新しい図書が入りました。どうぞご利用ください。
季節の薬膳 : 二十四節気の養
生レシピ/猪俣稔成編著
中医学の観点から、季節の特徴や
その時期によく起こる体調の変
化、活発となる臓について解説。
四季の特徴に加え、二十四節気そ
れぞれの特徴や、気候の変化、風
習、おすすめの食薬を紹介。
（498.583/I 56）

「メイド・イン・ジャパン」
の食文化史 : what is made
in Japan?/畑中三応子著
「日本の食はすごい」説は、ど
こ か ら 来 た の か ？ メ イ ド・ イ
ン・ジャパンの威光を放つ物事
の“本当のところ、どうなのか”
を徹底検証。知っているようで
知らない食卓の歴史。
（611.3/H
42）

売れるパッケージデザイン
150 の鉄則 : オリエンからデ
ザイン戦略まで
/ 小川亮著
ブランド戦略、イノベーション、
デザイン思考、ＳＤＧｓ、オリエ
ンテーション―これからの時代の
パッケージデザインのつくり方。
（675.18/O 24）

ユーキャンのあそびなんでも
大百科 第 2 版 (U-CAN の保
育スマイル BOOKS)
/ ユーキャン学び出版スマイル
保育研究会編
保育の現場ですぐに使える！１～
５歳児が日々の保育で楽しめるあ
そびを、たっぷり３０４アイデア
掲載した決定版！発達に適したあ
そびを選びやすく、あそびのねら
いや年齢別アレンジ、ことばかけ
な ど 役 立 つ 情 報 が 満 載 。
（376.157/Y 97）

ポストコロナ期を生きるきみ
たちへ (犀の教室)
/内田樹編/斎藤幸平 [ほか] 著
コロナ・パンデミックによって世
界は変わった。この「歴史的転換
点」以後の世界を生きる若者たち
に向けて、５つの世代、２０名の
識者が伝える「生き延びるための
知恵」の数々。知的刺激と希望に
満ちたラジカルなメッセージ集。
（304/P 84）

ヒューマン・ネットワーク : 人づ
きあいの経済学/ マシュー・O.ジ
ャクソン著/依田光江訳
まわりの人々が作り出すネットワー
クが、あなたの収入、健康、幸福度
を決定している！ 学校の友達や同
僚にはじまり、中世社会の構造や伝
染病にいたるまで。あらゆる事象を
支配する「つながり」の法則を、ス
タンフォード大学経済学部の教授が
わかりやすく伝授（331.04/J 11）

いじめはなぜなくならないの
か/竹田敏彦監修・編
教育学的・心理学的・倫理学的視
点か らい じ め問 題を 多 角 的に 分
析。いじめの「傍観者」を「仲裁
者」に変えるためのカギは何か？
フィンランドのＫｉＶａプログラ
ムなど世界の最新研究に学ぶ。Ｋ
ｉＶａプログラムを元に、日本に
合わせたいじめ防止プログラムを
提示。現場の教員からこれから教
員を目指す学生までの必読書！
（371.42/I 29）

Women : 世界を変えた偉大
な女性たち/キアラ・パスクアレ
ッティ・ジョンソン著/貝塚泉,
中尾眞樹, 渡邊真里訳
彼女たちは何を思い、何を成し遂
げたのか。２０世紀初頭から現代
まで、近・現代の歴史に大きな足
跡を残した女性たちがいる。個性
あふれるそれぞれの生き方を写真
と文で追った、画期的なビジュア
ルブック！草間彌生、大坂なおみ
など、日本の１７人を新たに加え
た特別編集版！６７人の女性た
ち。
（280.4/P 262）

2月新着図書一覧
書名

著者名

請求記号

所在

職員録 令和2年版上巻

国立印刷局編集

281/SH96/2020

2階参考コーナー

職員録 令和2年版下巻

国立印刷局編集

281/SH96/2020

2階参考コーナー

薬物犯罪 (犯罪白書:令和2年版)

法務省法務総合研究所編

326.3/H 29/2020

2階参考コーナー

日本統計年鑑 第70回(令和3年)

総務省統計局編

351.059/N 77/20212階参考コーナー

社会福祉六法 令和3年版 : 1

社会福祉法規研究会編

369/SH12/2021

2階参考コーナー

社会福祉六法 令和3年版 : 2
大学設置審査評価法令集 : 設置基準/設置審査-AC/内部質保
証-認証評価 : 大学とは……大学人・行政人必携 (高等教育シ

社会福祉法規研究会編

369/SH12/2021

2階参考コーナー

高等教育質保証研究会編

377.1/D 16

2階参考コーナー

理科年表 机上版 第94冊(令和3年)
コロナショックとグローバリゼーション (通商白書:令和2年
版)
Q&Aいまさら聞けないテレワークの常識 (日経文
庫:1427:B138)
テクノロジーの教科書 : ビジネス新・教養講座 (日経文
庫:1428:B139)

国立天文台編

403.2/R 41/2021

2階参考コーナー

経済産業省編

678.21/TS91/2020 2階参考コーナー
2階AV・就職資料・
080/N 73/1427
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
080/N 73/1428
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
080/N 73/1430
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
080/N 73/1942
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
081/I 95/1859
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
081/I 95/1860
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
081/I 95/1861
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
081/I 95/1862
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
081/I 95/B47
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
081/I 95/G103
文庫本コーナー

武田かおり, 中島康之著
山本康正著

日本企業のガバナンス改革 (日経文庫:1430)
木ノ内敏久著
ビジュアルいまさら聞けない人事マネジメントの最新常識 (日 リクルートマネジメントソ
経文庫:1942)
リューションズ編
デモクラシーの整理法 (岩波新書:新赤版 1859)

空井護著

英語独習法 (岩波新書:新赤版 1860)

今井むつみ著

広島平和記念資料館は問いかける (岩波新書:新赤版 1861)

志賀賢治著

太平天国 : 皇帝なき中国の挫折 (岩波新書:新赤版 1862)

菊池秀明著

自動車の社会的費用 (岩波新書:青版-890, B47)

宇沢弘文著

栽培植物と農耕の起源 (岩波新書:青版 583, G103)

中尾佐助著
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2階AV・就職資料・
335.03/F 82/2021 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
335.4/TO86/2021 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
横田宏編
消費税実務問答集 令和2年11月改訂
345.71/SH95
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
中高生からの防犯 : 活かそうコミュ力! (なるにはBooks:別巻) 武田信彦著
366.29/N 53
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
岡田真理著
自衛官になるには (なるにはBooks:114)
366.29/N 53/114 文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
飯島一孝著/最高裁判所協力 366.29/N 53/132
裁判官になるには (なるにはBooks:132)
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
益田美樹著
青年海外協力隊員になるには (なるにはBooks:51)
366.29/N 53/51
文庫本コーナー
近喰晴子監修/コンデックス
2階AV・就職資料・
保育士採用試験重要ポイント+問題集 '22年度版
376.14/SE17
情報研究所編著
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
小谷延良著
はじめてのIELTS全パート総合対策
830.79/A 93
文庫本コーナー
ブリティッシュ・カウンシ
2階AV・就職資料・
IELTSブリティッシュ・カウンシル公認本番形式問題3回分
830.79/B 74
ル著/旺文社編
文庫本コーナー
ブリティッシュ・カウンシ
2階AV・就職資料・
IELTSブリティッシュ・カウンシル公認本番形式問題3回分
830.79/B 74
ル著/旺文社編
文庫本コーナー
Listening & speaking for IELTS 6.0-7.5 : with key +
2階AV・就職資料・
Joanna Preshous
audio + MPO packs (Improve your skills)
830.79/I 48
文庫本コーナー
ブリティッシュ・カウンシ
2階AV・就職資料・
IELTSブリティッシュ・カウンシル公認問題集
830.79/O
14
ル著/旺文社編
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
内宮慶一, 吉塚弘共著
実践IELTS (アイエルツ) 英単語3500
830.79/O 14
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
実践IELTS技能別問題集ライティング
河野太一著
830.79/O 14
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
河野太一著
実践IELTS技能別問題集スピーキング
830.79/O 14
文庫本コーナー
ウド・クカーツ著/佐藤郁哉
3階開架
質的テキスト分析法 : 基本原理・分析技法・ソフトウェア
002.7/KU15
訳
はじめて「質的研究」を「書く」あなたへ : 研究計画から論
太田裕子著
3階開架
002.7/O 81
文作成まで
Factfulness : 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界 ハンス・ロスリング, オー
3階開架
を正しく見る習慣
ラ・ロスリング, アンナ・ロ 002.7/R 72
浅岡伴夫, 松田雄馬, 中松正
AIリテラシーの教科書
3階開架
007.13/A 25
樹著
コリン・ソルター著/金原瑞
世界で読み継がれる子どもの本100
3階開架
019.5/SA56
人, 安納令奈訳
福岡の会社情報 2021年版
会社四季報 : ワイド版 2021年1集 : 新春号 (東洋経済別冊:臨
時増刊)
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Dain著
わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる
インターネットビジネスの著作権とルール 第2版 (エンタテイ 福井健策編/福井健策 ほか
ンメントと著作権 : 初歩から実践まで:5)
著

019/D 24

3階開架

021.2/I 57

3階開架

拝啓、本が売れません (文春文庫:[ぬ-2-4])

023.1/N 99

3階開架

049/KA81

3階開架

140.7/N 17

3階開架

ケン・ロビンソン著/尼丁千
141.5/R 54
津子訳

3階開架

植西聰著

141.6/U 44

3階開架

額賀澪著

「かたち」の雑学事典 : ドーナツの穴は何のため? (青春文庫:
知的生活追跡班編
ち-47)
図表で学ぶ心理テスト : アセスメントと研究のために
パワー・オブ・クリエイティビティ : 個性と才能を思いっき
り引き出そう!
「怒らない人」が人生10倍得をする : 人間関係を円滑にしイ
ライラや不満に振り回されないコツ (ロング新書)
対人コミュニケーションの人間学 : エニアグラムによる自己
分析と他者理解

長尾博著

片岡由加, 植田栄子著

141.939/KA83

3階開架

なぜかうまくいく人のすごい無意識 : オーディオブックCD

梯谷幸司著

145.1/H 37

3階開架

木部則雄著
こころの発達と精神分析 : 現代藝術・社会を読み解く
なぜ、いちばん好きな人とうまくいかないのか? : ベストパー
晴香葉子著
トナーと良い関係がずっとずっと続く処方箋

146.1/KI11

3階開架

152.1/H 34

3階開架

152.2/I 75

3階開架

この人と結婚していいの? (新潮文庫:い-62-1)

石井希尚著

一人になりたい男、話を聞いてほしい女

ジョン・グレイ著/児島修訳 159/G 79

3階開架

『鬼滅の刃』流強い自分のつくり方
多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 (Sanctuary
books)
天才になる方法 : 本当に「頭がいい」とはどういうことだろ
う?
カラスはずる賢い、ハトは頭が悪い、サメは狂暴、イルカは
温厚って本当か?
会えない時間が愛を育むなんてウソだよいつもいつでも会い
たいに決まってる (@night)
古代イスラエル宗教史 : 先史時代からユダヤ教・キリスト教
の成立まで
アメリカの恩寵 : 宗教は社会をいかに分かち、結びつけるの
か

井島由佳著

159/I 29

3階開架

Jamマンガ・文

159/J 17

3階開架

角田陽一郎著

159/KA28

3階開架

松原始著

159/MA73

3階開架

メンヘラ大学生著

159/ME48

3階開架

金融が解る世界の歴史

藤田勉, 幸田博人著

M. ティリー, W. ツヴィッケ
162.279/TI 4
ル著/山我哲雄訳
ロバート・D.パットナム, デ
ヴィッド・E.キャンベル著/ 162.53/P 98
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204/F 67

3階開架
3階開架
3階開架

Women : 世界を変えた偉大な女性たち

キアラ・パスクアレッ
ティ・ジョンソン著

280.4/P 26

3階開架

佐々木荘助近代物流の先達 : 飛脚から陸運の政商へ

松田裕之著

289.1/MA74

3階開架

世界・夢の映画旅行

Filmarks映画選定/パイイン
290.87/SE22
ターナショナル編著

3階開架

栗原良平, 栗原純子著

290.9/KU61

3階開架

291.093/KO19

3階開架

291.91/KO94

3階開架

292.1/A 82

3階開架

302.33/B 71

3階開架

304/I 32

3階開架

人生を120%楽しむための世界旅行
こだわりのBBQ&グランピングガイド : 全国版 (EIWA
MOOK)
福岡 : 糸島・太宰府 4版 (ことりっぷ)
#おうち韓国 : 妄想TRIP! (ASAHI ORIGINAL:通巻999号)

朝日新聞出版編著

ブロークン・ブリテンに聞け
ブレイディみかこ著
自粛バカ : リスクゼロ症候群に罹った日本人への処方箋 (宝島
池田清彦著
社新書:586)
ポストコロナ期を生きるきみたちへ (犀の教室)

内田樹編/斎藤幸平ほか著

304/P 84

3階開架

常識なのに!大人も実は知らない小学社会科のギモン
信託を活用した新しい相続・贈与のすすめ : Q&Aと図解 : 税
務と実務に対応した詳細解説 5訂版

村瀬哲史著

307/MU57

3階開架

笹島修平著

324.82/SA74

3階開架

はじめて学ぶEU : 歴史・制度・政策

井上淳著

329.37/I 55

3階開架

グレート・リセット : ダボス会議で語られるアフターコロナ
の世界

クラウス・シュワブ, ティエ
330.4/SC8
リ・マルレ著/藤田正美,
マシュー・O.ジャクソン著/
331.04/J 11
依田光江訳

ヒューマン・ネットワーク : 人づきあいの経済学

3階開架

331.19/E 93

3階開架

331.19/G 42

3階開架

331.7/A 59

3階開架

平口良司, 稲葉大著

331/H 63

3階開架

現代経済学の直観的方法

長沼伸一郎著

331/N 16

3階開架

ナッジ!? : 自由でおせっかいなリバタリアン・パターナリズ
ム

那須耕介, 橋本努編著

331/N 56

3階開架

ExcelとRではじめるやさしい経済データ分析入門
経済学のためのゲーム理論入門
新自由主義の暴走 : 格差社会をつくった経済学者たち
マクロ経済学 : 入門の「一歩前」から応用まで 新版 (有斐閣
ストゥディア)

隅田和人ほか著

3階開架

ロバート・ギボンズ 著/福
岡正夫, 須田伸一訳
ビンヤミン・アッペルバウ
ム著/藤井清美訳
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ナッジで、人を動かす : 行動経済学の時代に政策はどうある
べきか

スタンフォード大学で一番人気の経済学入門 ミクロ編

キャス・サンスティーン著/
331/SU74
田総恵子訳
ティモシー・テイラー著/高
331/TA98
橋璃子訳
ティモシー・テイラー著/高
331/TA98
橋璃子訳

経済の流行語・論点でたどる平成史

浜野崇好著

スタンフォード大学で一番人気の経済学入門 マクロ編

ベンチャー企業の成長による地域活性化 : ビジネス創出と地
域課題の解決に向けて (九州経済白書:2020年版)

332.107/H 25

3階開架
3階開架
3階開架
3階開架

332.19/KY 9/2020 3階開架

図説九州経済×data salad 2021

九州経済調査協会編

332.19/Z 8/2021

3階開架

解説韓国経済

高安雄一著

332.21/TA57

3階開架

一帯一路の政治経済学 : 中国は新たなフロンティアを創出す
るか

平川均 ほか編著

332.22/I 91

3階開架

332.9/KE29

3階開架

333/E 66

3階開架

MMTは何が間違いなのか? : 進歩主義的なマクロ経済政策の
可能性

伊藤達也, 小田宏信, 加藤幸
治編著
ジェラルド・A・エプシュ
タイン著

共感経営 : 「物語り戦略」で輝く現場

野中郁次郎, 勝見明著

335.04/N 95

3階開架

感染症時代の経営学

中川功一編著

335.1/N 32

3階開架

日本版シリコンバレー創出に向けて : 深圳から学ぶエコシス
テム型イノベーション

中川有紀子編/梅澤高明 [ほ
335.222/N 71
か執筆]

3階開架

中国デジタル・イノベーション : ネット飽和時代の競争地図

岡野寿彦著

3階開架

経済地理学への招待

335.222/O 45

事例で学ぶグローバル経営入門 : 中小企業の海外進出ガイド
ライン
トラクション : ビジネスの手綱を握り直す : 中小企業のシンプ
ルイノベーション

大泉常長編著/企業危機管理
335.35/O 35
研究会著
ジーノ・ウィックマン著/福
335.35/W 71
井久美子訳
岡田昌也編著/廣瀬良太著/
中小企業を守る切り札!実践例でわかるスモールM&Aの進め方
335.46/C 67
日本M&Aセンター協力
図解でわかるM&A入門 : 買収・出資・提携のしくみと流れの
桂木麻也著
335.46/KA88
知識が身につく
中国発グローバル企業の実像 改訂増補版

徐方啓著

西暦二〇三〇年における協同組合 : コロナ時代と社会的連帯 柏井宏之, 樋口兼次, 平山昇
経済への道 (ダルマ舎叢書:3)
共同編集
Amazon, IKEA, Appleから学ぶ企業成長の方程式 : 独自経営
星野雄滋著
モデル
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3階開架
3階開架
3階開架
3階開架

335.5/J 56

3階開架

335.6/SE19

3階開架

336.1/H 92

3階開架

両利きの経営 : 「二兎を追う」戦略が未来を切り拓く

チャールズ・A・オライ
リー, マイケル・L・タッ

336.1/O 11

3階開架

仕事が速いのにミスしない人は、何をしているのか?

飯野謙次著

336.2/I 27

3階開架

男性育休の困難 : 取得を阻む「職場の雰囲気」
実践職場で使えるカウンセリング : 予防, 解決からキャリア,
コーチングまで

齋藤早苗著

336.32/SA25

3階開架

336.4/J 54

3階開架

実践健康経営 : 健康的な働き方への組織改革の進め方

諸富祥彦, 小澤康司, 大野萌
子編著
吉岡拓也, 根本大介, 折本敦
子グレイス著

財務諸表と企業分析入門 改訂版

古賀智敏著

336.83/KO24

3階開架

財務諸表分析 第8版

桜井久勝著

336.83/SA47

3階開架

財務会計 第6版 (Hakuto accounting)

平野秀輔著

336.9/H 66

3階開架

新・現代会計入門 第4版

伊藤邦雄著

336.9/I 89

3階開架

財務会計講義 第21版

桜井久勝著

336.9/SA47

3階開架

法人税申告書の『つながり』がよくわかる本
中小企業と小規模事業者のBCP導入マニュアル : 事業継続計
画策定ですべきことがわかる本
サプライチェーンのリスクマネジメントと組織能力 : "熊本地
震"における「ものづくり企業」の生産復旧に学ぶ

小谷羊太著

336.983/KO92

3階開架

阿部裕樹著

336/A 12

3階開架

336/N 81

3階開架

336/N 95

3階開架

336/U 17

3階開架

知識創造企業

西岡正, 目代武史, 野村俊郎
著
野中郁次郎著/竹内弘高著/
梅本勝博訳

事業継続マネジメントシステムISO22301 2019のすべてが
打川和男著
よ〜くわかる本 : システム障害、停電などの脅威にも! (図解

336.48/J 54

3階開架

桐谷さんの株主優待のススメ

桐谷広人著

338.183/KI54

3階開架

ドキュメント日銀漂流 : 試練と苦悩の四半世紀

西野智彦著

338.3/N 85

3階開架

亀井克之著

339.5/KA34

3階開架

本川裕著

351/H 85

3階開架

矢野恒太記念会編集

351/SU53

3階開架

小林盾著

361.16/KO12

3階開架

生活リスクマネジメントのデザイン : リスクコントロールと
保険の基本 第2版
なぜ、男子は突然、草食化したのか : 統計データが解き明か
す日本の変化
数字でみる日本の100年 : 日本国勢図会長期統計版 改訂第7
版
美容資本 : なぜ人は見た目に投資するのか (シリーズ数理・計
量社会学の応用:1)
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新しい社会心理学のエッセンス : 心が解き明かす個人と社
会・集団・家族のかかわり
学生のためのプレゼンテーション・トレーニング : 伝える力
を高める14ユニット
ステレオタイプの科学 : 「社会の刷り込み」は成果にどう影
響し、わたしたちは何ができるのか

松井豊, 宮本聡介編

361.4/A 94

プレゼンテーション研究会
361.4/P 97
編/藤田直也ほか執筆
クロード・スティール著/藤
361.4/ST 3
原朝子訳

3階開架
3階開架
3階開架

よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図鑑
サブカルチャーの心理学 : カウンターカルチャーから「オタ
ク」「オタ」まで
現代エスノグラフィー : 新しいフィールドワークの理論と実
践 (ワードマップ)

大野萌子著

361.45/O 67

3階開架

山岡重行編著

361.5/Y 42

3階開架

藤田結子, 北村文編

361.9/G 34

3階開架

エスノグラフィー入門 : 「現場」を質的研究する

小田博志著

361.9/O 17

3階開架

社会調査の考え方 上

佐藤郁哉著

361.9/SA85/1

3階開架

社会調査の考え方 下

佐藤郁哉著

361.9/SA85/2

3階開架

365.85/SE17

3階開架

渡辺峻著

365.85/W 46

3階開架

谷本圭子, 坂東俊矢, カライ
スコス アントニオス著

365/KO79

3階開架

崔勝淏著

366.21/C 53

3階開架

日下部尚徳著

366.38/KU82

3階開架

白木朋子著

366.38/SH89

3階開架

女性たちの保守運動 : 右傾化する日本社会のジェンダー
鈴木彩加著
「抜け殻家族」が生む児童虐待 : 少子社会の病理と対策 (叢書
金子勇著
現代社会のフロンティア:28)

367.21/SU96

3階開架

367.6/KA53

3階開架

世界のひきこもり : 地下茎コスモポリタニズムの出現

ぼそっと池井多著

367.68/B 66

3階開架

13歳から知っておきたいLGBT+

アシュリー・マーデル著/須
367.9/MA51
川綾子訳

3階開架

元女子高生、パパになる

杉山文野著

367.9/SU49

3階開架

苦しい時は電話して (講談社現代新書:2581)

坂口恭平著

368.3/SA28

3階開架

生協関係法令集 12訂版
生協組織のマネジメント : 事業の社会性と収益性をいかに一
体化・統合するのか
これからの消費者法 : 社会と未来をつなぐ消費者教育
日本的雇用の経営学
わたし8歳、職業、家事使用人。 : 世界の児童労働者1億
5200万人の1人
子どもたちにしあわせを運ぶチョコレート。 : 世界から児童
労働をなくす方法
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東日本大震災・原発震災10年、そのあとに : 医療・福祉・生
活者の視点からの提言 (震災復興・原発震災提言シリーズ:10)
子どもを虐待から守る科学 : アセスメントとケアのエビデン
ス
子どもを支える家庭養護のための里親ソーシャルワーク
(MINERVAはじめて学ぶ子どもの福祉:12)
大人になる・社会をつくる : 若者の貧困と学校・労働・家族
(シリーズ子どもの貧困:4)

兵庫県保険医協会, 協会西
宮・芦屋支部編
原田隆之編/堀口康太, 田附
あえか, 原田隆之著

369.31/H 55

3階開架

369.4/KO21

3階開架

伊藤嘉余子, 福田公教編著

369.4/MI43/12

3階開架

杉田真衣, 谷口由希子編著

369.4/SH88/4

3階開架

子を、親を、児童虐待から救う : 先達32人現場の知恵

鈴木秀洋編著

369.4/SU96

3階開架

赤ちゃんポストの真実

森本修代著

369.41/NO55

3階開架

里親家庭で生活するあなたへ : 里子と実子のためのQ&A

山本真知子著

369.43/Y 31

3階開架

学校・教育問題 (統計図表レファレンス事典)

日外アソシエーツ株式会社
編集

370.31/G 16

3階開架

AI時代の教師・授業・生きる力 : これからの「教育」を探る

渡部信一編著

370.4/W 45

3階開架

教育のディープラーニング : 世界に関わり世界を変える

マイケル・フラン, ジョア
ン・クイン, ジョアン・マッ 370/F 86

3階開架

これからの質的研究法 : 15の事例にみる学校教育実践研究

秋田喜代美, 藤江康彦編著

371.16/A 37

3階開架

371.3/I 64

3階開架

371.4/C 62

3階開架

子どもの貧困とチームアプローチ : "見えない""見えにくい"を
入江優子, 加瀬進編著
乗り越えるために
中学・高校教師になるための教育心理学 第4版 (有斐閣選
心理科学研究会編
書:[1610])
教職に生かす教育心理学

石井正子, 中村徳子編

371.4/I 75

3階開架

いじめはなぜなくならないのか
教育臨床論 : 教師をめざす人のために 増補新版 (サイコ・ク
リティーク:6)

竹田敏彦監修・編

371.42/I 29

3階開架

伊藤直樹編

371.42/I 89

3階開架

371.43/G 16

3階開架

371.43/SH91

3階開架

半田一郎編
スクールカウンセラーと教師のための「チーム学校」入門
LGBTQの子どもへの学校ソーシャルワーク : エンパワメント
寺田千栄子著
視点からの実践モデル

371.43/SU54

3階開架

371.43/TE43

3階開架

ワークで学ぶ学校カウンセリング

371.43/W 35

3階開架

学校現場で役立つ教育相談 : 教師をめざす人のために
システムズアプローチによるスクールカウンセリング : シス
テム論からみた学校臨床 第2版

藤原和政, 谷口弘一編著/藤
原健志ほか著
吉川悟, 赤津玲子, 伊東秀章
編著

竹尾和子, 井藤元編
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東京大学社会科学研究所, ベ
371.45/KO21
ネッセ教育総合研究所編

3階開架

貝塚茂樹著

371.6/KA21

3階開架

OECD教育研究革新セン
ター編集

371.8/Z 6/2019

3階開架

日本教育方法学会編

372.107/KO54

3階開架

若槻健, 知念渉編著

372.2/SH88/3

3階開架

ハヤシザキカズヒコ, 園山大
祐, シムチュン・キャット編 372.2/SH88/4

3階開架

北川達夫, 高木展郎著

372.389/KI63

3階開架

文部科学省総合教育政策局
編

372/SH95/2019

3階開架

坂田仰編著

373.22/SA37

3階開架

赤坂真二著

374.12/A 32

3階開架

佐藤正寿著

374.12/SA85

3階開架

学校保健の動向 令和2年度版

374.9/G 16/2020

3階開架

藤森和美編著
学校トラウマの実際と対応 : 児童・生徒への支援と理解
学習に何が最も効果的か : メタ分析による学習の可視化 : 教師 ジョン・ハッティ著/原田信
編
之訳者代表/宇都宮明子[ほ
ウェンディ・L・オストロフ
「おさるのジョージ」を教室で実現 : 好奇心を呼び起こせ!
著/池田匡史, 吉田新一郎訳
マーサ・ラッシュ著/長﨑政
退屈な授業をぶっ飛ばせ! : 学びに熱中する教室
浩, 吉田新一郎訳
「アクティブ・ラーニング」は何をめざすか : 「主体的、対
佐藤公治著
話的な学び」のあるべき姿を求めて

374.92/F 62

3階開架

375.1/H 43

3階開架

375.1/O 78

3階開架

375.1/R 88

3階開架

375.1/SA85

3階開架

子どもの学びと成長を追う : 2万組の親子パネル調査から
新時代の道徳教育 : 「考え、議論する」ための15章
図表でみる教育 : OECD教育インディケータ 2019年版
公教育としての学校を問い直す : コロナ禍のオンライン教
育・貧困・関係性をまなざす (教育方法:49)
学力格差に向き合う学校 : 経年調査からみえてきた学力変化
とその要因 (シリーズ・学力格差)
世界のしんどい学校 : 東アジアとヨーロッパにみる学力格差
是正の取り組み (シリーズ・学力格差:4:国際編)
フィンランド×日本の教育はどこへ向かうのか : 明日の教育
への道しるべ
諸外国の教育動向 2019年度版 (教育調査:第157集)
学校と法 三訂版 (放送大学教材:1529340-1-2011)
アドラー心理学で変わる学級経営 : 勇気づけのクラスづくり
(学級経営サポートBOOKS)
学級づくりに役立つ!毎日できる「昔遊び・伝承遊び」 (学級
経営サポートBOOKS)

対話型授業の理論と実践 : 深い思考を生起させる12の要件

多田孝志著

375.1/TA16

3階開架

全国学力テストはなぜ失敗したのか : 学力調査を科学する

川口俊明著

375.17/KA92

3階開架

総合的な学習の時間・総合的な探究の時間と特別活動の方法
みんなで学ぼう学校教育と著作権 : 著作権の基本から指導ま
で

中尾豊喜編著

375.18/N 41

3階開架

森田盛行著

375.19/MO66

3階開架
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ウェイン・ホルムス, マヤ・ビ
アリック, チャールズ・ファデ
ル著

教育AIが変える21世紀の学び : 指導と学習の新たなかたち
教室の中の応用行動分析学 : その「行動」には理由がある : エ
ビデンスのある「ほめる」「しかる」を手に入れたいから… 有川宏幸著

375.199/KY 4

3階開架

375.2/A 71

3階開架

子どもたちをどう理解するか。 : 教師も楽になる新しい見方

金大竜著

375.2/KI38

3階開架

体罰・暴力・いじめ : スポーツと学校の社会哲学
板書で見る全単元・全時間の授業のすべて : 算数 小学校1年
上
板書で見る全単元・全時間の授業のすべて : 算数 小学校2年
上
板書で見る全単元・全時間の授業のすべて : 算数 小学校3年
上
板書で見る全単元・全時間の授業のすべて : 算数 小学校4年
上
板書で見る全単元・全時間の授業のすべて : 算数 小学校5年
上
板書で見る全単元・全時間の授業のすべて : 算数 小学校6年
上
発問で見る数学的な見方・考え方を働かせる算数授業実践編
実践編

松田太希著

375.2/MA74

3階開架

375.412/B 19/1

3階開架

375.412/B 19/2

3階開架

375.412/B 19/3

3階開架

375.412/B 19/4

3階開架

375.412/B 19/5

3階開架

375.412/B 19/6

3階開架

375.412/H 42

3階開架

あたらしい国語科教育学の基礎
探究学習 : 授業実践史をふまえて (ことばの授業づくりハンド
ブック)
小学校国語 : 新3観点の指導と評価パーフェクトガイド : 評価
規準作成から所見文例まで丸ごと分かる!
小学校国語科言語活動パーフェクトガイド : イラスト図解で
ひと目でわかる! 1・2年
小学校国語科言語活動パーフェクトガイド : イラスト図解で
ひと目でわかる! 3・4年
小学校国語科言語活動パーフェクトガイド : イラスト図解で
ひと目でわかる! 5・6年

山元隆春ほか著

375.8/A 94

3階開架

幸田国広編

375.8/TA88

3階開架

水戸部修治編著

375.82/MI62

3階開架

水戸部修治編著

375.82/MI62/1

3階開架

水戸部修治編著

375.82/MI62/2

3階開架

水戸部修治編著

375.82/MI62/3

3階開架

375.852/N 71

3階開架

375.893/KA43

3階開架

375.893/MO12

3階開架

375.893/TA84

3階開架

筑波大学附属小学校算数部
企画・編集
筑波大学附属小学校算数部
企画・編集
筑波大学附属小学校算数部
企画・編集
筑波大学附属小学校算数部
企画・編集
筑波大学附属小学校算数部
企画・編集
筑波大学附属小学校算数部
企画・編集
加固希支男著/山本大貴著/
松瀬仁著

二瓶弘行, 青木伸生編著/国
小学校国語物語文の発問大全
語"夢"塾著
新3観点の評価づくり完全ガイドブック : 指導要録記入例&通
菅正隆編著
知表文例が満載! : 小学校外国語
望月昭彦編著/久保田章, 磐
新学習指導要領にもとづく英語科教育法 第3版
崎弘貞, 卯城祐司著
絵本で教える英語の読み書き : 小学校で実践したい英語絵本
田中真紀子著
の指導法
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保育用語辞典 改訂新版

谷田貝公昭編集代表

376.1/H 81

3階開架

集団っていいな : 一人ひとりのみんなが育ち合う社会を創る
これ一冊で安心実習ガイドブック : 保育所実習・施設実習・
幼稚園実習・介護等体験に役立つ
デジタル時代に向けた幼児教育・保育 : 人生初期の学びと育
ちを支援する
子どものこころの発達を支えるもの : アタッチメントと神経
科学、そして精神分析の出会うところ
保育現場における困りごと相談ハンドブック : 保育士・保育
教諭のお悩み解決のために

今井和子, 島本一男編著

376.1/I 43

3階開架

齋藤政子ほか編著

376.1/KO79

3階開架

木元有香著

376.14/KI37

3階開架

保育者と学生・親のための乳児の絵本・保育課題絵本ガイド
遊び込む子どもを支える幼稚園カリキュラム : 未来の幼児教
育・保育のために
幼児教育から小学校教育への接続 : あそびの中の学びが未来
を開く (プリプリbooks)
持続可能な社会をめざす0歳からの保育 : 環境教育に取り組む
実践研究のあゆみ
アクティブラーニングを取り入れた子どもの発達と音楽表現 :
幼稚園教諭・保育士養成課程 第2版
ユーキャンのあそびなんでも大百科 第2版 (U-CANの保育ス
マイルBOOKS)

福岡貞子, 礒沢淳子編著

376.15/F 82

3階開架

杉浦英樹編著

376.15/SU48

3階開架

田澤里喜編著/吉永安里編著 376.15/TA99
井上美智子, 登美丘西こども
376.154/I 55
園著

3階開架

櫻井琴音, 上谷裕子編著

376.157/A 39

3階開架

ユーキャン学び出版スマイ
ル保育研究会編

376.157/Y 97

3階開架

保育内容「言葉」 : 乳幼児期の言葉の発達と援助

塩美佐枝, 古川寿子編著

376.158/SH71

3階開架

変動する大学入試 : 資格か選抜かヨーロッパと日本
海外で学ぶ子どもの教育 : 日本人学校、補習授業校の新たな
挑戦
アカデミック・スキル入門 : 大学での学びをアクティブにす
る 新版 (有斐閣ブックス:[698])
スタディスキルズ・トレーニング : 大学で学ぶための25のス
キル 改訂版
文系大学院をめぐるトリレンマ : 大学院・修了者・労働市場
をめぐる国際比較 (高等教育シリーズ:177)
科研費獲得の方法とコツ : 実例とポイントでわかる申請書の
書き方と応募戦略 改訂第7版
「9歳の壁」を越えるために : 生活言語から学習言語への移行
を考える
慢性疾患の子どもの学校生活 : 学校の先生にも知ってほしい
(子どものこころと体シリーズ)

伊藤実歩子編著

376.8/I 89

3階開架

佐藤郡衛ほか著

376.9/KA21

3階開架

伊藤奈賀子, 中島祥子編

377.15/A 28

3階開架

吉原惠子ほか著

377.15/SU83

3階開架

吉田文編著/村澤昌崇 ほか
著

377.2/Y 86

3階開架

児島将康著

377.7/KO39

3階開架

脇中起余子著

378.2/W 33

3階開架

満留昭久編

378.4/MA47

3階開架

アンドレアス・シュライ
ヒャー著/経済協力開発機構 376.1/SC 4
グレイアム・ミュージック
376.11/MU85
著/鵜飼奈津子監訳
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3階開架
3階開架

3階開架

発達障害のある子のサポートブック : 教育・保育の現場から
寄せられた不適応行動・学習困難への対応策3300 第2版 (学 榊原洋一 ほか著

378.8/H 43

3階開架

発達に遅れがある子どものための文字・文章の読み書き指導
アメリカの学習障害児教育 : 学校教育における支援提供のあ
り方を模索する (プリミエ・コレクション:103)

川間弘子著

378.8/KA95

3階開架

羽山裕子著

378/H 47

3階開架

子どもたちが笑顔で育つムーブメント療育

小林保子, 花岡純子編著

378/KO12

3階開架

国立特別支援教育総合研究
所著作

378/KO49

3階開架

尾崎康子編著

378/O 96

3階開架

尾崎康子, 阿部美穂子, 水内
豊和編著

378/Y 67

3階開架

石部元雄ほか編

378/Y 79

3階開架

特別支援教育の基礎・基本 2020
ふれあいペアレントプログラム指導者用ガイド : 社会的コ
ミュニケーション発達が気になる子の育て方がわかる
よくわかるインクルーシブ保育 (やわらかアカデミズム・「わ
かる」シリーズ)
よくわかる障害児教育 第4版 (やわらかアカデミズム・「わか
る」シリーズ)
ヴィゴツキー理論でのばす障害のある子どものソーシャルス
キル : 日常生活と遊びがつくる「発達の社会的な場」

アーラ・ザクレーピナ著/広
378/Z 1
瀬信雄訳

3階開架

食 (メシ) の記号論 : 食は幻想か? (叢書セミオトポス:15)

日本記号学会編

383.8/ME72

3階開架

嗜好品の社会学 : 統計とインタビューからのアプローチ
よくわかる児童文化 (やわらかアカデミズム・「わかる」シ
リーズ)

小林盾編

383.8/SH34

3階開架

川勝泰介編著

384.5/KA94

3階開架

冠婚葬祭マナーの新常識 : withコロナ時代に対応!

岩下宣子監修/主婦の友社編 385/KA56

3階開架

13歳からの「くにまもり」 (扶桑社新書:311)
ネイティブが教える日本人研究者のための論文の書き方・ア
クセプト術

倉山満著

392.1/KU57

3階開架

エイドリアン・ウォール
ワーク著/前平謙二, 笠川梢

407/W 36

3階開架

数/式の計算/方程式/不等式 : 新装版 (数学読本:1)
簡単な関数/平面図形と式/指数関数・対数関数/三角関数 : 新
装版 (数学読本:2)
平面上のベクトル/複素数と複素平面/空間図形/2次曲線/数列
: 新装版 (数学読本:3)
数列の極限・無限級数/順列・組合せ/確率/関数の極限と微分
法 : 新装版 (数学読本:4)
微分法の応用/積分法/積分法の応用/行列と行列式 : 新装版
(数学読本:5)
線形写像・1次変換/数論/集合論/εとδ : 新装版 (数学読
本:6)

松坂和夫著

410.7/MA92/1

3階開架

松坂和夫著

410.7/MA92/2

3階開架

松坂和夫著

410.7/MA92/3

3階開架

松坂和夫著

410.7/MA92/4

3階開架

松坂和夫著

410.7/MA92/5

3階開架

松坂和夫著

410.7/MA92/6

3階開架
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アレックス・ベロス著/水谷
この数学パズル、解けますか?
410.79/B 33
淳訳
小学校6年分の算数が教えられるほどよくわかる : なぜ?を解
小杉拓也著
決! 増補改訂版
410/KO89
塾講師が公開!中学入試塾技100算数 新装版 (シグマベスト)
算数なるほど大図鑑 : 考える力が身につく!好きになる (ナツ
メ社こどもブックス)
データは騙る : 改竄・捏造・不正を見抜く統計学
SPSSでやさしく学ぶアンケート処理 第5版

3階開架
3階開架

森圭示著

410/MO45

3階開架

桜井進監修

410/SA66

3階開架

ゲアリー・スミス著/川添節
417/SM 5
子訳
石村友二郎, 加藤千恵子, 劉
417/SP8
晨著

3階開架
3階開架

世界一わかりやすい物理数学入門 : これ1冊で完全マスター!

川村康文著

421.5/KA95

3階開架

食と栄養を学ぶための化学
岩石・宝石ビジュアル図鑑 : 理科が楽しくなる大自然のふし
ぎ

有井康博 ほか 著

430/SH96

3階開架

市村均, 内藤祐子編・著

458/G 19

3階開架

海の生きもの (旅する動物図鑑:3)

海の生きもの編集部著

481.78/TA12/3

3階開架

基本がわかる漢方医学講義

日本漢方医学教育協議会編

490.9/KI17

3階開架

消化器のしくみ : オールカラー (運動・からだ図解)

山田篤生監修

491.34/SH96

3階開架

スマホ脳 (新潮新書:882)

アンデシュ・ハンセン著/久
491.371/H 29
山葉子訳

アンジェリーク・ファン・オムベ
ルヘン文/ルイーゼ・ペルディユー
ス絵

3階開架

世界一ゆかいな脳科学講義 : 頭の中をぐるぐるめぐる11日間
基礎免疫学 : アバス-リックマン-ピレ : 免疫系の機能とその異 Abul K.Abbas, Andrew
常
H.Lichtman, Shiv Pillai著
看護教育 2020年 12月号 : 特集 教養・基礎科目をとらえ直
す

491.371/O 61

3階開架

491.8/A 11

3階開架

492.907/KA54

3階開架

まるごとわかる!生活習慣病

坂根直樹著

493.18/SA34

3階開架

血栓症と食 (シリーズ「栄養と疾病の科学」:2)

高田明和編集

493.24/E 39

3階開架

「普通がいい」という病 (講談社現代新書:1862)
ニューロダイバーシティの教科書 : 多様性尊重社会へのキー
ワード
新・食物アレルギーガイドブック : すぐわかる!!よくわかる!!
知って安心園で役立つ

泉谷閑示著

493.7/I 99

3階開架

村中直人著

493.76/MU51

3階開架

海老澤元宏, 林典子監修

493.931/SH57

3階開架
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食物アレルギー診療ガイドライン 2016(2018年改訂版)
こころに寄り添うということ : 子どもと家族の成長を支える
心理臨床
AYA世代がんサポートガイド : 医療従事者が知っておきたい
特集悪液質 : 内部障害のリハビリテーション栄養 (リハビリ
テーション栄養 : 日本リハビリテーション栄養学会
ライフサイクルでみる女性の保健と健康 : 充実した人生を過
ごしていくために
女子の心と体のトリセツ : 大切なのに誰も教えてくれなかっ
た
医療の経済学 : 経済学の視点で日本の医療政策を考える 第4
版
スポーツでのばす健康寿命 : 科学で解き明かす運動と栄養の
効果
〈図解〉病気にならない「白湯」健康法 : あらゆる不調が
スッキリ改善!
働く人のための最強の休息法 : ハーバード×MBA×医師

日本小児アレルギー学会食
物アレルギー委員会作成

3階開架
493.931/SH96/2016

松谷克彦, 吉沢伸一編著

493.937/MA88

3階開架

494.5/A 98

3階開架

494.78/TO43

3階開架

小國美也子 ほか 著

495/R 12

3階開架

神藤多喜子著

495/SH62

3階開架

河口洋行著

498.13/KA92

3階開架

深代千之, 安部孝編

498.3/F 72

3階開架

蓮村誠著

498.3/H 39

3階開架

猪俣武範著

498.35/I 56

3階開架

498.53/TA87

3階開架

498.55/G 69

3階開架

498.55/J 54

3階開架

498.58/E 63

3階開架

498.583/I 56

3階開架

498.7/KO21

3階開架

498/KE45

3階開架

498/KE45

3階開架

499.8/TA84

3階開架

平成27-29年度厚生労働科学研究費補助金(がん対
策推進総合研究事業)「総合的な思春期・若年成人
(AYA)世代のがん対策のあり方に関する研究」班編

応用栄養学実習 : ケーススタディーで学ぶ栄養マネジメント
4訂
実践で学ぶ女子栄養大学のバランスのよい食事法 : 四群点数
法による献立づくりの基本 第4版
演習で学べる在宅栄養支援 : 地域共生社会における管理栄養
士の役割

谷口亜樹子編著/猪飼誉友
[ほか] 共著
五関正江, 小林三智子編著/
旭久美子 ほか共著
川端輝江編/浅尾貴子 ほか
著
寺本房子 ほか 編著/井戸由
美子 ほか共著

季節の薬膳 : 二十四節気の養生レシピ

猪俣稔成編著

基礎から学ぶ食品分析学

子どもの保健 : 小児保健に携わるすべての人に : 1980年から 日本小児保健協会幼児健康
10年ごとの幼児健康度調査の結果と分析
度調査委員会編著
渡邊令子, 伊藤節子, 瀧本秀
応用栄養学 改訂第7版 (健康・栄養科学シリーズ)
美編集
渡邊令子, 伊藤節子, 瀧本秀
応用栄養学 改訂第7版 (健康・栄養科学シリーズ)
美編集
生薬と漢方薬の事典
世界一やさしい!アロマ図鑑
物流と都市地域計画 : ロジスティクスが創る新たな社会

田中耕一郎編著

林真一郎監修/松本麻希イラ
499.87/SE22
スト
IBS「都市と物流」研究会編
518.84/B 97
著/岡英紀 ほか執筆
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3階開架
3階開架

事典持続可能な社会と教育

日本環境教育学会ほか編

519.07/J 55

3階開架

自動車流通の経営史 : メーカーとディーラーの関係を中心に

四宮正親著

537.09/SH67

3階開架

日本の乗用車図鑑 1986-1991 (日本の自動車アーカイヴス) 自動車史料保存委員会編

537.92/N 71

3階開架

ふくしま原発作業員日誌 : イチエフの真実、9年間の記録

片山夏子著

543.5/KA84

3階開架

伊藤庄平 ほか 著

547.483/I 13

3階開架

赤松裕二著

576.6/A 31

3階開架

地引淳著

586.0921/J 46

3階開架

ドム・ラムジー著/夏目大
ほか訳

588.34/R 13

3階開架

食品変敗の科学 : 微生物的原因とその制御

内藤茂三著

588/N 29

3階開架

業界マイスターに学ぶアパレルの基礎講座

日本繊維技術士センター編
集

589.2/G 99

3階開架

松下純子著

593.36/MA88

3階開架

小さな子どもの褒められ服 (Heart Warming Life Series)

植田有希著

593.36/U 32

3階開架

ひまつぶ刺しゅう

上田歩武著

594.2/U 32

3階開架

はじめてでもかわいく作れるかぎ針編みのモチーフ&小物
5分でキレイ!在宅美人の最強ヘアアレンジ : 気分が上がる
114スタイル (別冊家庭画報)

リトルバード編

594.3/H 16

3階開架

595.4/G 56

3階開架

米のおやつともち (全集伝え継ぐ日本の家庭料理:[12])

596.21/Z 3/12

3階開架

そば・うどん・粉もの (全集伝え継ぐ日本の家庭料理:[4])

596.21/Z 3/4

3階開架

上田淳子著
フランス人に教わる3種の"新"蒸し料理。
フランス人がこよなく愛する3種の粉もの。= Les recettes
de tartes, quiches et cakes salés et sucrés préféré 上田淳子著

596.23/U 32

3階開架

596.23/U 32

3階開架

フランス人は、3つの調理法で野菜を食べる。

上田淳子著

596.23/U 32

3階開架

志麻さんの気軽に作れる極上おやつ

志麻著

596.65/SH35

3階開架

いちばんよくわかるWebデザインの基本きちんと入門 : レイ
アウト/配色/写真/タイポグラフィ/最新テクニック
化粧品業界のブランド戦略 : 日本と韓国における化粧品会社
の戦略比較 改訂版
流通の変化とマーケティングの革新 : 構造不況期とその後の
繊維産業に見る
Chocolate : チョコレートの歴史、カカオ豆の種類、味わい
方とそのレシピ : チョコレートを愛するすべての人へ

型紙いらずのまっすぐ縫いいちばんやさしい洋服づくりの教
科書

15/24

魔法のてぬきおやつ : 材料2つから作れる!

てぬキッチン著

596.65/TE37

3階開架

紅茶バイブル : 知る・味わう・楽しむ

山田栄監修

596.7/KO15

3階開架

18歳からの自炊塾 : 九州大学生き方が変わる3か月

比良松道一著

596/H 65

3階開架

新調理学プラス : 健康を支える食事を実践するために

松本美鈴, 平尾和子編著

596/MA81

3階開架

Mizuki著

596/MI95

3階開架

もあいかすみ著

596/MO11

3階開架

15分でいただきます!Mizukiの2品献立 : しんどくないフライ
パンおかず&レンチン副菜
がんばらなくてもできるおいしい!すぐレシピ : MOAI's
KITCHEN#OL仕事めし
ルイーザ・メイ・オールコットの「若草物語」クックブック :
四姉妹たちの作品世界とすてきなレシピ
調理学の基本 : おいしさと健康を目指す 第5版

ウィニ・モランヴィル, ルイ
ザ・メイ・オールコット著/ 596/MO41
中嶋加代子, 山田志麻編著/
596/N 42
数野千恵子 ほか著

3階開架
3階開架

休日が楽しみになる昼ごはん

小田真規子料理/谷綾子文

596/O 17

3階開架

1分で決まる!志麻さんの献立の作り方

志麻著

596/SH35

3階開架

志麻さん式定番家族ごはん
志麻さんの台所ルール : 毎日のごはん作りがラクになる、一
生ものの料理のコツ

タサン志麻著

596/SH35

3階開架

タサン志麻著

596/TA92

3階開架

今日も、明日も、週末もいつもの素材で作る持ちよりごはん ワタナベマキ著
596/W 46
床にものを置かないだけで、一生散らからない家になる! (TJ
須藤昌子監修
mook)
597.5/Y 97
病気がわかる事典 : 家庭の医学 : 最新の医学知識がひと目でわ
山川達郎監修/林田康男監修 598.3/B 99
かる安心ホームドクター

3階開架

心と体がのびのび育つ0～2歳児のあそび図鑑

モチコイラスト

599/KO44

3階開架

Branding : 経験と場所のブランディング : 地域ブランド・域
学連携・ローカルアイドル・アニメツーリズム
「メイド・イン・ジャパン」の食文化史 : what is made in
Japan?
シンプルで地に足のついた生活を選んだヒッピーと呼ばれた
若者たちが起こしたソーシャルイノベーション : 米国に有機

大森寛文, 片野浩一, 田原洋
樹著

601.136/B 71

3階開架

畑中三応子著

611.3/H 42

3階開架

畢滔滔著

611.4/H 77

3階開架

境新一編著/齋藤保男 ほか
アグリ・アート : 感動を与える農業ビジネス
611.7/A 19
著
2030年のフード&アグリテック : 農と食の未来を変える世界 野村アグリプランニング&
の先進ビジネス70
アドバイザリー株式会社編/ 611.7/SA85
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3階開架
3階開架

3階開架
3階開架

地域活性化のための戦略的農業経営 : 概念データモデルによ
る創造的アプローチ

井形元彦, 桂信太郎著

611.74/I 23

3階開架

マッキンゼーが読み解く食と農の未来

アンドレ・アンドニアン, 川
611/A 47
西剛史, 山田唯人著

3階開架

農業経済学 第5版 (岩波テキストブックス)

荏開津典生, 鈴木宣弘著

3階開架

世界のハーブ&スパイス大事典

ジル・ノーマン著/水野仁輔
617.6/N 96
監修・翻訳

3階開架

日本果樹種苗協会, 農業・食品産業技術総合研究機
構, 国際農林水産業研究センター監修

625.038/Z 8

3階開架

甘いバナナの苦い現実

石井正子編著/アリッサ・パ
625.81/A 42
レデスほか著

3階開架

決定版野菜づくり大百科

板木利隆著

626.9/I 86

3階開架

岩合光昭の日本犬図鑑

岩合光昭文・写真

645.6/I 92

3階開架

わさびの日本史 : 鮨・蕎麦・刺身…和食との出会いを探る

山根京子著

657.86/Y 36

3階開架

673.3/I 94

3階開架

図説果物の大図鑑

担当になったら知っておきたい「販売促進」実践講座 : sales
岩本俊幸著
promotion

611/E 28

小売経営論
新しいチェーンストア(多店舗展開)の出店戦略 (船井総研の実
務シリーズ:2)
なぜ星付きシェフの僕がサイゼリヤでバイトするのか? : 偏差
値37のバカが見つけた必勝法

高嶋克義, 高橋郁夫著

673.7/TA54

3階開架

船井総合研究所流通業活性
化プロジェクト著

673.86/F 89

3階開架

村山太一著

673.97/MU62

3階開架

北九州カフェ日和ときめくお店案内

月刊はかた編集室著

673.98/G 32

3階開架

福岡コピーライターズクラブ年鑑 2018

674.05/F 82/2018 3階開架

福岡コピーライターズクラブ年鑑 2019

674.05/F 82/2019 3階開架

福岡コピーライターズクラブ年鑑 2020
あたらしい、あしらい。 : あしらいに着目したデザインレイ
アウトの本
世界のフェス&イベント・デザイン : 人が集まる音楽・アー
ト・映画・カルチャー・ビジネスの祭典
売れるパッケージデザイン150の鉄則 : オリエンからデザイ
ン戦略まで

674.05/F 82/2020 3階開架

事例に学ぶ物流現場改善 : お金をかけずにすぐできる

ingectar‐e著

674.3/I 54

3階開架

ヴィクショナリー編/小林豊
674.3/SE22
子訳

3階開架

小川亮著

675.18/O 24

3階開架

鈴木邦成著

675.4/SU96

3階開架
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物流を学ぶ : 基礎から実務まで

山本裕, 男澤智治編著

人生100年時代の経済 : 急成長する高齢者市場を読み解く

ジョセフ・F・カフリン著/
675/C 83
依田光江訳

3階開架

ブランドストーリーは原風景からつくる
消費者行動における感覚と評価メカニズム : 購買意思決定を
促す「何となく」の研究

細谷正人著

675/H 95

3階開架

石井裕明著

675/I 75

3階開架

現代マーケティング論 : モノもコトも一緒に考える

石川和男著

675/I 76

3階開架

グローバル・マーケティングの基本 : この1冊ですべてわかる
世界のエリートが学んでいるMBAマーケティング必読書50
冊を1冊にまとめてみた
売れるWEBデザインマーケティングの法則 : デザイナーじゃ
ない人こそ、知っておきたい : 顧客心理逆算式デザインの思
オノマトペ・マーケティング : もふもふからはじめる市場調
査・商品開発・販促支援

森辺一樹著

675/MO46

3階開架

675/N 14

3階開架

野口哲平著

675/N 93

3階開架

坂本真樹著

675/SA32

3階開架

敷田憲司, 室谷良平共著

675/SH34

3階開架

米田英嗣, 和田裕一編

675/SH95

3階開架

1億人のSNSマーケティング : バズを生み出す最強メソッド
消費者の心理をさぐる : 人間の認知から考えるマーケティン
グ (心理学叢書)
コンテナ物語 : 世界を変えたのは「箱」の発明だった 増補改
訂版
ウーバーランド : アルゴリズムはいかに働き方を変えている
か

永井孝尚著

675.4/Y 31

マルク・レビンソン著/村井
681.6/L 57
章子訳
アレックス・ローゼンブ
685.5/R 72
ラット著/飯嶋貴子訳

3階開架

3階開架
3階開架

鉄道の基礎知識 増補改訂版

所澤秀樹著

686/SH97

3階開架

オーバーツーリズム : 観光に消費されないまちのつくり方

高坂晶子著

689.2/KO82

3階開架

観光先進地ヨーロッパ : 観光計画・観光政策の実証分析

淡野明彦編著/Carolin
Funck [ほか] 著

689.23/TA88

3階開架

井手拓郎著

689.4/I 19

3階開架

辻本法子著

689.59/TS43

3階開架

スポーツツーリズム入門

ジェームス・ハイアム, ト
ム・ヒンチ著/伊藤央二, 山

689/H 55

3階開架

ケースで読み解くデジタル変革時代のツーリズム

島川崇 ほか著

689/KE61

3階開架

新しい時代の観光学概論 : 持続可能な観光振興を目指して

島川崇著

689/SH37

3階開架

観光まちづくりリーダー論 : 地域を変革に導く人材の育成に
向けて
インバウンド観光のための観光土産マーケティング : 中国人
消費者の購買行動

18/24

王さまと王さま
集団討論・集団面接 [2022年度版] (教員採用試験αシリー
ズ:[N-396])
即答型ポケットランナー一般教養 2022年度版 (教員採用試
験シリーズ)
即答型ポケットランナー教職教養 : 平成29年3月告示新学習
指導要領対応版 2022年度版 (教員採用試験シリーズ)
教育論文の書き方 [2022年度版] (教員採用試験:342)
山口県の小学校教諭過去問 '22年度版 (山口県の教員採用試験
過去問シリーズ:2)
山口県の教職・一般教養過去問 '22年度版 (山口県の教員採用
試験過去問シリーズ:1)
長崎県の教職・一般教養過去問 2022年度版 (長崎県教員試
験「過去問」シリーズ:1)
鹿児島県の教職・一般教養過去問 '22年度版 (鹿児島県の教員
採用試験過去問シリーズ:1)
長崎県の小学校教諭過去問 '22年度版 (長崎県の教員採用試験
過去問シリーズ:2)
鹿児島県の小学校教諭過去問 '22年度版 (鹿児島県の教員採用
試験過去問シリーズ:2)
熊本県・熊本市の教職教養過去問 '22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・北九州市の特別支援学校教諭参考書 '22年
度版 (福岡県の教員採用試験「参考書」シリーズ:13)
福岡県・福岡市・北九州市の特別支援学校教諭参考書 '22年
度版 (福岡県の教員採用試験「参考書」シリーズ:13)
宮崎県の教職教養過去問 '22年度版 (宮崎県の教員採用試験過
去問シリーズ:1)
山口県の小学校教諭過去問 '22年度版 (山口県の教員採用試験
過去問シリーズ:2)
アートがひらく地域のこれから : クリエイティビティを生か
す社会へ
農家メシ!
キャラがリアルになるとき : 2次元、2・5次元、そのさきの
キャラクター論
絵には何が描かれているのか : 絵本から学ぶイメージとデザ
インの基本原則
私の好きなタイプ : 話したくなるフォントの話

リンダ・ハーン, スターン・
726.6/H 11
ナイランド絵と文

3階開架

滝澤雅彦著

373.7/H 77

4階開架・移動書架

東京教友会編著

373.7/H 77/2022

4階開架・移動書架

東京教友会編著

373.7/H 77/2022

4階開架・移動書架

教員採用試験情報研究会編
著

373.7/H 77/2022

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY 2/2022

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY 2/2022

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY 2/2022

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY 2/2022

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY 2/2022

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY 2/2022

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY 2/2022

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY2/2022

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY2/2022

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY2/2022

4階開架・移動書架

協同教育研究会編

373.7/KY2/2022

4階開架・移動書架

野田邦弘 ほか 編著

704/A 94

4階開架・移動書架

パウロタスク著

726.1/P 28

4階開架・移動書架

岩下朋世著

726.101/I 96

4階開架・移動書架

モリー・バング著/細谷由依
726.601/B 18
子訳
サイモン・ガーフィールド
727.8/G 22
著/田代眞理, 山崎秀貴訳
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4階開架・移動書架
4階開架・移動書架

タイトル文字のデザイン : アレンジ・オリジナル・組み方で
差がつく!

パイインターナショナル編
著

727.8/P 15

4階開架・移動書架

カメラのきほん練習帳 : 今度こそスッキリわかる!

松本茜著

746/MA81

4階開架・移動書架

751.9/U 96

4階開架・移動書架

754.9/TA33

4階開架・移動書架

UVレジンのモードかわいいアクセサリー : 身近なものでアレ
a.k.b.著
ンジが楽しめる!
花おりがみの飾りもの : リース、スワッグ、ガーランド、花
たかはしなな著
束、壁飾りなど、大人かわいい作品がいっぱい!
マカロン配色見本帖

早坂優子著

757.3/H 47

4階開架・移動書架

色の楽しみ : 衣食住の配色アイデア×基礎知識×覚えておき
たい240色 (暮らしの図鑑)

暮らしの図鑑編集部編

757.3/I 66

4階開架・移動書架

わたしたちに音楽がある理由 (わけ) : 音楽性の学際的探究

今川恭子編著

761.1/I 42

4階開架・移動書架

762.3/TS75

4階開架・移動書架

762.34/E 22

4階開架・移動書架

762.35/I 55

4階開架・移動書架

つながりと流れがよくわかる西洋音楽の歴史
シューマンとその時代 (大作曲家とその時代シリーズ)

岸本宏子 ほか著/河合千明
イラスト
アルンフリート・エード
ラー著/山崎太郎訳

ラヴェル (作曲家・人と作品シリーズ)

井上さつき著

オーケストラ : 知りたかったことのすべて

クリスチャン・メルラン著/
764.3/ME66
藤本優子, 山田浩之訳
ザビーネ・ヘンツェ=デーリン

オペラがわかる101の質問
No rules (ノー・ルールズ) : 世界一「自由」な会社、
NETFLIX
アニメの社会学 : アニメファンとアニメ制作者たちの文化産
業論

グ, ジークハルト・デーリング
著

766.1/H 52

4階開架・移動書架
4階開架・移動書架

リード・ヘイスティングス,
778.067/H 38
エリン・メイヤー著

4階開架・移動書架

永田大輔, 松永伸太朗編著

778.77/A 49

4階開架・移動書架

変なおじさん 完全版 (新潮文庫:し-48-1)

志村けん著

779.9/SH56

4階開架・移動書架

はるはるママのスポーツごはん : 栄養満点!強い体をつくる!

はるはる著

780.19/H 34

4階開架・移動書架

これからの健康とスポーツの科学 第5版

安部孝, 琉子友男編

780.19/KO79

4階開架・移動書架

スポーツアドミニストレーション論 : スポーツビジネスの最
前線から学ぶ理論と実際 (ASC叢書:2)

花内誠編著

780.21/SU75

4階開架・移動書架

焚き火の本

猪野正哉著

786/I 55

4階開架・移動書架

ユーキャンのこれだけ!実用手話辞典 2訂版
言語はどのように学ばれるか : 外国語学習・教育に生かす第
二言語習得論

ユーキャン学び出版手話研
801.92/Y 97
究会編
パッツィ・M.ライトバウン,
807/L 62
ニーナ・スパダ 著
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4階開架・移動書架
4階開架・移動書架

はじめてのグラフィックレコーディング : 考えを図にする、
会議を絵にする。

久保田麻美著

809.6/KU14

4階開架・移動書架

日本語教育に生かす第二言語習得研究 改訂版

迫田久美子著

810.7/SA43

4階開架・移動書架

学生のレポート・論文作成トレーニング : スキルを学ぶ21の 桑田てるみ編/桑田てるみ
ワーク 改訂版
ほか執筆

816.5/KU98

4階開架・移動書架

韓国語単語集 : K-POP動画SNSこれが知りたかった!

宍戸奈美著

829.14/SH91

4階開架・移動書架

「読んだふりしたけど」ぶっちゃけよく分からん、あの名作
小説を面白く読む方法

三宅香帆著

901.3/MI76

4階開架・移動書架

911.467/SH89

4階開架・移動書架

スクワットしゃがんだままで立てません (シルバー川柳:10)
夜景座生まれ

最果タヒ著

911.56/SA18

4階開架・移動書架

星に願いを、そして手を。

青羽悠著

913.6/A 51

4階開架・移動書架

青木祐子著

913.6/A 53/1

4階開架・移動書架

青木祐子著

913.6/A 53/2

4階開架・移動書架

青木祐子著

913.6/A 53/3

4階開架・移動書架

青木祐子著

913.6/A 53/4

4階開架・移動書架

青木祐子著

913.6/A 53/5

4階開架・移動書架

青木祐子著

913.6/A 53/6

4階開架・移動書架

青木祐子著

913.6/A 53/7

4階開架・移動書架

みがわり

青山七恵著

913.6/A 58

4階開架・移動書架

お探し物は図書室まで

青山美智子著

913.6/A 58

4階開架・移動書架

宮廷神官物語 10 (角川文庫:え9-26)

榎田ユウリ著

913.6/E 21/10

4階開架・移動書架

宮廷神官物語 11 (角川文庫:22217)

榎田ユウリ著

913.6/E 21/11

4階開架・移動書架

榎田ユウリ著

913.6/E 21/2

4階開架・移動書架

榎田ユウリ著

913.6/E 21/3

4階開架・移動書架

これは経費で落ちません! : 経理部の森若さん [1] (集英社オレ
ンジ文庫:[あ3-2], [あ3-3], [あ3-4], [あ3-5], [あ3-7], [あ
これは経費で落ちません! : 経理部の森若さん 2 (集英社オレ
ンジ文庫:[あ3-2], [あ3-3], [あ3-4], [あ3-5], [あ3-7], [あ
これは経費で落ちません! : 経理部の森若さん 3 (集英社オレ
ンジ文庫:[あ3-2], [あ3-3], [あ3-4], [あ3-5], [あ3-7], [あ
これは経費で落ちません! : 経理部の森若さん 4 (集英社オレ
ンジ文庫:[あ3-2], [あ3-3], [あ3-4], [あ3-5], [あ3-7], [あ
これは経費で落ちません! : 経理部の森若さん 5 (集英社オレ
ンジ文庫:[あ3-2], [あ3-3], [あ3-4], [あ3-5], [あ3-7], [あ
これは経費で落ちません! : 経理部の森若さん 6 (集英社オレ
ンジ文庫:[あ3-2], [あ3-3], [あ3-4], [あ3-5], [あ3-7], [あ
これは経費で落ちません! : 経理部の森若さん 7 (集英社オレ
ンジ文庫:[あ3-2], [あ3-3], [あ3-4], [あ3-5], [あ3-7], [あ

宮廷神官物語 2 (角川文庫:20837, 20946, 21050,
21239, 21418, 21570, 21725)
宮廷神官物語 3 (角川文庫:20837, 20946, 21050,
21239, 21418, 21570, 21725)
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宮廷神官物語 4 (角川文庫:20837, 20946,
21239, 21418, 21570, 21725)
宮廷神官物語 5 (角川文庫:20837, 20946,
21239, 21418, 21570, 21725)
宮廷神官物語 6 (角川文庫:20837, 20946,
21239, 21418, 21570, 21725)
宮廷神官物語 7 (角川文庫:20837, 20946,
21239, 21418, 21570, 21725)

21050,

榎田ユウリ著

913.6/E 21/4

4階開架・移動書架

榎田ユウリ著

913.6/E 21/5

4階開架・移動書架

榎田ユウリ著

913.6/E 21/6

4階開架・移動書架

榎田ユウリ著

913.6/E 21/7

4階開架・移動書架

宮廷神官物語 8 (角川文庫:21858)

榎田ユウリ著

913.6/E 21/8

4階開架・移動書架

宮廷神官物語 8 (角川文庫:21858)

榎田ユウリ著

913.6/E 21/8

4階開架・移動書架

宮廷神官物語 9 (角川文庫:21958)

榎田ユウリ著

913.6/E 21/9

4階開架・移動書架

きらきらひかる 52刷改版 (新潮文庫:5271, え-10-1)

江國香織著

913.6/E 44

4階開架・移動書架

国道沿いのファミレス (集英社文庫:[は39-1])

畑野智美著

913.6/H 42

4階開架・移動書架

糸 (幻冬舎文庫:は-36-1)

林民夫著

913.6/H 48

4階開架・移動書架

砂漠 (新潮文庫:い-69-5)

伊坂幸太郎著

913.6/I 68

4階開架・移動書架

ハニービターハニー (集英社文庫:[か54-1])

加藤千恵著

913.6/KA86

4階開架・移動書架

ハッピー☆アイスクリーム (集英社文庫:[か54-3])

加藤千恵著

913.6/KA86

4階開架・移動書架

いつか終わる曲 (祥伝社文庫:[か25-2])

加藤千恵著

913.6/KA86

4階開架・移動書架

オルタネート

加藤シゲアキ著

913.6/KA86

4階開架・移動書架

猫町くんと猫と黒猫

樒屋京介著

913.6/MI66

4階開架・移動書架

出会いなおし (文春文庫:[も-20-10])

森絵都著

913.6/MO45

4階開架・移動書架

ぼくたちのためのレシピノート

森園ことり著

913.6/MO74

4階開架・移動書架

最後の医者は桜を見上げて君を想う (TO文庫:に1-5)

二宮敦人著

913.6/N 76

4階開架・移動書架

ヒトリコ (小学館文庫:[ぬ1-1])

額賀澪著

913.6/N 99

4階開架・移動書架

僕たちの小指は数式でつながっている (宝島社文庫:Cさ-111)

桜町はる著

913.6/SA47

4階開架・移動書架

21050,
21050,
21050,
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ルビィ (講談社文庫:[し61-27])

重松清著

913.6/SH28

4階開架・移動書架

ナラタージュ (角川文庫:15030)

島本理生著

913.6/SH38

4階開架・移動書架

君が降る日 (幻冬舎文庫:し-33-1)

島本理生著

913.6/SH38

4階開架・移動書架

すべての神様の十月 (PHP文芸文庫:[し5-2])

小路幸也著

913.6/SH96

4階開架・移動書架

世界からボクが消えたなら : 映画「世界から猫が消えたな
ら」キャベツの物語 (小学館文庫:[わ9-13])

涌井学著/川村元気原作

913.6/W 35

4階開架・移動書架

小説STAND BY MEドラえもん (小学館文庫:ふ20-4)
小説STAND BY MEドラえもん2 (小学館文庫:[ふ20-5])

藤子・F・不二雄原作/山崎
913.6/Y 48/1
貴著
藤子・F・不二雄原作/山崎
913.6/Y 48/2
貴著

4階開架・移動書架
4階開架・移動書架

キッチン (角川文庫:10713)

吉本ばなな著

913.6/Y 91

4階開架・移動書架

JR上野駅公園口 (河出文庫)

柳美里著

913.6/Y 96

4階開架・移動書架

マリコを止めるな!

林真理子著

914.6/H 48

4階開架・移動書架

貴様いつまで女子でいるつもりだ問題 (幻冬舎文庫:し-39-1) ジェーン・スー 著

914.6/J 48

4階開架・移動書架

「好き」の因数分解

最果タヒ著

914.6/SA18

4階開架・移動書架

さるのこしかけ (集英社文庫)

さくらももこ著

914.6/SA46

4階開架・移動書架

ガチガチの世界をゆるめる

澤田智洋著

914.6/SA93

4階開架・移動書架

スピリチュアル系のトリセツ

辛酸なめ子著

914.6/SH96

4階開架・移動書架

929.13/J 95

4階開架・移動書架

929.14/N 47

4階開架・移動書架

933.6/A 96/1

4階開架・移動書架

933.6/A 96/2

4階開架・移動書架

933.7/D 36

4階開架・移動書架

933.7/D 93

4階開架・移動書架

Shine
実は、内向的な人間です
高慢と偏見 上 (ちくま文庫:[お-42-1]-[お-42-2])
高慢と偏見 下 (ちくま文庫:[お-42-1]-[お-42-2])
ミスエデュケーション
ヘラクレス (ディズニーアニメ小説版:9)

ジェシカ・チョン著/代田亜
香子訳
ナムインスク著/カンバン
ファ訳
ジェイン・オースティン著/
中野康司訳
ジェイン・オースティン著/
中野康司訳
エミリー・M.ダンフォース
著/有澤真庭訳
キャシー・イースト・デュ
ボウスキー作/橘高弓枝文
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ムーラン (ディズニーアニメ小説版:19)
マレフィセント (ディズニーアニメ小説版:102)
みんなが知らない塔の上のラプンツェル : ゴーテル ママはい
ちばんの味方 (講談社KK文庫:A22-22)
みんなが知らない奇妙な三姉妹の話 : 本当の結末 (講談社KK
文庫:A22-37)
天国からはじまる物語

キャシー・イースト・デュ
ボウスキー作/橘高弓枝文
エリザベス・ルドニック作/
橘高弓枝訳
セレナ・ヴァレンティーノ
著/岡田好惠訳
セレナ・ヴァレンティーノ
著/岡田好惠訳
ガブリエル・ゼヴィン作/堀
川志野舞訳
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933.7/D 93

4階開架・移動書架

933.7/R 82

4階開架・移動書架

933.7/V 23

4階開架・移動書架

933.7/V 23

4階開架・移動書架

933.7/Z 3

4階開架・移動書架

