
相愛大学図書館
２階フロア新着リスト

（4月15日分）

請求記号 書名 著者名 出版者

1 007.3/J/2019 情報メディア白書  - 2019 電通総研編 電通総研

2 007.609/S Access基本ワザ&仕事ワザ : 2016&2013&2010&2007
速効!ポケットマニュ

アル編集部著
マイナビ出版

3 031/T 頭と体のスポーツ ( 玉川百科こども博物誌 )
萩裕美子編, 黒須高嶺

絵
玉川大学出版部

4 031/T 日本の知恵をつたえる ( 玉川百科こども博物誌 )
小川直之, 服部比呂美編, 高桑

幸次, 合田洋介絵
玉川大学出版部

5 159/D 人生を面白くする本物の教養 出口治明著 幻冬舎

6 168.9/H/1 ミトラ仏と覩貨邏の仏教  - 1
蓮池利隆[著], Бобомуллоев,

Саидмурод [編]
蓮池利隆

7 168.9/H/2 ミトラ仏と覩貨邏の仏教  - 2
蓮池利隆[著], Бобомуллоев,

Саидмурод [編]
蓮池利隆

8 168.9/H/3 ミトラ仏と覩貨邏の仏教  - 3
蓮池利隆[著], Бобомуллоев,

Саидмурод [編]
蓮池利隆

9 188.71/K 親鸞聖人の念仏論 紅楳英顕著 永田文昌堂

10 210.1/O 400字で読むあらすじ日本史 小和田哲男監修 宝島社

11 216.3/O/86 明治大正大阪市史編纂参考談話集 大阪市史編纂所編 大阪市史料調査会

12 233.05/K よくわかるイギリス近現代史 君塚直隆編著 ミネルヴァ書房

13 235.05/K よくわかるフランス近現代史 剣持久木編著 ミネルヴァ書房

14 304/N 日本をどのような国にするか : 地球と世界の大問題 ( 岩波新書 ) 丹羽宇一郎著 岩波書店

相愛大学図書館 ２階フロア新着リスト （4月15日分）

貸出可能です。

資料が見つからない場合は、カウンタースタッフまでお尋ねください。
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（4月15日分）

請求記号 書名 著者名 出版者

15 317.4/G/2020
公務員試験受かる勉強法落ちる勉強法 : これが「最速受験術」

だ!  - 2020年度版

「合格への道」研究会

編著
洋泉社

16 317.4/O/2020
現職人事が書いた「自己PR・志望動機・提出書類」の本  - 2020

年度版 ( 公務員試験 )
大賀英徳著 実務教育出版

17 317.4/S
公務員試験無敵の文章理解メソッド : スピードと正答率を両立さ

せる!
鈴木鋭智著 実務教育出版

18 317.4/Z/2020
絶対決める!公務員の基礎能力試験(教養試験)完全対策問題集  -

[2020年度版]
受験研究会編 新星出版社

19 318.3/C/2020 地方上級教養試験過去問500  - 2020年度版 資格試験研究会編 実務教育出版

20 318.3/C/2020 地方上級・専門試験過去問500  - 2020年度版 資格試験研究会編 実務教育出版

21 318.3/K
公務員面接を勝ち抜く力 : 時代が求めるスキル×あなたの経験×

意欲と向上心
小紫雅史著 実務教育出版

22 336.49/S 社会人のための基本のビジネスマナー : これ1冊でOK! 浅井真紀子監修 ナツメ社

23 336.5/H マンガで合格!秘書検定2級・3級
原田昌洋, 西村この実

著
成美堂出版

24 336.5/N らくらく合格秘書検定2・3級テキスト&問題集 西村この実著 翔泳社

25 336.5/S 出る順問題集秘書検定2級に面白いほど受かる本 佐藤一明著 KADOKAWA

26 336.5/S 出る順問題集秘書検定3級に面白いほど受かる本 佐藤一明著 KADOKAWA

27 361.4/Y
ルフィの仲間力 : 『ONE PIECE』流、周りの人を味方に変える

法
安田雪著 PHP研究所

28 366.29/U あなたが「一番輝く」仕事を見つける最強の自己分析 梅田幸子著 KADOKAWA

29 366.38/W
わたし8歳、カカオ畑で働きつづけて。 : 児童労働者とよばれる

2億1800万人の子どもたち

岩附由香, 白木朋子,

水寄僚子著
合同出版

30 377.13/D 大学教職員のための権利ハンドブック 新版
京滋地区私立大学教職員組合

連合, 京都私立大学教職員組合

連絡協議会編

かもがわ出版

31 377.15/A 女性の未来に大学ができること : 大学における人材育成の新境地 安齋徹著 樹村房
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（4月15日分）

請求記号 書名 著者名 出版者

32 377.15/Y よくわかる学びの技法 第3版 田中共子編 ミネルヴァ書房

33 377.9/A
「PRするネタがない」と悩んでいる人のためのすごい自己PR作

成術
阿部淳一郎著 かんき出版

34 377.9/D
なぜ君たちは就活になるとみんな同じようなことばかりしゃべり

だすのか。 : ジブンの本当の価値を伝える技術

電通ジブンと社会をつなぐ教

室プロジェクト著, 保持壮太郎

編集

宣伝会議

35 377.9/D/2020 同時に対策!エントリーシート&面接  - 2020年入社用 チームUKT監修 成美堂出版

36 377.9/J/2020
ホンネの女子就活 : センパイたちが就活中に悩んだこと  - 2020

年度版
女子就活ネット編 実務教育出版

37 377.9/N 面接の達人 : バイブル版  - [2020] 中谷彰宏著 ダイヤモンド社

38 377.9/S/2021
内定者はこう書いた!エントリーシート・履歴書・志望動機・自

己PR : 完全版  - ['21年度版]
坂本直文著 高橋書店

39 377.9/T 確実内定 : 就職活動が面白いほどうまくいく トイアンナ著 KADOKAWA

40 377.9/T/2020
就活必修!1週間でできる自己分析 : エントリーシート・面接で失

敗しない方法  - 2020
坪田まり子著 さくら舎

41 383.15/N 学校制服の文化史 : 日本近代における女子生徒服装の変遷 難波知子著 創元社

42 385.9/P マナーとエチケットの文化史 : 世界のあいさつと作法
ベサニー・パトリック

著, 上原裕美子訳
原書房

43 386/M ハロウィーンの文化誌
リサ・モートン著, 大

久保庸子訳
原書房

44 420/S 14歳のための物理学 佐治晴夫著 春秋社

45 440/C
僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない : この世で一番おもし

ろい宇宙入門

ジョージ・チャム, ダニエル・

ホワイトソン著, 水谷淳訳
ダイヤモンド社

46 673.3/S
これだけできれば大丈夫!すぐ使える!接客1年生 : お客さまに信

頼される50のコツ
七條千恵美著 ダイヤモンド社

47 675/Y よくわかる現代マーケティング
陶山計介, 鈴木雄也,

後藤こず恵編著
ミネルヴァ書房

48 813.5/I 「言いたいこと」から引ける大和ことば辞典 西谷裕子編 東京堂出版

3 / 5 



相愛大学図書館
２階フロア新着リスト

（4月15日分）

請求記号 書名 著者名 出版者

49 817.5/O クリティカル・リーディング入門 : 人文系のための読書レッスン 大出敦著
慶應義塾大学出版

会

50 837.8/V 英語の気配り : マネしたい「マナー」と「話し方」
マヤ・バーダマン

著
朝日新聞出版

51 911.1/W/50 物語二百番歌合 ; 風葉和歌集 ( 和歌文学大系 ; 50 ) 三角洋一, 高木和子著 明治書院

52 911.12/M/38 萬葉集研究  - 第38集 五味智英, 小島憲之編 塙書房

53 911.38/K 歌仙はすごい : 言葉がひらく「座」の世界 ( 中公新書 )
辻原登, 永田和宏, 長

谷川櫂著
中央公論新社

54 913.36/M 源氏物語を反体制文学として読んでみる ( 集英社新書 ) 三田誠広著 集英社

55 913.6/K/10
アリシゼーション・ランニング ( 電撃文庫[ ソードアート・オン

ライン ; 10] )
川原礫 [著]

アスキー・メディアワークス,

角川グループパブリッシング

(発売)

56 913.6/K/7
マザーズ・ロザリオ ( 電撃文庫[ ソードアート・オンライン ; 7]

)
川原礫 [著]

アスキー・メディアワークス,

角川グループパブリッシング

(発売)

57 913.6/K/8
アーリー・アンド・レイト ( 電撃文庫[ ソードアート・オンライ

ン ; 8] )
川原礫 [著]

アスキー・メディアワークス,

角川グループパブリッシング

(発売)

58 913.6/K/9
アリシゼーション・ビギニング ( 電撃文庫[ ソードアート・オン

ライン ; 9] )
川原礫 [著]

アスキー・メディアワークス,

角川グループパブリッシング

(発売)

59 913.6/M 万能鑑定士Qの探偵譚 ( 角川文庫 ) 松岡圭祐 [著] KADOKAWA

60 913.6/M 万能鑑定士Qの謎解き ( 角川文庫 ) 松岡圭祐 [著] KADOKAWA

61 913.6/M/1 万能鑑定士Qの推理劇  - 1 ( 角川文庫 ) 松岡圭祐 [著]
角川書店, 角川グループパブ

リッシング (発売)

62 913.6/M/2 万能鑑定士Qの推理劇  - 2 ( 角川文庫 ) 松岡圭祐 [著]
角川書店, 角川グループパブ

リッシング (発売)

63 913.6/M/2 万能鑑定士Qの短編集  - 2 ( 角川文庫 ) 松岡圭祐 [著]
角川書店, 角川グループパブ

リッシング (発売)

64 913.6/M/3 万能鑑定士Qの推理劇  - 3 ( 角川文庫 ) 松岡圭祐 [著]
角川書店, 角川グループパブ

リッシング (発売)

65 913.6/M/4 万能鑑定士Qの推理劇  - 4 ( 角川文庫 ) 松岡圭祐 [著]
角川書店, 角川グループパブ

リッシング (発売)
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請求記号 書名 著者名 出版者

66 R164/S 世界神話伝説大事典
篠田知和基, 丸山顯徳

編
勉誠出版

67 R290.33/C/1 世界歴史地名大事典  - 第1巻 : ア-サ
コートランド・キャンビー, デ

イビッド・S・レンバーグ著
柊風舎

68 R290.33/C/2 世界歴史地名大事典  - 第2巻 : シ-ヒ
コートランド・キャンビー, デ

イビッド・S・レンバーグ著
柊風舎

69 R290.33/C/3 世界歴史地名大事典  - 第3巻 : フ-ン・索引
コートランド・キャンビー, デ

イビッド・S・レンバーグ著
柊風舎
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