
書名 著者名 出版社 出版日付 資料ID 請求記号

1 記憶の心理学 : 基礎と応用 ガブリエル・A・ラドヴァンスキー著 誠信書房 2021.1 311142684 141.3|| ||25

2 笑いの哲学 (講談社選書メチエ) 木村覚著 講談社 2020.7 316005316 141.6|| ||44

3 実践・倫理学 : 現代の問題を考えるために (けいそうブックス) 児玉聡著 勁草書房 2020.2 311142571 150|| ||49

4 はじめて学ぶドイツの歴史と文化 南直人 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 2020.11 311142507 234|| ||25

5 発酵学の革命 : マイヤーホッフと酒の旅 (学術選書) 木村光著 京都大学学術出版会 2020.7 311142365 289.3|| ||101

6 地誌学概論 第2版 (地理学基礎シリーズ:3)
矢ケ﨑典隆, 加賀美雅弘,
牛垣雄矢編著

朝倉書店 2020.2 311142566 290.1||(2)||65

7 地域創生デザイン論 : "まち育て"に大学力をどう活かすか
札幌市立大学地域創生デザイン
研究チーム編

文眞堂 2020.8 311142643 318.6|| ||39

8 エクソダス : アメリカ国境の狂気と祈り 村山祐介 [著] 新潮社 2020.10 316005363 334.4|| ||53

9 アート・イン・ビジネス : ビジネスに効くアートの力
電通美術回路編
若林宏保 [ほか] 著

有斐閣 2019.12 316005257 335|| ||95

10
心理的安全性のつくりかた :
「心理的柔軟性」が困難を乗り越えるチームに変える

石井遼介著
日本能率協会マネジメント
センター

2020.9 316005412 336.3|| ||128

11 実践から学ぶ地方創生と地域金融 山口省蔵, 江口晋太朗著 学芸出版社 2020.9 311142472 338.6|| ||5

12 メディア・コンテンツ・スタディーズ : 分析・考察・創造のための方法論 岡本健, 田島悠来編 ナカニシヤ出版 2020.7 316005439 361.4|| ||364

13 自分というジレンマ : 批判・反抗・反問する私たちの射影 田島司著 ナカニシヤ出版 2020.10 316005441 361.4|| ||365

14 実力も運のうち : 能力主義は正義か?
マイケル・サンデル著
鬼澤忍訳

早川書房 2021.4 316005490 361.8|| ||147

15 家計簿と統計 : 数字から見える日本の消費生活 佐藤朋彦著 慶應義塾大学出版会 2020.7 311142633 365.4|| ||16
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16 男らしさの終焉
グレイソン・ペリー著
小磯洋光訳

フィルムアート社 2019.12 316005355 367.5|| ||37

17 ケアとまちづくり、ときどきアート 西智弘, 守本陽一, 藤岡聡子著 中外医学社 2020.6 316005380 369|| ||179

18 対人援助の現場で使える承認する・勇気づける技術便利帖 大谷佳子著 翔泳社 2020.4 316005344 369.1|| ||44

19 詳説生活困窮者自立支援制度と地域共生 : 政策から読み解く支援論 鏑木奈津子著 中央法規出版 2020.9 311142587 369.2|| ||160

20
地域包括ケアのまちづくり :
老いても安心して住み続けられる地域を目指す総合的な試み

東京大学高齢社会総合研究機
構編

東京大学出版会 2020.9 311142589 369.2|| ||161

21 災害時の英語 増補改訂版 デイビッド・A.セイン著 アスク出版 2020.9 311142535 369.3||(2)||346

22
ストーリーでわかる災害時の食支援Q&A :
基礎から給食施設・被災地の対応まで

須藤紀子, 笠岡(坪山)宜代,
下浦佳之共著

建帛社 2020.10 311142607 369.3|| ||347

23 Future education! : 学校をイノベーションする14の教育論 教育新聞編 岩波書店 2020.11 316005373 370.4|| ||132

24 学校も地域もひらくコミュニティ・スクール : 無理せず、楽しく、かろやかに 宮﨑稔著 農山漁村文化協会 2020.9 311142585 371.3|| ||112

25 中学・高校教師になるための教育心理学 第4版 (有斐閣選書) 心理科学研究会編 有斐閣 2020.4 311142441 371.4||(4)||450

26 ポジティブサイコロジー不登校・ひきこもり支援の新しいカタチ 松隈信一郎著 金剛出版 2020.10 311142588 371.4|| ||452

27 ESDがグローバル社会の未来を拓く : SDGsの実現をめざして 西井麻美 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 2020.9 311142615 371.5|| ||132

28 にほんでいきる : 外国からきた子どもたち 毎日新聞取材班編 明石書店 2020.12 316005430 371.5|| ||133

29 ハーレム・チルドレンズ・ゾーンの挑戦 : 貧乏人は教育で抜け出せるのか?
ポール・タフ [著]
高山真由美訳

みすず書房 2020.5 311142613 372.5|| ||25

30 「探究」する学びをつくる : 社会とつながるプロジェクト型学習 藤原さと著 平凡社 2020.12 316005457 372.5|| ||26

31 教育と法のフロンティア 新版 伊藤良高 [ほか] 編 晃洋書房 2020.4 311142319 373.2||(2)||96
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32
「アクティブ・ラーニング」は何をめざすか :
「主体的、対話的な学び」のあるべき姿を求めて

佐藤公治著 新曜社 2020.11 311142640 375.1|| ||114

33 保健科教育学の探究 : 研究の基礎と方法 今村修 [ほか] 編著 大修館書店 2020.4 311142457 375.4|| ||100

34 発達障害・知的障害のための合理的配慮ハンドブック 土橋圭子, 渡辺慶一郎編 有斐閣 2020.12 311142614 378|| ||102

35
人生100年時代の多世代共生 : 「学び」によるコミュニティの設計と実装
 (シリーズ超高齢社会のデザイン)

牧野篤編 東京大学出版会 2020.8 311142618 379.4|| ||7

36 素が出るワークショップ : 人とまちへの視点を変える22のメソッド
饗庭伸, 青木彬, 角尾宣信編著
アサダワタル [ほか] 著

学芸出版社 2020.9 316005377 379.6|| ||2

37
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 慶應義塾大学出版会 2019.12 316005323 383.8|| ||166

38 歩く江戸の旅人たち : スポーツ史から見た「お伊勢参り」 谷釜尋徳著 晃洋書房 2020.3 316005303 384.3|| ||38

39 数字の嘘を見抜く本 : カモにされないための数字リテラシー 田口勇著 彩図社 2020.8 316005364 410.4|| ||29

40 LC/MS,LC/MS/MSにおけるスペクトル解析
日本分析化学会液体クロマトグラ
フィー研究懇談会編

オーム社 2020.9 311142609 433.4|| ||31

41 光合成細菌 : 酸素を出さない光合成 嶋田敬三, 高市真一編集 裳華房 2020.10 311142561 465.8|| ||19

42 なぜ田んぼには多様な生き物がすむのか 大塚泰介, 嶺田拓也編 京都大学学術出版会 2020.10 311142623 468|| ||87

43 土中環境 : 忘れられた共生のまなざし、蘇る古の技 高田宏臣著 建築資料研究社 2020.6 311142659 468.2|| ||6

44 都市で進化する生物たち : "ダーウィン"が街にやってくる
メノ・スヒルトハウゼン著
岸由二, 小宮繁訳

草思社 2020.8 316005436 468.3|| ||1

45 こどもホスピスの奇跡 : 短い人生の「最期」をつくる 石井光太著 新潮社 2020.11 316005444 490.1|| ||99

46 摂食と健康の科学 (シリーズ「栄養と疾病の科学」:1) 高田明和編集 朝倉書店 2020.2 311142421 491.3|| ||429

47 免疫 : からだを護る不思議なしくみ 第6版 矢田純一著 東京化学同人 2020.9 311142577 491.8||(6)||23
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48 寄生虫のはなし : この素晴らしき, 虫だらけの世界 永宗喜三郎 [ほか] 編 朝倉書店 2020.10 311142578 491.9|| ||4

49
エビデンスに基づく検査データ活用マニュアル :
検査の選択と意味・ケアへの生かし方 改訂第3版

下正宗編集
学研メディカル秀潤社
学研プラス (発売)

2020.9 311142608 492.1||(3)||53

50 血栓症と食 (シリーズ「栄養と疾病の科学」:2) 高田明和編集 朝倉書店 2020.5 311142422 493.2|| ||56

51
脳卒中の栄養療法 :
急性期・回復期・維持期の栄養管理がこの一冊で実践できる!

山本拓史編 羊土社 2020.3 311142436 493.7|| ||275

52 はじめての精神科 : 援助者必携 第3版 春日武彦著 医学書院 2020.4 311142521 493.7||(3)||276

53 災害支援者支援 高橋晶編著 日本評論社 2018.12 311142522 493.7|| ||277

54 マインドフル・イーティング : 過食から自由になる心理学
ジーン・クリステラー,
アリサ・ボウマン著

日本評論社 2020.9 311142600 493.7|| ||278

55 保育の場で役立つ食物アレルギー対応 : 職種間連携から考える
小野内初美, 朴賢晶編著
有尾正子 [ほか] 共著

建帛社 2020.9 311142646 493.9|| ||198

56
腎臓病低たんぱく質の肉魚おかず : まとめて仕込んで簡単に!
(作りおきシリーズ. 食事療法)

みないきぬこ料理 女子栄養大学出版部 2020.9 316005434 494.9|| ||56

57
ソーシャル・キャピタルと健康・福祉 :
実証研究の手法から政策・実践への応用まで (叢書ソーシャル・キャピタル:6)

近藤克則編著 ミネルヴァ書房 2020.4 311142617 498|| ||210

58
はじめてとりくむ臨床栄養英会話 : 栄養指導からベッドサイドまで
(臨床栄養:別冊)

東京都栄養士会監修
和田安代著

医歯薬出版 2021.4 316005489 498.1|| ||126

59 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 医歯薬出版 2020.3 311142384 498.5||(12)||870

60 給食運営管理実習 4訂 学内編
殿塚婦美子, 三好恵子編著
稲山貴代 [ほか] 共著

建帛社 2020.9 311142641 498.5||(6)||987

61 美食のサピエンス史 (PEAK books)
ジョン・アレン著
成広あき訳

羊土社 2020.10 311142604 498.5|| ||1473

62 効率よく栄養をとる食べ方&保存のコツ事典 吉田企世子監修 ナツメ社 2020.11 316005437 498.5|| ||1475

63
食品添加物はなぜ嫌われるのか :
食品情報を「正しく」読み解くリテラシー (DOJIN選書)

畝山智香子著 化学同人 2020.6 311142482 498.51|| ||76
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64 新訂Q&A食品輸入ハンドブック : 食品を安全に輸入するために 第3版
日本輸入食品安全推進協会編
著

中央法規出版 2020.11 311142581 498.54||(6)||41

65 ゲノム編集食品が変える食の未来 : advanced food 松永和紀著 ウェッジ 2020.11 316005442 498.54|| ||54

66 図解眠れなくなるほど面白い脂質の話 守口徹監修 日本文芸社 2020.9 316005313 498.55|| ||72

67
図解でわかるカーボンリサイクル : 未来エコ実践テクノロジー :

CO
2
を利用する循環エネルギーシステム

エネルギー総合工学研究所編
著

技術評論社 2020.9 316005428 501.6|| ||66

68
アクセシブルデザイン :
高齢者・障害者の知覚・認知特性に配慮した人間中心のデザイン

佐川賢, 倉片憲治, 伊藤納奈著 エヌ・ティー・エス 2019.7 311142524 501.8|| ||82

69 ユニバーサルデザインの基礎と実践 : ひとの感覚から空間デザインを考える
日本福祉のまちづくり学会身体と
空間特別研究委員会編
原利明 [ほか] 共編著

鹿島出版会 2020.10 311142576 501.8|| ||83

70 クロノデザイン : 空間価値から時間価値へ 内藤廣編/浅見泰司 [ほか] 著 彰国社 2020.11 311142573 518.8|| ||455

71 パブリックスペース : 公共空間のデザインとマネジメント
マシュー・カーモナ, クラウディオ・
デ・マガリャエス, レオ・ハモンド著
北原理雄訳

鹿島出版会 2020.1 311142602 518.8|| ||456

72 バリアフリー体験ワークブック 八藤後猛著 彰国社 2020.9 311142673 518.8|| ||460

73 欧米に学ぶ健康快適都市 : 新時代を生きる市民による都市像とは 原田敬美著 都政新報社 2020.7 316005429 518.8|| ||461

74 環境・エネルギー問題の政策評価 鄭雨宗著 日本評論社 2020.12 311142642 519.1|| ||446

75 建築用語図鑑 日本篇
中山繁信 [ほか] 著
越井隆イラスト

オーム社 2019.4 316005376 520||1||30

76 建築用語図鑑 西洋篇
杉本龍彦 [ほか] 共著
越井隆イラスト

オーム社 2020.9 316005375 520||2||30

77 建物が語る日本の歴史 海野聡著 吉川弘文館 2018.8 311142627 521|| ||57

78 日本建築の歴史的評価とその保存 山岸常人著 勉誠出版 2020.2 311142629 521.8|| ||164
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79 Wonder architecture : 世界のビックリ建築を追え。 白井良邦著 扶桑社 2020.10 316005339 523|| ||59

80 分離派建築会 : 日本のモダニズム建築誕生 田路貴浩編 京都大学学術出版会 2020.10 316005360 523.1|| ||64

81 日本の最も美しい教会
八木谷涼子文
鈴木元彦写真

エクスナレッジ 2016.12 311142628 523.1|| ||66

82 解読ジェフリー・バワの建築 : スリランカの「アニミズム・モダン」 岩本弘光著 彰国社 2016.1 311142630 523.2|| ||4

83 環境のヒューマンファクターデザイン : 健康で快適な次世代省エネ建築へ 日本建築学会編 井上書院 2020.9 311142468 525.1|| ||180

84 建築設計のためのプログラム事典 : 名設計の本質 (エッセンス) を探る 日本建築学会編 鹿島出版会 2020.10 311142575 525.1|| ||182

85 商空間のデザインエレメント : ディテールで学ぶ提案力の教科書 加藤吉宏著 学芸出版社 2020.8 316005374 526.6|| ||22

86 夢のホテルのつくりかた 稲葉なおと著 エクスナレッジ 2020.12 316005423 526.6|| ||23

87 和室学 : 世界で日本にしかない空間 (住総研住まい読本) 松村秀一, 服部岑生編 平凡社 2020.10 316005361 527|| ||299

88 日本でもできる!英国の間取り 山田佳世子著 エクスナレッジ 2020.10 316005366 527.1|| ||89

89 ジードルンク : 住宅団地と近代建築家 海老澤模奈人著 鹿島出版会 2020.8 311142619 527.8|| ||42

90 テーマでとく光のデザイン手法と技術 日本建築学会編 彰国社 2020.11 311142574 528.4|| ||3

91
フードビジネスと地域 : 食をめぐる文化・地域・情報・流通
(シリーズ・21世紀の地域:6)

井尻昭夫 [ほか] 編 ナカニシヤ出版 2018.3 311142408 588|| ||120

92 フードテック革命 : 世界700兆円の新産業「食」の進化と再定義
田中宏隆, 岡田亜希子,
瀬川明秀著

日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

2020.7 316005322 588|| ||121

93 食品調味の知識 改訂新版 太田静行原著 幸書房 2019.2 311142231 588.7||(2)||11

94 持続可能な社会をつくる生活経営学
日本家政学会生活経営学部会
編

朝倉書店 2020.9 311142570 590|| ||53
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95 とうがらしの世界 (講談社選書メチエ) 松島憲一著 講談社 2020.7 316005318 617.6|| ||10

96 京都発・庭の歴史 今江秀史著 世界思想社 2020.7 316005327 629.2|| ||49

97 クリーンミート : 培養肉が世界を変える
ポール・シャピロ著
鈴木素子訳

日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

2020.1 316005343 648.2|| ||14

98 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 文一総合出版 2020.8 316005326 657.8|| ||5

99 ショッピングモールの社会史 (フィギュール彩) 斉藤徹著 彩流社 2017.3 316005282 673.8|| ||15

100 電鉄は聖地をめざす : 都市と鉄道の日本近代史 (講談社選書メチエ) 鈴木勇一郎著 講談社 2019.5 316005465 686.2|| ||24

101 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 井手拓郎著 法政大学出版局 2020.11 311142638 689.4|| ||14

102 めくるめく現代アート : イラストで楽しむ世界の作家とキーワード 筧菜奈子文・絵 フィルムアート社 2016.2 316005467 702|| ||52

103 文化遺産と「復元学」 : 遺跡・建築・庭園復元の理論と実践 海野聡編 吉川弘文館 2019.12 311142626 709|| ||34

104 日本印刷文化史 印刷博物館編 講談社 2020.10 311142632 749.2|| ||2

105 地域スポーツ論 (Sports perspective series:7) 相原正道 [ほか] 著 晃洋書房 2020.10 311142649 780.1|| ||488

106
レスキュー・ハンドブック : 野山・水辺ですぐ役立つファーストエイド&レスキューの
最新テクニック : safety+rescue 増補改訂新版

藤原尚雄, 羽根田治著 山と溪谷社 2020.5 316005283 786||(3)||10

107 はじめての言語哲学 八木沢敬著 岩波書店 2020.12 311142611 801|| ||189

108
国語教師が教える大学生の長作文練習 : 楽しく身につく豊かな文章表現 :
書評・評論・随筆・小説・レポート

金子泰子著 溪水社 2020.10 316005411 816|| ||67
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