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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

政宗の陰謀 大泉, 光一, 1943- 大空出版

包丁侍舟木伝内 陶, 智子, 1960- 平凡社

日本人はどこから来たのか? 海部, 陽介, 1969- 文藝春秋

ドイツ帝国の正体 Berger, Jens 早川書房

江戸の糞尿学 永井, 義男, 1949- 作品社

新ベターホームのお料理一年生 ベターホーム協会 ベターホーム協会

食物アレルギーの基礎と対応 宇理須, 厚雄 みらい

島 Greder, Armin, 1942- 飛鳥新社

だまされたと思って試してほしい料理の新常識 水島, 弘史 宝島社

毎日ベジレシピ 植木, もも子 清流出版

成田屋の食卓 堀越, 希実子 世界文化社

リーチ先生 原田, マハ 集英社

フェルメールの憂鬱 = Melancholy of Vermeer 望月, 諒子, 1959- 光文社

福祉小六法／2017年版 福祉小六法編集委員会 みらい

基礎調理学 大谷 講談社

公衆栄養学／第5版 酒井, 徹, 1966- 講談社

公衆栄養学実習 金田, 雅代 講談社

福祉住環境コーディネーター3級検定試験過去問題集
／2017年版

ＨＩＰＳ合格対策プロジェクト
ハウジングエージェ
ンシー

福祉住環境コーディネーター検定試験3級公式テキス
ト／改訂4版

東京商工会議所 東京商工会議所

技術・家庭　家庭分野 伊藤葉子、河村美穂 教育図書

新規購入図書のお知らせ
　今年度4月1日～4月30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。



医科試験問題集〔学科・実技〕解答と解説／平成29年
4月版

株式会社ソラスト 株式会社ソラスト

学習レポート集 株式会社ソラスト 株式会社ソラスト

医科試験問題集〔学科・実技〕解答と解説／平成29年
4月版

株式会社ソラスト 株式会社ソラスト

学習レポート集 株式会社ソラスト 株式会社ソラスト

写真で見る女性ファッション40年 銀座街頭定点観測
調査より

日本色彩研究所 日本色研事業

視覚の不思議 日本色彩研究所 日本色彩研究所

はじめての認知症ケア 高瀬直子 小学館

寄贈図書

図書名 著者名 出版社名

軍艦島の生活〈1952/1970〉 西山夘三 創元社

オーロラ 上出, 洋介, 1943- 山と溪谷社

内在と超越の閾 納富信留 知泉書館

知の生態学的転回 = The Ecological Turn／第3巻 河野哲也 東京大学出版会

医療倫理／1 Pence, Gregory E みすず書房

生活経営学／編／新版 赤星　礼子 九州大学出版会

生活デザインの体系 伊藤紀之 三共出版

やさしく学べる心理学
小島一夫, 福森崇貴, 鈴木
真吾

北樹出版

できますか？教えられますか？家庭科の基本 流田直 学研教育みらい

食生活論／改訂第2版
遠藤金次,橋本慶子,今村幸
生

南江堂

はじめて学ぶ社会福祉 松本峰雄 建帛社

給食経営管理論／改訂第2版
鈴木久乃, 君羅満, 石田裕
美

南江堂

食品学各論／第2版 瀬口正晴 化学同人

食品学総論／第2版 森田, 潤司, 1947- 化学同人

新　調理学実習・実験 高橋節子/平尾和子 時事通信出版局



三訂食品の官能評価・鑑別演習／三訂
日本フードスペシャリスト協
会

建帛社

食品学／第2版補訂 久保田紀久枝, 森光康次郎 東京化学同人

応用栄養学／改訂 江沢, 郁子, 1934- 建帛社

夜行観覧車 湊, かなえ 双葉社

獣医公衆衛生学実習
獣医公衆衛生学教育研修
協議会

学窓社

読売新聞朝刊一面コラム「編集手帳」／第31集 竹内, 政明, 1955- 中央公論新社

赤い指 東野, 圭吾, 1958- 講談社

食の堕落と日本人 小泉, 武夫, 1943- 小学館

「親の顔が見てみたい!」調査 岩村, 暢子, 1953- 中央公論新社

料理の哲学 三国, 清三, 1954- 青春出版社

和食の知られざる世界 辻, 芳樹, 1964- 新潮社

いのちをはぐくむ農と食 小泉, 武夫, 1943- 岩波書店

コウノトリの翼 鷲谷, いづみ, 1950- 山と溪谷社

食文化入門 石毛, 直道, 1937- 講談社

鯨は国を助く 小泉, 武夫, 1943- 小学館

わが輩は発酵仮面である! 小泉, 武夫, 1943- 東洋経済新報社

三人姉妹殺人事件 赤川, 次郎, 1948- 講談社

砂糖不使用、菌美女の「本みりん」レシピ 菌美女会 主婦の友社

ダーリンは外国人with baby 小栗, 左多里 メディアファクトリー

パパ&ママのハッピー育児アドバイス 宮本, まき子, 1947- 永岡書店

解いて学ぶ!食品安全・衛生テキスト&問題集 = LET'S
SOLVE AND LEARN FOOD SAFETY AND
SANITATION TEXTBOOK WITH EXERCISES

講談社

環境ホルモンとは何か／1 綿貫, 礼子, 1928- 藤原書店

第一次地球革命 King, Alexander, 1909- 朝日新聞社

地球と生きる133の方法 アースデイ21 家の光協会

食の科学と健康 高橋, 勇, 1940- 柴田書店



栄養士,管理栄養士のための栄養学英語 佐藤, 英樹, 1935- 弘学出版

環境ホルモン／Vol.3 藤原書店 藤原書店

環境ホルモン／Vol.4 藤原書店 藤原書店

調理とビタミン 森本, 喜代, 1895-1978 建帛社

環境破壊のメカニズム 田中, 優, 1957- 北斗出版

伊藤真の日本一わかりやすい憲法入門 伊藤真 中経出版

味のしくみ 河野, 友美, 1929- 日本放送出版協会

たんぱく質の価値を決めるアミノ酸&油脂の性質を決
める脂肪酸組成表

五明, 紀春, 1942-
女子栄養大学出版
部

乳酸菌とビフィズス菌のサイエンス 日本乳酸菌学会
京都大学学術出版
会

今日の乳児栄養 金森, 正雄, 1920- 光生館

栄養・食品用語事典 Bender, Arnold E 光琳書院

英和科学用語辞典 芦ケ原, 伸之, 1936-2004 講談社

調理科学事典 河野, 友美, 1929- 医歯薬出版

ライフ人間世界史／第1 C.M.バウラ
タイムライフインター
ナショナル出版事業
部

ライフ人間世界史／第2 モーゼズ・ハダス
タイムライフインター
ナショナル出版事業
部

ライフ人間世界史／第3 ジェラルド・シモンズ
タイムライフインター
ナショナル出版事業
部

ライフ人間世界史／第4 アン・フリーマントゥル
タイムライフインター
ナショナル出版事業
部

ライフ人間世界史／第5 ジョン・R.ヘイル
タイムライフインター
ナショナル出版事業
部

ライフ人間世界史／第6 ジョン・R.ヘイル
タイムライフインター
ナショナル出版事業
部

ライフ人間世界史／第7 エディス・シモン
タイムライフインター
ナショナル出版事業
部

ライフ人間世界史／第8 ピーター・ゲイ
タイムライフインター
ナショナル

ライフ人間世界史／第9 チャールズ・ブリッツァー
タイムライフインター
ナショナル

ライフ人間世界史／第10 サミュエル・C.バーチェル
タイムライフインター
ナショナル出版事業
部

ライフ人間世界史／第11 フィリップ・シェラート
タイムライフインター
ナショナル

ライフ人間世界史／第12 デズモンド・ステュアート
タイムライフインター
ナショナル



ライフ人間世界史／第13 サミュエル・ノア・クレイマー
タイムライフインター
ナショナル

ライフ人間世界史／第14 ライオネル・カーソン
タイムライフインター
ナショナル出版事業
部

ライフ人間世界史／第15 バジル・デヴィッドソン
タイムライフインター
ナショナル

ライフ人間世界史／第16 ライフブックス編集部
タイムライフインター
ナショナル出版事業
部

ライフ人間世界史／第17 ライフブックス編集部
タイムライフインター
ナショナル出版事業
部

ライフ人間世界史／第18 ルシル・シュルバーク
タイムライフインター
ナショナル

ライフ人間世界史／第19 エドワード・H.シェファー
タイムライフインター
ナショナル

ライフ人間世界史／第20 ジョナサン・N.レオード
タイムライフインター
ナショナル

ライフ人間世界史／第21 ジョエル・コルトン
タイムライフインター
ナショナル出版事業
部

新　調理学実習・実験 高橋節子/平尾和子 時事通信出版局

技術･家庭　家庭分野 鶴田敦子　ほか 開隆堂

新しい技術･家庭　家庭分野
佐藤文子、金子佳代子ほ
か

東京書籍

技術・家庭　家庭分野 伊藤葉子、河村美穂 教育図書

技術・家庭　家庭分野 伊藤葉子、河村美穂 教育図書

技術・家庭「家庭分野」 開隆堂出版

新しい技術・家庭家庭分野 東京書籍

小学校わたしたちの家庭科5・6 開隆堂出版

新しい家庭5・6 東京書籍

新しい家庭5・6 東京書籍

30年の歩み
飯島藤十郎記念食品科学
振興財団

飯島藤十郎記念食
品科学振興財団

池上彰の教養のススメ 池上, 彰, 1950- 日経BP社

環境の思想家たち／上(古代-近代編) Palmer, Joy, 1951- みすず書房

魂について Aristotel?s, 384-322B. C
京都大学学術出版
会

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネ
ジメント』を読んだら

岩崎夏海 ダイヤモンド社

哲学者の語る建築 マルティン・ハイデガー 中央公論美術出版



希望という方法 宮崎, 広和 以文社

日本人のこころ 片山, 文彦, 1936- 新人物往来社

ドラッカー教養としてのマネジメント Maciariello, Joseph A
マグロウヒル・エデュ
ケーション

来し方の記 遠山, 敦子, 1938- かまくら春秋社

宗教と現代がわかる本／2012 渡邊, 直樹, 1951- 平凡社

生命倫理とは何か 市野川, 容孝, 1964- 平凡社

生命と倫理 ミヒャエル・トイニッセン 学陽書房

いのちの倫理学 桑子, 敏雄, 1951- コロナ社

福祉と正義 後藤玲子 東京大学出版会

女神的リーダーシップ Gerzema, John, 1961- プレジデント社

地球生命圏 Lovelock, James, 1919- 工作舎

吉田松陰『留魂録』 吉田, 松陰, 1830-1859 致知出版社

夢窓疎石 土岐, 信吉, 1934- 河出書房新社

都市の水辺をデザインする 篠原, 修, 1945- 彰国社

合議の知を求めて 亀田, 達也, 1960- 共立出版

まちづくり道場へようこそ 片寄, 俊秀, 1938- 学芸出版社

わたしがわたしであるための哲学 桑子, 敏雄, 1951- PHP研究所

人と縁をはぐくむまち育て 上土井富士子 萌文社

社会的合意形成のプロジェクトマネジメント = Project
Management of Social Consensus Building

桑子, 敏雄, 1951- コロナ社

河川環境の保全と復元 島谷, 幸宏, 1955- 鹿島出版会

川・人・街 リバーフロント整備センター 山海堂

里川の可能性 荒川康 新曜社

空間の履歴 桑子, 敏雄, 1951- 東信堂

都市の記憶 鈴木, 博之, 1945-2014 白揚社

Biostory = ビオストーリー 生き物文化誌学会 生き物文化誌学会



Biostory = ビオストーリー 生き物文化誌学会 生き物文化誌学会

Biostory = ビオストーリー 生き物文化誌学会 生き物文化誌学会

地域再生とネットワーク 岡田, 真美子 昭和堂

感性のフィールド 桑子敏雄 東信堂

生命と風景の哲学 桑子, 敏雄, 1951- 岩波書店

初等統計学／第4版 Hoel, Paul Gerhard, 1905- 培風館

井戸と水みち 水みち研究会 北斗出版

この国の環境 陽, 捷行, 1943- アサヒビール

私たちはどう生きるべきか Singer, Peter, 1946- 筑摩書房

直島コンテンポラリーアートミュージアム 安藤, 忠雄, 1941- 鹿島出版会

最後の恋 阿川佐和子 新潮社

日本思想全史 清水, 正之, 1947- 筑摩書房

サンデルの政治哲学 小林, 正弥, 1963- 平凡社

日本社会の歴史／上 網野善彦 岩波書店

日本社会の歴史／中 網野善彦 岩波書店

日本社会の歴史／下 網野善彦 岩波書店

形而上学の可能性を求めて 佐々木能章 工作舎

からだと食べ物／食物編
女子栄養大学出版
部

からだと食べ物／健康編
女子栄養大学出版
部

これからを生きる心理学 川瀬正裕 ナカニシヤ出版

これからを生きる心理学 川瀬正裕 ナカニシヤ出版

アミューズと先付319 柴田書店 柴田書店

健康観の転換 園田, 恭一, 1932-2010 東京大学出版会

乳幼児と児童のための食べものの科学 大類, 武雄 三洋出版貿易

食品学 荒川, 信彦 調理栄養教育公社



調理と塩 太田, 静行, 1925-2006 学建書院

食の文化史 大塚滋 中央公論社

豊かさの条件 暉峻, 淑子, 1928- 岩波書店

里山を歩こう 今森, 光彦, 1954- 岩波書店

遺跡が語る日本人のくらし 佐原, 真, 1932-2002 岩波書店

「食」の未来 芝崎, 希美夫, 1940- 日本経済新聞社

日本の東西「食」気質 山口, 米子, 1943- 三嶺書房

食べものの道 河野, 友美, 1929- 三嶺書房

箸とフォーク 宗任, 雅子, 1949- 三嶺書房

フードコーディネート論／新版
日本フードスペシャリスト協
会

建帛社

食生活をデザインする 鈴木, 正成, 1940- 講談社

食糧 東京大学出版会

健康・栄養指導 藤沢, 良知, 1929- 同文書院

新・食生活と健康 日本科学者会議 大月書店

加工食品と栄養 細谷, 憲政, 1925- 第一出版

栄養学20章 吉川, 春寿, 1909-1981 東京大学出版会

道具が語る生活史 小泉, 和子, 1933- 朝日新聞社

「食生活指針」の比較検討 豊川, 裕之, 1932- 農山漁村文化協会

集団給食献立作成の手引 西岡葉子 学建書院

うま味調味料の知識 太田静行 幸書房

単位の小事典／新版 高木, 仁三郎, 1938-2000 岩波書店

理科がおもしろくなる12話 山口, 幸夫, 1937- 岩波書店

食塩 木村, 修一, 1929-
女子栄養大学出版
部

コレステロールを下げる食事
女子栄養大学出版
部

献立の立て方レッスン
女子栄養大学出版
部



エネルギーを下げる料理のしかた早わかり 栄養と料理編集部
女子栄養大学出版
部

ダイエットのための食品選び早わかり 栄養と料理編集部
女子栄養大学出版
部

食品のエネルギー早わかり 栄養と料理編集部
女子栄養大学出版
部

まちづくり 学芸出版社

日本の美術館名品展 東京都美術館 美術館連絡協議会

海上の森の花虫樹
ものみ山自然観察会・海上
の森ネットワーク

拳出版

メディカルタウンの自分力 東尾愛子 30

日本獣医公衆衛生史／資料編 日本食品衛生協会 日本食品衛生協会

日本獣医公衆衛生史／記述編 日本食品衛生協会 日本食品衛生協会

現代イスラムの潮流 宮田, 律, 1955- 集英社

生き物をめぐる4つの「なぜ」 長谷川, 真理子, 1952- 集英社

花岡事件 劉, 智渠, 1920- 岩波書店

アジアの歴史 松田, 寿男, 1903-1982 岩波書店

物語・日本人の占領 津野, 海太郎, 1938- 平凡社

ノモンハン事件 小林, 英夫, 1943- 平凡社

大川周明アジア独立の夢 玉居子, 精宏, 1976- 平凡社

クジラは誰のものか 秋道, 智弥, 1946- 筑摩書房

食べる西洋美術史 宮下, 規久朗, 1963- 光文社

遺伝子できまること、きまらぬこと 中込, 弥男, 1935- 裳華房

ベトナム戦争と平和 石川, 文洋, 1938- 岩波書店

ハッブル望遠鏡が見た宇宙／続 野本, 陽代, 1948- 岩波書店

シベリア動物誌 福田, 俊司, 1948- 岩波書店

ハッブル望遠鏡が見た宇宙 野本, 陽代, 1948- 岩波書店

遺跡が語るアジア 大村次郷 中央公論新社

極限に生きる植物 増沢, 武弘, 1945- 中央公論新社



アフリカを行く 吉野信 中央公論新社

宇宙のからくり 山田, 克哉, 1940- 講談社

量子重力理論とはなにか 竹内, 薫, 1960- 講談社

がんとDNA 生田, 哲, 1955- 講談社

現代素粒子物語 中嶋, 彰, 1954- 講談社

地球外生命9の論点 自然科学研究機構 講談社

ホーキング虚時間の宇宙 竹内, 薫, 1960- 講談社

生命にとって水とは何か 中村, 運, 1930- 講談社

新・太陽電池を使いこなす 桑野, 幸徳, 1941- 講談社

ハッブル望遠鏡で見る宇宙の驚異 小野, 夏子 講談社

言論統制 佐藤卓己 中央公論新社

ベトナム戦争 松岡完 中央公論新社

日本海軍の終戦工作 纐纈, 厚, 1951- 中央公論社

西洋音楽史 岡田暁生 中央公論新社
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火山災害 池谷, 浩, 1943- 中央公論新社

中国革命の夢が潰えたとき 諸星, 清佳, 1965- 中央公論新社

エイズをどう救うか 原田, 信志, 1950- 中央公論社

中華民国 横山, 宏章, 1944- 中央公論社

現代経済学の誕生 伊藤, 宣広 中央公論新社

日本陸軍とモンゴル 楊, 海英, 1964- 中央公論新社

ふしぎの植物学 田中, 修, 1947- 中央公論新社

中国と台湾 中川, 昌郎, 1947- 中央公論社

ネズミに襲われる都市 矢部, 辰男, 1940- 中央公論社

パール判決を問い直す 中島, 岳志, 1975- 講談社



日中戦争 小林, 英夫, 1943- 講談社

<意識>とは何だろうか 下条, 信輔, 1955- 講談社

北朝鮮の外交戦略 重村, 智計, 1945- 講談社
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北朝鮮データブック 重村, 智計, 1945- 講談社

日本の公安警察 青木, 理, 1966- 講談社
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イスラームとは何か 小杉, 泰, 1953- 講談社
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太平洋戦争陸戦概史 林, 三郎, 1904- 岩波書店

木簡から古代がみえる 和田萃 岩波書店

朝鮮人強制連行 外村, 大, 1966- 岩波書店

パレスチナ／新版 広河, 隆一, 1943- 岩波書店

溥儀 入江, 曜子, 1935- 岩波書店

植民地朝鮮と日本 趙, 景達, 1954- 岩波書店

現代中国文化探検 藤井省三 岩波書店

ナチ・ドイツと言語 宮田, 光雄, 1928- 岩波書店

イラク戦争と占領 酒井, 啓子, 1959- 岩波書店

ルポ労働と戦争 島本, 慈子, 1951- 岩波書店

戦後政治史／新版 石川真澄 岩波書店

現代に生きるケインズ 伊東, 光晴, 1927- 岩波書店

インカを歩く 高野, 潤, 1947- 岩波書店
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新しい世界史へ 羽田, 正, 1953- 岩波書店

原発訴訟 海渡, 雄一, 1955- 岩波書店

日本縦断徒歩の旅 石川, 文洋, 1938- 岩波書店

低炭素社会のデザイン 西岡, 秀三, 1939- 岩波書店

地震予知を考える 茂木, 清夫, 1929- 岩波書店

宇宙の果てにせまる 野本, 陽代, 1948- 岩波書店

分子生物学入門 美宅, 成樹, 1949- 岩波書店

精子の話 毛利, 秀雄, 1930- 岩波書店

疑似科学入門 池内, 了, 1944- 岩波書店

がんと人間 杉村, 隆, 1926- 岩波書店

宇宙論入門 佐藤, 勝彦, 1945- 岩波書店

細胞から生命が見える 柳田, 充弘, 1941- 岩波書店

アマゾン 西沢, 利栄, 1929- 岩波書店

孤島の生物たち 小野, 幹雄, 1932- 岩波書店

食べるギリシア人 丹下, 和彦, 1942- 岩波書店

警察の社会史 大日方, 純夫, 1950- 岩波書店

ノモンハン戦争 田中, 克彦, 1934- 岩波書店

教科書の中の宗教 藤原, 聖子, 1963- 岩波書店

感染症と文明 山本, 太郎, 1964- 岩波書店

古代国家はいつ成立したか 都出, 比呂志, 1942- 岩波書店

日本の軍隊 吉田, 裕, 1954- 岩波書店

東洋医学 大塚, 恭男, 1930-2009 岩波書店

自動車の世紀 折口, 透, 1925- 岩波書店

西遊記 中野, 美代子, 1933- 岩波書店



北朝鮮現代史 和田, 春樹, 1938- 岩波書店

日本が｢神の国｣だった時代 入江曜子 岩波書店

気になる胃の病気 渡辺, 純夫, 1951- 岩波書店

中華人民共和国史 天児慧 岩波書店

イスラーム主義とは何か 大塚, 和夫, 1949-2009 岩波書店

朝鮮と日本に生きる 金, 時鐘, 1929- 岩波書店

在日朝鮮人 水野, 直樹, 1950- 岩波書店

胃は悩んでいる 伊藤, 漸, 1931- 岩波書店

マヤ文明 青山, 和夫, 1962- 岩波書店

中国人強制連行 杉原達 岩波書店

中国侵略の証言者たち 豊田雅幸 岩波書店

極北シベリア 福田, 正己, 1944- 岩波書店

特高警察 荻野, 富士夫, 1953- 岩波書店

太陽系大紀行 野本, 陽代, 1948- 岩波書店

中世社会のはじまり 五味, 文彦, 1946- 岩波書店

鎌倉幕府と朝廷 近藤, 成一, 1955- 岩波書店

室町幕府と地方の社会 榎原, 雅治, 1957- 岩波書店

分裂から天下統一へ 村井, 章介, 1949- 岩波書店

幕末から維新へ 藤田, 覚, 1946- 岩波書店

農耕社会の成立 石川, 日出志, 1954- 岩波書店

ヤマト王権 吉村, 武彦, 1945- 岩波書店

飛鳥の都 吉川, 真司, 1960- 岩波書店

平城京の時代 坂上, 康俊, 1955- 岩波書店

平安京遷都 川尻, 秋生, 1961- 岩波書店

摂関政治 古瀬, 奈津子, 1954- 岩波書店



国際関係がわかる本 原, 康, 1933- 岩波書店
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この国のゆくえ 梅田, 正己, 1936- 岩波書店

日本の戦跡を見る 安島, 太佳由, 1959- 岩波書店
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私は「蟻の兵隊」だった 奥村, 和一, 1924-2011 岩波書店

新エイズの基礎知識 山本, 直樹, 1945- 岩波書店
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憲法読本 杉原, 泰雄, 1930- 岩波書店

地磁気逆転X年 綱川, 秀夫, 1954- 岩波書店
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明治維新 田中, 彰, 1928- 岩波書店

大地の躍動を見る 山下, 輝夫, 1948- 岩波書店
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