
相愛大学図書館
２階フロア新着リスト

（6月29日分）

請求記号 書名 著者名 出版者

1 019.53/Y 人生の1冊の絵本 ( 岩波新書 ; 新赤版 1828 ) 柳田邦男著 岩波書店

2 049/N 奇跡の論文図鑑 : ありえないネタを、クリエイティブに!
NHK「ろんぶ～

ん」制作班編著
NHK出版

3 116/N まったくゼロからの論理学 野矢茂樹[著] 岩波書店

4 159.8/A 明日の自分が変わる人生の名言 池田書店編集部編 池田書店

5 180.4/G
現代日本の仏教と女性 : 文化の越境とジェンダー ( 龍谷大学アジ

ア仏教文化研究叢書 ; 8 )

那須英勝, 本多彩,

碧海寿広編
法藏館

6 180.4/W ザ煩悩 笑い飯哲夫著 KADOKAWA

7 182.1/K 国際社会と日本仏教 ( 龍谷大学アジア仏教文化研究叢書 ; 17 )
楠淳證, 中西直樹,

嵩満也編
丸善出版

8 188.72/S 真宗史 中央仏教学院編集 本願寺出版社

9 188.72/S 親鸞 : 生涯と教え
真宗大谷派学校連合会教科書

編纂委員会編著

真宗大谷派宗務所出版部(東本

願寺出版部)

10 210.07/H 日本史を学ぶための図書館活用術 : 辞典・史料・データベース 浜田久美子著 吉川弘文館

11 222.043/K 「三国志」の知恵 狩野直禎著 法藏館

12 235.3/T 物語パリの歴史 ( 講談社現代新書 ; 2560 ) 高遠弘美著 講談社

13 253.01/Y よくわかるアメリカ文化史 ( やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ ) 巽孝之, 宇沢美子編著 ミネルヴァ書房

14 289.1/R 無一文からのドリーム
ラファエル著, モ

デルプレス編
宝島社

15 293.46/S ウィーン温故知新 : お墓と風刺画のメッセージ 志田英泉子著 春秋社

相愛大学図書館 ２階フロア新着リスト （6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

（6月29日分）

請求記号 書名 著者名 出版者

16 302.34/G 現代ドイツを知るための67章 第3版 ( エリア・スタディーズ ; 18 ) 浜本隆志, 高橋憲編著 明石書店

17 310/Z 図解はじめて学ぶみんなの政治

アレックス・フリス, ロー

ジー・ホア, ルイ・ストーウェ

ル文, ケラン・ストーバーイラ

スト, 浜崎絵梨訳

晶文社

18 311/Y よくわかる政治過程論 ( やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ ) 松田憲忠, 岡田浩編著 ミネルヴァ書房

19 312.22/Y よくわかる現代中国政治 ( やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ ) 川島真, 小嶋華津子編著 ミネルヴァ書房

20 312.3/Y よくわかるEU政治 ( やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ )
 坂井一成, 八十田

博人編著
ミネルヴァ書房

21 316.1/K/1
移民や難民ってだれのこと? = Who are refugees and

migrants? ( 国際化の時代に生きるためのQ&A ; 1 )

マイケル・ローゼン, アンネマ

リー・ヤング著, 小島亜佳莉訳
創元社

22 316.1/K/2 ジェンダーってなんのこと? ( 国際化の時代に生きるためのQ&A ; 2 )
ジュノ・ドーソン

著, 岡本早織訳
創元社

23 333.8/A SDGsとは何か? : 世界を変える17のSDGs目標 安藤顯著 三和書籍

24 333.8/S SDGs : 世界の未来を変えるための17の目標 : 2030年までのゴール
[日能研教務部企

画・編集]
[日能研], [みくに出版 (発売)]

25 335.15/M マンガでわかるSDGs
SDGsビジネス総合研究所経営

戦略会議監修, 河村万理作画
PHPエディターズ・グループ

26 335/S よくわかる中小企業 ( やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ ) 関智宏編著 ミネルヴァ書房

27 336.47/T 留学生・日本で働く人のためのビジネスマナーとルール
武田聡子, 長崎清美著, 日本語

教育研究所編

日本能率協会マネジメントセ

ンター

28 336.49/S
30時間でマスタープレゼンテーション+PowerPoint 2019 :

Windows10対応
実教出版企画開発部編 実教出版

29 336.55/K 臆病ネコの文章教室 : 会話より文章で人を動かす 川上徹也著
SBクリエイティ

ブ

30 361.453/Y
よくわかるメディア法 第2版 ( やわらかアカデミズム・「わか

る」シリーズ )
鈴木秀美, 山田健太編著 ミネルヴァ書房

31 361.63/Y よくわかる家族社会学 ( やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ ) 西野理子, 米村千代編著 ミネルヴァ書房

32 361/Y よくわかる社会学 第3版 ( やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ )
宇都宮京子, 西澤

晃彦編著
ミネルヴァ書房
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相愛大学図書館
２階フロア新着リスト

（6月29日分）

請求記号 書名 著者名 出版者

33 366.28/T ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手に働くための本 對馬陽一郎著 翔泳社

34 366.29/S 子どもにかかわる仕事 ( 岩波ジュニア新書 ; 683 ) 汐見稔幸編 岩波書店

35 369.27/K 子ども・障害のある人から見た明治150年 : 平和・自由・人権を 鴨井慶雄著 クリエイツかもがわ

36 369.4/N 子育ては生涯学習の原点 : 親キャリアをアップする支援 中野由美子著 大学教育出版

37 371.42/K
不登校・ひきこもりのための行動活性化 : 子どもと若者の“心の

エネルギー"がみるみる溜まる認知行動療法
神村栄一著 金剛出版

38 371.42/Y 不登校論の研究 : 本人・家庭原因説と専門家の社会的責任 山岸竜治著 批評社

39 371/W
「わかちあい」の共育学 : はじめて保育・教育を学ぶ人のために

: 教職課程コアカリキュラムに基づく教員養成テキスト  - 基礎編

齋藤尚志, 笹倉千

佳弘, 井上寿美著
明石書店

40 372.106/H 教育は何を評価してきたのか ( 岩波新書 ; 新赤版 1829 ) 本田由紀著 岩波書店

41 373.7/T/2021
教員採用試験36日間 : 短期集中「教採」学習プログラム : 忙し

くても意欲があれば大丈夫  - 2021 ( 教育ジャーナル選書 )
大木光夫著 学習研究社

42 375.1/J 授業がもっと楽しくなる!学校で使いたいことわざ
ことわざ授業づく

り研究会編
大修館書店

43 375.72/S 教えない授業 : 美術館発、「正解のない問い」に挑む力の育て方 鈴木有紀著 英治出版

44 375.76/I キーワードで分かる!音楽科学習指導要領 : 教育音楽ハンドブック 伊野義博著 音楽之友社

45 375.76/O
音楽科教育法 : 中学校・高等学校教員養成課程 = Method of teaching music

for junior and senior high school teacher training course 新版

齊藤忠彦, 菅裕編

著
教育芸術社

46 375.76/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 改訂版 中等科音楽教育研究会編 音楽之友社

47 375.76/W はじめよう!音を楽しむ音楽づくり・創作の事例集 : 心が動く授業づくり 和田崇, 清水宏美著 全音楽譜出版社

48 375.762/G 楽譜が読めない先生のための音楽指導の教科書 森薫, 城佳世編著 明治図書出版

49 375.762/M
「音楽」のユニバーサルデザイン : 授業づくりをチェンジする

15のポイント ( 音楽科授業サポートBOOKS )
増田謙太郎著 明治図書出版
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相愛大学図書館
２階フロア新着リスト

（6月29日分）

請求記号 書名 著者名 出版者

50 375.762/O
「子どもファースト」でつくる!音楽授業プラン成功のアイデア (

音楽科授業サポートBOOKS )

高倉弘光編著, 音楽授業ラボラ

トリー研究会著
明治図書出版

51 375.762/O
音楽授業の「見方・考え方」 : 成功の指導スキル&題材アイデア

( 音楽科授業サポートBOOKS )

高倉弘光編著, 音楽授業ラボラ

トリー研究会著
明治図書出版

52 375.762/S
最新初等科音楽教育法 : 2017年告示「小学校学習指導要領」準

拠 : 小学校教員養成課程用 改訂版
初等科音楽教育研究会編 音楽之友社

53 375.8/I
古典教育と古典文学研究を架橋する : 国語科教員の古文教材化の

手順
井浪真吾著 文学通信

54 375.8/T
楽しみながら力を付ける!国語授業のICT簡単面白活用術50 ( 国

語授業アイデア事典 )

細川太輔, 鈴木秀

樹編著
明治図書出版

55 375.82/D 「繰り返し」で子どもを育てる国語科基礎力トレーニング 土居正博著 東洋館出版社

56 375.83/K 中学校国語の授業がもっとうまくなる50の技 小林康宏著 明治図書出版

57 375.85/A
国語力をつける物語・小説の「読み」の授業 : 「言葉による見

方・考え方」を鍛えるあたらしい授業の提案 増補改訂版
阿部昇著 明治図書出版

58 375.853/S メロスはなぜ少女に赤面するのか : 「テクスト分析」でつくる文学の授業 鈴木昌弘著 三省堂

59 375.862/T 「書く」指導 : 授業で使えるアイデア&フレームワーク 坪井綾子著 東洋館出版社

60 376.1/S/2020 最新保育資料集  - 2020 幼児保育研究会編 ミネルヴァ書房

61 376.11/N
保育者のための子どもの「怒り」へのかかわり方 : アンガーマネ

ジメントのテクニック
野村恵里著 中央法規出版

62 377.28/N SDGsを基盤にした大学連携型地域貢献 西嶋啓一郎著
セルバ出版, 創英社/三省堂書

店 (発売)

63 383.8/Q 図説デザートの歴史
ジェリ・クィンジオ著, 富原ま

さ江訳
原書房

64 421/Y
時間はどこから来て、なぜ流れるのか? : 最新物理学が解く時

空・宇宙・意識の「謎」 ( ブルーバックス ; B-2124 )
吉田伸夫著 講談社

65 490.2/S 図説医学の歴史 坂井建雄著 医学書院

66 493.47/O
おかずレパートリー慢性肝炎・肝硬変 : 64レシピ ( 食事療法お

いしく続けるシリーズ )

加藤眞三, 鈴木和子, 大木いづ

み著
女子栄養大学出版部
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相愛大学図書館
２階フロア新着リスト

（6月29日分）

請求記号 書名 著者名 出版者

67 493.983/O おかあさんのレシピから学ぶ医療的ケア児のミキサー食
小沢浩, 大高美和

編
南山堂

68 494.93/J
腎臓病たんぱく質40gの献立集 /宮本佳代子 [ほか] 著 改訂版 (

腎臓を守る食事シリーズ ; 3 )
女子栄養大学出版部

69 494.93/O
おかずレパートリー腎臓病 : 67レシピ ( 食事療法おいしく続け

るシリーズ )

菅野義彦, 榎本眞

理, 検見﨑聡美著
女子栄養大学出版部

70 498.14/F
管理栄養士・栄養士の実践マネジメント : 少人数部門で最大限の効果を引き出す

: 新人もベテランもじつはマネジメントが大事なんです!
藤井文子著 メディカ出版

71 498.3/K 疲れない大百科 ( 美人開花シリーズ ) 工藤孝文 [著] ワニブックス

72 498.5/H
食育の場をどうデザインするか : 「深い学び」が動き出す! : 食

育こそアクティブラーニング!20の実践と理論
平本福子著 女子栄養大学出版部

73 498.55/F 福祉・保健・医療のための栄養ケア入門 : 多職種連携の栄養学
渡邉早苗, 寺本房子, 石山麗子

編著, 小坂和江 [ほか] 共著
建帛社

74 498.55/K/2021 管理栄養士国家試験受験必修過去問集  - 2021
女子栄養大学管理栄養士国家

試験対策委員会編
女子栄養大学出版部

75 498.55/Z 図解眠れなくなるほど面白いたんぱく質の話 藤田聡監修 日本文芸社

76 498.58/E 栄養管理ビジュアルガイド : 見てできる栄養ケア・マネジメント図鑑
小西敏郎, 森本修三, 小城明子

編集

学研メディカル秀潤社, 学研プ

ラス (発売)

77 498.583/M 図解眠れなくなるほど面白い糖質の話 牧田善二著 日本文芸社

78 498.583/T 和の薬膳食材手帖 : 決定版 武鈴子著 家の光協会

79 589.2/I ファッションの哲学 井上雅人著 ミネルヴァ書房

80 596.65/M 修道院のお菓子 ( 天然生活の本 ) 丸山久美著 扶桑社

81 596/H 電子レンジを活用した調理 : 加熱特性を知り健康を支援する
肥後温子, 村上祥

子共著
建帛社

82 617.6/D カラー図鑑スパイスの秘密 : 利用法・効能・歴史・伝承
ジル・デイヴィーズ著, 西本か

おる訳
西村書店

83 625.038/Z 図説果物の大図鑑
日本果樹種苗協会, 農業・食品

産業技術総合研究機構, 国際農

林水産業研究センター監修

マイナビ出版
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相愛大学図書館
２階フロア新着リスト

（6月29日分）

請求記号 書名 著者名 出版者

84 780.19/A アスリートのための栄養と食事 : パフォーマンスが変わる! 山田聡子監修 池田書店

85 780.19/J
女子アスリートの「食事と栄養」 : パフォーマンスを高める体の

つくり方 ( コツがわかる本 )
佐藤郁子監修

メイツユニバーサ

ルコンテンツ

86 816/T スッキリ文章術 : 文法のおさらいでお悩み解消! 時田昌著 ぱる出版

87 908.38/C おこりたくなったらやってみて! ( ガストンのきぶんをととのえるえほん )

オーレリー・シアン・ショ

ウ・シーヌぶん・え, 垣内磯子

やく

主婦の友社

88 913.6/S Red ( 中公文庫 ) 島本理生著 中央公論新社

89 913.6/Y 春期限定いちごタルト事件 ( 創元推理文庫 ) 米澤穂信著 東京創元社

90 913.6/Y 巴里マカロンの謎 ( 創元推理文庫 ) 米澤穂信著 東京創元社

91 930.2/Y よくわかるイギリス文学史 ( やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ ) 浦野郁, 奥村沙矢香編著 ミネルヴァ書房

92 R351/N/2020-'21 日本国勢図会  - 2020/21年版 矢野恒太記念会編 日本評論社

93 R367.61/N/2020 日本子ども資料年鑑  - 2020 日本総合愛育研究所編 中央出版

94 R370.59/M/2020 文部科学統計要覧  - 令和2年版(2020)
文部科学省生涯学習政策局調

査企画課 [編]
財務省印刷局
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