852
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

実践 自分で調べる技術 (岩波新書:新赤版 1853) 宮内泰介, 上田昌文著 081/I 95/1853
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

最新最強のテストセンター : CD-ROM付 : SPI '22年版 アクセス就活監修 307.8/SE17/2022
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

一般常識&最新時事一問一答頻出1500問 ['22年度版] 角倉裕之著 307.8/TA33/2022
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

会社四季報 : 未上場会社版 202１年版 (東洋経済別冊:臨時増
刊) 335.4/TO86/2021

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

国際公務員になるには (なるにはBooks:83) 横山和子著 366.29/N 53/83
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

新卒採用基準 : 面接官はここを見ている 廣瀬泰幸著 377.9/H 72
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

面接・グループディスカッション対策 2022年度版 (日経就
職シリーズ. ロジカル・プレゼンテーション就活)

高田貴久著/日経HR編集部
編 377.9/N 73/2022

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

就活のやり方 : いつ・何を・どう? ぜんぶ! 2022年度版 就職情報研究会編 377.9/SH99
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

一発合格!ここが出る!食生活アドバイザー検定3級テキスト&
問題集 : 攻略ポイントを徹底分析した解説で検定合格をサ 竹森美佐子監修・著 498.5/N 58

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

一発合格!ここが出る!食生活アドバイザー検定2級テキスト&
問題集 : 攻略ポイントを徹底分析した解説で検定合格をサ 竹森美佐子監修・著 498.5/N 58

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・初級 : 「食品」の安全と信頼を
めざして 改訂6版 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

最新食品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5版 (How-nual図解入門. 業 中村恵二著 588.09/SH99

2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

ロジスティクス業界大研究 新版 二宮護著 681.6/N 76
2階AV・就職資料・
文庫本コーナー

東大脳を育てる!読み聞かせ絵本100 : 子どもの「読解力」を
ぐんぐん育てるコツがここにあります! 佐藤亮子著 019.53/SA85 3階開架
小学生なら知っておきたい教養366 : 1日1ページで身につ
く!

齋藤孝著 031/SA25 3階開架

12月新着図書一覧
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よくわかる思考実験 (イースト新書Q:Q067) 高坂庵行著 116/KO82 3階開架

自分を操り、不安をなくす究極のマインドフルネス メンタリストDaiGo著 140.4/D 17 3階開架
「繊細な人」の心がすーっと楽になるヒント : HSPのための
トリセツ (TJ MOOK) 本将昂監修 141.94/SE73 3階開架
対人関係の発達心理学 : 子どもたちの世界に近づく、とらえ
る

川上清文, 高井清子編/岸本
健 [ほか] 著 143/TA22 3階開架

自分の薬をつくる 坂口恭平著 146.8/SA28 3階開架

思い出すと心がざわつくこわれた関係のなおし方 イルセ・サン著/浦谷計子訳 146.8/SA62 3階開架

ニャンと簡単に身につく!心が休まる「アドラー心理学」 宿南章著 146.8/SH99 3階開架
コロナショックから始まる変容のプロセス : これから何が起
ころうとしているのか はせくらみゆき著 147/H 36 3階開架

ディズニーヴィランズ占い
鏡リュウジ占い監修/講談社
構成・編集 148.9/D 79 3階開架

藤原和博の必ず食える1%の人になる方法 藤原和博著 159.4/F 56 3階開架
苦しかったときの話をしようか : ビジネスマンの父が我が子
のために書きためた「働くことの本質」 森岡毅著 159.4/MO62 3階開架
2020年6月30日にまたここで会おう : 瀧本哲史伝説の東大
講義 (星海社新書:160) 瀧本哲史著 159.7/TA73 3階開架

世界の古典と賢者の知恵に学ぶ言葉の力
シン・ドヒョン, ユン・ナル
著/米津篤八訳 159.8/SH57 3階開架

自分を操る超集中力 DaiGo著 159/D 17 3階開架

投資家みたいに生きろ : 将来の不安を打ち破る人生戦略 藤野英人著 159/F 64 3階開架

頑張らなくても意外と死なないからざっくり生きてこ カマたく著 159/KA31 3階開架
人生、このままでいいの? : 最高の未来をつくる11の質問
ノート 河田真誠著 159/KA92 3階開架
33歳の決断で有名企業500社を育てた渋沢栄一の折れない心
をつくる33の教え 渋澤健著 159/SH21 3階開架

同窓会に行けない症候群 鈴木信行著 159/SU96 3階開架
マンガでわかる「すぐやる人」と「やれない人」の習慣
(Asuka business & language books) 塚本亮著/みさき明良まんが 159/TS54 3階開架

ドタバタ関ヶ原 長谷川ヨシテル著 281.04/H 36 3階開架
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発酵学の革命 : マイヤーホッフと酒の旅 (学術選書:091) 木村光著 289.3/ME95 3階開架
ポストコロナの経済学 : 8つの構造変化のなかで日本人はどう
生きるべきか? 熊谷亮丸著 332.107/KU33 3階開架
キッチンで読むビジネスのはなし : 11人の社長に聞いた仕事
とお金のこと 一田憲子著 332.8/I 13 3階開架

シンガポールの日本人社会史 : 「日本小学校」の軌跡 西岡香織著 334.42/N 86 3階開架
SDGs見るだけノート : 基礎知識とビジネスチャンスにつなげ
た成功事例が丸わかり! 笹谷秀光監修 335.15/SC 9 3階開架

アフターデジタル : オフラインのない時代に生き残る 藤井保文, 尾原和啓著 336.1/F 57 3階開架
絶対失敗しない!ササるプレゼン : オンライン完全対応 : 成果
を上げるプレゼンテーションのすべて 長谷川孝幸著 336.4/H 36 3階開架
入社1年目でマスターしないと恥をかく仕事の基本見るだけ
ノート 平野敦士カール監修 336.49/N 99 3階開架
9割捨てて10倍伝わる要約力 : 最短・最速のコミュニケー
ションで成果は最大化する 山口拓朗著 336.49/Y 24 3階開架
キャッシュレス決済がこれ1冊でしっかりわかる教科書 (図解
即戦力 : 豊富な図解と丁寧な解説で、知識0でもわかりやす

キャッシュレス決済研究会
著 338/KY 1 3階開架

女子が毎日トクをする人間関係のキホン 有川真由美著 361.4/A 71 3階開架
トーキング・トゥ・ストレンジャーズ : 「よく知らない人」
について私たちが知っておくべきこと

マルコム・グラッドウェル
著/濱野大道訳 361.4/G 48 3階開架

人間関係の心理学 : すぐに使える!人づきあい改善のポイント
(コツがわかる本) 浮谷秀一監修 361.4/N 76 3階開架

時間の比較社会学 (岩波現代文庫:学術:108) 真木悠介著 361/MA34 3階開架

包括的性教育 : 人権、性の多様性、ジェンダー平等を柱に 浅井春夫著 367.99/A 83 3階開架
貧困・外国人世帯の子どもへの包括的支援 : 地域・学校・行
政の挑戦

柏木智子, 武井哲郎編著 369.4/KA77 3階開架

新・誰がこの子を受けとめるのか : 虐待された子らからの
メッセージ

菅原哲男, 奥寺美鈴著 369.43/SU28 3階開架

教師と学生が知っておくべき教育心理学 武田明典編著 371.4/TA59 3階開架
シュタイナー教育100年 : 80カ国の人々を魅了する教育の宝
庫

広瀬俊雄 [ほか] 編 371.5/SH99 3階開架

よくわかる教育学原論 新版 (やわらかアカデミズム・「わか
る」シリーズ)

安彦忠彦, 藤井千春, 田中博
之編著 371/Y 79 3階開架

いまさら聞けない!日本の教育制度
樋口修資著/社会応援ネット
ワークEDUPONT編集部編 372.107/I 46 3階開架
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もう一度考えたい「ゆとり教育」の意義 辻村哲夫, 中西茂著 372.107/TS44 3階開架

三河のペスタロッチたち : 三河の風土に生きた教師 安井克彦編著 372.8/Y 64 3階開架

with(ウィズ)コロナの学級経営と授業づくり
『授業力&学級経営力』編
集部編 374.1/U 56 3階開架

教師のレジリエンスを高めるフレームワーク : 柔軟な問題解
決者となるための5つの視点

深見俊崇編著 374.3/F 72 3階開架

いい教師の条件 : いい先生、ダメな先生はここが違う (SB新
書:521) 諸富祥彦著 374.3/MO77 3階開架

本当は大切だけど、誰も教えてくれない教師の仕事40のこと 大前暁政著 374.3/O 61 3階開架
絶対的コミュ力 : うまくいっている先生だけが知っている7つ
の技術 松井恵子著 374.35/MA77 3階開架
新食物アレルギーの基礎と対応 : 医学、食品・栄養学、食育
から学ぶ 第2版 (アレルギー大学テキスト)

アレルギー支援ネットワー
ク作成 374.94/SH57 3階開架

成長期に大切な食品 (家庭とつながる!新食育ブック : 文例つ
きイラストカット集:3) 小川万紀子監修 374.97/KA99/3 3階開架

教育効果を可視化する学習科学
ジョン・ハッティ, グレゴ
リー・イエーツ著/原田信之 375.1/H 43 3階開架

インストラクショナルデザイン理論とモデル : 学習者中心の
教育を実現する

C.M. ライゲルース, B.J.
ビーティ, R.D. マイヤーズ 375.1/I 57 3階開架

イラスト版3ステップで早わかり!主体的・対話的で深い学び
実現の指導法100 : 若手教師必携!ベーシックフレーム

千葉雄二, 村野聡, 久野歩著/
井手本美紀イラスト 375.1/I 63 3階開架

子どもの言葉で問いを創る授業 小学校編 鹿嶋真弓編著/石黒康夫編著 375.1/KA76 3階開架

図解授業づくりの設計図 澤井陽介著 375.1/SA94 3階開架
withコロナ時代の授業のあり方 : いまこそ、教育の「当たり
前」を見直して、学びを進めませんか。 庄子寛之編著 375.1/SH96 3階開架

学習環境のイノベーション 山内祐平著 375.1/Y 46 3階開架
親子で楽しむ手形アート : カンタン、かわいい! : 子どもの成
長記録に! やまざきさちえ著 375.156/Y 48 3階開架

「叱り方」の教科書 : 学級・学年の“荒れ"を防ぐ叱り方 吉田順著 375.2/Y 86 3階開架

子どもを幸せにする「道徳科」 (教育技術mook) 赤堀博行 [ほか] 著 375.35/KO21 3階開架
安全と見栄えを両立する!新「組体操」絶対成功の指導BOOK
: 安全な組体操の鉄則!安全第一無理しない指導者が体験 関西体育授業研究会著 375.492/A 49 3階開架
だれもが主役!安全に配慮した組体操・組立体操の指導法 :
DVD付 三宅良輔著 375.492/MI76 3階開架
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いまこそ安全!組体操 : 「高さ」から「広がり」へ!新技50 (教
育技術mook) 戸田克著 375.492/TO17 3階開架
徹底解説組体操 : 新しい技と指導の基礎基本 (教育技術mook.
よくわかるDVDシリーズ) 戸田克著 375.492/Y 79 3階開架
8時間でできる!組体操の指導法 (教育技術mook. よくわかる
DVDシリーズ)

戸田克, 杉原浩二, 川野幸一
著 375.492/Y 79 3階開架

クレヨンから版画まで小学校図工絵の指導テクニック&題材
48 (図工科授業サポートbooks) 北村仁著 375.72/KI68 3階開架

その子は、なにを描こうとしたのか? 岡田京子著 375.72/O 38 3階開架
キーワードで分かる!音楽科学習指導要領 (教育音楽ハンド
ブック) 伊野義博著 375.76/I 55 3階開架
小学校音楽あそび70 : 歌唱共通教材から伝統音楽,各分野の教
材までみんなで深める! (音楽科授業サポートBOOKS) 石上則子編著 375.762/I 55 3階開架

板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校1年上 岡﨑智子, 福田淳佑編著 375.82/B 19/1 3階開架

板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校1年下 岡﨑智子, 福田淳佑編著 375.82/B 19/1 3階開架

板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校2年下 大村幸子, 土屋晴裕編著 375.82/B 19/2 3階開架

板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校2年上 岡﨑智子, 福田淳佑編著 375.82/B 19/2 3階開架

板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校3年下 大塚健太郎, 茅野政徳編著 375.82/B 19/3 3階開架

板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校3年上 岡﨑智子, 福田淳佑編著 375.82/B 19/3 3階開架

板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校4年下 成家雅史, 廣瀬修也編著 375.82/B 19/4 3階開架

板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校4年上 岡﨑智子, 福田淳佑編著 375.82/B 19/4 3階開架

板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校5年下 井上陽童, 小木和美編著 375.82/B 19/5 3階開架

板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校5年上 岡﨑智子, 福田淳佑編著 375.82/B 19/5 3階開架

板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校6年下 海沼秀樹, 西川義浩編著 375.82/B 19/6 3階開架

板書で見る全単元の授業のすべて : 国語 小学校6年上 岡﨑智子, 福田淳佑編著 375.82/B 19/6 3階開架

学級担任が創る小学校英語の授業
猪井新一著/齋藤英敏著/小
林翔著 375.893/G 16 3階開架

小学校英語教育ハンドブック : 理論と実践 : 小学校英語教育学
会20周年記念誌

小学校英語教育学会20周年
記念誌編集委員会編 375.893/SH95 3階開架
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小学校指導法生活 改訂第2版 (教科指導法シリーズ) 寺本潔編著 375/KY 4 3階開架

小学校指導法音楽 改訂第2版 (教科指導法シリーズ) 梅沢一彦編著 375/KY 4 3階開架

小学校指導法家庭 改訂第2版 (教科指導法シリーズ) 池﨑喜美惠編著 375/KY 4 3階開架

小学校指導法国語 改訂第2版 (教科指導法シリーズ) 植松雅美, 輿水かおり編著 375/KY 4 3階開架

教師の言葉かけ大全 三好真史著 375/MI91 3階開架

写真で描く乳児保育の実践 : 子どもの世界を見つめて 伊藤美保子著/西隆太朗著 376.1/I 89 3階開架

担当制で進める0・1・2歳児の保育の基本 西村真実著 376.1/N 84 3階開架

子どもとかかわる人のための心理学 : 保育の心理学,子ども家
庭支援の心理学,子どもの理解と援助への扉 沼山博, 三浦主博編著 376.1/N 99 3階開架
そだちあう5歳児が見える・わかるエピソード : マンガで読む
: 成長をうながす48のポイント (ひかりのくに保育ブック 後藤和佳子著/森川紅監修 376.1/SO15 3階開架

子どもの感情表現を育てるあそび60 : すぐに保育に使える! 野村恵里著 376.11/N 95 3階開架

保育の心理学 (保育士を育てる:1) 瀧口綾, 福田真奈編著 376.11/TA71 3階開架
北欧の森のようちえん : 自然が子どもを育む : デンマーク・
シュタイナー幼稚園の実践

リッケ・ローセングレン著/
ヴィンスルー美智子, 村上進 376.123/R 72 3階開架

「見えない力」を育てる武蔵野幼稚園の教え : 「あと伸び」
する子どもは強い心をもっている! 原田小夜子著 376.128/H 32 3階開架

自然が子どもと未来を創る! : 心と体にやさしい自然あそび 大澤力, 井上美智子編著 376.156/O 74 3階開架

乳幼児のための豊かな感性を育む身体表現遊び 瀧信子ほか著 376.157/N 99 3階開架

乳幼児のための保育内容表現 : 身体・音楽・造形
佐野美奈, 佐橋由美, 田谷千
江子著 376.157/N 99 3階開架

五感をはぐくむ感触あそび : 人やものと友だちになろう
広島・口田なかよし保育園
編/山下慶子著 376.157/Y 44 3階開架

「困っている」子どものこと一番に考えられますか? : 発達障
がい、不登校、元気な子…すべての生徒に独自のインクルー 太田功二著 376.7/O 81 3階開架
発達障害のある子の相談・支援のキホン52 : 本人理解にもと
づくコミュニケーションとかかわり方 阿佐野智昭著 378.8/A 87 3階開架
もしかして発達障害?子どものサインに気づく本 : 自閉スペク
トラム症、ADHD、SLD…… (育ちあう子育ての本) 主婦の友社編 378.8/MO81 3階開架
イラストでわかる!発達障害の子どもを困らせないクラスづく
り : 小・中学校と園で役立つ指導・支援のアイディア (学研の 佐藤曉著 378.8/SA85 3階開架
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子どもが目を輝かせて学びだす!教材・教具・ICTアイデア
100 (特別支援教育サポートBOOKS)

『特別支援教育の実践情
報』編集部, 村野一臣編 378/KO21 3階開架

国語・算数の初歩でつまずく子への教え方と教材 : 個別でも
みんなの中でも教えられる! (学研のヒューマンケアブックス) 栗本奈緒子著 378/KU63 3階開架
発達障害のある子どもの「タイプ別」支援スタートブック :
実態把握・指導計画の立案に役立つ! : 通級指導教室・特別支 鬼秀範著 378/O 66 3階開架

自分のよさを引き出す33のワーク : 自己理解力をアップ! 高山恵子著 378/TA56 3階開架

with(ウィズ)コロナ時代の特別支援教育 (『特別支援教育の実
践情報』PLUS) 特別支援教育の実践研究会編 378/U 56 3階開架

食の歴史 : 人類はこれまで何を食べてきたのか
ジャック・アタリ著/林昌宏
訳 383.8/A 95 3階開架

昆虫食文化事典 新訂普及版 三橋淳著 383.8/MI63 3階開架

外来食文化と日本人
八百啓介編/九州外来食文化
研究会編著 383.81/G 15 3階開架

中国料理と近現代日本 : 食と嗜好の文化交流史 (慶應義塾大学
東アジア研究所叢書) 岩間一弘編著 383.822/I 94 3階開架
「データセンス」の磨き方 : 一瞬で数字を読む力をつける : ど
んな人でも数字に強くなれる! 堀口智之著 410/H 88 3階開架
現役東大生が書いた地頭を鍛えるフェルミ推定ノート : 「6パ
ターン、5ステップ」でどんな難問もスラスラ解ける!

東大ケーススタディ研究会
著 417.6/TO17 3階開架

世界一やさしい電卓の教科書1年生 脇田弥輝著 418.6/W 33 3階開架

ウイルスの意味論 : 生命の定義を超えた存在 山内一也 [著] 465.8/Y 46 3階開架
漢方と薬膳の基礎知識 : カラダのために知っておきたい (淡交
ムック)

淡交社編集局編 490.9/KA58 3階開架

解剖生理学 : 学生の声を聞いてつくった 安谷屋均著 491.1/A 16 3階開架
解剖生理学 : 人体の構造と機能 第3版 (栄養科学イラストレイ
テッド)

志村二三夫, 岡純, 山田和彦
編 491.31/KA21 3階開架

免疫 : からだを護る不思議なしくみ 第6版 矢田純一著 491.8/Y 66 3階開架

効く!爪もみ : 1回10秒でぐんぐん毒が出る 鳴海理恵著 492.75/N 53 3階開架

糖尿病の最新食事療法のなぜに答える 基礎編
本田佳子編集/佐野喜子編集
/曽根博仁編集/大橋健編集 493.123/TO63 3階開架

そのまま使える!シーン別食物アレルギーの栄養食事指導 柳田紀之, 林典子編集 493.14/SO48 3階開架

痛風・高尿酸血症の安心ごはん : 激しい痛みの発作を防ぐ (食
事療法はじめの一歩シリーズ)

菅野義彦, 恩田理恵, 金原桜
子著 493.6/TS35 3階開架
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人と食事するのが怖い! : 会食恐怖症ってなに?? 朝来おかゆ著 493.74/A 84 3階開架
人前で話すのに自信がつくアドラー心理学 : どうすればあが
り症を克服できるのか 佐藤健陽著 493.743/SA85 3階開架
自傷・自殺する子どもたち (子どものこころの発達を知るシ
リーズ:01)

松本俊彦著 493.937/KO21/1 3階開架

非行と反抗がおさえられない子どもたち : 生物・心理・社会
モデルから見る素行症・反抗挑発症の子へのアプローチ (子ど

富田拓著 493.937/KO21/8 3階開架

摂食障害の子どもたち : 家庭や学校で早期発見・対応するた
めの工夫 (子どものこころの発達を知るシリーズ:09)

高宮靜男著 493.937/KO21/9 3階開架

子どもの食と栄養 : 保育現場で活かせる食の基本 第2版 太田百合子, 堤ちはる編著 493.98/O 81 3階開架

子どもの食と栄養 : 「生きる力」を育むために 青木三惠子編著 493.983/A 53 3階開架

腎臓病の人のための食品成分表 : ポケット版 : エネルギー た
んぱく質 食塩相当量 カリウム リン 水分 主婦の友社編 494.93/J 53 3階開架
目で見る腎臓病の人のための食材&料理700 : ひと目でわか
る写真つき (実用No.1シリーズ)

主婦の友社編 494.93/ME11 3階開架

疲れない大百科 (美人開花シリーズ) 工藤孝文 [著] 498.3/KU17 3階開架
1日誰とも話さなくても大丈夫 : 精神科医がやっている猫みた
いに楽に生きる5つのステップ

鹿目将至著/鳥居りんこ取
材・文 498.39/KA58 3階開架

美食のサピエンス史 (PEAK books)
ジョン・アレン著/成広あき
訳 498.5/A 41 3階開架

栄養指導論 3訂 (Nブックス)
相川りゑ子編著/會田久仁子
[ほか] 共著 498.5/N 59 3階開架

調理学 新版 (Nブックス)
鈴野弘子, 真部真里子編著/
荒井恵美子 [ほか] 共著 498.5/N 59 3階開架

給食経営管理論 新版 (Nブックス)
岩井達, 名倉秀子, 松崎政三
編著/上延麻耶 [ほか] 共著 498.5/N 59 3階開架

応用栄養学 5訂 (Nブックス)
津田博子, 麻見直美編著/勝
野由美子 [ほか] 共著 498.5/N 59 3階開架

日本の食材図鑑 : 見て楽しい!読んでおいしい! レジア編 498.5/N 71 3階開架

生命科学が解き明かす食と健康 塩見尚史, 塩見晃史著 498.5/SH74 3階開架

新食品成分表 : FOODS 2020 新食品成分表編集委員会編 498.51/SH69/20203階開架
飲食店のHACCP (ハサップ) がよくわかる本 : 食品衛生のプ
ロが教える

大坪晏子 [ほか] 著 498.54/O 87 3階開架

図解食品衛生学 : 食べ物と健康、食の安全性 第6版
堀江正一, 尾上洋一編著/一
戸正勝 [ほか] 著 498.54/Z  6 3階開架
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食品衛生学 第4版 (エキスパート管理栄養士養成シリーズ:12) 甲斐達男, 小林秀光編 498.55/E 42/12 3階開架

食品衛生学 第4版 (エキスパート管理栄養士養成シリーズ:12) 甲斐達男, 小林秀光編 498.55/E 42/12 3階開架

基礎栄養学 第5版 (エキスパート管理栄養士養成シリーズ:13) 坂井堅太郎編 498.55/E 42/13 3階開架

基礎栄養学 第5版 (エキスパート管理栄養士養成シリーズ:13) 坂井堅太郎編 498.55/E 42/13 3階開架
社会・環境と健康 第2版 (管理栄養士国家試験得点アップのた
めの一問一答Toku-ichi:1) 川村堅監修 498.55/KA58/1 3階開架
食べ物と健康 第2版 (管理栄養士国家試験得点アップのための
一問一答Toku-ichi:3) 林一也監修 498.55/KA58/3 3階開架
給食経営管理論 (管理栄養士国家試験得点アップのための一問
一答Toku-ichi:9) 赤尾正監修 498.55/KA58/9 3階開架

カレント公衆栄養学 改訂
由田克士編著/荒井裕介編著
/押野榮司[ほか]共著 498.55/KA65 3階開架

医者が教える「最高の栄養」 : ビタミンDが病気にならない体
をつくる 満尾正著 498.55/MI66 3階開架

楽しくわかる栄養学 中村丁次著 498.55/N 37 3階開架

なにをどれだけ食べたらいいの? : バランスのよい食事ガイド
第4版

香川明夫監修 498.55/N 48 3階開架

好きになる栄養学 : 食生活の大切さを見直そう 第3版 (好きに
なるシリーズ)

麻見直美, 塚原典子著 498.55/O 62 3階開架

ライフステージ・ライフスタイル栄養学実習書
堀江祥允, 片山直美, 堀江和
代編著 498.55/R 12 3階開架

給食経営管理論 第8版 (サクセス管理栄養士・栄養士養成講
座)

韓順子, 大中佳子著 498.55/SA51 3階開架

佐々木敏の栄養データはこう読む! : 疫学研究から読み解くぶ
れない食べ方 第2版

佐々木敏著 498.55/SA75 3階開架

わかりやすい栄養学 : 臨床・地域で役立つ食生活指導の実際
第5版

中村美知子, 長谷川恭子編 498.55/W 25 3階開架

図解眠れなくなるほど面白い栄養素の話 牧野直子監修 498.55/Z  6 3階開架

時間栄養学 : 時計遺伝子、体内時計、食生活をつなぐ 柴田重信編 498.56/J 51 3階開架

実践臨床栄養学実習 : 栄養食事療法と献立の展開 第2版
長浜幸子, 西村一弘, 宮本佳
世子編著/金胎芳子 [ほか] 498.58/J 54 3階開架

ステップアップ臨床栄養管理演習 : 基本症例で学ぶ栄養ケア
プロセスの実際 第2版

永井徹, 長谷川輝美編著/石
長孝二郎 [ほか] 共著 498.58/N 14 3階開架

栄養食事療法の実習 : 栄養ケアマネジメント 第12版 (トレー
ニーガイド)

本田佳子編 498.583/E 39 3階開架
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からだによく効く食材&食べあわせ手帖 改訂版 三浦理代監修/永山久夫監修 498.583/KA62 3階開架
世界最新の医療データが示す最強の食事術 : ハーバードの栄
養学に学ぶ究極の「健康資産」の作り方

満尾正著 498.583/MI66 3階開架

武庫川女子大学おとなダイエット教室
武庫川女子大学栄養科学研
究所栄養クリニック著 498.583/MU27 3階開架

栄養食事療法必携 第4版
中村丁次編集/中村丁次 [ほ
か] 執筆 498.583/N 37 3階開架

摂食嚥下障害の栄養食事指導マニュアル : 嚥下調整食学会分
類2013に基づくコード別解説

藤谷順子, 小城明子編 498.59/SE88 3階開架

疫病2020 門田隆将著 498.6/kA14 3階開架
新型インフル対策特措法 : 法律・施行令等 (重要法令シリー
ズ:013) 498.6/SH62 3階開架

公衆衛生がみえる2020-2021 第4版 医療情報科学研究所編集 498/KO87 3階開架

歩いて読みとく地域デザイン : 普通のまちの見方・活かし方 山納洋著 518.8/Y 38 3階開架

食用油脂の基礎と劣化防止 中谷明浩著 576.16/N 43 3階開架

見るみる食品安全・HACCP・FSSC 22000 : イラストと
ワークブックで要点を理解

深田博史共著/寺田和正共著 588.09/F 71 3階開架

シズルのデザイン : 食品パッケージに見るおいしさの言葉と
ヴィジュアル B・M・FTことばラボ編著 588.09/SH94 3階開架

知っておいしい調味料事典 鈴木裕貴監修 588.6/SH92 3階開架

フリーズドライ食品入門 (食品知識ミニブックスシリーズ) 山根清孝著 588/Y 36 3階開架

家でできること115 (王様文庫:A88-16) 博学面白倶楽部著 590.4/H 19 3階開架
ひとり暮らしの時間とお金の使い方 : 人気インスタグラマー&
ブロガー21人の暮らしのマイルール 主婦の友社編 590/H 77 3階開架

本当の自由を手に入れるお金の大学 両@リベ大学長著 591/R 96 3階開架

1分おしり筋を伸ばすだけで劇的ペタ腹! Naoko著 595.6/N 49 3階開架
フランスで大人気の日本料理教室 : 教養としての日本の食文
化

梛木春幸著 596.21/N 26 3階開架

年取りと正月の料理 (別冊うかたま. 伝え継ぐ日本の家庭料
理:15) 日本調理科学会企画・編集 596.21/TS92/15 3階開架
北欧料理大全 : 家庭料理、伝統料理の調理技術から食材、食
文化まで。本場のレシピ101

カトリーネ・クリンケン著/
リーネ・ファルク写真 596.23/KL 6 3階開架
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ヴィーガン・レシピ 米澤文雄著 596.37/Y 84 3階開架

世界お酒MAPS : イラストでめぐる80杯の図鑑
ジュール・ゴベール=テュル
パン, アドリアン・グラン・ 596.7/G 27 3階開架

コーヒーは楽しい! : 絵で読むコーヒー教本
セバスチャン・ラシヌー,
チュング-レング トラン著/ 596.7/R 11 3階開架

業務田スー子のヒルナンデス!時短・爆安神レシピ 業務田スー子著 596/G 99 3階開架

作りおきできる。がっつり!ごはんの友 上島亜紀著 596/KA38 3階開架

九州の味とともに 02: 福岡 (SPACE SHOWER BOOKs) 霧島酒造株式会社監修 596/KY 9 3階開架

バズレシピ ベジ飯編 (扶桑社ムック) リュウジ著 596/R 98 3階開架
バズレシピ : クタクタでも速攻でつくれる! 太らないおかず編
(扶桑社ムック) リュウジ著 596/R 98 3階開架

調理の科学 : 基礎から実践まで 高崎禎子, 小林理恵編著 596/TA52 3階開架

魔法のてぬきごはん : 世界一ラクチンなのに超美味しい! : 簡
単すぎる!85品 てぬキッチン著 596/TE37 3階開架

部屋も頭もスッキリする!片づけ脳 加藤俊徳著 597.5/KA86 3階開架
片付けは減らすが9割 : ゆるミニマリストが教えるがんばらな
い整理術 阪口ゆうこ著 597.5/SA28 3階開架

食と農のフィールドワーク入門 荒木一視, 林紀代美編 610.7/SH96 3階開架

飽食と崩食の社会学 : 豊かな社会に迫る農と食の危機 橋本直樹著 611.3/H 38 3階開架

米の日本史 : 稲作伝来、軍事物資から和食文化まで (中公新
書:2579) 佐藤洋一郎著 616.2/SA85 3階開架

豆の歴史 (「食」の図書館)
ナタリー・レイチェル・モ
リス著/竹田円訳 616.7/MO78 3階開架

カラー図鑑スパイスの秘密 : 利用法・効能・歴史・伝承
ジル・デイヴィーズ著/西本
かおる訳 617.6/D 46 3階開架

チーズの事典 : 絵画・建築・映画・文学で味わう チーズ王国監修 648.18/C 49 3階開架

水産改革と魚食の未来 八木信行編 661.1/SU51 3階開架

狙い通りにお客さまが動く!しかける販促術 眞喜屋実行著 673.3/MA38 3階開架

百貨店・デパート興亡史 (イースト新書:122) 梅咲恵司著 673.83/U 73 3階開架
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和食文化とおもてなし 玉本美砂子著 673.971/TA78 3階開架

売れる配色 : 目を引く商品パッケージの作り方 グラフィック社編 675.18/U 86 3階開架
むかしばなしで学ぶ最強の商品「売れるモノ」だけをつくる
方法 清水孝洋著 675.3/SH49 3階開架
ぼくらはお金で何を買っているのか。 : モノが高く売れない
時代のコトマーケティング全戦略 松野恵介著 675/MA84 3階開架

ヒットの設計図 : ポケモンGOからトランプ現象まで
デレク・トンプソン著/高橋
由紀子訳 675/TH 6 3階開架

関西人はなぜ阪急を別格だと思うのか : ブランド力を徹底検
証! (交通新聞社新書:145) 伊原薫著 686.067/I 25 3階開架

だいすきなかあさん (ブッククラブ. 国際版絵本) いもとようこ絵と文 726.6/D 27 3階開架

ひみつだからね 軽部武宏 [作] 726.6/H 59 3階開架

ほくほくおいもまつり (はじめての行事えほん:収穫祭)
すとうあさえぶん/なかた
ひろええ 726.6/H 82 3階開架

実物大!世界のどうぶつ絵本
ソフィー・ヘン作/藤田千枝
訳 726.6/J 55 3階開架

まるまるまるのほん
エルヴェ・テュレさく/谷川
俊太郎やく 726.6/MA55 3階開架

ないしょのおともだち
ビバリー・ドノフリオ文/
バーバラ・マクリントック 726.6/N 28 3階開架

ねこはるすばん 町田尚子作 726.6/N 62 3階開架
ナイトメアー・ビフォア・クリスマス (ディズニーゴールド絵
本) 斎藤妙子構成・文 726.6/N29 3階開架

おむつのなか、みせてみせて!
ヒド・ファン・ヘネヒテン
文・絵/松永りえ訳 726.6/O 64 3階開架

おつきみおばけ (せなけいこのえ・ほ・ん:13) せなけいこ作・絵 726.6/O 89 3階開架
ペネロペようちえんへいく (たのしいしかけえほん. ペネロペ
のしかけえほんシリーズ:3)

アン・グットマンぶん/ゲオ
ルグ・ハレンスレーベンえ/ 726.6/P 37 3階開架

ルルロロのてあらいだいすき! (サニーサイドブックス)
あいはらひろゆきさく/まつ
いくみ作画/あいはらひろゆ 726.6/R 87 3階開架

タンタンタンゴはパパふたり
ジャスティン・リチャード
ソン, ピーター・パーネル文 726.6/TA89 3階開架

とんでもない 鈴木のりたけ作・絵 726.6/TO63 3階開架

うめじいのたんじょうび (講談社の創作絵本) かがくいひろし作 726.6/U 68 3階開架
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ゆびたこ (ポプラ社の絵本:16) くせさなえ作 726.6/Y 96 3階開架
Case interview secrets : a former McKinsey interviewer
reveals how to get multiple job offers in consulting

Victor Cheng 336.2/C 38 4階開架・移動書架

Social pedagogy in the UK : theory and practice Kieron Hatton 372.33/H 44 4階開架・移動書架

教職教養ランナー 2022年度版 (教員採用試験シリーズシス
テムノート)

東京教友会編著 373.7/H 77/2022 4階開架・移動書架

小学校全科ランナー 2022年度版 (教員採用試験シリーズシ
ステムノート)

東京教友会編著 373.7/H 77/2022 4階開架・移動書架

東京都の教職教養参考書 '22年度版 (東京都の教員採用試験
「参考書」シリーズ:1)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市の教職教養参考書
2022年度版 (神奈川県の教員採用試験「参考書」シリー

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

山口県の教職・一般教養参考書 2022年度版 (山口県の教員
採用試験「参考書」シリーズ:1)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

熊本県・熊本市の教職教養参考書 2022年度版 (熊本県の教
員採用試験「参考書」シリーズ:1)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

宮崎県の教職教養参考書 2022年度版 (宮崎県の教員採用試
験「参考書」シリーズ:1)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

鹿児島県の教職教養参考書 2022年度版 (鹿児島県の教員採
用試験「参考書」シリーズ:1)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

沖縄県の教職教養参考書 2022年度版 (沖縄県の教員採用試
験「参考書」シリーズ:1)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

東京都の小学校教諭参考書 2022年度版 (東京都の教員採用
試験「参考書」シリーズ:2)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市の一般教養参考書
2022年度版 (神奈川県の教員採用試験「参考書」シリー

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

山口県の小学校教諭参考書 2022年度版 (山口県の教員採用
試験「参考書」シリーズ:2)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

鹿児島県の一般教養参考書 2022年度版 (鹿児島県の教員採
用試験「参考書」シリーズ:2)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

熊本県・熊本市の小学校教諭参考書 2022年度版 (熊本県・
熊本市の教員採用試験「参考書」シリーズ:2)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

宮崎県の小学校教諭参考書 2022年度版 (宮崎県の教員採用
試験「参考書」シリーズ:2)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

大分県の一般教養参考書 2022年度版 (大分県の教員採用試
験「参考書」シリーズ:2)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

沖縄県の一般教養参考書 2022年度版 (沖縄県の教員採用試
験「参考書」シリーズ:2)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市の小学校教諭参考書
2022年度版 (神奈川県の教員採用試験「参考書」シリー

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架
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鹿児島県の小学校教諭参考書 2022年度版 (鹿児島県の教員
採用試験「参考書」シリーズ:3)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

沖縄県の小学校教諭参考書 2022年度版 (沖縄県の教員採用
試験「参考書」シリーズ:3)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

東京都の教職教養過去問 2022年度版 (東京都の教員採用試
験過去問シリーズ:1)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市の教職・一般教養過去
問 2022年度版 (神奈川県の教員採用試験過去問シリーズ:1)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

大分県の教職・一般教養過去問 2022年度版 (大分県の教員
採用試験過去問シリーズ:1)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

沖縄県の教職・一般教養過去問 '22年度版 (沖縄県の教員採用
試験過去問シリーズ:1)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

東京都の小学校教諭過去問 '22年度版 (東京都の教員採用試験
過去問シリーズ:2)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市の小学校教諭過去問
2022年度版 (神奈川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/KY2/2022 4階開架・移動書架

大分県の小学校教諭過去問 2022年度版 (大分県の教員採用
試験過去問シリーズ:2)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

沖縄県の小学校教諭過去問 2022年度版 (沖縄県の教員採用
試験過去問シリーズ:2)

協同教育研究会編 373.7/KY2/2022 4階開架・移動書架

専門教科小学校全科 (教員採用試験対策参考書. 2022年度
[6]) (オープンセサミシリーズ) 373.7/SH24/2022 4階開架・移動書架

教職教養. 1 (教育原理 教育史) (教員採用試験対策参考書.
2022年度[1]) (オープンセサミシリーズ) 373.7/SH24/2022 4階開架・移動書架

教職教養. 2 (教育心理 教育法規) (教員採用試験対策参考書.
2022年度[2]) (オープンセサミシリーズ) 373.7/SH24/2022 4階開架・移動書架

一般教養. 1 (人文科学) (教員採用試験対策参考書. 2022年度
[3]) (オープンセサミシリーズ) 373.7/SH24/2022 4階開架・移動書架

一般教養. 2 (社会科学) (教員採用試験対策参考書. 2022年度
[4]) (オープンセサミシリーズ) 373.7/SH24/2022 4階開架・移動書架

一般教養. 3 (自然科学) (教員採用試験対策参考書. 2022年度
[5]) (オープンセサミシリーズ) 373.7/SH24/2022 4階開架・移動書架

教職教養 2022年度 (オープンセサミシリーズ. 教員採用試験
対策問題集)

東京アカデミー編著 373.7/SH24/2022 4階開架・移動書架

一般教養. 1 (人文科学 自然科学) (教員採用試験対策問題集.
2022年度[2]) (オープンセサミシリーズ) 373.7/SH24/2022 4階開架・移動書架

一般教養. 2 (社会科学) (教員採用試験対策問題集. 2022年度
[3]) (オープンセサミシリーズ) 373.7/SH24/2022 4階開架・移動書架

小学校全科 : 専門教科 2022年度 (オープンセサミシリーズ.
教員採用試験対策問題集)

東京アカデミー編著 373.7/SH24/2022 4階開架・移動書架

専門教科中学・高校家庭 (教員採用試験対策ステップアップ問
題集. 2022年度9) (オープンセサミシリーズ) 373.7/SH24/2022 4階開架・移動書架
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やめてみた。 : 本当に必要なものが見えてくる、暮らし方・
考え方 (幻冬舎文庫:わ-15-1)

わたなべぽん [著] 590/W 46 4階開架・移動書架

今、何かを表そうとしている10人の日本と韓国の若手対談
西川美和 [ほか] 著/桑畑優
香訳 702.21/I 41 4階開架・移動書架

スヌーピー1991〜1992 (完全版ピーナッツ全集:21)
チャールズ・M.シュルツ著/
谷川俊太郎訳 726.1/SC8/21 4階開架・移動書架

スヌーピー1993〜1994 (完全版ピーナッツ全集:22)
チャールズ・M.シュルツ著/
谷川俊太郎訳 726.1/SC8/22 4階開架・移動書架

えんぴつ1本!らくらくイラスト練習帳 : 「なぞる→描く」で
描けるイラストがどんどん増える

くどうのぞみ著 726.507/KU17 4階開架・移動書架

だれも知らないレオ・レオーニ 森泉文美, 松岡希代子著 726.601/MO49 4階開架・移動書架

憧れのインスタグラマー20名に学ぶ美しい写真術 fuka_09[ほか]著 743/A 38 4階開架・移動書架

おいしく折ろう食育おりがみ 第2集 西田良子, 平野誠子製作・著 754.9/N 81/2 4階開架・移動書架

西洋音楽史を聴く : バロック・クラシック・ロマン派の本質
(講談社学術文庫:[2547])

前川誠郎 [著] 762.3/MA27 4階開架・移動書架

エリック・サティ覚え書 新版 秋山邦晴著 762.35/SA84 4階開架・移動書架

初心者から使える声楽・ピアノ教本 : 保育士、幼稚園・小学
校教員を目指す人のための

浅田由貴絵, 井上基子ほか編
著 763.2/SH96 4階開架・移動書架

ポスト・サブカル焼け跡派 TVOD著 764.7/TV 4階開架・移動書架

阿佐ケ谷姉妹ののほほんふたり暮らし (幻冬舎文庫:あ-74-1) 阿佐ケ谷姉妹 [著] 779.14/A 81 4階開架・移動書架

新・魔法のコンパス (角川文庫:[に32-1]) 西野亮廣[著] 779.14/N 85 4階開架・移動書架

アスリートのための朝食術 : 一人暮らしでも、朝練の日で
も、遠征の日でもこれなら続けられる

早稲田大学スポーツ栄養研
究所, エームサービス著 780.19/A 93 4階開架・移動書架

女子栄養大学のスポーツ栄養教室 上西一弘監修 780.19/J 78 4階開架・移動書架

座り仕事の疲れがぜんぶとれるコリほぐしストレッチ : 首・
肩・腰が軽くなる!

なぁさん著 781.4/N 11 4階開架・移動書架

地上最強の男 : 世界ヘビー級チャンピオン列伝 百田尚樹著 788.3/H 99 4階開架・移動書架

eスポーツ産業論 (青山学院大学総合研究所叢書)
青山学院大学総合研究所研
究ユニット「五輪eスポ」編 798.5/E 75 4階開架・移動書架

20歳の自分に受けさせたい文章講義 (星海社新書:9) 古賀史健著 816/KO24 4階開架・移動書架

13歳からの読解力 : 正しく読み解き、自分の頭で考えるため
の勉強法

山口謠司著 817.5/Y 24 4階開架・移動書架
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蕎麦湯が来ない せきしろ, 又吉直樹著 911.368/SE39 4階開架・移動書架

毒 (集英社文庫) 赤川次郎著 913.6/A 29 4階開架・移動書架

赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳碧人著 913.6/A 57 4階開架・移動書架

虚数じかけの夏みかん (講談社文庫:[あ118-12]. 浜村渚の計
算ノート:8さつめ)

青柳碧人著 913.6/A 57/8-1 4階開架・移動書架

つるかめ家の一族 (講談社文庫:あ118-13//a. 浜村渚の計算
ノート:8と1/2さつめ)

青柳碧人著 913.6/A 57/8-2 4階開架・移動書架

恋人たちの必勝法 (マーチンゲール) (講談社文庫:[あ118-
14]. 浜村渚の計算ノート:9さつめ)

青柳碧人著 913.6/A 57/9 4階開架・移動書架

木曜日にはココアを 青山美智子著 913.6/A 58 4階開架・移動書架

発注いただきました! 朝井リョウ著 913.6/A 83 4階開架・移動書架

風と共にゆとりぬ (文春文庫:[あ-68-4]) 朝井リョウ著 913.6/A 83 4階開架・移動書架

I love letter (文春文庫:[あ-43-21]) あさのあつこ著 913.6/A 87 4階開架・移動書架

カインは言わなかった 芦沢央著 913.6/A 92 4階開架・移動書架

許されようとは思いません (新潮文庫:11082, あ-97-1) 芦沢央著 913.6/A 92 4階開架・移動書架

まだ温かい鍋を抱いておやすみ 彩瀬まる著 913.6/A 98 4階開架・移動書架

崩れる脳を抱きしめて (実業之日本社文庫:ち1-6) 知念実希人著 913.6/C 46 4階開架・移動書架

ムゲンのi (アイ) 上 知念実希人著 913.6/C 46/1 4階開架・移動書架

ムゲンのi (アイ) 下 知念実希人著 913.6/C 46/2 4階開架・移動書架

口福のレシピ 原田ひ香著 913.6/H 32 4階開架・移動書架

ペット・ショップ・ストーリー (文春文庫:[は-3-55]) 林真理子著 913.6/H 48 4階開架・移動書架

クスノキの番人 東野圭吾著 913.6/H 55 4階開架・移動書架

雲を紡ぐ 伊吹有喜著 913.6/I 12 4階開架・移動書架

木になった亜沙 今村夏子著 913.6/I 44 4階開架・移動書架
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魔眼の匣の殺人 今村昌弘著 913.6/I 44 4階開架・移動書架

逆ソクラテス 伊坂幸太郎著 913.6/I 68 4階開架・移動書架

フィッシュストーリー (新潮文庫:8818, い-69-4) 伊坂幸太郎著 913.6/I 68 4階開架・移動書架

赤い砂を蹴る 石原燃著 913.6/I 74 4階開架・移動書架

夜の向こうの蛹たち 近藤史恵著 913.6/KO73 4階開架・移動書架

坂の上の赤い屋根 真梨幸子著 913.6/MA51 4階開架・移動書架

カケラ 湊かなえ著 913.6/MI39 4階開架・移動書架

豆の上で眠る (新潮文庫:10730, み-56-2) 湊かなえ著 913.6/MI39 4階開架・移動書架

のっけから失礼します 三浦しをん著 913.6/MI67 4階開架・移動書架

きみはポラリス (新潮文庫:9135, み-34-10) 三浦しをん著 913.6/MI67 4階開架・移動書架

アーモンド入りチョコレートのワルツ 森絵都著/いせひでこ絵 913.6/MO45 4階開架・移動書架

四畳半タイムマシンブルース 森見登美彦著/上田誠原案 913.6/MO54 4階開架・移動書架

Missing : 失われているもの 村上龍著 913.6/MU43 4階開架・移動書架

一人称単数 村上春樹著 913.6/MU43 4階開架・移動書架

逃亡者 中村文則著 913.6/N 37 4階開架・移動書架

アウア・エイジ
岡本学著/Manabu
Okamoto 913.6/O 42 4階開架・移動書架

ピュア 小野美由紀著 913.6/O 67 4階開架・移動書架

君を愛したひとりの僕へ (ハヤカワ文庫JA:JA1234) 乙野四方字著 913.6/O 86 4階開架・移動書架

僕が愛したすべての君へ (ハヤカワ文庫JA:JA1233) 乙野四方字著 913.6/O 86 4階開架・移動書架

小説シライサン (角川文庫:21902, [お52-5]) 乙一 [著] 913.6/O 87 4階開架・移動書架

君が夏を走らせる 瀬尾まいこ著 913.6/SE76 4階開架・移動書架
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幸福な食卓 (講談社文庫:[せ-13-1]) 瀬尾まいこ著 913.6/SE76 4階開架・移動書架

愛されなくても別に 武田綾乃著 913.6/TA59 4階開架・移動書架

線は、僕を描く 砥上裕將著 913.6/TO21 4階開架・移動書架

推し、燃ゆ 宇佐見りん著 913.6/U 92 4階開架・移動書架

悪い姉 渡辺優著 913.6/W 46 4階開架・移動書架

×ゲーム (幻冬舎文庫:や-13-6) 山田悠介著 913.6/Y 19 4階開架・移動書架

レンタル・チルドレン (幻冬舎文庫) 山田悠介著 913.6/Y 19 4階開架・移動書架

アバター (角川文庫:や42-11) 山田悠介著 913.6/Y 19 4階開架・移動書架

乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまっ
た… 1 (一迅社文庫アイリス:や-03-01)

山口悟著 913.6/Y 24/1 4階開架・移動書架

乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまっ
た… 2 (一迅社文庫アイリス:や-03-02)

山口悟著 913.6/Y 24/2 4階開架・移動書架

乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまっ
た… 3 (一迅社文庫アイリス:や-03-03)

山口悟著 913.6/Y 24/3 4階開架・移動書架

悪魔の手毬唄 改版 (角川文庫:2804. 金田一耕助ファイル:12) 横溝正史著 913.6/Y 77 4階開架・移動書架

夜に駆ける : YOASOBI小説集
星野舞夜著/いしき蒼太著/
しなの著/水上下波著 913.6/Y 84 4階開架・移動書架

沈黙の狂詩曲(ラプソディ) (最新ベスト・ミステリー) 日本推理作家協会編 913.68/C 46 4階開架・移動書架

ステイホームの密室殺人 : コロナ時代のミステリー小説アン
ソロジー 1 (星海社FICTIONS:ス1-01)

織守きょうや著/北山猛邦著
/斜線堂有紀著/津田彷徨著/ 913.68/SU83 4階開架・移動書架

倒れるときは前のめり (角川文庫:あ48-15) 有川ひろ著 914.6/A 71 4階開架・移動書架

美女ステイホーム 林真理子著 914.6/H 48 4階開架・移動書架

猫を棄てる : 父親について語るとき 村上春樹著/高妍絵 914.6/MU43 4階開架・移動書架

ぐるりのこと (新潮文庫:な-37-8) 梨木香歩著 914.6/N 55 4階開架・移動書架

旅ごはん (Moe books) 小川糸著 914.6/O 24 4階開架・移動書架

ももこの話 (集英社文庫) さくらももこ著 914.6/SA46 4階開架・移動書架
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仕事本 : わたしたちの緊急事態日記 左右社編集部編 916/SH29 4階開架・移動書架

ザリガニの鳴くところ
ディーリア・オーエンズ著/
友廣純訳 933.7/O 93 4階開架・移動書架

みんなが知らないリトル・マーメイド : 嫌われ者の海の魔女
アースラ (講談社KK文庫:A22-20)

セレナ・ヴァレンティーノ
著/岡田好惠訳 933.7/V 23 4階開架・移動書架

みんなが知らない美女と野獣 : なぜ王子は呪いをかけられた
のか (講談社KK文庫:A22-18)

セレナ・ヴァレンティーノ
著/岡田好惠訳 933.7/V 23 4階開架・移動書架

みんなが知らない白雪姫 : なぜ女王は魔女になったのか (講談
社KK文庫:A22-19)

セレナ・ヴァレンティーノ
著/岡田好惠訳 933.7/V 23 4階開架・移動書架

みんなが知らない眠れる森の美女 : カラスの子どもマレフィ
セント (講談社KK文庫:A22-21)

セレナ・ヴァレンティーノ
著/岡田好惠訳 933.7/V 23 4階開架・移動書架
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