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新規購入図書
図書名 著者名 出版社名

21世紀の女性と仕事 大沢真知子
放送大学教育振興
会

ファッション販売／1
日本ファッション教育振興
協会

日本ファッション教育
振興協会

フードコーディネーター教本／2018
日本フードコーディネーター
協会

柴田書店

ファッション販売能力検定試験問題集3級／改訂版
日本ファッション教育振興
協会

日本ファッション教育
振興協会

PowerPointプレゼンテーション技能認定試験問題集
サーティファイソフトウェア
活用能力認定委員会

サーティファイ

食品衛生学／第4版 植木幸英 講談社

Word文章処理技能認定試験1・2級問題集
サーティファイ　ソフトウェア
活用能力認定委員会

株式会社サーティ
ファイ

誕生日を知らない女の子 黒川祥子 集英社

生殖医療の衝撃 石原理 講談社

君たちはどう生きるか 吉野源三郎 マガジンハウス

こころに響く方丈記 木村耕一 1万年堂出版

新卒採用基準 廣瀬泰幸 東洋経済新報社

火星に住むつもりかい? 伊坂幸太郎 光文社

妻に捧げた1778話 眉村卓 新潮社

人魚の眠る家 東野, 圭吾, 1958- 幻冬舎

とりあえずウミガメのスープを仕込もう。 宮下奈都 扶桑社

ルフィと白ひげ信頼される人の条件 = Monkey D.Luffy &
Edward Newgate's Leadership Skill

安田雪 アスコム

なぜ君は働くのか 小宮一慶 主婦の友社

歎異抄をひらく 高森顕徹 1万年堂出版

こころ彩る徒然草 木村耕一 1万年堂出版

新規購入図書のお知らせ
　今年度6月1日～6月30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。



貧困世代 藤田孝典 講談社

卵子老化の真実 河合蘭 文藝春秋

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

不登校・ひきこもりの心がわかる本 磯部潮 講談社

読む知る話すほんとうにあった食べものと命のお話 内田美智子 講談社

フツーの会社員だった僕が、青山学院大学を箱根駅伝
優勝に導いた47の言葉

原晋 アスコム

終わった人 内館牧子 講談社

きみはいい子 中脇初枝 ポプラ社

母子保健の主なる統計／2017 母子衛生研究会 母子保健事業団

スパイス調味事典 武政三男 幸書房

学校給食調理従事者研修マニュアル
文部科学省スポーツ青少
年局

文部科学省スポー
ツ・青少年局学校健
康教育課

くちびるに歌を 中田永一 小学館

栄養まるごと10割レシピ！
東京慈恵会医科大学附属
病院栄養部

世界文化社

認知症の人の摂食障害最短トラブルシューティング 吉田貞夫 医歯薬出版

一生使える毎日の腎臓病献立／最新決定版 川村哲也 主婦の友社

解剖生理学／改訂第2版 志村二三夫 羊土社

生化学
小野廣紀、千裕美、吉澤み
な子、日比野久美子

化学同人

運動生理・栄養学／改訂第2版 髙松薫 建帛社

食品学総論／第3版 森田潤司 化学同人

食品学各論・食品加工学 谷口 光生館

基礎からの食品・栄養学実験／改訂 村上俊男 建帛社

応用栄養学 栢下淳 羊土社

基礎栄養学／第3版 田地陽一 羊土社

臨床栄養学概論 友竹浩之 講談社

新調理学 下村　道子 光生館



栄養士・管理栄養士をめざす人の調理・献立作成の基
礎

坂本裕子 化学同人

食品成分表／2018 香川明夫
女子栄養大学出版
部

福祉実践をサポートする介護概論 菊池信子 保育出版社

だいじょうぶ3組 乙武洋匡 講談社

いじめとは何か 森田洋司 中央公論新社

子ども虐待ソーシャルワーク論 才村純 有斐閣

乳幼児とその家族への早期支援 福井逸子 北大路書房

子育ての環境学 大日向雅美 大修館書店

国際比較にみる世界の家族と子育て 牧野カツコ ミネルヴァ書房

キャリアの心理学／新版 渡辺三枝子 ナカニシヤ出版

よくわかる発達障害／第2版 小野次朗 ミネルヴァ書房

日本人の心はなぜ強かったのか 齋藤孝 PHP研究所

発達支援のための生涯発達心理学 前原武子 ナカニシヤ出版

調理文化学 大塚滋 建帛社

献立学 熊倉功夫, 川端晶子 建帛社

美味学 増成隆士 建帛社

食品調理機能学 田村真八郎 建帛社

臨床調理学 豊川裕之 建帛社

環境調理学
木村修一, 山口貴久男, 川
端晶子

建帛社

食品工業とバイオテクノロジー 貝沼, 圭二, 1936- 明文書房

江戸のファーストフード 大久保洋子 講談社

オリエント学インド学論集 日本オリエント学会 国書刊行会

俳句、はじめました 岸本葉子 角川学芸出版

心の生理 小西忠正
日本YMCA同盟出版
部

文明のあけぼの 三笠宮崇仁 集英社



正倉院への道 松本清張 日本放送出版協会

新版調理学／新版訂正 松元文子 光生館

調理工学 矢野俊正 建帛社

臨床調理学 豊川裕之 建帛社

コレラの世界史 見市雅俊 晶文社

西洋史概説／上巻 尾鍋輝彦 学生社

西洋史概説／中巻／3訂増補 尾鍋輝彦 学生社

西洋史概説／下巻 尾鍋輝彦 学生社

ユダヤ古代誌 フラウィウス・ヨセフス 山本書店

ユダヤ古代誌 フラウィウス・ヨセフス 山本書店

ユダヤ古代誌 フラウィウス・ヨセフス 山本書店

ユダヤ古代誌 フラウィウス・ヨセフス 山本書店

ユダヤ古代誌 フラウィウス・ヨセフス 山本書店

横浜バンド史話 高谷道男 築地書館

大地からの贈物 太田愛人 中央公論社

<ビジュアル版>世界の歴史／2 小川英雄 講談社

最古の料理 ジャン・ボテロ 法政大学出版局

アメリカ／改訂新版 有賀貞 山川出版社

イエスの原風景 松本富士男 新泉社

隊商都市 ミカエル・ロストフツェフ 新潮社

中東危機の震源を読む 池内恵 新潮社

食べるギリシア人 丹下, 和彦, 1942- 岩波書店

イラクは食べる 酒井啓子 岩波書店

絶景鉄道地図の旅 今尾恵介 集英社

新しい太陽系 渡部潤一 新潮社



ピラミッド・タウンを発掘する 河江肖剰 新潮社

心がみるみる晴れる坐禅のすすめ 平井正修 幻冬舎

中野京子と読み解く名画の謎／対決篇 中野京子 文藝春秋

地球の履歴書 大河内直彦 新潮社

SFの世界／新版 福島正実 三省堂

おっかさんおかあさん 柊益美 山脈出版の会

ギリシャ神話の旅 楠見千鶴子 毎日新聞社

ヨーロッパの不思議な町 巌谷国士 筑摩書房

反ポピュリズム論 渡邉恒雄 新潮社

黙示録 岡田温司 岩波書店

至福のすし 山本益博 新潮社

『臨済録』を読む 有馬賴底 講談社

旧約聖書の謎 長谷川修一 中央公論新社

警察手帳 古野まほろ 新潮社

蛭子の論語 蛭子能収 KADOKAWA

不惑の心得 林家三平 竹書房

学歴・階級・軍隊 高田里惠子 中央公論新社

真田一族と幸村の城 山名美和子 KADOKAWA

日本人に生まれて、まあよかった 平川祐弘 新潮社

思い立ったが絶景 吉田友和 朝日新聞出版

日本人の誇り 藤原正彦 文藝春秋

元号の還暦 陳舜臣 中央公論社

「忠臣蔵」の決算書 山本博文 新潮社

戦国の陣形 乃至政彦 講談社

ケネディのいちばん長い日 ローバート・ドノバン 毎日ワンズ



大国・日本の「正体」 谷沢永一 講談社

ロソフスキー教授の大学の未来へ ヘンリー・ロソフスキー
ティビーエス・ブリタニ
カ

天才 石原慎太郎 幻冬舎

古事記の迷彩 坂口進 文芸社

カルタゴ アラン・ロイド 河出書房新社

当確師 真山仁 中央公論新社

世界のエリートはなぜ、「この基本」を大事にするのか? 戸塚隆将 朝日新聞出版

日の丸の履歴書 吹浦忠正 ネスコ

英国一家、日本を食べる マイケル・ブース 亜紀書房

激白新撰組 永倉新八 毎日ワンズ

マウイ島・ハワイ島ホノルル 昭文社

四季乃衣 柳宗玄 学士会

敦煌の飲食文化 高啓安 東方書店

こどもたちへ積善と陰徳のすすめ 袁了凡 梓書院

世界の美しいお城 = The World Beautiful Castles 学研パブリッシング

夜明けまで眠らない = NO SLEEP TILL DAWN 大沢在昌 双葉社

スコッチへの旅 平沢正夫 新潮社

幻の料亭・日本橋「百川」 小泉, 武夫, 1943- 新潮社

新・ワイン学入門 福田育弘
集英社インターナショ
ナル

空海 髙村薫 新潮社

山怪／2 田中康弘 山と溪谷社

剣豪夜話 津本陽 文藝春秋

陽炎の門 葉室麟 講談社

鬼門の将軍 高田崇史 新潮社

官賊と幕臣たち 原田伊織 毎日ワンズ



恋する武士闘う貴族 関幸彦 山川出版社

義貞の旗 安部龍太郎 集英社

竹中半兵衛 橘義郷 文芸社

カンディード ヴォルテール 岩波書店

岐阜県謎解き散歩 山田敏弘 新人物往来社

刀伊入寇 葉室麟 実業之日本社

壺霊／上 内田康夫 角川書店

逆軍の旗／新装版 藤沢周平 文藝春秋

ナニワ・モンスター 海堂尊 新潮社

メリメ怪奇小説選 杉捷夫 岩波書店

イスラーム文化 井筒俊彦 岩波書店

欧亜純白／上 大沢在昌 集英社

欧亜純白／下 大沢在昌 集英社

大和古寺巡礼 青山茂 社会思想社

オーパ 開高健 集英社

ギリシア神話 高津春繁 岩波書店

ふらんす物語／改版 永井荷風 岩波書店

命もいらず名もいらず／上 (幕末篇) 山本兼一 集英社

命もいらず名もいらず／下 (明治篇) 山本兼一 集英社

ウーマンズボディー ダイヤグラム・グループ 鎌倉書房

Seven hills
 セブンヒルズ・プレミ
アム

ほとけさまのサイン 天台宗出版室

開かれた大学授業をめざして
京都大学高等教育教授シ
ステム開発センター

玉川大学出版部

箸のはなし 阿部正路 ほるぷ出版

新調理科学講座／6 (調味料・嗜好品) 下田吉人 朝倉書店



新調理科学講座／1 (調理と化学) 下田吉人 朝倉書店

お米とわたし 甕滋

THE　INQUISITIVE　COOK

世界の米と日本の米

米の美味しさの科学

Better　Homes　and　Gardens

一皿の料理 常原久弥 暮しの手帖社

Handdook　of　Food　Preparation

『日葡辞典』　所載飲食関係用語総覧 松本仲子 岩波ブックセンター

キャッバ文化と粉粥餅文化 関野吉晴,賀曽利隆 柴田書店

粉食文化と肉食文化 向後紀代美 柴田書店

粒食文化と芋飯文化 神崎宣武 柴田書店

菓子の科学 渡辺長男 同文書院

調理と物理・生理 下田吉人 [等] 朝倉書店

やさしいレオロジー 村上謙吉 産業図書

食品組織学 市川収 光生館

食品組織学 星野忠彦 光生館

食品・調理・加工の組織学 田村咲江 学窓社

顕微鏡のすべて 井上, 勤, 1926- 地人書館

図説現代生物学／改訂三版 新津恒良 丸善

図説　調理の基本 河野貞子 新思潮社

中国野菜の本 小笹六郎 文化出版局

日本の古典名著・総解説／改訂版 自由国民社

電子レンジ「こつ」の科学 肥後温子 柴田書店

わが遍歴の山河 東山魁夷 新潮社



日本の食物史 安達巌 同文書院

箸の本 本田総一郎 柴田書店

ラルース・フランス料理小事典
日高達太郎 技術監修: 小
野正吉

柴田書店

調理のための食品学辞典 梶田武俊 朝倉書店

世界の都市の物語／14 高橋正男 文芸春秋

染織事典 中江克己 泰流社

調理用語辞典 全国調理師養成施設協会
全国調理師養成施
設協会

仏英和料理用語辞典 山本直文 白水社

コーヒー雑学事典 講談社 講談社

簡明食辞林 樹村房

HONG　KONG　HERBS　AND　VINES

熱帯アジア14カ国の家庭料理 吉田よし子 楽游書房

伝統食品の知恵 柴田書店 柴田書店

家庭で楽しむ薬膳薬酒 謝敏[キ] 金園社

朝鮮料理 伊原圭 日韓書房

食品組織研究の方法およびその実例

バイオ食品の驚異 石倉俊治 講談社

お茶はこんなに効く 小国伊太郎 中日新聞本社

越前 杉本寿 保育社

日本の淘磁 坂田泥華

江戸流行料理通 栗山善四郎 教育社

江戸流行料理通 栗山善四郎 教育社

料理物語 平野雅章 教育社

料理山海郷 博望子 教育社

名飯部類 杉野権兵衛 教育社



万宝料理秘密箱 器土堂主人 教育社

古今名物御前菓子秘伝抄 鈴木晋一 教育社

豆腐百珍 何必醇 教育社

典座教訓 道元 教育社

これがコピー食品だ! コピー食品研究会 三一書房

うま味の誕生 柳田友道 岩波書店

「食」の近代史 大塚力 教育社

栽培植物と農耕の起源 中尾佐助 岩波書店

ゴマの来た道 小林貞作 岩波書店

発酵 小泉武夫 中央公論新社

江戸の料理史 原田信男 中央公論新社

食物誌 石毛直道 中央公論社

総合調理科学事典 日本調理科学会 光生館

統計小事典 日本統計協会 日本統計協会

近現代の食文化 石川寛子
アイ・ケイコーポレー
ション

つきぢ田村の隠し味365日 田村隆 白水社

調理科学講座／2 島田淳子 朝倉書店

調理科学講座／6 橋本慶子 朝倉書店

調理科学講座／7 橋本慶子 朝倉書店

食生活と調理 日本家政学会 朝倉書店

調理科学講座／1 島田淳子 朝倉書店

食生活の設計と文化 日本家政学会 朝倉書店

食生活と栄養 日本家政学会 朝倉書店

食生活と食品素材 日本家政学会 朝倉書店

食生活と加工食品 日本家政学会 朝倉書店



調理科学事典 河野, 友美, 1929- 医歯薬出版

製パンプロセスの科学 田中康夫 光琳

環境調理学
木村修一, 山口貴久男, 川
端晶子

建帛社

製パン材料の科学 田中康夫 光琳

澱粉科学実験法 鈴木繁男 朝倉書店

基礎調理の実験・実習 板橋文代 柴田書店

調理 調理教育研究会 建帛社

食と調理学 武恒子 弘学出版

ラルース・フランス料理小事典
日高達太郎 技術監修: 小
野正吉

柴田書店

調理と油脂 太田静行 学建書院

日本の酒 坂口謹一郎 岩波書店

パプアニューギニアの食生活 鈴木継美 中央公論社

フランス料理 フランソワ・ルリ 白水社

和菓子の京都 川端道喜 岩波書店

チョコレートの科学 蜂屋巌 講談社

食べものの四季 平野雅章 講談社現代新書

食品を見わける 磯部昌策 岩波書店

日本人の求めたうま味 近藤, 弘, 1924-1992 中央公論社

味覚と味 ジャック・ル・マニャン 白水社

食事と文明論 石毛直道 中央公論社

新つけもの考 前田安彦 岩波書店

穀物メジャー 石川, 博友, 1924- 岩波書店

肥満遺伝子 蒲原聖可 講談社

総合栄養学事典 吉川春寿 同文書院

小学館ランダムハウス英和大辞典 編集: 小学館



わかる！学問の最先端 河合塾 宝島社

高齢社会の環境・設備 日本建築科学会

見方・かき方建築工事の工程表 渡邉芳廣 オーム社

熱力学 押田勇雄 裳華房

すぐれた脳に育てる 久保田競 BL出版

癒しの時代をひらく 上田紀行 法藏館

虫捕る子だけが生き残る 養老孟司 小学館

オックスフォード・カラー英和大辞典／3 (Doi-Gov) 福武書店

オックスフォード・カラー英和大辞典／1 (A-Car) 福武書店

オックスフォード・カラー英和大辞典／4 (Gow-Lea) 福武書店

オックスフォード・カラー英和大辞典／2 (Cas-Doh) 福武書店

オックスフォード・カラー英和大辞典／5 (Leb-Ouz) 福武書店

オックスフォード・カラー英和大辞典／6 (Ova-Res) 福武書店

オックスフォード・カラー英和大辞典／8 (Sum-Zym) 福武書店

オックスフォード・カラー英和大辞典／7 (Ret-Sul) 福武書店

世界大百科年鑑／1982 平凡社 平凡社

世界大百科年鑑／1980 平凡社 平凡社

世界大百科年鑑／1981 平凡社 平凡社

世界大百科年鑑／1979 平凡社 平凡社

日本大百科全書／1 (あーあん) 小学館

日本大百科全書／2 (いーうう) 小学館

日本大百科全書／3 (うえーおおち) 小学館

日本大百科全書／4 (おおつーかき) 小学館

日本大百科全書／5 (かくーかる) 小学館

日本大百科全書／6 (かれーきよう) 小学館



日本大百科全書／7 (きよえーくん) 小学館

日本大百科全書／8 (けーこうの) 小学館

日本大百科全書／9 (こうはーさう) 小学館

日本大百科全書／10 (さえーしつ) 小学館

日本大百科全書／11 (してーしようし) 小学館

日本大百科全書／12 (しようすーすく) 小学館

日本大百科全書／13 (すけーせん) 小学館

日本大百科全書／14 (そーたろ) 小学館

日本大百科全書／15 (たわーつん) 小学館

日本大百科全書／16 (てーとく) 小学館

日本大百科全書／17 (とけーにほんく) 小学館

日本大百科全書／18 (にほんけーはな) 小学館

日本大百科全書／19 (はにーひん) 小学館

日本大百科全書／20 (ふーへか) 小学館

日本大百科全書／21 (へきーます) 小学館

日本大百科全書／22 (ませーもぬ) 小学館

日本大百科全書／23／（もねーりこ） 小学館

日本大百科全書／24 (りさーん) 小学館

日本大百科全書／25 (索引) 小学館

空気調和・衛生工学便覧／4 (給排水衛生設備設計篇)
／第12版

空気調和・衛生工学会
空気調和・衛生工学
会

空気調和・衛生工学便覧／5／第13版 空気調和・衛生工学会
空気調和・衛生工学
会

空気調和・衛生工学便覧／2／第13版 空気調和・衛生工学会
空気調和・衛生工学
会

空気調和・衛生工学便覧／2 (汎用機器・空調機器篇)
／第12版

空気調和・衛生工学会
空気調和・衛生工学
会

空気調和・衛生工学便覧／4／第13版 空気調和・衛生工学会
空気調和・衛生工学
会

空気調和・衛生工学便覧／1／第13版 空気調和・衛生工学会
空気調和・衛生工学
会



空気調和・衛生工学便覧／1 (基礎篇)／第12版 空気調和・衛生工学会
空気調和・衛生工学
会

空気調和・衛生工学便覧／6／第13版 空気調和・衛生工学会
空気調和・衛生工学
会

空気調和・衛生工学便覧／3 (空気調和設備設計篇)／
第12版

空気調和・衛生工学会
空気調和・衛生工学
会

空気調和・衛生工学便覧／3／第13版 空気調和・衛生工学会
空気調和・衛生工学
会

空気調和・衛生工学便覧／5 (材料・施工・維持管理篇)
／第12版

空気調和・衛生工学会
空気調和・衛生工学
会

空気調和・衛生工学便覧／6 (応用篇)／第12版 空気調和・衛生工学会
空気調和・衛生工学
会

新太陽エネルギー利用ハンドブック
新太陽エネルギー利用ハン
ドブック編集委員会

日本太陽エネルギー
学会

Dictionnaire pratique Francais-Japonais = 新佛和中辭
典

井上源次郎 Librairie Hakusuisha

コンサイス和独辞典／第2版 国松孝二 三省堂

現代中日辞典／増訂版 香坂順一 光生館

新和仏中辞典 三木治 白水社

「四字熟語」博覧辞典 真藤建志郎 日本実業出版社

英語スラング辞典 リチャード・A.スピアーズ 研究社出版

現代米語コーパス辞典 坂下昇 講談社

暮らしの日本語百科 藤田祐賢 三宝出版

岩波小辞典法律／第3版 戒能通孝 岩波書店

現代日中辞典 香坂順一 光生館

コンサイス独和辞典／第4版 倉石五郎 三省堂

日韓対照漢字読み方辞典 [金宇烈] 国書刊行会

土木用語辞典 土木用語辞典編集委員会 コロナ社

基礎日本語 森田良行 角川書店

新コンサイス英和辞典／第2版 佐々木達 三省堂

岩波生物学辞典／第2版 山田常雄 岩波書店

現代中国語辞典 香坂順一 光生館

西和中辞典 桑名一博 小学館



岩波古語辞典 大野晋 岩波書店

地域からの住まいづくり 眞嶋二郎 ドメス出版

住宅白書／2007-2008 日本住宅会議 ドメス出版

岩波情報科学辞典 長尾真 岩波書店

英日中工業技術大辞典 工業調査会

日韓対照漢字読み方辞典 [金宇烈] 国書刊行会

料理は世につれ… 田村平治 東京有名百味会

仏英和料理用語辞典 山本直文 白水社

山形の紅花 黒木衛 山形市観光協会

国試の麗人 RDC管理栄養士センター
RDC管理栄養士セン
ター

戦後賃金の軌跡 田口和雄 中央経済社


