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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

料理すること 森枝卓士 ドメス出版

火と食 原田信男 ドメス出版

食の経済 中嶋康博 ドメス出版

各教科・領域別考える力を育てる学習のしつけ 田村, 学, 1962- 小学館

アクティブ・ラーニングの授業展開小・中学校道徳科 田沼, 茂紀, 1955- 東洋館出版社

子どもが考え,議論する問題解決型の道徳授業事例集
／中学校

柳沼, 良太, 1969- 図書文化社

教職とは?／第2版 教育出版

はるはるママの栄養満点ごはん はるはる KADOKAWA

賢く食べて結果を出す!スポめし 細野, 恵美, 1977- 朝日新聞出版

マラソンで勝つ食事! 白鳥, 早奈英, 1939- 自由国民社

尾木ママと考えるいじめのない学校といじめっ子にしな
い子育て

尾木, 直樹, 1947- ほんの木

世界の故事名言ことわざ／改訂第12版 江川, 卓, 1927-2001 自由国民社

はじめての水引アレンジ 長浦, ちえ 世界文化社

フードコーディネーター教本／2017
日本フードコディネーター協
会

柴田書店

茶の湯表千家一期一会／第1巻
NHKエンタープライ
ズ

茶の湯表千家一期一会／第2巻
NHKエンタープライ
ズ

ビジネスマナーワークブック 藤原, 由美 西文社

テクニック図解かむ・飲み込むが難しい人の食事 藤谷, 順子 講談社

栄養素ぷらすまいなす調整レシピ300 田村, 佳奈美 メディカ出版

人間と作物 江頭宏昌 ドメス出版

新規購入図書のお知らせ
　今年度3月1日～3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。



野生から家畜へ 松井章 ドメス出版

宗教と食 山田仁史 ドメス出版

みんなに知ってほしい不妊治療と医療保険 ニッセイ基礎研究所 保険毎日新聞社

料理人のための和食の器★扱い方ハンドブック 遠藤, 十士夫, 1940- 旭屋出版

しんせかい 山下, 澄人, 1966- 新潮社

統計嫌いのための心理統計の本 白井, 祐浩, 1979- 創元社

Excelで学ぶビジネスデータ分析の基礎 玄場, 公規, 1967-
オデッセイコミュニ
ケーションズ

消費者と「食」にかかわる人のための新しい食品表示が
わかる本

森田, 満樹
女子栄養大学出版
部

ママたちが非常事態!? 日本放送協会 ポプラ社

騎士団長殺し 村上春樹 株式会社新潮社

騎士団長殺し 村上春樹 株式会社新潮社

いつもの材料でつくる高齢者ソフト食メニュー88／vol. 2 黒田, 留美子 鉱脈社

食生活論 岡崎, 光子, 1942- 光生館

2020年からの教師問題 石川, 一郎, 1962- ベストセラーズ

10年後、君に仕事はあるのか? = Is work still existing in
you 10 years ahead of you?

藤原 ダイヤモンド社

アスリートのための栄養・食事ガイド／第3版 小林, 修平, 1934- 第一出版

一流アスリートの食事 細野, 恵美, 1977- 三五館

ジュニア選手の「勝負食」 石川, 三知 メイツ出版

アスリート食レシピ アスペクト

一億総うつ社会 片田, 珠美, 1961- 筑摩書房

人を助ける仕事 江川, 紹子, 1958- 小学館

きびしい時代を生きぬく力 香山リカ 岩波書店

教育小六法／平成29年版 市川, 須美子 学陽書房

図解!頭のいい人のメモ・ノート 中川, 裕, 1965- ぱる出版

会社選びのうそとほんと 就活満足度向上委員会 中央経済社



論語から人間学を学ぶ 田村重信 内外出版

日本人として英語を学び・英語を使う
田中, 浩司, 1960- アメリカ
文学

新評論

はじめて学ぶ茶花 世界文化社 世界文化社

茶懐石と健康 玉川, 和子, 1932- 淡交社

懐石入門 高橋, 英一, 1939- 柴田書店

和食器のきほん 浜, 裕子 誠文堂新光社

公的扶助論 宇山勝儀, 船水浩行 光生館

介護予防
笹谷春美, 岸玲子, 太田貞
司

光生館

ポリアモリー複数の愛を生きる 深海, 菊絵 平凡社

差別の現在 好井, 裕明, 1956- 平凡社

モノと子どもの昭和史 天野, 正子, 1938-2015 平凡社

和食は福井にあり 向笠, 千恵子, 1948- 平凡社

バレンタインデーの秘密 浜本, 隆志, 1944- 平凡社

森と日本人の1500年 田中, 淳夫, 1959- 平凡社

日本人はいつから働きすぎになったのか 礫川, 全次, 1949- 平凡社

女はいつからやさしくなくなったか 中野, 節子, 1948- 平凡社

魚で始まる世界史 越智, 敏之, 1962- 平凡社

脳は、なぜあなたをだますのか 妹尾, 武治, 1979- 筑摩書房

写真のなかの「わたし」 鳥原, 学 筑摩書房

キレイゴトぬきの就活論 石渡, 嶺司, 1975- 新潮社

幸せを届けるボランティア不幸を招くボランティア 田中, 優, 1957- 河出書房新社

殻を突き破るキャリアデザイン = Career Design for
Break Through

筒井, 美紀 有斐閣

折れない心がメモ1枚でできるコーピングのやさしい教
科書

伊藤, 絵美 宝島社

漆器のあるテーブルセッティング 浜, 裕子 誠文堂新光社

これからの死に方：葬送はどこまで自由か 橳島次郎 平凡社



デンマークのヒュッゲな生活空間 = Bolig og By,Hygge
af Danmark

中島, 明子, 1946- 萌文社

幻の大学校から軍都への記憶 田中由紀子 萌文社

人間らしい住まいとまちづくり 中島, 明子, 1946- 萌文社

キッズプレース 日本住宅会議 萌文社

エコ・ラッピング 正林, 恵理子 大和書房

フルーツスイーツダイアリー 星谷, 奈々 グラフィック社

ラッピング・マニュアル ラッピング協会 食品研究社

きほんのラッピング便利帳 包む 学研パブリッシング

本日は、お日柄もよく 原田, マハ 徳間書店

卒業演習論文集／平成28年度

フードラッピング 福田, 里香, 1962- 柴田書店

イラスト　アダプテッド・スポーツ概論 植木章三 東京数学社

日本食品成分表 = STANDARD TABLES OF FOOD
COMPOSITION IN JAPAN／七訂／2017

医歯薬出版株式会社 医歯薬出版

医食同源 津金昌一郎 ドメス出版

伝統食の未来 江頭宏昌 ドメス出版

米と魚 佐藤洋一郎 ドメス出版

食を育む水 岡田隆夫 ドメス出版

味覚と嗜好 増成隆士 ドメス出版

食と科学技術 舛重正一 ドメス出版

食と大地 原田信男 ドメス出版

わかる・みえる社会保障論 今井, 伸 みらい

アクティブラーニングで学ぶ介護過程ワークブック 川廷, 宗之, 1945- みらい

低所得者への支援と生活保護制度／第3版 渋谷, 哲, 1962- みらい

高齢者への支援と介護保険制度／第2版 大和田, 猛, 1948- みらい

社会福祉を学ぶ／第3版 山田美津子 みらい



ボランティア論
柴田謙治, 原田正樹, 名賀
亨

みらい

寄贈図書

図書名 著者名 出版社名

食肉の健康パワー
公益財団法人　日本
食肉消費総合ｾﾝﾀｰ

もっと知ってほしい食品添加物のあれこれ／平成29年
度版

一般社団法人日本
食品添加物協会

日本食品成分表／七訂／2017 医歯薬出版株式会社 医歯薬出版

日本食品成分表／七訂／2017 医歯薬出版株式会社 医歯薬出版

栄養士実力認定試験過去問題集／2017年版 全国栄養士養成施設協会 建帛社

フードスペシャリスト資格認定試験過去問題集／2017
年版

日本フードスペシャリスト協
会

建帛社

旅猫リポート 有川, 浩, 1972- 講談社

エルニーニョ 中島, 京子, 1964- 講談社

人体新書ILLUSTRATED／改訂版 ニュートンプレス

解剖生理学実習 山田哲雄 第一出版

500円でわかるパワーポイント2010 学研パブリッシング

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8巻／第2版

徳留裕子 医歯薬出版

ライフステージ実習栄養学／第6版 内田和弘 医歯薬出版

応用栄養学栄養マネジメント演習・実習／第4版 竹中, 優 医歯薬出版


