
相愛大学図書館
２階フロア新着リスト

（6月17日分）

請求記号 書名 著者名 出版者

1 007.6/S 30時間でマスターOffice 2016 : Windows10対応 実教出版編修部編 実教出版

2 010/S
図書・図書館史 ( ベーシック司書講座・図書館の基礎と展望 ;

10 )
千錫烈編著 学文社

3 010/T
図書館情報資源概論 ( ベーシック司書講座・図書館の基礎と展望

; 8 )
藤田岳久編著, 二村健 [ほか] 著 学文社

4 014/J 情報資源組織演習 改訂 ( 現代図書館情報学シリーズ ; 10 ) 小西和信, 田窪直規編著, 川村敬一 [ほか] 著 樹村房

5 141.93/K 認められたい 熊代亨著 ヴィレッジブックス

6 146.8/M マイクロカウンセリング技法 : 事例場面から学ぶ 福原眞知子監修 風間書房

7 146.8/N
自己肯定感の教科書 : 何があっても「大丈夫。」と思えるように

なる
中島輝著 SBクリエイティブ

8 180.4/W なぜ今、仏教なのか : 瞑想・マインドフルネス・悟りの科学 ロバート・ライト著, 熊谷淳子訳 早川書房

9 333.8/G/2018 日本の国際協力  - 2018年版 外務省編 外務省

10 336.1/S 戦略経営論 : 競争力とグローバリゼーション 改訂新版

マイケル・A・ヒット, R・

デュエーン・アイルランド, ロ

バート・E・ホスキソン著, 久

原正治, 横山寛美監訳

センゲージラーニング, 同友館 (発売)

11 336.4/O 「承認欲求」の呪縛 ( 新潮新書 ) 太田肇著 新潮社

12 365.31/N 老いる家崩れる街 : 住宅過剰社会の末路 ( 講談社現代新書 ) 野澤千絵著 講談社

13 369.7/H
「参加の力」が創る共生社会 : 市民の共感・主体性をどう醸成す

るか
早瀬昇著 ミネルヴァ書房

14 375.18/Y やさしく学ぶ特別活動 赤坂雅裕, 佐藤光友編著 ミネルヴァ書房

相愛大学図書館 ２階フロア新着リスト （６月17日分）

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。

貸出可能です。
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相愛大学図書館
２階フロア新着リスト

（6月17日分）

請求記号 書名 著者名 出版者

15 375.2/Y 教育実践基礎論 : アクティブ・ラーニングで学ぶ 吉田卓司著 三学出版

16 375.31/K
ここから始める「憲法学習」の授業 : 児童生徒の深く豊かな学び

のために
長瀬拓也 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房

17 376.157/T たっぷり!年中行事シアター ( ひかりのくに保育ブックス ) ひかりのくに編集部編 ひかりのくに

18 383.889/M コーヒーの歴史 ジョナサン・モリス著, 龍和子訳 原書房

19 498.583/H はじめての減塩 ( 幻冬舎新書 )
東京慈恵会医科大学附属病院

栄養部, 濱裕宣, 赤石定典著
幻冬舎

20 547.483/K いちばんよくわかるHTML5&CSS3デザインきちんと入門 狩野祐東著 SBクリエイティブ

21 596/B 魔法使いたちの料理帳 オーレリア・ボーポミエ著, 田中裕子訳 原書房

22 626.52/M キャベツと白菜の歴史 メグ・マッケンハウプト著, 角敦子訳 原書房

23 816/N 「伝える力」と「地頭力」がいっきに高まる東大作文 西岡壱誠著 東洋経済新報社

24 827/N 日中いぶこみ広場 : 初級テキスト 相原茂, 陳淑梅, 飯田敦子著 朝日出版社

25 870/C Italiano italiano ( イタリアーノ・イタリアーノ ) Matteo Castagna, Aya Yoshitomi著 朝日出版社

26 913.7/K 上方落語『東の旅』通し口演伊勢参宮神賑 桂文我著 青蛙房

27 914.3/K こころきらきら枕草子 : 笑って恋して清少納言 木村耕一著, 黒澤葵イラスト 1万年堂出版

28 914.3/Y 清少納言 : 枕草子 ( NHK「100分de名著」ブックス ) 山口仲美著 NHK出版

29 908.38/H Newウォーリーのふしぎなたび マーティン・ハンドフォード作・絵 フレーベル館

30 908.38/H NEWウォーリーをさがせ! マーティン・ハンドフォード作・絵 フレーベル館

31 908.38/H Newタイムトラベラーウォーリーをおえ! マーティン・ハンドフォード作・絵 フレーベル館
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相愛大学図書館
２階フロア新着リスト

（6月17日分）

請求記号 書名 著者名 出版者

32 188.7/K ここがわからん浄土真宗 : あらゆる疑問に答え、誤解をとく 大法輪閣編集部編 大法輪閣

33 377.9/O/2021
就職活動がまるごと分かる本 : いつ?どこで?なにをする?  [2021

年度版]
岡茂信著 マイナビ

34 377.9/S/2021 就活ノートの作り方  [2021年度版] 才木弓加著 マイナビ

35 377.9/S/2021 面接&エントリーシート : 要点マスター! 才木弓加著 毎日コミュニケーションズ

36 019/T 乱読のセレンディピティ ( 扶桑社文庫 ) 外山滋比古著 扶桑社

37 491.371/K 成熟脳 : 脳の本番は56歳から始まる ( 新潮文庫 ) 黒川伊保子著 新潮社

38 913.6/I ひぐまのキッチン ( 中公文庫 ) 石井睦美著 中央公論新社
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