
書名 著者名 出版社 出版日付 資料ID 請求記号

1 図書館活用術 : 検索の基本は図書館に 新訂第4版 藤田節子著
日外アソシエーツ
紀伊國屋書店 (発売)

2020.2 311142440 015||(4)||2

2 学術書を読む 鈴木哲也著 京都大学学術出版会 2020.10 316005358 019|| ||50

3 デモクラシーの整理法 (岩波新書) 空井護著 岩波書店 2020.12 316005381 311.7|| ||19

4 新・公共経営論 : 事例から学ぶ市民社会のカタチ 樽見弘紀, 服部篤子編著 ミネルヴァ書房 2020.9 311142467 318|| ||65

5 地域衰退 (岩波新書) 宮﨑雅人著 岩波書店 2021.1 316005453 318.6|| ||41

6 広島平和記念資料館は問いかける (岩波新書) 志賀賢治著 岩波書店 2020.12 316005383 319.8|| ||39

7 18歳から考える人権 第2版 (From 18) 宍戸常寿編 法律文化社 2020.11 316005390 323.1||(2)||154

8 歪んだ正義 : 「普通の人」がなぜ過激化するのか 大治朋子著 毎日新聞出版 2020.8 316005392 361.4|| ||363

9
インスタントヘルプ!10代のためのジェンダークエストトレーニング :
性のアイデンティティ、その悩み・不安から心と体をヘルプするワーク
(10代の心理をサポートするワークブック:3)

ライラン・ジェイ・テスタ, デボラ・
クールハート, ジェイミー・ペタ著
上田勢子訳

合同出版 2020.8 316005371 367.9|| ||63

10 苦しい時は電話して (講談社現代新書) 坂口恭平著 講談社 2020.8 316005325 368.3|| ||7

11 ヤングケアラーわたしの語り : 子どもや若者が経験した家族のケア・介護 澁谷智子編 生活書院 2020.10 316005388 369|| ||180

12 ストーリーで学ぶ地域福祉 (有斐閣ストゥディア) 加山弾 [ほか] 著 有斐閣 2020.7 311142459 369.7|| ||23

13 日本のオンライン教育最前線 : アフターコロナの学びを考える 石戸奈々子編著 明石書店 2020.10 316005359 375.1|| ||113

14
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

児島将康著 羊土社 2020.9 316005369 377.7||(7)||9
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15 独学大全 : 絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のための55の技法 読書猿著 ダイヤモンド社 2020.9 316005365 379.7|| ||9

16 化粧の世界 : 化粧と化粧品の物語 : ヴィジュアル版
リサ・エルドリッジ著
加藤恵理子, 水谷富久子訳

国書刊行会 2020.11 316005438 383.5|| ||11

17 理科系のための入門英語論文ライティング 改訂版 廣岡慶彦著 朝倉書店 2020.10 311142567 407||(2)||34

18 知ってますか?理系研究の"常識" : 研究・論文・プレゼンの作法 掛谷英紀著 森北出版 2020.7 316005370 407|| ||76

19 基礎化学 (新スタンダード栄養・食物シリーズ:19) 村田容常, 奈良井朝子編 東京化学同人 2020.12 311142655 430|| ||83

20 心理職のための身につけておきたい生物学の基礎知識 高瀬堅吉著 誠信書房 2020.10 316005368 460|| ||96

21 流域ガバナンス : 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」 (環境人間学と地域) 脇田健一, 谷内茂雄, 奥田昇編 京都大学学術出版会 2020.12 311142635 468|| ||88

22 解剖生理学 : 人体の構造と機能 第3版 (栄養科学シリーズNEXT) 河田光博, 三木健寿, 鷹股亮編 講談社 2020.1 311142530 491.3||(3)||251

23 解剖生理学 (健康・栄養科学シリーズ. 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち) 上嶋繁, 濱田俊編 南江堂 2020.3 311142527 491.3|| ||431

24 解剖生理学 : 学生の声を聞いてつくった 安谷屋均著 南山堂 2020.8 311142644 491.3|| ||432

25 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 南山堂 2020.8 311142434 493.9|| ||196

26 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 羊土社 2020.9 311142663 493.9||(2)||199

27 腎臓病たんぱく質40gの献立集 改訂版 (腎臓を守る食事シリーズ:3) 宮本佳代子 [ほか] 著 女子栄養大学出版部 2019.8 311142389 494.9||3(2)||33

28 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 南江堂 2020.3 311142526 498||(6)||117

29 栄養士のためのライフデザインブック
大橋禄郎監修
影山なお子編

医歯薬出版 2020.10 316005302 498.1|| ||124

30 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 南江堂 2020.3 311142528 498.5||(6)||477
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31 基礎栄養学 第4版 (栄養科学シリーズNEXT)
木戸康博, 桑波田雅士,
 原田永勝編

講談社 2020.3 311142504 498.5||(4)||644

32 応用栄養学 第6版 (栄養科学シリーズNEXT) 木戸康博 [ほか] 編 講談社 2020.3 311142531 498.5||(6)||707

33 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 南江堂 2020.3 311142525 498.5||(7)||959

34 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 講談社 2020.2 311142429 498.55||(3)||53

35 一般デザイン学 吉川弘之著 岩波書店 2020.2 311142358 501.8|| ||81

36 洪水と水害をとらえなおす : 自然観の転換と川との共生 大熊孝著
農文協プロダクション
農山漁村文化協会 (発
売)

2020.5 311142503 517.2|| ||11

37 都市計画の思想と場所 : 日本近現代都市計画史ノート 中島直人著 東京大学出版会 2018.8 311142565 518.8|| ||454

38
都市の「隙間」からまちをつくろう :
ドイツ・ライプツィヒに学ぶ空き家と空き地のつかいかた

大谷悠著 学芸出版社 2020.11 316005367 518.8|| ||457

39 環境倫理学 (3STEPシリーズ:2) 吉永明弘, 寺本剛編 昭和堂 2020.10 311142631 519|| ||633

40 日本の名建築167 : 日本建築学会賞受賞建築作品集1950-2013 日本建築学会編 技報堂出版 2014.4 311142624 523.1|| ||65

41 はじめて学ぶ屋根・小屋組の図鑑 (建築知識の本:11) 建築知識編 エクスナレッジ 2020.10 311142515 524.8|| ||20

42
ナイチンゲール病棟はなぜ日本で流行らなかったのか
(ナイチンゲールの越境:1. 建築)

長澤泰 [ほか] 著 日本看護協会出版会 2020.9 311142502 526.4|| ||5

43 木造住宅設計の教科書 : 住宅計画・意匠・構造・設備設計まで一冊でわかる
和田浩一編著
橋本幸博, 藤野栄一著

技術評論社 2020.11 316005472 527.1|| ||91

44 おいしく食べきる料理術 (暮しの手帖別冊) 暮しの手帖社 2020.9 316005409 596|| ||572

45 森林と昆虫 (森林科学シリーズ:9) 滝久智, 尾崎研一編 共立出版 2020.12 311142656 650.8||9||2

46 森の根の生態学
平野恭弘, 野口享太郎,
大橋瑞江編

共立出版 2020.12 311142677 653.1|| ||12
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47 けものが街にやってくる : 人口減少社会と野生動物がもたらす災害リスク 羽澄俊裕著 地人書館 2020.10 311142605 654.8|| ||3

48 大学4年間の西洋美術史が10時間でざっと学べる 池上英洋著 KADOKAWA 2020.7 316005401 702.3|| ||36

49 カラーコーディネーター検定試験スタンダードクラス公式テキスト 東京商工会議所編

東京商工会議所検定セ
ンター
中央経済グループパブ
リッシング (発売)

2019.12 314000055 757.3|| ||76

50 カラーコーディネーター検定試験アドバンスクラス公式テキスト 第2版 東京商工会議所編

東京商工会議所検定セ
ンター
中央経済グループパブ
リッシング (発売)

2020.9 314000054 757.3||(2)||77

51
美術館をつくる : イメージボード、スケッチ集
(宮崎駿とジブリ美術館:[1]. Hayao Miyazaki and the Ghibli Museum)

宮崎駿 [著]
スタジオジブリ編

岩波書店 2021.1 316005413 778.7||1||22

52
企画展示をつくる : 2001年-2020年の軌跡
(宮崎駿とジブリ美術館:[2]. Hayao Miyazaki and the Ghibli Museum)

宮崎駿 [著]
スタジオジブリ編

岩波書店 2021.1 316005414 778.7||2||22

53 「やさしい日本語」表現事典
庵功雄編著
志賀玲子 [ほか] 著

丸善出版 2020.7 316005425 810.7|| ||24

54 英語独習法 (岩波新書) 今井むつみ著 岩波書店 2020.12 316005382 830.7|| ||162
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