
相愛大学図書館
２階フロア新着リスト

（11月18日分）

請求記号 書名 著者名 出版者

1 007.63/G 今すぐ使えるかんたんWord & Excel 2019
技術評論社編集

部, AYURA著
技術評論社

2 028/N
日本の名著見るだけノート : これからのビジネスマンに必要な

教養が身につく!
福田和也監修 宝島社

3 164.31/M はじめてのギリシア神話 ( ちくまプリマー新書 ) 松村一男著 筑摩書房

4 281.04/W わたしも、昔は子どもでした。
『子どものしあわせ』編集部

編, 松本春野イラスト, [香山

リカほか述]

かもがわ出版

5 289.3/J ラボ・ガール : 植物と研究を愛した女性科学者の物語
ホープ・ヤーレン著, 小坂恵理

訳
化学同人

6 311.7/P 民主主義は誰のもの? ( あしたのための本 )
プランテルグループ文, マル

タ・ピナ絵, 宇野和美訳
あかね書房

7 313.8/P 独裁政治とは? ( あしたのための本 )
プランテルグループ文, ミケ

ル・カサル絵, 宇野和美訳
あかね書房

8 317.6/K 公文書管理における現状と課題
中京大学社会科学研究所アー

カイブズ研究プロジェクト編

中京大学社会科学研究所, 創泉

堂出版

9 364.1/Y
よくわかる社会政策 : 雇用と社会保障 第3版 ( やわらかアカデ

ミズム・「わかる」シリーズ )

石畑良太郎, 牧野富夫, 伍賀一

道編著
ミネルヴァ書房

10 367.68/I デートDV予防学 : シングル単位思考法でわかる 伊田広行著 かもがわ出版

11 376.1/H 保育のための教育原理
垂見直樹 [ほか]

著
ミネルヴァ書房

12 376.15/H 保育の計画と評価演習ブック ( よくわかる!保育士エクササイズ 6 ) 浅川繭子 [ほか] 著 ミネルヴァ書房

13 378/F
ちょっとふしぎ 吃音・チック・トゥレット症候群のおともだち

( あの子の発達障害がわかる本 4 )
藤野博監修 ミネルヴァ書房

14 383.8/G ダンプリングの歴史 ( 「食」の図書館 )
バーバラ・ギャラ

ニ著, 池本尚美訳
原書房

15 492/B/10 産科 第4版 ( 病気がみえる 10 )
医療情報科学研究

所編
Medic Media
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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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16 492/B/9 婦人科・乳腺外科 第4版 ( 病気がみえる 9 )
医療情報科学研究

所編
Medic Media

17 588.7/M いちばんやさしいスパイスの教科書 水野仁輔著
パイインターナ

ショナル

18 596.65/K おうちで作れる野菜の和菓子
勝木友香, 清水か

をり著
マイナビ出版

19 596/H おいしさと泡 : はじける泡, はしゃぐ泡, 重なる泡, 沈黙の隙間 畑江敬子著 光生館

20 611.3/S フードバンク : 世界と日本の困窮者支援と食品ロス対策 佐藤順子編著 明石書店

21 675/T
なぜ女はメルカリに、男はヤフオクに惹かれるのか? : アマゾン

に勝つ!日本企業のすごいマーケティング ( 光文社新書 )

田中道昭, 牛窪恵

著
光文社

22 816.5/Y マンガでやさしくわかる論文・レポートの書き方
吉岡友治著, 青木健生シナリオ

制作, 山本幸男作画

日本能率協会マネ

ジメントセンター

23 908.38/A けもの ( はじめてであうずかん 2 ) 相笠昌義え, 小森厚しどう 福音館書店

24 908.38/H どんないろがすき 100%ORANGE絵 フレーベル館

25 908.38/I いるいるだあれ
岩合日出子ぶん, 岩合光昭しゃ

しん
福音館書店

26 908.38/I きみのいたばしょ
スタジオネーブル写真, 池田伸

文, コヨセ・ジュンジ絵, 大津

祐子デザイン

NORTH VILLAGE, サンクチュ

アリ出版 (発売)

27 908.38/I ちいさなねこ
石井桃子さく, 横

内襄え
福音館書店

28 908.38/K おっぱいごりら
聞かせ屋。けいたろうぶん, ひ

ろかわさえこえ
アリス館

29 908.38/K コッコさんのおみせ 片山健さく・え 福音館書店

30 908.38/K たっちだいすき
聞かせ屋。けいたろうぶん, ひ

ろかわさえこえ
アリス館

31 908.38/K なにをたべてきたの?
岸田衿子文, 長野

博一絵
佼成出版社

32 908.38/M こんちゅう ( はじめてであうずかん 1 )
三芳悌吉え, 矢島

稔しどう
福音館書店
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33 908.38/N おちばいちば 西原みのり作 ブロンズ新社

34 908.38/O ぶうぶうぶう
おーなり由子ぶん, はたこうし

ろうえ
講談社

35 908.38/S いとしのロベルタ 佐々木マキ作 絵本館

36 908.38/S おばけバースデイ 佐々木マキ作 絵本館

37 908.38/T しょくぶつ ( はじめてであうずかん 5 ) 高森登志夫え, 古矢一穂しどう 福音館書店

38 908.38/U むしむしでんしゃ 内田麟太郎文, 西村繁男絵 童心社

39 908.38/W どうすればいいのかな?
わたなべしげおぶん, おおとも

やすおえ
福音館書店

40 913.6/A アレグロ・ラガッツァ あさのあつこ著 朝日新聞出版

41 913.6/A ハイパー ( わたし、定時で帰ります。[2] ) 朱野帰子著 新潮社

42 913.6/A/1 これは経費で落ちません! : 経理部の森若さん  - [1] 青木祐子著 集英社

43 913.6/A/2 これは経費で落ちません! : 経理部の森若さん  - 2 青木祐子著 集英社

44 913.6/K Dカラーバケーション ( 集英社文庫 ) 加藤実秋著 集英社

45 913.6/K チョコレートビースト ( 集英社文庫 ) 加藤実秋著 集英社

46 913.6/K/11 アリシゼーション・ターニング ( ソードアート・オンライン [11] ) 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)

47 913.6/O カルテット! ( 河出文庫 ) 鬼塚忠著 河出書房新社
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