
書名 著者名 出版社 出版日付 資料ID 請求記号

1 教育現場と研究者のための著作権ガイド 上野達弘編 有斐閣 2021.3 311143029 021.2|| ||30

2 生きている過去 (岩波文庫)
レニエ作
窪田般彌訳

岩波書店 1989.11 316005562 080||586-1||1

3 心にとって時間とは何か (講談社現代新書) 青山拓央著 講談社 2019.12 316005566 112|| ||21

4
特訓式試験にでる心理学 社会心理学編
(心理系公務員試験対策実践演習問題集:1-3, 5)

高橋美保, 山口陽弘著 北大路書房 2018.10- 314000082 140.7||3||63

5
特訓式試験にでる心理学 発達心理学・教育心理学編
(心理系公務員試験対策実践演習問題集:4)

高橋美保・山口陽弘著 北大路書房 2021.7 314000081 140.7||4||63

6
人生の流れを変えるちょっと不思議なサイコセラピー : 超かんたん自分でできる :
P循環の理論と方法

東豊著 遠見書房 2021.6 316005559 146.8|| ||158

7 スペイン史10講 (岩波新書) 立石博高著 岩波書店 2021.9 316005571 236|| ||4

8 風刺画とアネクドートが描いたロシア革命 若林悠著 現代書館 2017.10 316005563 238|| ||12

9 ヒトラー : 虚像の独裁者 (岩波新書) 芝健介著 岩波書店 2021.9 316005570 289.3|| ||104

10 またたび (新潮文庫) さくらももこ著 新潮社 2005.11 316005556 290.9|| ||38

11 考えごとしたい旅フィンランドとシナモンロール 益田ミリ著 幻冬舎 2020.12 316005555 293.8|| ||6

12 アンダーコロナの移民たち : 日本社会の脆弱性があらわれた場所 鈴木江理子編著 明石書店 2021.6 316005575 334.4|| ||55

13 大原で合格(うか)る日商簿記2級商業簿記 第3版 資格の大原著
中央経済社
中央経済グループパブ
リッシング(発売)

2021.7 314000085 336.9||(3)||484

14
SDGsのまちづくり : 持続可能なマンション再生 :
住み続けられるマンションであるために

山口幹幸, 高見沢実,
大木祐悟編著

プログレス 2020.10 311143036 365.3|| ||167
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15 ジョブ型雇用社会とは何か : 正社員体制の矛盾と転機 (岩波新書) 濱口桂一郎著 岩波書店 2021.9 316005569 366.2|| ||80

16 現代家族のリアル : モデルなき時代の選択肢
中込睦子, 中野紀和,
中野泰編著

ミネルヴァ書房 2021.3 311143030 367.3|| ||113

17 アンダークラス化する若者たち : 生活保障をどう立て直すか
宮本みち子, 佐藤洋作,
宮本太郎編著

明石書店 2021.3 311143031 367.6|| ||80

18 日本の障害差別禁止法制 : 条約から条例まで 池原毅和著 信山社 2020.11 311143025 369.2|| ||164

19
大規模災害時の栄養・食生活支援活動ガイドライン :
その時、自治体職員は何をするか

久保彰子編著 日本公衆衛生協会 2020.8 311143026 369.3|| ||350

20 SDGsと防災教育 : 持続可能な社会をつくるための自然理解 藤岡達也著 大修館書店 2021.8 311143032 369.3|| ||351

21 防災心理学入門 : 豪雨・地震・津波に備える 矢守克也著 ナカニシヤ出版 2021.3 311143033 369.3|| ||352

22 研究者・研究職・大学院生のための対話トレーニング : きく、伝える、分かち合う 加納圭 [ほか] 編 ナカニシヤ出版 2021.3 311143027 407|| ||78

23 化学センサ・バイオセンサ (分析化学実技シリーズ:応用分析編:2)
矢嶋摂子, 長岡勉, 椎木弘著
日本分析化学会編

共立出版 2021.2 311143028 433|| ||105

24 PCRの誕生 : バイオテクノロジーのエスノグラフィー : 新装版
ポール・ラビノウ [著]
渡辺政隆訳

みすず書房 2020.12 316005577 467.2|| ||47

25 医療系データのとり方・まとめ方 第2版 対馬栄輝, 石田水里著 東京図書 2021.6 311143039 490.1||(2)||78

26
CKDの最新食事療法のなぜに答える 基礎編Ver.2
(臨床栄養:別冊. 栄養指導・管理のためのスキルアップシリーズ)

中尾俊之 [ほか] 編 医歯薬出版 2021.8 316005574 494.9||1(2)||57

27
ひとりで学べる診療報酬請求事務能力認定試験テキスト&問題集 : 医療事務
2021年版

青山美智子著 ナツメ社 2021.8 314000086 498.1||2021||127

28 臨床栄養学概論 第2版 (Nブックス)
渡邉早苗, 本間和宏,
佐藤智英編著
若菜宣明 [ほか] 共著

建帛社 2021.2 311143040 498.5||(2)||1477

29 食品のコクとは何か : おいしさを引き出すコクの科学 西村敏英, 黒田素央編 恒星社厚生閣 2021.7 311143038 498.51|| ||77

30 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 化学同人 2020.6 311143022 498.56|| ||10
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31 アロマテラピー検定公式テキスト : 1級・2級 8訂版 日本アロマ環境協会編集
日本アロマ環境協会
世界文化社 (発売)

2020.6 314000083 499.8||(8)||15

32 18歳からはじめる知的財産法 (From 18) 大石玄, 佐藤豊編 法律文化社 2021.7 316005576 507.2|| ||32

33 鉄道と郊外 : 駅と沿線からの郊外再生
角野幸博編著
青木嵩 [ほか] 共著

鹿島出版会 2021.8 316005578 518.8|| ||470

34 プロでも意外に知らない〈木の知識〉 増補改訂版 林知行著 学芸出版社 2021.4 311143035 524.2||(2)||11

35
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. 業界研究)

中村恵二著 秀和システム 2020.9 314000084 588||(5)||124

36 はじめて学ぶ・もう一度学ぶ食品工学 安達修二, 古田武著 恒星社厚生閣 2021.3 311143037 588|| ||125

37 ビーズの教科書 : いちばんわかりやすい (レディブティックシリーズ) 奥美有紀監修・製作 ブティック社 2019.3 316005554 594.9|| ||1

38 木材の化学 (木材科学講座:4) 川田俊成, 伊藤和貴編 海青社 2021.3 311143034 657||4(2)||10

39
動画広告作成&活用 : 売上・ブランド価値を高めるビジュアル手法
(MarkeZine BOOKS. デジタル時代の実践スキル)

中澤良直著 翔泳社 2019.8 316005553 674.6|| ||4

40 アニメツーリズム白書 2021 角川アスキー総合研究所編集
アニメツーリズム協会
KADOKAWA (発売)

2021.4 316005560 689.4||2021||15

41
健康運動指導士試験攻略トレーニング問題集
テキスト平成26年〜令和2年対応

呉泰雄, 仲立貴共著
ほおずき書籍
星雲社 (発売)

2020.10 314000087 780.1||2014-2020||496

42 知的文章術入門 (岩波新書) 黒木登志夫著 岩波書店 2021.9 316005572 816|| ||68

43 イラストで覚えるhime式たのしい韓国語単語帳 hime著 高橋書店 [2018.9] 316005557 829.1|| ||26

44
hime式イラスト&書いて覚える韓国語文法ドリル : 厳選46テーマを解説 :
文法嫌いを克服!

hime著 KADOKAWA 2019.8 316005558 829.1|| ||27

45 英語の語源 (角川文庫) 石井米雄 [著] KADOKAWA 2018.8 316005565 832|| ||13

46 私の消滅 (文春文庫) 中村文則著 文藝春秋 2019.7 316005561 913.6|| ||715
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47 帆神 : 北前船を馳せた男・工楽松右衛門 玉岡かおる著 新潮社 2021.8 316005573 913.6|| ||716

48 白百 原研哉 [著] 中央公論新社 2018.1 316005564 914.6|| ||287

49 池波正太郎の銀座日記 : [全]  (新潮文庫) 池波正太郎著 新潮社 2017.11 316005568 915.6|| ||26

50 西瓜糖の日々 (河出文庫)
R・ブローティガン著
藤本和子訳

河出書房新社 2003.7 316005567 933|| ||118
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