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2020.04.01～2020.05.29

資料ID タイトル 著者名 所在 請求記号
0003295154 太一×ケンタロウ男子ごはんの本 [その1] 国分太一, ケンタロウ著 開架 596/KO/1
0003030751 ほめられレシピ : 何度でも作りたくなる (レタスクラブMOOK) 馬場香織[著] 開架 596/BA
0003012208 5分・10分・20分で!ぱぱっと野菜のおかず100 松田万里子著 開架 596.3/MA
0003323215 レシピを見ないで作れるようになりましょう。 有元葉子著 開架 596/AR
0003212815 ちゃんと作れる!昔ながらのお母さんのおかず (エイムック:2676. ei cooking) 橋本加名子, 太田静栄[著] 開架 596/HA
0002900834 おいしいね電子レンジ (講談社のお料理BOOK) 栗原はるみ著 開架 596/KU
0002955204 ひとり暮らしのかんたんレシピ 大庭英子著 開架 596/OB
0003323564 歴メシ! : 世界の歴史料理をおいしく食べる 遠藤雅司著 開架 383.8/EN
0003266331 夢の名作レシピ : マンガ・絵本・アニメのあの料理がつくれる! 1 開架 596/YU/1
0003266340 夢の名作レシピ : マンガ・絵本・アニメのあの料理がつくれる! 2 開架 596/YU/2
0003266359 夢の名作レシピ : マンガ・絵本・アニメのあの料理がつくれる! 3 開架 596/YU/3
0003156625 女子栄養大学のお料理入門 : きちんと作れば、ちゃんとおいしい 小川久惠著 開架 596/OG
0003159297 新おべんとう365日 : 決定版 (レタスクラブMOOK) 開架 596.4/SH
0003080180 免疫力を高める野菜 : 病気にならない! 開架 498.5/ME
0002812848 好きになる免疫学 : 「私」が「私」であるしくみ 萩原清文著 開架 491.8/HA
0003328765 シリコンバレー式自分を変える最強の食事 デイヴ・アスプリー著/栗原百代訳 開架 498.5/AS
0003129217 弁当の本 : 最強にして抱腹絶倒!究極の弁当攻略術 よりのまさみ著 開架 596.4/YO
0003362945 もっと!おうちの科学 : 暮らしに効く55のおいしい知恵となるほどコラム 内田麻理香著/赤塚千賀子イラスト 開架 592/UC
0003252524 毎日がときめく片づけの魔法 近藤麻理恵著 開架 597.5/KO
0003161760 暮らしを美しくするコツ509 暮しの手帖編集部著 開架 590/KU
0003134718 脱!家事オンチ : ひとり暮らしのための自炊、洗濯、掃除の基本 アサイチエ画 開架 590/AS
0003088364 ひとり暮らしのトラブル安心BOOK (ひとり暮らしNAVIシリーズ) 開架 590/HI
0003347546 大学生のための法学 : キャンパスライフで学ぶ法律入門 長沼建一郎著 開架 321/NA
0003276926 大学生が知っておきたい生活のなかの法律 細川幸一著 開架 320/HO

ようこそ県大へ!!　　　　　　

新生活応援BOOKS!!
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0003012191 大学学びのことはじめ : 初年次セミナーワークブック 佐藤智明[ほか]編 開架 377.9/SA
0003081552 大学生活ナビ 玉川大学コア・FYE教育センター編 開架 377.9/TA
0003261318 フレッシュマンセミナーテキスト : 大学新入生のための学び方ワークブック 第2版 初年次教育テキスト編集委員会編 開架 377.9/SH
0002773293 わかりやすいレポートの書き方 (エキスパートナースMOOK. 看護学生版シリーズ:3) 根津進著 開架 492.907/NE
0003243356 ナースのためのレポートの書き方 : 看護のプロが教える「伝わる文章」の作法 水戸美津子著 開架 492.907/MI
0003075143 看護学生のためのレポート・論文の書き方 : 正しく学ぼう「書く基本」「文章の組み立て」 改訂4版 髙谷修著 開架 492.907/TA
0003287983 〈即戦力になる〉実験ノート入門 : 効果的なレポート・論文の書き方 (わかる基礎入門シリーズ) 吉村忠与志著 開架 407/YO
0003350669 図解でわかる!理工系のためのよい文章の書き方 : 論文・レポートを自力で書けるようになる方法 福地健太郎, 園山隆輔著 開架 407/FU
0003331388 福祉系学生のためのレポート&卒論の書き方 3訂 川村匡由著 開架 369.07/KA
0003156778 ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方 石井一成著 開架 816.5/IS
0003158138 論文・レポートの基本 : この1冊できちんと書ける! 石黒圭著 開架 816.5/IS
0003001769 大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法 松本茂, 河野哲也著 開架 002.7/MA
0003158129 大学生学びのハンドブック : 勉強法がよくわかる! 改訂版 世界思想社編集部編 開架 377.15/SE
0003091781 大学生の学習テクニック 新版 森靖雄著 開架 377.15/MO
0003174981 大学生のための「学ぶ」技術 : 就活難民にならないための頭の鍛え方 常見陽平著 開架 377.15/TU
0003145480 これからを生き抜くために大学時代にすべきこと 許光俊著 開架 159.7/KY
0003269010 大学1年生のための伝わるレポートの書き方 都筑学著 開架 816.5/TU
0003072713 思考の整理学 (ちくま文庫) 外山滋比古著 開架 141.5/TO
0003348696 福澤諭吉現代語訳学問のすすめ 河野英太郎著 開架 370/KO

0003288060 Life Shift (ライフシフト) : 100年時代の人生戦略
リンダ・グラットン, アンドリュー・スコット著
/池村千秋訳

開架 159/GR

0003347082 「言葉にできる」は武器になる。 梅田悟司著 開架 141.5/UM
0003199415 東大物理学者が教える「考える力」の鍛え方 : 想定外の時代を生き抜くためのヒント 上田正仁著 開架 141.5/UE
0003179431 スタンフォードの自分を変える教室 ケリー・マクゴニガル著/神崎朗子訳 開架 141.8/MC
0003094700 これからの「正義」の話をしよう : いまを生き延びるための哲学 36版 マイケル・サンデル著/鬼澤忍訳 開架 311.1/SA
0003091272 20歳のときに知っておきたかったこと (スタンフォード大学集中講義:[1]) ティナ・シーリグ著/高遠裕子訳 開架 159/SE/1

0003273701 7つの習慣原則中心リーダーシップ : 成功を持続するリーダーの中心には原則があった!
スティーブン・R・コヴィー著/フランクリン・
コヴィー・ジャパン訳

開架 159/CO

0003113960 スティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン : 人々を惹きつける18の法則 カーマイン・ガロ著/井口耕二訳 開架 336.4/GA
0003350418 1分で話せ : 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術 伊藤羊一著 開架 336.4/IT
0003355995 学びを結果に変えるアウトプット大全 (Sanctuary books) 樺沢紫苑著 開架 002.7/KA
0003306410 大人の語彙力ノート : 誰からも「できる!」と思われる 齋藤孝著 開架 814/SA
0003347000 メモの魔力 (NewsPicks book) 前田裕二著 開架 002.7/MA

0003347420 1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365
デイヴィッド・S・キダー, ノア・D・オッペンハ
イム著/小林朋則訳

開架 033/KI

0003344287 Factfulness : 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣
ハンス・ロスリング, オーラ・ロスリング, ア
ンナ・ロスリング・ロンランド著/上杉周作,
関美和訳

開架 002.7/RO

0003265772 本を読む人だけが手にするもの 藤原和博著 開架 019/FU
0003322218 速読日本一が教えるすごい読書術 : 短時間で記憶に残る最強メソッド 角田和将著 開架 019/TU
0003172343 The books : 365人の本屋さんがどうしても届けたい「この一冊」 ミシマ社編 開架 019/MI
0003296384 図書館徹底活用術 : ネットではできない!信頼される「調べる力」が身につく 開架 015/TE

　レポート、レジュメ、発表準備に図書館を使いこなそう　　　      　 大学での学びをサポート
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0003269976 図書館「超」活用術 : 最高の「知的空間」で、本物の思考力を身につける 奥野宣之著 開架 015/OK
0003098708 ぼくらの頭脳の鍛え方 : 必読の教養書400冊 (文春新書:719) 立花隆, 佐藤優著 開架 019/TA
0003321097 君たちはどう生きるか 吉野源三郎著 開架 159/YO
0003328087 死ぬこと以外かすり傷 箕輪厚介著 開架 159/MI
0003089594 やる気のスイッチ! 山﨑拓巳著 開架 159/YA
0003094040 味方が10人増える!「人づき合い」のコツ 西松眞子著 開架 336.4/NI
0003161055 置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子著 開架 159/WA

0003294522 まんがでわかる伝え方が9割
佐々木圭一著/星井博文シナリオ/大舞キ
リコ作画

開架 361.45/SA

資料ID タイトル 著者名 所在 請求記号
0003209907 おかやま伝説紀行 立石憲利著 開架 388.175/TA
0003237705 吉備線各駅ぶらり散策 (岡山文庫:292) 倉敷ぶんか倶楽部編 2階中央 291.7/OK/292
0003259667 岡山の魅力再発見 : 歴史・伝承・文学・アート (岡山文庫:297) 柳生尚志著 2階中央 291.7/OK/297
0003318518 岡山路上博物館 (岡山文庫:310) 河原馨著 2階中央 291.7/OK/310
0003341106 目で見る岡山弁 (岡山文庫:314) 吉田則夫著 2階中央 291.7/OK/314
0003251867 岡山の妖怪事典 鬼・天狗・河童編 (岡山文庫:290, 296) 木下浩編著 2階中央 291.7/OK/296
0003229329 岡山の妖怪事典 妖怪編 (岡山文庫:290, 296) 木下浩編著 2階中央 291.7/OK/290
0001129013 岡山のことわざ12か月 立石憲利編著 開架 388.8/TA
0002866533 おかやま歴史の旅百選 (吉備人選書:4) 吉備人出版編集部編 開架 291.75/KI
0003171506 いにしえ吉備の自転車古墳さんぽ 吉備野工房ちみち編 開架 291.75/KI
0003310389 瀬戸内海モダニズム周遊 橋爪紳也著 開架 217.4/HA
0003273792 瀬戸の島あるき : 地図で旅する香川沖26島 Rootsbooks編著 開架 291.82/RO
0003146343 岡山後楽園の春夏秋冬 難波由城雄著 開架 629.217/NA
0003315464 縄文の神々と古代吉備王国 井上日出男著 地域 217.5/IN
0003362605 瀬戸内シネマ散歩 [1] 鷹取洋二著 地域 778.21/TA/1
0003362614 瀬戸内シネマ散歩 2 鷹取洋二著 地域 778.21/TA/2
0003362490 瀬戸内シネマ散歩 3 鷹取洋二著 地域 778.21/TA/3
0003322478 カメラはじめます! (Sanctuary books) こいしゆうか著 開架 742.5/KO

晴れの国おかやま魅力紹介
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0003354041 慈愛と福祉岡山の先駆者たち 1 山陽放送学術文化財団編 地域 369.021/JI/1
0003014140 良寛 : 聖にあらず、俗にもあらず (別冊太陽. 日本のこころ:153) 開架 188.82/RY
0002091607 魔法 : 坪田譲治童話集 (日本児童文学館 : 名著複刻:27||1(27)) 坪田譲二/著 電動 909.3/TU
0003248404 電車をデザインする仕事 : 「ななつ星in九州」のデザイナー水戸岡鋭治の流儀 水戸岡鋭治著 開架 501.8/MI
0002828971 デザインのデザイン 原研哉著 開架 757.04/HA
0002991700 ガールズ・ブルー (文春文庫) あさのあつこ著 開架 913.6/AS
0002664422 ツチヤの軽はずみ 土屋賢二著 開架 914.6/TU
0002687729 岡山女 岩井志麻子著 開架 913.6/IW
0003156812 でーれーガールズ 原田マハ著 開架 913.6/HA
0002888931 博士の愛した数式 小川洋子著 開架 913.6/OG
0002985695 流星ワゴン 重松清著 開架 913.6/SH

0003362678
宇宙を生きる : 世界を把握しようともがく営み (入門!ガクモン : 人気大学教授の熱烈特別講
義:宇宙物理学)

磯部洋明著 開架 440/IS

0002884755 山田方谷物語 南一平漫画/山陽新聞社編集 開架 289.1/YA
0003195855 武士の家計簿 : 「加賀藩御算用者」の幕末維新 (新潮新書:005) 磯田道史著 開架 210.58/IS
0003211345 歴史をつかむ技法 (新潮新書:541) 山本博文著 開架 210.01/YA

0003228019 わたしはマララ : 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女
マララ・ユスフザイ, クリスティーナ・ラ
ム著/金原瑞人, 西田佳子訳

開架 289.2/YO

0002603938 うしかたと山んば (日本みんわ絵本) 坪田譲治ぶん/村上豊え 開架 726.6/TU
0002898946 戦争のかたち 下道基行著 開架 210.6/SH
0003091067 重森三玲モダン枯山水 大橋治三[ほか]写真 開架 629.21/OH

0003229589
重森三玲の庭案内 : 稀代の作庭家を知る全国58の庭 (別冊太陽. 太陽の地図帖 : おとなの
「旅」の道案内:026)

日下部行洋編集 開架 629.21/KU

0003172094 もっと知りたい雪舟 : 生涯と作品 (アート・ビギナーズ・コレクション) 雪舟[画]/島尾新著 開架 721.3/SE

岡山ゆかりの人々と作品
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