
相愛大学図書館
２階フロア新着リスト

（7月29日分）

請求記号 書名 著者名 出版者

1 031/T ロボット未来の部屋 ( 玉川百科こども博物誌 ) 大森隆司編, 園山隆輔絵 玉川大学出版部

2 146.8/K 精神科医の話の聴き方10のセオリー 小山文彦著 創元社

3 159.4/M
苦しかったときの話をしようか : ビジネスマンの父が我が子のた

めに書きためた「働くことの本質」
森岡毅著 ダイヤモンド社

4 222.041/W
始皇帝中華統一の思想 : 『キングダム』で解く中国大陸の謎 ( 集

英社新書 ; 0975D )
渡邉義浩著 集英社

5 295.321/O ニューヨークのとけない魔法 ( 文春文庫 ; [お-41-1] ) 岡田光世著 文藝春秋

6 336.3/I
ディズニー・USJ (ユニバーサル・スタジオ・ジャパン) で学んだ現場を強くする

リーダーの原理原則 = Disney & USJ leader ship
今井千尋著 内外出版社

7 336.3/N 宇宙兄弟「完璧なリーダー」は、もういらない。 長尾彰著 学研プラス

8 336.47/H 心をつかむ!新しいビジネスマナーの基本 北條久美子著 高橋書店

9 336.49/Y できる人は必ず持っている一流の気くばり力 安田正著 三笠書房

10 336.5/Y
マンガでわかる出る順で学べる秘書検定2級・3級テキスト&問題

集
横山都著 高橋書店

11 336.5/Y 秘書検定2・3級合格教本 : この1冊で決める!! 改訂第2版 山田敏世著 新星出版社

12 369/S 社会福祉 第2版 ( 図解で学ぶ保育 ) 直島正樹, 原田旬哉編著 萌文書林

13 373.7/K
教育実習のよりよい授業づくり : 単元指導計画&学習指導案で学

ぶ
明星大学教職センター編 学事出版

14 375.1/M
小学校学習指導要領(平成29年告示)解説  - 外国語活動・外国語

編
文部科学省 [編] 開隆堂出版

相愛大学図書館 ２階フロア新着リスト （７月２９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

（7月29日分）

請求記号 書名 著者名 出版者

15 375.762/S
小学校音楽科の学習指導 : 生成の原理による授業デザイン 三訂

版
小島律子監修 廣済堂あかつき

16 375.762/S 小学校音楽科の指導と評価 西園芳信, 小島律子監修 暁教育図書

17 375.893/H 小学校におけるプロジェクト型英語活動の実践と評価 東野裕子, 高島英幸著 高陵社書店

18 376.156/A あそんでまなぶわたしとせかい : 子どもの育ちと環境のひみつ
佐治晴夫, 勝間田

明子, 細田直哉著
みらい

19 377.9/K/2021-'23 インターンシップ  - 2021-2023 ( 絶対内定 ) 熊谷智宏著 ダイヤモンド社

20 377.9/S/2021 SPI : 要点マスター!  - [2021年度版] マイナビ編集部編 毎日コミュニケーションズ

21 377.9/S/2021 面接の質問  - 2021 ( 絶対内定 ) 杉村太郎, 坂本章紀著 ダイヤモンド社

22 377.9/S/2021 面接  - 2021 ( 絶対内定 ) 杉村太郎, 坂本章紀著 ダイヤモンド社

23 377.9/T/2021
面接・グループディスカッション対策  - 2021年度版 ( 日経就職

シリーズ[ ロジカル・プレゼンテーション就活] )
高田貴久著, 日経HR編集部編 日経HR

24 491.3/J
人体キャラクター図鑑 : からだの不思議がめちゃくちゃよくわか

る!

坂井建雄監修, い

とうみつるイラス

ト

日本図書センター

25 493.25/K/2019 高血圧治療ガイドライン  - 2019年版

日本高血圧学会高血圧

治療ガイドライン作成

委員会編

日本高血圧学会

26 498.39/M 「がんばっているのに、うまくいかない」と凹んだときに読む本 森川陽太郎著 朝日新聞出版

27 498.55/E
栄養教育論 : 理論と実践 ( 管理栄養士養成課程におけるモデルコ

アカリキュラム準拠 ; 第7巻 )
武見ゆかり, 赤松利恵編 医歯薬出版

28 498.55/K/2020 管理栄養士国家試験過去問解説集 : 5年分徹底解説  - 2020 管理栄養士国試対策研究会編 中央法規出版

29 498.55/S 世界一さら～っとわかる栄養学 : からだと栄養のしくみ 松田早苗監修 高橋書店

30 498/T
公衆衛生学・健康管理概論 : 社会・環境と健康  - 2019年版 ( サ

クセス管理栄養士・栄養士養成講座 )
武山英麿, 中谷弥栄子著 第一出版

31 499.87/D ラルース美しいハーブの図鑑

ジェラール・デュブュイーニュ著, フラ

ンソワ・クプラン著, ピエール・ヴィー

ニュ , デリア・ヴィーニュ植物画, グ

ロッセ世津子訳

ONDORI, 中央経済グループパブリッシング(発売)
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相愛大学図書館
２階フロア新着リスト

（7月29日分）

請求記号 書名 著者名 出版者

32 596.65/P Paletasおうちで作るフローズン・フルーツバー 新装版 Paletas著 河出書房新社

33 597.5/Y
ゆる片づけBOOK : 片づけは意外と簡単らしい : 片づけ下手さん

いらっしゃい ( Orange page books )
オレンジページ

34 673.868/M 無印良品は、仕組みが9割 : 仕事はシンプルにやりなさい 松井忠三著 角川書店, KADOKAWA (発売)

35 673.9/S サービス接遇検定実問題集1-2級  - : 第39回-第43回 実務技能検定協会編 早稲田教育出版

36 673.97/M
おいしい料理は愛情と工夫から : 名古屋の小さな給食会社の成長

物語
源川暢子著 日経BP社, 日経BPマーケティング (発売)

37 673.98/M
スターバックス流最高の育て方 = STARBUCKS EXPERIENCE

HOW TO "BREW" THE PERFECT
毛利英昭著 総合法令出版

38 673/K
ホスピタリティを育てる物語 : 「感動の接客」ができるようにな

る14の力
久保亮吾著 翔泳社

39 689/S 新・観光学入門 中村忠司, 王静編著, 稲本恵子 [ほか執筆] 晃洋書房

40 779.14/N 新・魔法のコンパス ( 角川文庫 ; [に32-1] ) 西野亮廣[著] KADOKAWA

41 780.19/S スポーツ栄養学 : 理論と実践 鈴木志保子著 日本文芸社

42 780/T スポーツで働く ( なるにはBooks ; 補巻22 ) 谷隆一, 藤江亮介著 ぺりかん社

43 810.2/K 中高生からの日本語の歴史 ( ちくまプリマー新書 ; 323 ) 倉島節尚著 筑摩書房

44 816.5/N はじめよう、ロジカル・ライティング
名古屋大学教育学部附属中学校, [名古屋

大学教育学部附属]高等学校国語科著, 戸

田山和久執筆協力

ひつじ書房

45 830.7/S/1
Top notch : English for today's world  - 1 : Student's book

3rd ed ( Always learning )

Joan Saslow, Allen Ascher, with top

notch pop songs and karaoke by Rob

Morsberger

Pearson Education

46 830.7/S/2
Top notch : English for today's world  - 2 : Student's book

3rd ed ( Always learning )

Joan Saslow, Allen Ascher, with top

notch pop songs and karaoke by Rob

Morsberger

Pearson Education

47
837.7/B
（付録：CD10391）

Reading pass  - Intro Andrew E. Bennett Nan'un-do

48
837.8/R/1
（付録：CDR723）

Four corners  - Student's book 1 by Jack C. Richards, David Bohlke Cambridge University Press
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相愛大学図書館
２階フロア新着リスト

（7月29日分）

請求記号 書名 著者名 出版者

49
837.8/R/2
（付録：CDR724）

Four corners  - Student's book 2 by Jack C. Richards, David Bohlke Cambridge University Press

50
837.8/R/3
（付録：CDR725）

Four corners  - Student's book 3 by Jack C. Richards, David Bohlke Cambridge University Press

51
837.8/R/4
（付録：CDR726）

Four corners  - Student's book 4 by Jack C. Richards, David Bohlke Cambridge University Press

52 901.3/C 物語は人生を救うのか ( ちくまプリマー新書 ; 326 ) 千野帽子著 筑摩書房

53 908.38/D どうして野菜を食べなきゃいけないの? : こども栄養学 川端輝江監修, せのおしんや絵 新星出版社

54 908.38/I イチからつくるチョコレート ( イチは、いのちのはじまり )
APLA, オルター・トレード・

ジャパン編, バンチハル絵
農山漁村文化協会

55 908.38/W しろくまちゃんのほっとけーき ( こぐまちゃんえほん ; 第3集 ) わかやまけん [著] こぐま社

56 913.6/T
響け!ユーフォニアム : 北宇治高校吹奏楽部のホントの話 ( 宝島

社文庫 ; [Cた-8-11] )
武田綾乃著 宝島社

57 913.6/T 通り魔 嶽本野ばら著 小学館

58 914.6/M 「やりがいのある仕事」という幻想 ( 朝日新書 ; 402 ) 森博嗣著 朝日新聞出版

59 914.6/Y 思わず考えちゃう ヨシタケシンスケ著 新潮社

60 R370.59/M/2019 文部科学統計要覧  - 平成31年版
文部科学省生涯学習政策局調

査企画課 [編]
財務省印刷局

61 R810.33/N 日本語学大辞典 = The encyclopedia of Japanese linguistics 日本語学会編 東京堂出版
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