
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
心理学・社会科学研究のための調査系論文の読み
方 改訂版

浦上昌則, 脇田貴文著 東京図書 140.7||Ur 221001136

2
セルフケアの道具箱 : ストレスと上手につきあう100の
ワーク

伊藤絵美著/細川貂々
イラスト

晶文社 146.8||It 221001170

3 公認心理師エッセンシャルズ 第2版 子安増生, 丹野義彦編 有斐閣 146.89||Ko 221001162

4 臨床心理アセスメント演習 (臨床心理学シリーズ:3)
松原達哉, 楡木満生共
編

培風館 146||Ri 221001144

5 新詳高等地図 (Teikoku's atlas) 帝国書院編集部著 帝国書院 290.38||Sh 221001108

6 社会科学系論文の書き方 明石芳彦著 ミネルヴァ書房 307||Ak 221001195

7
まちづくり幻想 : 地域再生はなぜこれほど失敗するのか
(SB新書:538)

木下斉著
SBクリエイティ
ブ

318.6||Ki 221001116

8 日本国憲法を考える 第3版 (大阪大学新世紀レクチャー) 松井茂記著 大阪大学出版会 323.14||Ma 221001173

9 行政法 : 判例で学ぶ法学 (ライブラリ判例で学ぶ法学:2) 原田大樹著
新世社/サイエン
ス社 (発売)

323.9||Ha 221001176

10 判例で学ぶ行政法 宇賀克也著 第一法規 323.9||Ug 221001175

11 債権総論・担保物権 第4版 (民法:3) 内田貴著 東京大学出版会 324||Uc||3 221001132

12
合格テキスト日商簿記3級 第12版(Ver.12.0) (よくわかる
簿記シリーズ)

TAC株式会社(簿記検
定講座)編著

TAC株式会社出
版事業部

336.91||Go 221001114

13
合格トレーニング日商簿記3級 第12版(Ver.12.0) (よくわ
かる簿記シリーズ)

TAC株式会社(簿記検
定講座)編著

TAC株式会社出
版事業部

336.91||Go 221001115

14
よくわかる障害学 (やわらかアカデミズム・「わかる」
シリーズ)

小川喜道, 杉野昭博編
著

ミネルヴァ書房 369.27||Yo 221001194

15
ボランティアってなんだっけ? (岩波ブックレット:No.

1018)
猪瀬浩平著 岩波書店 369.7||In 221001130

16 中学校社会科教育・高等学校公民科教育 社会認識教育学会編 学術図書出版社 375.3||Ch 221001166

17 中学校社会科教育・高等学校地理歴史科教育 社会認識教育学会編 学術図書出版社 375.3||Ch 221001167

18 紅茶の帝国 : 世界を征服したアジアの葉

マークマン・エリス,

リチャード・コール
トン, マシュー・メー
ジャー著/越朋彦訳

研究社 383.889||El 221001133

19
Fermatの夢と類体論 オンデマンド版 (岩波オンデマンド
ブックス. 数論:1)

加藤和也, 黒川信重,

斎藤毅著
岩波書店 412||Su||1 221001259

20 Excelでやさしく学ぶ統計解析2019
石村貞夫, 劉晨, 石村
友二郎著

東京図書 417||Is 221001135

21
線形計画法の基礎と応用 (シリーズオペレーションズ・
リサーチ:6)

坂和正敏著 朝倉書店 417||Sa 221001187

22
物質のエネルギー論 新訂版 (新・物質科学ライブラリ:3.

基礎物理化学:2)
山内淳著 サイエンス社 431||Ya 221001168

23
宇宙生物学入門 : 惑星・生命・文明の起源 (World

physics selection : readings)

P.ウルムシュナイ
ダー著/須藤靖 [ほか]

訳

丸善出版 460||Ul 221001145

24 基礎講義分子生物学 : アクティブラーニングにも対応 田中弘文, 井上英史編 東京化学同人 464.1||Ki 221001112

25
マクマリー生化学反応機構 : ケミカルバイオロジーによ
る理解 第2版

John McMurry, Tadhg

Begley著/井上英史 [ほ
か] 訳

東京化学同人 464||Mc 221001111

26 Caring for People 黛道子 [ほか] 著
センゲージラー
ニング

490.7||Ca 221001172

27 臨床神経心理学
緑川晶, 山口加代子,

三村將編
医歯薬出版 493.73||Ri 221001191

28
分子栄養学 : 科学的根拠に基づく食理学 (新スタンダー
ド栄養・食物シリーズ:13)

板倉弘重, 近藤和雄編 東京化学同人 498.55||Bu 221001113

29 基礎栄養学 第4版 (新食品・栄養科学シリーズ) 灘本知憲, 仲佐輝子編 化学同人 498.55||Ki 221001163

30
知財実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 : 最初から
そう教えてくれればいいのに!

酒谷誠一著 秀和システム 507.2||Sa 221001171

学生用一般図書新着リスト(10月)
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31

法規 : 第一級海上特殊無線技士第二級海上特殊無線技士
レーダー級海上特殊無線技士 7版 (無線従事者養成課程
用標準教科書)

情報通信振興会編集 情報通信振興会 547.509||Ho 221001109

32

法規 : 第一級陸上特殊無線技士第二級陸上特殊無線技士
国内電信級陸上特殊無線技士 7版 (無線従事者養成課程
用標準教科書)

情報通信振興会編集 情報通信振興会 547.509||Ho 221001110

33 くらしの豆知識 2022年版 国民生活センター編

国民生活セン
ター/全国官報販
売協同組合 (販
売)

590.4||Ku||'22 221001177

34
地域の美味しいものづくり : 農商工連携・6次産業化に
よる商品開発、販路開拓とその支援

中小企業基盤整備機
構編

同友館 601.1||Ch 221001138

35 マッキンゼーが読み解く食と農の未来
アンドレ・アンドニ
アン, 川西剛史, 山田
唯人著

日経BP日本経済
新聞出版本部/日
経BPマーケティ
ング (発売)

611||An 221001139

36 最新畜産物利用学
齋藤忠夫, 西村敏英,

松田幹編
朝倉書店 648||Sa 221001188

37
Creative ideas for products & services : 商品開発の現場
から : アイデア・人・モノの融合

神田範明監修・著/新
原由希恵, 竹内理編著/

アレクサンダー・
ファレル文

松柏社 675.3||Ka 221001174

38 商品開発学 : 商品はこうしてつくる 改訂新版 小塩稲之編著
日本販路コー
ディネータ協会
出版局

675.3||Ko 221001178

39 事例でわかる実戦商品開発マーケティング戦略 佐藤義典著
日本能率協会マ
ネジメントセン
ター

675.3||Sa 221001117

40
成功する新商品開発プロジェクトのすすめ方 (Do

books)
和田憲一郎著 同文舘出版 675.3||Wa 221001137

41 体力トレーニング論 高松薫著 大修館書店 780.7||Ta 221001134

42 はじめて学ぶ日本語学 : ことばの奥深さを知る15章 益岡隆志編著 ミネルヴァ書房 810||Ha 221001193

43 歴史的変化から理解する現代日本語文法 浅川哲也, 竹部歩美著 おうふう 815||As 221001626

44 中国語ポイント42 本間史, 孟広学著 白水社 820.7||Ho 221001142

45 はじめよう楽々中国語 小林和代, 韓軍著 白水社 820.7||Ko 221001143

46 初級中国語この1冊 : 4技能の習得を目指して
丸尾誠, 勝川裕子, 李
軼倫著

Kinseido 820.7||Ma 221001164

47 もっと話そう!異文化おもしろ体験 : 中級中国語
陳淑梅, 胡興智, 劉渇
氷著

朝日出版社 827.8||Ch 221001190

48 中国語で伝えよう! スリム版 楊凱栄, 張麗群著 朝日出版社 827.8||Yo 221001189

49 AFP scitech futures : AFPで学ぶ世界の科学 椋平淳[ほか]著 成美堂 830.7||Af 221001169

50 English for the global age with CNN v. 22
Kansai University

CNN Research Group
Asahi Press 830.7||En||22 221001228

51 Cultural issues →← Environmental issues
Gregory Goodmacher,

梶浦麻子著
南雲堂 830.7||Go 221001120

52 どれくらい賛成しますか?
小林敏彦, Jeremie

Bouchard著
三修社 830.7||Ko 221001229

53 VOAで学ぶ最先端技術とPBL基礎演習
村尾純子, 深山晶子,

野口ジュディー著
成美堂 830.7||Mu 221001126

54
Living as global citizens : an introduction to the

Sustainable Development Goals

Kazuya Oseki, Kevin

M. McManus
Nan'un-do 830.7||Os 221001161

55
Talking about our campus : 映像で巡る海外のキャンパ
ス

小笠原真司[ほか]編著 英宝社 830.7||Ta 221001159

56 Broadcast : ABC world news tonight 3 (ABC news)
山根繁, Kathleen

Yamane編著
金星堂 830.7||Ya||3 221001165

57
Intermediate : pbk (Northstar. Building skills for the

TOEFL iBT)
John Beaumont

Pearson

Longman
830.79||Be 221001129

58 All in one TOEICテスト音速チャージ! 高山英士著
Linkage Club(書
籍部)

830.79||Ta 221001725

59
Winning presentations : 動画で学ぶ英語プレゼンテー
ション : 覚えておきたい8つのモデル

森田彰 [ほか] 著 成美堂 837.8||Wi 221001127

60 Reading fusion 1 Andrew E. Bennett著 南雲堂 837||Be 221001160
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61 クラッセ!ノイ : 初級ドイツ語総合読本
谷澤優子, 白木和美,

ガブリエラ・シュ
ミット著

白水社 840.7||Ta 221001141

62 パショネマン 4訂版 1
阿南婦美代著/セシ
ル・モラン著

第三書房 850.7||An||1 221001128

63 12テーマでわかるフランス事情 改訂版
岡見さえ, ミカエル・
デプレ著

白水社 850.7||Ok 221001140

64 近代日本文学案内 (岩波文庫:別冊19, 35-002-2) 十川信介著 岩波書店 910.26||To 221001131


