
相愛大学図書館
２階フロア新着リスト

（11月11日分）

請求記号 書名 著者名 出版者

1 070.4/M メディアは誰のものか : 「本と新聞の大学」講義録 一色清 [ほか] 著 集英社

2 159.4/C 働くことを楽しもう。 : ゴディバジャパン社長の成功術
ジェローム・シュ

シャン著
徳間書店

3 159.4/H 就職する前にしておきたい17のこと 本田健著 大和書房

4 183/B ブッダの小ばなし : 超訳百喩経 /多田修編訳 法藏館

5 188.75/H/3 本願寺史  - 第3巻 増補改訂 本願寺史料研究所編纂 本願寺出版社

6 307.8/N/2021 筆記から面接まで!一般常識&最新時事  - 2021年入社用 成美堂出版編集部編 成美堂出版

7 317.4/T/2021
公務員試験[○秘]裏ワザ大全 : 国家総合職・一般職/地方上級・

中級用  - 2021年度版
津田秀樹著 洋泉社

8 320/Y こども六法 山崎聡一郎著 弘文堂

9 323.142/K 9条入門 加藤典洋著 創元社

10 327.1/S 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書  - 令和元年7月 [最高裁判所著] 最高裁判所事務総局

11 361.8/P 社会格差はどこから? ( あしたのための本 )
プランテルグループ文, ジュア

ン・ネグレスコロール絵, 宇野

和美訳

あかね書房

12 364/K 社会保障再考 : 「地域」で支える ( 岩波新書 ) 菊池馨実著 岩波書店

13 367.1/I ダイエット幻想 : やせること、愛されること 磯野真穂著 筑摩書房

14 367.1/P 女と男のちがいって? ( あしたのための本 )
プランテルグループ文, ルシ・

グティエレス絵, 宇野和美訳
あかね書房

相愛大学図書館 ２階フロア新着リスト （11月11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

15 372.107/M 教育格差 : 階層・地域・学歴 松岡亮二著 筑摩書房

16 374.94/K
組み合わせ自由3段式学校給食の献立 : 献立作りが面白くなる! (

食育カードブック )
群羊社

17 375.762/Y 行事が盛り上がる!山ちゃんの楽しいボディパーカッション 山田俊之著 音楽之友社

18 376.11/H 保育の心理学演習ブック ( よくわかる!保育士エクササイズ ) 大野雄子 [ほか] 著 ミネルヴァ書房

19 377.9/D/2021 同時に対策!エントリーシート&面接  - 2021年入社用 チームUKT監修 成美堂出版

20 377.9/J
自分を知る・社会を知る・未来を考える : 大学生のためのキャリ

アデザイン

川﨑友嗣編著, 安川直志, 安川

志津香, 堀田三和著
ミネルヴァ書房

21 377.9/K/2021
私たちはこう言った!こう書いた!合格実例集&セオリー : 内定勝者 : エントリー

シート、履歴書、面接、志望動機、自己PR  - 2021 面接編

キャリアデザインプロジェク

ト編著
PHP研究所

22 377.9/K/2021
私たちはこう言った!こう書いた!合格実例集&セオリー : 内定勝者 : エントリー

シート、履歴書、面接、志望動機、自己PR  - 2021 エントリーシート編

キャリアデザインプロジェク

ト編著
PHP研究所

23 377.9/S 就職活動1冊目の教科書 : 「納得の内定」をめざす 就活塾キャリアアカデミー著 KADOKAWA

24 377.9/U 女子学生のためのキャリア・デザイン 第2版 宇田美江著
中央経済社, 中央経済グループ

パブリッシング (発売)

25 388/N ドラゴンの教科書 : 神話と伝説と物語
ダグラス・ナイルズ著, 高尾菜

つこ訳
原書房

26 490.59/I/2018 医療と医薬品 : 数字に見る =  2018 アステラス製薬

27 492/B/4 呼吸器 第3版 ( 病気がみえる ; v. 4 ) 医療情報科学研究所編 Medic Media

28 492/B/6 免疫・膠原病・感染症 第2版 ( 病気がみえる ; v. 6 ) 医療情報科学研究所編 Medic Media

29 498.7/K 子どもの保健演習ブック ( よくわかる!保育士エクササイズ ) 小林玄 [ほか] 著 ミネルヴァ書房

30 519.7/N 大量廃棄社会 : アパレルとコンビニの不都合な真実 仲村和代, 藤田さつき著 光文社

31 619.39/Y 麺の科学 : 粉が生み出す豊かな食感・香り・うまみ 山田昌治著 講談社
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32 673.9/S
サービス接遇検定試験合格テキスト&問題集3級・2級・準1級 :

これ1冊で合格のポイントがよく分かる 増補版
坂尾眞理子著 誠文堂新光社

33 673.9/S サービス接遇検定実問題集3級  - 第43〜47回 実務技能検定協会編著 早稲田教育出版

34 721.5/S-I 酒井抱一 : 俳諧と絵画の織りなす抒情 ( 岩波新書 ) 井田太郎著 岩波書店

35 814.7/N/2019-'20 ニュースがわかる基礎用語  - 2019-2020年版 清水書院編集部編 清水書院

36 908.38/B うさこちゃんとうみ
ディック・ブルーナぶん・え,

いしいももこやく
福音館書店

37 908.38/I/2 おめんです  2 いしかわこうじ作・絵 偕成社

38 908.38/K コッコさんとあめふり 片山健さく・え 福音館書店

39 908.38/K だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子さくえ 福音館書店

40 908.38/K ぶーぶーぶー ( 0.1.2.えほん )
こかぜさちぶん, わきさかかつ

じえ
福音館書店

41 908.38/M クイクイちゃん
牧野夏子文, 佐々

木マキ絵
絵本館

42 908.38/N しりとりのだいすきなおうさま 中村翔子作, はたこうしろう絵 鈴木出版

43 908.38/S はっぱのおうち 征矢清さく, 林明子え 福音館書店

44 908.38/S ムッシュ・ムニエルをごしょうかいします 佐々木マキ作 絵本館

45 908.38/U だあれだだれだ? ( 0歳からのあかちゃんえほん ; 1 )
うしろよしあきぶん, 長谷川義

史え
ポプラ社

46 910.26/S 戦争の記憶と女たちの反戦表現 長谷川啓, 岡野幸江編 ゆまに書房

47 911.12/U 入門万葉集 上野誠著 筑摩書房

48 R813.1/D 大辞林 第4版 松村明編 三省堂
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