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1 47都道府県・和菓子 ： 郷土菓子百科 丸善出版

2
アクティブ・ラーニングで学ぶ小学校体育の授業づくり :
読書を通して

大学教育出版

3 アジア・オセアニアの高等教育 （高等教育シリーズ 129） 玉川大学出版部

4
アスレティックトレーニング (はじめて学ぶ健康・スポーツ
科学シリーズ:9)

化学同人

5
イラストだから覚えられる日常生活や仕事で使う英単語
1200

クロスメディアラン
ゲージ

6 宇宙食 ： 人間は宇宙で何を食べてきたのか 共立出版

7 英語でニッポン案内ハンドブック アルク

8 エネルギー代謝を活かしたスポーツトレーニング 講談社

9
おうちで食べる!飲み込みが困難な人のための食事づく
りQ&A

三輪書店

10 をなり神の島 1 （東洋文庫 227） 平凡社

11 をなり神の島 2 （東洋文庫 232） 平凡社

12
外国人から日本についてよく聞かれる質問200 : 外国人
観光客からはよく聞かれるのに日本人には想定外の質
問あれこれ

クロスメディアラン
ゲージ

13
学童期・思春期 (こどもの心と体の成長・発達によい食
事 : こども病院の医師と栄養士による食育レシピ:3)

金芳堂

14 機能性タンパク質・ペプチドと生体利用 建帛社

15 現代フランス情報辞典 : キーワードで読むフランス社会 大修館書店

16 広葉樹資源の管理と活用 海青社

17 古代都市 白水社

18 詩歌療法 ： 詩・連詩・俳句・連句による心理療法 新曜社

19
思考を鍛えるレポート・論文作成法 = Developing critical
thinking to write papers

慶應義塾大学出
版会

20 思春期の心の臨床 ： 面接の基本とすすめ方 金剛出版

21 写真で見る看板・標識・ラベル・パッケージの英語表現 インプレスＲ＆Ｄ

22 樹体の解剖 ： しくみから働きを探る 海青社
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23 小学校体育器械運動 : 達人教師への道 大学教育出版

24 情動の哲学入門 : 価値・道徳・生きる意味 勁草書房

25 書簡の時代 ： ロラン・バルト晩年の肖像 みすず書房

26
食のバイオ計測の最前線 ： 機能解析と安全・安心の
計測を目指して （バイオテクノロジーシリーズ）

シーエムシー出版

27 植物の成長 （新・生命科学シリーズ） 裳華房

28 人口減少社会のデザイン 東洋経済新報社

29 心理学で文学を読む ： 困難を乗り越える力を育む 新曜社

30 図解分子細胞生物学 裳華房

31
スポーツ栄養学 : 栄養サポートの理論と実践力をバラン
スよく身につけるために (ステップアップ栄養・健康科学
シリーズ:15)

化学同人

32
スポーツキッズの毎日のごはん : 強い体の基礎を作る :
小学校中学年〜中学生の成長期に

誠文堂新光社

33 住まいと仕事の地理学 旬報社

34 総観気象学入門 東京大学出版会

35 大学で学ぶ食生活と健康のきほん 化学同人

36 地域の足を支えるコミュニティーバス・デマンド交通 鹿島出版会

37
地域包括ケア時代を見据えて （地域リハビリテーション
白書 3）

三輪書店

38 地球温暖化の事典 丸善出版

39 テクスト世界の解釈学 : ポール・リクールを読む 新曜社

40
妊娠期・乳児期 (こどもの心と体の成長・発達によい食
事 : こども病院の医師と栄養士による食育レシピ:1)

金芳堂

41
バイオメカニクスの基礎 (スポーツバイオメカニクスの基
礎:vol.1)

医学映像教育セン
ター

42 フィールドワーク教育入門 ： コミュニケーション力の育成 玉川大学出版部

43
福祉技術と都市生活 : 高齢者・障がい者・外国人・子ど
もと親への配慮

慶応義塾大学出
版会

44 フランス語の表現 （日本語から考える!） 白水社
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45
学び手の視点から創る中学校・高等学校の保健体育授
業 体育編

大学教育出版

46 もやもやを解消!フランス語文法ドリル 三修社

47 モンマルトル風俗事典 白水社

48
幼児期 (こどもの心と体の成長・発達によい食事 : こども
病院の医師と栄養士による食育レシピ:2)

金芳堂

49 よくわかる自信がつくビジネスマナー FOM出版

50
ラスネール回想録 : 十九世紀フランス詩人=犯罪者の手
記 （平凡社ライブラリー:816）

平凡社

51
冷凍保存でかんたん嚥下食 (病院の栄養士が考えたお
いしい嚥下食レシピ. いっしょに食べよ!シリーズ:3)

ライフサイエンス
出版

52 類語分類感覚表現辞典 東京堂出版

53 日本俗語大辞典 東京堂出版

54 世界の人権問題史事典 : トピックス1776-2020 日外アソシエーツ

55
痛覚のふしぎ : 脳で感知する痛みのメカニズム
(ブルーバックス)

講談社

56 スポーツと運動の筋膜 ラウンドフラット

57 実践ガイド腰痛症は自分で治す 法研

58
メカノバイオロジーからメカノメディシンへ
(別冊・医学のあゆみ)

医歯薬出版

59
消化・吸収・代謝と栄養素のすべてがわかるイラスト
図鑑 (Nutrition care : 2020年秋季増刊(通巻161号))

メディカ出版

60
経腸栄養剤の病態別ベストチョイス :
選択と変更のタイミングが症例でわかる!
(Nutrition care : 2019年冬季増刊(通巻151号))

メディカ出版

61
栄養療法ドリル : 評価・指示の出し方から病態の考え方
までまるっとわかる100問

羊土社

62
メタボロミクス実践ガイド : サンプル調製からデータ解析
まで、あなたに合った実験デザインと達人テクニック
(実験医学:別冊)

羊土社

63 応用倫理学事典 丸善
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64
「道徳的である」とはどういうことか : 要説・倫理学原論
(世界思想社現代哲学叢書)

世界思想社

65 公害・環境訴訟講義 法律文化社

66 水の法と社会 : 治水・利水から保水・親水へ 法政大学出版局

67 18歳からはじめる環境法 第2版 (From 18) 法律文化社

68 人間の許容限界事典 : 新装版 朝倉書店

69 気候変動への「適応」を考える : 不確実な未来への備え 丸善出版
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