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図書館運営委員会

新規購入図書
図書名 著者名 出版社名

日本の伝統文様事典〈花〉／第4巻 小清水卓二 日本図書センター

東洋文様史 渡辺, 素舟, 1890-1986 日本図書センター

足でたずねた世界の民族服／1 松本, 敏子, 1919- 日本図書センター

足でたずねた世界の民族服／2 松本, 敏子, 1919- 日本図書センター

西洋家具の歴史 鍵和田, 務, 1925- 日本図書センター

図説西洋骨董百科 由水, 常雄, 1936- 日本図書センター

ヨーロッパ紋章百科 森, 護, 1923-2000 日本図書センター

くもんの入学準備一年生になるまえにこくご くもん出版

災厄と信仰 大島, 建彦, 1932- 三弥井書店

やさしい日本語 庵, 功雄, 1967- 岩波書店

図説イスラーム百科 Hillenbrand, Carole, 1943- 原書房

糖尿病食事療法のための食品交換表／第7版 日本糖尿病学会 日本糖尿病協会

背が低めの人のファッションルール = Fashion Rules for
Small Ladies

ファッションテク研 宝島社

日本語検定公式練習問題集6級7級／3訂版 日本語検定委員会 東京書籍

日本語検定公式練習問題集5級／3訂版 日本語検定委員会 東京書籍

日本語検定公式練習問題集4級／3訂版 日本語検定委員会 東京書籍

日本語検定公式練習問題集3級／3訂版 日本語検定委員会 東京書籍

日本語検定公式練習問題集2級／3訂版 日本語検定委員会 東京書籍

日本語検定公式練習問題集1級／3訂版 日本語検定委員会 東京書籍

ぽっちゃりめの人のファッションルール = Fashion Rules
for Plump Ladies

ファッションテク研 宝島社

新規購入図書のお知らせ
　今年度12月1日～12月31日までに受入した図書をお知らせいたします。
図書館閲覧室の「新着図書」・「一般書架」に陳列してありますのでご利用ください。
なお、貸出しの際は、図書館カウンターに申し出てください。



まいにちトースト+だいすきもちもちパン たかはし, みき, 1975- 技術評論社

知識ゼロからのパスタ入門 伊崎, 裕之, 1959- 幻冬舎

公務員試験過去問新Quick Master／7／第6版
東京リーガルマイン
ド

公務員試験過去問新Quick　Master
東京リーガルマイン
ド

公務員試験過去問新Quick　Master 東京ﾘｰｶﾞﾙマインド

公務員試験過去問新Quick　Master 東京ﾘｰｶﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞ

筋力向上のための一週間献立集 吉谷, 佳代 文光堂

専門教科栄養教諭 東京アカデミー ﾃｨｰｴｰﾈｯﾄﾜｰｸ

教師になるには／[2018年度版] 一ツ橋書店

国家一般職〈高卒〉・地方初級公務員適性試験問題集
／2017年度版

実務教育出版

国家一般職〈高卒〉・地方初級公務員一般知能試験問
題集／2017年度版

実務教育出版

地方中級採用試験問題集／2018年度版 実務教育出版

公務員試験新スーパー過去問ゼミ4自然科学 実務教育出版

公務員試験新スーパー過去問ゼミ4社会科学 実務教育出版

公務員試験新スーパー過去問ゼミ4数的推理 実務教育出版

国家一般職〈高卒・社会人〉教養試験過去問350／2017
年度版

実務教育出版

地方初級教養試験過去問350／2017年度版 実務教育出版

英語を使いこなすための実践的学習法 田中, 茂範, 1953- 大修館書店

事例解説教育対象暴力 近畿弁護士会連合会 ぎょうせい

Q&A学校トラブルの対処術 加茂川, 幸夫, 1951- ぎょうせい

学校経営15の方策 福岡県教育センター ぎょうせい

カリキュラムを基盤とする学校経営 天笠, 茂, 1950- ぎょうせい

小中一貫教育の新たな展開 高橋, 興, 1946- ぎょうせい

こうすればうまくいく!地域運営学校成功への道しるべ 北野, 秋男, 1955- ぎょうせい

繊維女性労働者の生活記録運動 辻, 智子, 1971- 北海道大学出版会



日本における女性と経済学 松野尾裕 北海道大学出版会

かたち・色・レイアウト 白石, 学, 1971-
武蔵野美術大学出
版局

フランス・ユダヤの歴史／上 菅野, 賢治, 1962-
慶應義塾大学出版
会

フランス・ユダヤの歴史／下 菅野, 賢治, 1962-
慶應義塾大学出版
会

この世界の片隅に こうの, 史代 双葉社

国民健康・栄養の現状：平成25年厚生労働省国民健
康・栄養調査報告より

医薬基盤・健康・栄養研究
所

第一出版

スポーツ選手のための食事400レシピ 石川, 三知 学研パブリッシング

アスリートのためのスポーツ栄養学 柳沢, 香絵 学研パブリッシング

LGBT BOOK 日本放送協会 太田出版

おいしいコーヒーの経済論／増補版 辻村, 英之, 1967- 太田出版

よく誤用される単語と表現 Paquette, Glenn
京都大学学術出版
会

科学論文の英語用法百科 = English Composition for
Scholarly Works／第2編

Paquette, Glenn
京都大学学術出版
会

〈錯視〉だまされる脳 新井, 仁之, 1959- ミネルヴァ書房

写真で見る日本名産事典／第1巻 泉, 秀樹, 1943- 日本図書センター

写真で見る日本名産事典／第2巻 泉, 秀樹, 1943- 日本図書センター

日本職人ことば事典／上巻 清野, 文男, 1949- 日本図書センター

日本職人ことば事典／下巻 清野, 文男, 1949- 日本図書センター

近世日本風俗事典 江馬, 務, 1884-1979 日本図書センター

図説近世日本広告史 増田, 太次郎, 1905-1990 日本図書センター

日本の意匠事典 岩崎, 治子 日本図書センター

日本の伝統文様事典〈花〉／第1巻 西村兵部 日本図書センター

日本の伝統文様事典〈花〉／第2巻 西村兵部 日本図書センター

日本の伝統文様事典〈花〉／第3巻 嶋田玄弥 日本図書センター

寄贈図書
図書名 著者名 出版社名

うかたま／44 農山漁村文化協会



かぼちゃの歌 竹原, 康彦 ﾌﾞｲﾂｰｿﾘｭｰｼｮﾝ

世界遺産　年報2017／2017 日本ユネスコ協会連盟
日本ユネスコ協会連
盟

一品料理500選／第2版 宗像伸子 医歯薬出版

国試の達人／2017　Yesr Book RDC　管理栄養士センター
RDC　管理栄養士ｾ
ﾝﾀｰ

うかたま／45 農山漁村文化協会

臨床栄養／Vol.128№1 医歯薬出版

ピュイゼ子どものための味覚教育　食育入門編 石井克枝 株式会社講談社

月刊フードケミカル／2016-12 食品化学新聞社

人間にとって成熟とは何か 曽野, 綾子, 1931- 幻冬舎

面倒だから、しよう 渡辺, 和子, 1927- 幻冬舎

大人の流儀 = a genuine way of life／続 伊集院, 静, 1950- 講談社

大人の流儀 伊集院静 講談社

聞く力 阿川佐和子 文藝春秋

野心のすすめ 林, 真理子, 1954- 講談社

はなちゃんのみそ汁 安武, 信吾, 1963- 文藝春秋

おひとりさまの最期 上野, 千鶴子, 1948- 朝日新聞出版

なげださない 鎌田, 実, 1948- 集英社

がんばらない 鎌田, 実, 1948- 集英社

それでもやっぱりがんばらない 鎌田, 実, 1948- 集英社

女子アナ・吏良の海上自衛隊メンタルヘルス奮闘記 山下, 吏良 講談社

小泉武夫食のベストエッセイ集 小泉, 武夫, 1943- IDP出版

すごい!日本の食の底力 辻, 芳樹, 1964- 光文社

置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子 幻冬舎

がばいばあちゃん佐賀から広島へめざせ甲子園 島田, 洋七, 1950- 集英社

がばいばあちゃんの幸せのトランク 島田, 洋七, 1950- 徳間書店



がばいばあちゃんの笑顔で生きんしゃい! 島田, 洋七, 1950- 徳間書店

小説土佐堀川 古川, 智映子, 1932- 潮出版社

わが母の記 井上, 靖, 1907-1991 講談社

あきらめない 鎌田, 実, 1948- 集英社

おまえさん／上 宮部, みゆき, 1960- 講談社

おまえさん／下 宮部みゆき 講談社


