
相愛大学図書館
２階フロア新着リスト

（6月24日分）

請求記号 書名 著者名 出版者

1 007.3/T ニュースで読み解くネット社会の歩き方 塚越健司著 出版芸術社

2 051.7/S
女性雑誌とファッションの歴史社会学 : ビジュアル・ファッショ

ン誌の成立
坂本佳鶴恵著 新曜社

3 140.7/J 実験とテスト=心理学の基礎  - 実習編 心理学実験指導研究会編 培風館

4 140.7/J 実験とテスト=心理学の基礎  - 解説編 心理学実験指導研究会編 培風館

5 146.8/K 事例に学ぶ心理療法 河合隼雄編著 日本評論社

6 159/S まねる力 : 模倣こそが創造である ( 朝日新書 ) 齋藤孝著 朝日新聞出版

7 182.8/S 釈尊生涯と教え
教化教材編集委員編著, 真宗大

谷派学校連合会編
真宗大谷派宗務所出版部

8 188.74/T ともしび 真宗大谷派学校連合会編 真宗大谷派宗務所出版部

9 302.389/S ノニーン! : フィンランド人はどうして幸せなの? スサンナ ペッテルソン, 迫村裕子 [著] ネコ・パブリッシング

10 336.49/I
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 SBクリエイティブ

11 336.49/M プレゼン資料のデザイン図鑑 前田鎌利著 ダイヤモンド社

12 367.21/T 男たち/女たちの恋愛 : 近代日本の「自己」とジェンダー 田中亜以子著 勁草書房

13 375.76/S 最新中等科音楽教育法 : 中学校・高等学校教員養成課程用 中等科音楽教育研究会編 音楽之友社

14 376.1/H
3つのカベをのりこえる!保育実習リアルガイド : 不安 日誌 指導

案
保育実習研究部会編著 学研教育みらい, 学研プラス (発売)

相愛大学図書館 ２階フロア新着リスト （６月24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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請求記号 書名 著者名 出版者

15 376.14/K 献立作りが面白くなる!組み合わせ自由3段式保育園の給食献立 藤原勝子編集 群羊社

16 377.9/Y/2021 要点マスター!一般常識  - [2021] マイナビ出版編集部編 マイナビ出版

17 383.8/S 世界のへんな肉 ( 新潮文庫 ) 白石あづさ著 新潮社

18 519.04/H 人と自然の環境学 日本生命財団編 東京大学出版会

19 576.6/E
エッセンス!フレーバー・フレグランス : 化学で読みとく香りの

世界
櫻井和俊 [ほか] 著 三共出版

20 673/I 1からのサービス経営 伊藤宗彦, 高室裕史編著 碩学舎, 中央経済社 (発売)

21 689/O
コンテンツツーリズム研究 : アニメ・マンガ・ゲームと観光・文

化・社会 増補改訂版
岡本健編著 福村出版

22 810.4/Y ことばと遊び、言葉を学ぶ : 日本語・英語・中学校特別授業 柳瀬尚紀著 河出書房新社

23 816/S 誰も教えてくれない人を動かす文章術 ( 講談社現代新書 ) 齋藤孝著 講談社

24 835/F
Fundamental english grammar with short readings ( Fresh

English Series )

Keiichiro Fukui, Nagaki

Kitayama, Margaret

Yamanaka著

朝日出版社

25 836.7/E The way to effective speaking Kate Elwood著 南雲堂

26 837.5/D
読解力を磨く現代の話題15章 = Comprehensive reading :

getting key skills through 15 topics

トム・ディロン, マイケル・

シャワティ, 西谷恒志編著
音羽書房鶴見書店

27 837.5/T
通訳とコミュニケーションの総合演習 = Developing

interpreting skills for communication 改訂版
齋藤彩子, 川内裕子, 安武優子著 南雲堂

28 910.2/T
土左日記 . 堤中納言物語 . 枕草子 . 方丈記 . 徒然草 ( 作家と楽し

む古典 )

堀江敏幸著, 中島京子著, 酒井

順子著, 高橋源一郎著, 内田樹

著

河出書房新社

29 911.104/Y オトメの和歌 山下景子著 明治書院

30 913.6/N/2 神様のカルテ  - 2 ( 小学館文庫 ) 夏川草介著 小学館

31 R351/N/2019-'20 日本国勢図会  - 2019/20年版 矢野恒太記念会編 日本評論社
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