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繊維ハンドブック　2017 日本化学繊維協会
日本化学繊維協会
資料頒布会

評伝スタール夫人と近代ヨーロッパ 工藤, 庸子, 1944- 東京大学出版会

多文化「共創」社会入門 = Multicultural Synergy 川村千鶴子
慶應義塾大学出版
会

福澤諭吉家庭教育のすすめ／新版 渡辺, 徳三郎, 1916-1988
慶應義塾大学出版
会

子どもとお金 高橋登 東京大学出版会

日本留学のエスノグラフィー 有川, 友子 大阪大学出版会

日本全国万葉の旅／大和編 牧野, 貞之, 1935- 小学館

どっちの料理対決！えらぼう！つくろう！ニッポンのご
当地ごはん／1

吉田瑞子 日本図書センター

どっちの料理対決！えらぼう！つくろう！ニッポンのご
当地ごはん／2

吉田瑞子 日本図書センター

どっちの料理対決！えらぼう！つくろう！ニッポンご当
地ごはん／3

吉田瑞子 日本図書センター

一流の人はなぜ姿勢が美しいのか 小笠原, 清忠 プレジデント社

日本人の9割が知らない日本の作法 小笠原, 清忠 青春出版社

図解雑学小笠原流日本のしきたり 小笠原, 清忠 ナツメ社

武家礼法に学ぶ大人の作法 小笠原, 清忠 洋泉社

小笠原流折る・包む 小笠原, 清忠
アシェット婦人画報
社

小笠原流結ぶ 小笠原, 清忠
アシェット婦人画報
社

日本人の間違えやすい英語 鈴木, 俊夫, 1952- 丸善

外来語言い換え手引き 国立国語研究所 ぎょうせい

外来語の総合的研究 石綿, 敏雄, 1928- 東京堂出版

給食施設のための献立作成マニュアル／第9版 冨田, 教代 医歯薬出版

新規購入図書のお知らせ
　今年度2月1日～2月28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。



一品料理献立集／第2版 医歯薬出版株式会社 医歯薬出版

ライフスタイル療法／1 (生活習慣改善のための行動療
法)／第4版

足達, 淑子, 1950- 医歯薬出版

臨床検査値の読み方考え方ケーススタディ／第2版 奈良信雄 医歯薬出版

フレイル 葛谷, 雅文, 1956- 医歯薬出版

一品料理500選／第3版 宗像, 伸子, 1940- 医歯薬出版

カラー版ビジュアル治療食３００／カラー版
宗像伸子, 宮本佳代子, 横
山淳一

医歯薬出版

図説・病気の成立ちとからだ／2／普及版 中野, 昭一, 1927- 医歯薬出版

栄養成分の構造・機能・代謝 小野章史 医歯薬出版

疾病の成因・病態・診断・治療／第2版 竹中優 医歯薬出版

管理栄養士養成課程におけるモデルコアカリキュラム
準拠／第7巻

武見ゆかり 医歯薬出版

事例問題から学ぶ看護疫学・保健統計学 = The
essentials of nursing epidemiology and health statistics
based on case studies

安武, 繁 医歯薬出版

日本の食文化／新版 江原絢子
アイ・ケイコーポレー
ション

食品衛生学 (栄養科学イラストレイテッド) 田﨑達明 羊土社

蜜蜂と遠雷 恩田, 陸, 1964- 幻冬舎

新秘書特講 早稲田教育出版

障がい児の食事支援 株式会社アローウィン
株式会社アローウィ
ン

実践！科学＆アートな心を響くヘルスコミュニケーション
／入門編

株式会社アローウィン 株式会社ライフ出版

実践！科学＆アートな心を響くヘルスコミュニケーション
／応用編

アローウィン 株式会社ライフ出版

看護・栄養指導のための臨床検査ハンドブック／第5版 奈良, 信雄, 1950- 医歯薬出版

挫折しない統計学入門 浅野 オーム社

都道府県ランキング／vol.1 久保, 哲朗, 1970- 新建新聞社

都道府県ランキング／vol. 2 (消費・行動編) 久保, 哲朗, 1970- 新建新聞社

社会調査 原, 純輔, 1945- 左右社

統計学の7原則 Stigler, Stephen M パンローリング

理工系のための統計入門 景山, 三平 実教出版



Excelによる理工系のための統計学 林, 茂雄, 1948- 東京化学同人

広告・ニュースの数字のカラクリがわかる統計学 涌井, 良幸, 1950- 日本実業出版社

最速の推計統計 = Shortcut to the Inferential
Statistics

渡邊, 洋 コロナ社

だれでもわかる数理統計 石村, 貞夫, 1949- 講談社

「平均的日本人」がわかる138 グループSKIT PHP研究所

今日から役立つ統計学の教科書 渡辺, 美智子, 1956- ナツメ社

確率統計序論／第3版 道家, 暎幸, 1944- 東海大学出版部

医師・看護師のための統計学ポイント&アドバイス77 嵜山, 陽二郎 東京図書

統計学で答えを出すクリニカルクエスチョン = Get
answers to clinical questions with statistics

森実, 敏夫, 1949- 東京図書

統計学が日本を救う 西内, 啓 中央公論新社

数理統計学入門 稲葉, 太一, 1958- 日科技連出版社

国民の栄養白書 金田雅代
ヘルスケア総合政策
研究所

Excelを使ったアンケート調査 岩田, 安雄 カットシステム

数学ガールの秘密ノート = Mathematical Girls:The
Secret Notebook／やさしい統計

結城, 浩, 1963- SBクリエイティブ

統計学 = STATISTICS 久保川, 達也, 1959- 東京大学出版会

実践のための基礎統計学 下川, 敏雄, 1975- 講談社

生物系のためのやさしい基礎統計学 藤川, 浩, 1955- 講談社

だから数字にダマされる 小林, 直樹, 1971- 日経BP社

分布からはじめる確率・統計入門 岩沢, 宏和 東京図書

データで読み解くスマホ・ケータイ利用トレンド／2016-
2017

エヌティティドコモ 中央経済社

食品学／1 (食べ物と健康-食品の成分と機能を学ぶ) 水品, 善之 羊土社

さよならドビュッシー前奏曲(プレリュード) 中山, 七里 宝島社

いつまでもショパン 中山, 七里 宝島社

追憶の夜想曲(ノクターン) 中山, 七里 講談社

Excelで数学にトライ 松岡, 史和, 1944- 能登印刷出版部



美しい姿勢と立ち居振る舞い　入門　小笠原流礼法 小笠原清忠
一般財団法人礼法
弓術弓馬術小笠原
流

日本人の不思議な英語 トミー・植松 丸善

フードを包む 福田, 里香, 1962- 柴田書店

広島大学文学部紀要／30(特輯3） 広島大学文学部

寄贈図書

図書名 著者名 出版社名

秘書検定2級クイックマスター／改訂版 実務技能検定協会 早稲田教育出版

魅せる綺麗ボディのつくりかた 久保, 隆之 ごま書房新社

民主主義 西田, 亮介, 1983- 幻冬舎

煎茶入門 小川後楽 保育社

虫食む人々の暮らし 野中, 健一, 1964- 日本放送出版協会

日本食品成分表 = STANDARD TABLES OF FOOD
COMPOSITION IN JAPAN／2015年版本表編

医歯薬出版株式会社 医歯薬出版

Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the
English Language

Gramercy

動的平衡 = Dynamic Equilibrium／2 (生命は自由にな
れるのか)

福岡, 伸一, 1959- 木楽舎

ハルさん 藤野, 恵美, 1978- 東京創元社

食品産業統計年報／平成26年版 食品産業センター 食品産業センター

日本人の食事摂取基準／2010年版 第一出版編集部 第一出版

食品科学大事典 講談社出版研究所 講談社

世界料理材料事典　1 辻靜雄 講談社

世界料理材料事典　2 辻靜雄 講談社

世界料理材料事典　３ 辻靜雄 講談社

知らないと損する労働法Ⅲ 新村響子
東京都労働相談情
報センター

月刊フードケミカル／2017-1 食品化学新聞社 食品化学新聞社


