
重点収集資料リスト（くらしの支援）

【子育て・教育・医療・健康・福祉など】

No 分類 タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
1 019.5 新・絵本はこころの処方箋 絵本セラピーってなんだろう? 岡田/達信‖著 瑞雲舎 2021.3

2 023.067 社史・本の雑誌 2 本の雑誌編集部‖編 本の雑誌社 2021.6
3 141.24 皮膚はいつもあなたを守ってる 不安とストレスを軽くす

る「セルフタッチ」の力
山口/創‖著 草思社 2021.5

4 143 子どもの発達格差 将来を左右する要因は何か PHP新書 1264 森口/佑介‖著 PHP研究所 2021.6
5 146.8 心の監獄 選択の自由とは何か? フェニックスシ

リーズ 121
エディス・エヴァ・イーガー‖著
エズメ・シュウォール・ウェイガ
ンド‖著 服部/由美‖訳

パンローリング 2021.5

6 324.52 家族間契約の知識と実践 新しい常識 木野/綾子‖監修 元木/翼‖共著
藤井/利江子‖共著

日本法令 2021.7

7 324.62 子の利益に適う離婚協議 子どもの未来を考えた協議条項
のつくり方

平田/厚‖著 第一法規 2021.4

8 324.81 立退料の決め方 第5版 どんな場合にいくら払う!? 横山/正夫‖著 小野寺/昭夫‖著 自由国民社 2021.2
9 330.4 14歳の自分に伝えたい「お金の話」 藤野/英人‖著 マガジンハウス 2021.5
10 338 らくがきファイナンス 人生で損しない選択をするための

お金の知識
ティナ・ヘイ‖著 川添/節子‖訳 翔泳社 2021.7

11 365.3 移住。 成功するヒント 朝日新聞出版‖編著 朝日新聞出版 2021.6
12 365.3 すみません、2DKってなんですか? 日下部/理絵‖著 小林/義崇‖著 サンマーク出版 2021.7
13 366.021 高校生・若者たちと考える過労死・過労自殺 多様な生き

方を認める社会を
石井/拓児‖著 宮城/道良‖著 学習の友社 2021.7

14 367.7 老後の年表 人生後半50年でいつ、何が起きるの…?で、私
はどうすればいいの??

横手/彰太‖著 かんき出版 2021.4

15 369 身体を痛めない介護術 4つの原則で極める! 岡田/慎一郎‖著 中央法規出版 2021.7
16 369.3 子どもの命と未来を守る!「防災」新常識 パパ、ママがで

きる!!水害・地震への備え
奥村/奈津美‖著 辰巳出版 2021.3

17 369.3 防災クエスト 家族みんなで防災ミッションを攻略しよう! 辻/直美‖著 エイイチ‖絵 小学館クリエイ
ティブ

2021.3

18 369.4 共生社会をひらくシニア世代の子育て支援 子育てひろば
「あい・ぽーと」2003〜2021

大日向/雅美‖著 あい・ぽーとス
テーション‖著

日本評論社 2021.7

19 369.4 つながり続けるこども食堂 湯浅/誠‖著 中央公論新社 2021.6
20 371.42 生きづらさの生き方ガイド 不登校・ひきこもり・発達障

害・LGBTQ+
大橋/史信‖共著 岡本/二美代‖共
著

日本法令 2021.7

21 379.9 わが子が将来お金に困らない人になる「お小遣い」のルー
ル

村田/幸紀‖著 フォレスト出版 2021.8
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重点収集資料リスト（くらしの支援）

No 分類 タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
22 407 科学立国のための大学教育改革 エビデンスに基づく科学

教育の実践
高等教育シリーズ
178

カール・ワイマン‖著 大森/不二
雄‖監訳 杉本/和弘‖監訳

玉川大学出版部 2021.7

23 407 大学院活用術 理工系修士で飛躍するための60のアドバイ
ス

面谷/信‖著 東京電機大学出版
局

2021.4

24 451.98 天気予報活用ハンドブック 四季から読み解く気象災害 オフィス気象キャスター株式会社
‖編

丸善出版 2021.3

25 490.15 欧米に寝たきり老人はいない 増補版 コロナ時代の高齢者
終末期医療

宮本/顕二‖著 宮本/礼子‖著 中央公論新社 2021.2

26 490.19 今日から使えるリハビリテーションのための統計学 第2版 高橋/仁美‖編 加賀谷/斉‖編 医歯薬出版 2021.4

27 491.3 カラダの不思議としくみ入門 イラスト図解 中島/雅美‖監修 朝日新聞出版 2021.6
28 491.32 循環器のしくみ 運動・からだ図解 阿古/潤哉‖監修 マイナビ出版 2021.6
29 491.361 体温の「なぜ?」がわかる生理学 からだで感じる・考え

る・理解する
永島/計‖編著 杏林書院 2021.4

30 491.45 ビタミン・バイオファクター総合事典 日本ビタミン学会‖編集 朝倉書店 2021.7
31 492.1 診断 謎の症状を追う医学ミステリー リサ・サンダース‖著 松村/理司

‖訳
ゆみる出版 2021.3

32 492.55 病気に負けない!「ちょいサビ」健康法 渡井/健男‖著 現代書林 2021.3
33 493.123 “世界一わかりやすい”最新糖尿病対策 こうすれば100歳

まで元気に長生きできる
玉谷/実智夫‖著 時事通信出版局 2021.4

34 493.156 依存症の人を治療に向かわせるCRAFTの本 家族としての
“あり方”“接し方”

心のお医者さんに
聞いてみよう

吉田/精次‖監修 大和出版 2021.6

35 493.185 介護で役立つ!お薬&医学の知識 介護のお仕事 折井/孝男‖監修 稲川/利光‖監修
ユーキャン介護職のための薬剤・
医療知識研究会‖編

ユーキャン学び出
版

2021.5

36 493.23 心臓弁膜症 よりよい選択をするための完全ガイド 健康ライブラリー 加瀬川/均‖監修 講談社 2021.5
37 493.24 下肢静脈瘤のセルフケアと日帰り手術 広川/雅之‖監修 自由国民社 2021.3
38 493.49 オンナたちの甲状腺 イラストでよくわかる症状と治療法 山内/泰介‖著 内藤/しなこ‖イラ

スト
現代書林 2021.7

39 493.6 こむら返り 整形外科の名医が教える最高の治し方大全 出沢/明‖著 文響社 2021.7
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重点収集資料リスト（くらしの支援）

No 分類 タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
40 493.64 知っておきたい筋強直性ジストロフィー 患者さん,ご家

族,支援者のための手引き
日本神経学会‖監修 厚生労働科学
研究費補助金(難治性疾患政策研究
事業)筋ジストロフィーの標準的医
療普及のための調査研究班‖監修
「筋強直性ジストロフィー診療ガ
イドライン」作成委員会‖編集

診断と治療社 2021.3

41 493.7 精神科医療の「7つの不思議」 病院で聞けない話、診察室
では見えない姿

夏苅/郁子‖著 ライフサイエンス
出版

2021.5

42 493.74 インターネットポルノ中毒 やめられない脳と中毒の科学 ゲーリー・ウィルソン‖著 山形/
浩生‖訳

DU BOOKS 2021.3

43 493.758 科学的に正しい認知症予防講義 日本認知症予防学会の理
事長が教える

浦上/克哉‖著 翔泳社 2021.3

44 493.758 家族のための認知症ケア ともに暮らすためにできるこ
と、知っておきたいこと

別冊NHKきょうの健
康

繁田/雅弘‖監修 NHK出版 2021.3

45 493.758 長生きでも脳が老けない人の習慣 認知症は脳の糖尿病で
す

角谷/建耀知‖著 阿部/康二‖監修
森下/竜一‖監修

アスコム 2021.3

46 493.758 認知症とともにあたりまえに生きていく 支援する、され
るという立場を超えた9人の実践

矢吹/知之‖編著 丹野/智文‖編著
石原/哲郎‖編著

中央法規出版 2021.6

47 493.758 ボケ日和 わが家に認知症がやって来た!どうする?どうな
る?

長谷川/嘉哉‖著 矢部/太郎‖イラ
スト

かんき出版 2021.4

48 493.76 お父さんが発達障害とわかったら読む本 子どもの面倒を
見ない。お母さんとの会話が少ない

親子で理解する発
達障害の本

宮尾/益知‖監修 河出書房新社 2021.2

49 493.76 「死にたい」の根っこには自己否定感がありました。 妻
と夫、この世界を生きてゆく

咲/セリ‖著 咲生/和臣‖著 ミネルヴァ書房 2021.6

50 493.763 中井久夫と考える患者シリーズ 4 中井/久夫‖監修・解説 ラグーナ出版 2018.12
51 493.764 うつ・適応障害・双極性障害 心の名医7人が教える最高の

治し方大全
文響社 2021.4

52 493.764 高齢者うつを治す 「身体性」の病に薬は不可欠 上田/諭‖著 日本評論社 2021.6
53 493.8 感染症とワクチンについて専門家の父に聞いてみた さーたり‖著 中山/哲夫‖著 KADOKAWA 2020.11
54 493.82 ねころんで読めるワクチン 知ってるつもりがくつがえる

医療者のためのワクチン学入門書
笠井/正志‖著 メディカ出版 2021.6

55 493.931 親子と取り組む!子供の肥満診療 目標による治療管理とモ
チベーション維持のコツ

乾/あやの‖監修 十河/剛‖編集 南山堂 2021.5

56 493.931 子どもの食物アレルギーあんしんBOOK 忙しいママ&パパの
お悩み解決!

今井/孝成‖監修 近藤/康人‖監修
高松/伸枝‖監修

女子栄養大学出版
部

2021.3

57 493.94 小児がん病棟の子どもたち フィールドワーク 田代/順‖著 遠見書房 2021.3
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重点収集資料リスト（くらしの支援）

No 分類 タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
58 494.5 まず知っておきたい!がん治療のお金,医療サービス事典 山崎/知子‖編集 全日本病院出版会 2021.6

59 494.658 Q&Aでわかる痔のすべて あんしん手帖 平田/雅彦‖著 主婦の友社 2021.4
60 494.66 50歳からの脊柱管狭窄症は90%の固定で治る! 笠原/巖‖著 自由国民社 2021.5
61 494.67 実践!介護フットケア 元気に歩く「足」のために 介護ライブラリー 西田/壽代‖監修 講談社 2021.3
62 494.77 ひざ革命 最期まで元気な歩行を可能にする再生医療 松田/芳和‖著 幻冬舎メディアコ

ンサルティング
2021.7

63 495.13 生理で知っておくべきこと 自分の体を守る正しいデータ
を持てなかった女性たちへ

細川/モモ‖著 佐藤/雄一‖監修
奈良岡/佑南‖監修

日経BP 2021.5

64 495.4 もう我慢しない!おしもの悩み 40代からの女の選択 増田/美加‖著 オークラ出版 2021.4
65 495.46 乳がんの本 乳腺専門医がわかりやすく解説 高橋/かおる‖著 アストラハウス 2021.5
66 496.42 子どもの目が危ない 「超近視時代」に視力をどう守るか NHK出版新書 657 大石/寛人‖著 NHKスペシャル取材

班‖著
NHK出版 2021.6

67 496.6 APD<聴覚情報処理障害>がわかる本 聞きとる力の高め方 健康ライブラリー 小渕/千絵‖監修 講談社 2021.3

68 496.6 患者さん向け耳鳴診療Q&A 日本聴覚医学会‖編 金原出版 2021.5
69 496.6 フワフワするめまいは食事でよくなる 2200万人が悩む

「浮動性めまい」の治し方
坂田/英明‖著 マキノ出版 2021.6

70 496.7 鼻専門医が教える「熟睡」を手にする最高の方法 黄川田/徹‖著 日経BP日本経済新
聞出版本部

2021.3

71 498 病理医が明かす死因のホント 日経プレミアシ
リーズ 454

榎木/英介‖著 日経BP日本経済新
聞出版本部

2021.5

72 498.04 地域医療のかがやく未来へ 地域医療振興協会‖編 メディカルサイエ
ンス社

2021.5

73 498.3 背骨の医学 すべての疾患は背骨曲がりから 山口/正貴‖著 さくら舎 2021.5
74 498.3 養生の思想 西平/直‖著 春秋社 2021.3
75 498.36 75歳までに身につけたいシニアのための7つの睡眠習慣

ハーバード大学も注目!世界一の「睡眠の専門医」が教え
る!

遠藤/拓郎‖著 横浜タイガ出版 2021.6

76 498.36 働く人の疲れをリセットする快眠アイデア大全 誰にでも
効く光×体温×脳のアプローチ

菅原/洋平‖著 翔泳社 2021.3

77 498.5 カラダにやさしいコンビニごはん100 東京労災病院管理栄
養士監修

平澤/芳恵‖著 小学館 2021.4

78 498.5 健康食品・サプリメント知りたいことガイドブック Q&Aで
わかる正しい知識と選び方

畝山/智香子‖著 大野/智‖著 千
葉/一敏‖著

中央法規出版 2021.4

79 498.54 食の安全と健康意識データ集 2021 三冬社 2021.4
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No 分類 タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
80 498.55 亜鉛欠乏症 現代日本の国民病 倉澤/隆平‖著 尾形/道夫‖インタ

ヴュー・構成
三恵社 2021.5

81 498.55 カラダに効く!タンパク質まるわかりBOOK 藤田/聡‖監修 学研プラス 2021.7
82 498.55 健康管理する人が必ず知っておきたい栄養学の○と× 改

訂版 食と健康のトピックを読むだけで実践的な知識が身
につく

古畑/公‖著 木村/康一‖著 岡村/
博貴‖著

誠文堂新光社 2021.4

83 498.583 医者が教える健康断食 ジェイソン・ファン‖著 ジミー・
ムーア‖著 小田原/雅人‖監修

文響社 2021.6

84 498.59 誤嚥性肺炎を防ぐ安心ごはん 「飲み込みにくい」と感じ
た、その日から

食事療法はじめの
一歩シリーズ

菊谷/武‖監修 尾関/麻衣子‖栄
養・料理指導 大場/泉‖栄養・料
理指導

女子栄養大学出版
部

2021.3

85 498.6 母と子の新型コロナ 社会医学と現場の専門家がアドバイ
ス

渡邊/香‖編著 林/謙治‖編著 世界書院 2021.2

86 498.6 元WHO専門委員の感染症予防BOOK 公衆衛生のプロがしてい
るエビデンスに基づく正しい行動常識

左門/新‖著 三笠書房 2021.4

87 499.1 くすりの事典 2022年版 病院からもらった薬がよくわかる 片山/志郎‖監修 成美堂出版 2021.6

88 499.1 薬剤師が教える子どもから大人まで「飲み続けると危険な
薬」

宇多川/久美子‖著 PHP研究所 2021.5

89 499.8 キャラでわかる!はじめての漢方薬図鑑 新見/正則‖監修 いとう/みつる‖
絵

日本図書センター 2021.3

90 520.91 消費者のための欠陥住宅判例 第6集 欠陥住宅被害全国連絡協議会‖編 民事法研究会 2012.5

91 520.91 消費者のための欠陥住宅判例 第7集 欠陥住宅被害全国連絡協議会‖編 民事法研究会 2016.6

92 520.91 消費者のための欠陥住宅判例 第8集 欠陥住宅被害全国連絡協議会‖編 民事法研究会 2021.4

93 527 中古マンション・戸建てをリノベーションしてカッコよく
暮らす

Come home!HOUSING 主婦と生活社 2021.7

94 527 リノベとリフォームの、何ができない何ができるのすべて
がわかる本 図解版

主婦の友社‖編 主婦の友社 2021.3

95 589.2 アパレル業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわ
かる教科書

図解即戦力 たかぎ/こういち‖著 技術評論社 2021.5

96 589.2 魔法のクローゼット 50代になった娘が選ぶ母のお洋服 くぼしま/りお‖著 KADOKAWA 2021.8
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No 分類 タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
97 589.25 人生がキラめく靴選び ストレスなく歩ける!スタイルも整

う!!
森/千秋‖著 河出書房新社 2021.4

98 598.2 パパになる前に知っておくべき11のこと 川村/美星‖著 川村/明緒‖監修 幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2021.6

99 598.3 ママとパパの赤ちゃんと子どもの病気・ホームケア事典
<0〜6歳>最新版

岡本/光宏‖監修 朝日新聞出版 2021.3

100 598.4 いのちに寄り添う自宅介護マニュアル これから介護と向
き合うあなたに

やぎ/ひろみ‖著 横山/ふさ子‖絵 新曜社 2021.6

101 599 育児やることリスト大全 0〜5歳までの毎日のお世話・イ
ベントのすべてがわかる

ninaru baby‖監修 KADOKAWA 2021.3

102 599 パパの家庭進出がニッポンを変えるのだ! ママの社会進出
と家族の幸せのために

前田/晃平‖著 光文社 2021.5

103 599 パパのトリセツ2.0 おおた/としまさ‖[著] モチコ‖
イラスト

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2021.2

104 599 名医が教える!子育て学 悩めるママさんへの58の回答 小暮/裕之‖著 フローラル出版 2021.3
105 599.04 おかあさんの扉 10 オレンジページ

ムック ORANGEPAGE
BOOKS

伊藤/理佐‖著 オレンジページ 2021.3

106 599.04 46歳で父になった社会学者 工藤/保則‖著 ミシマ社 2021.3
107 599.3 最新!幼児食新百科 1才〜5才ごろまでこれ1冊でOK! ベネッセ・ムック

たまひよブックス
ベネッセコーポ
レーション

2018.11

108 599.4 子育てで眠れないあなたに 夜泣きドクターと睡眠専門ド
クターが教える細切れ睡眠対策

森田/麻里子‖著 伊田/瞳‖著 さ
ざなみ‖イラスト

KADOKAWA 2021.4

109 599.4 ねむりの王国のクウ おやすみ絵本 弥永/英晃‖著 いなとめ/まきこ‖
絵

インプレス 2021.7

110 599.8 だいじょうぶ、絵本があります 子育ての「困った」を解
決する300冊

安藤/宣子‖著 濱野/良彦‖監修 海鳥社 2021.2

111 649.4 野生動物医学への挑戦 寄生虫・感染症・ワンヘルス 浅川/満彦‖著 東京大学出版会 2021.6
112 689.4 クアオルト・リテラシー 賢く歩いて、人、企業、地域が

変わる
大城/孝幸‖著 日経BP 2021.4

113 914.6 生老病死 山折/哲雄‖著 KADOKAWA 2021.5
114 914.6 人生「散りぎわ」がおもしろい 下重/暁子‖著 毎日新聞出版 2021.6
115 914.6 大事なものから捨てなさい メイコ流笑って死ぬための33

のヒント
中村/メイコ‖著 講談社 2021.7
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重点収集資料リスト（くらしの支援）

No 分類 タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
116 916 言葉を忘れた父の「ありがとう」 前頭側頭型認知症と浅

井家の8年
浅井/勇希‖著 harunosora 2020.1

117 916 ドキュメントがん治療選択 崖っぷちから自分に合う医療
を探し当てたジャーナリストの闘病記

金田/信一郎‖著 ダイヤモンド社 2021.7

118 916 ねぼけノート 認知症はじめました あさと/ひわ‖著 朝日新聞出版 2021.6
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重点収集資料リスト（しごとの支援）

【就業・起業・仕事のスキルアップなど】

No 分類 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
1 007 見る読む分かるIT&デジタル重要キーワード 今さら聞け

ない!3分で身につくビジネス教養
日経パソコン‖編 日経BP 2021.3

2 007.3 炎上する社会 企業広報、SNS公式アカウント運営者が
知っておきたいネットリンチの構造

吉野/ヒロ子‖著 弘文堂 2021.3

3 007.3 良いデジタル化悪いデジタル化 生産性を上げ、プライバ
シーを守る改革を

野口/悠紀雄‖著 日経BP日本経済
新聞出版本部

2021.6

4 007.35 ITエンジニアのためのビジネス文書作成術 速効メソッド 高橋/慈子‖著 藤
原/琢也‖著

インプレス 2021.7

5 007.6 テキストアナリティクス 1 テキストアナリ
ティクスの基礎と
実践

金/明哲‖監修 岩波書店 2021.3

6 007.63 エクセル方眼紙で文書を作るのはやめなさい 「他人の後
始末」で、もうだれも苦しまない資料作成の新常識

四禮/静子‖著 技術評論社 2021.4

7 007.64 Excel自動化<最強>時短仕事術 マクロ/VBAの基本&業務効
率化の即効サンプル

IT×仕事術 守屋/恵一‖著 立
山/秀利‖技術監
修

技術評論社 2021.3

8 021.2 教育現場と研究者のための著作権ガイド 上野/達弘‖編 有斐閣 2021.3
9 159.4 仕事と人生 講談社現代新

書 2610
西川/善文‖著 講談社 2021.3

10 335 図解はじめて学ぶみんなのビジネス ララ・ブライアン
‖文 ローズ・
ホール‖文 ケラ
ン・ストーバー‖
イラスト

晶文社 2021.1

11 335 フリーランス六法 独立から契約、保険、確定申告まで フリーランスの働
き方研究会‖著
二森/礼央‖監修
萩口/義治‖監修

青春出版社 2021.6

12 335.1 働くあなたの経営学 経営理論を武器にする 平凡社新書
968

佐々木/圭吾‖著 平凡社 2021.3

13 335.15 小さな会社のSDGs実践の教科書 1冊で基礎からアクショ
ン、マネジメントまでわかる

青柳/仁士‖著 翔泳社 2021.2
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重点収集資料リスト（しごとの支援）

No 分類 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
14 335.4 株式会社規範のコペルニクス的転回 脱・株主ファースト

の生存戦略
コリン・メイヤー
‖著 宮島/英昭‖
監訳 清水/真人‖
訳

東洋経済新報社 2021.4

15 335.8 Q&Aこれはよくわかる!社団・財団・NPO法人の運営・会
計・税務

脇坂/誠也‖著 石
川/広紀‖著

TKC出版 2021.5

16 336 世界のビジネス書50の名著 LIBERAL ARTS
COLLEGE

T.バトラー=ボー
ドン‖[著] 大間
知/知子‖訳

ディスカ
ヴァー・トゥエ
ンティワン

2021.3

17 336 ビジネススキル図鑑 堀/公俊‖著 日経BP日本経済
新聞出版本部

2021.7

18 336.1 企画 「いい企画」なんて存在しない 高瀬/敦也‖[著] クロスメディ
ア・パブリッシ
ング

2021.8

19 336.17 人類とイノベーション 世界は「自由」と「失敗」で進化
する

マット・リドレー
‖著 大田/直子‖
訳

ニューズピック
ス

2021.3

20 336.38 コロナ禍の社内規程と様式 荻原/勝‖著 産労総合研究所
出版部経営書院

2021.7

21 336.4 成果がぐんぐん上がる自律的に働くためのリモートコ
ミュニケーション術

成瀬/岳人‖著 日経BP 2021.6

22 336.4 生産性と満足度が上がるテレワークマネジメント 人材育
成/トラブル対策/ツール活用…最新事例満載

日経BPムック 日経XTECH‖編 日経BP 2021.5

23 336.4 誰のためのテレワーク? 近未来社会の働き方と法 大内/伸哉‖著 明石書店 2021.5
24 336.4 パートさんの取扱説明書(トリセツ) パートさんは敵かミ

カタか
赤沼/留美子‖著 太陽出版 2021.6

25 336.4 ワーケーションの教科書 創造性と生産性を最大化する
「新しい働き方」

長田/英知‖著 KADOKAWA 2021.7

26 336.42 感染症時代の採用と就職活動 コロナ禍に企業と就活生は
どう適応したか

江夏/幾多郎‖編
著

千倉書房 2021.6

27 336.47 仕事を教えることになったら読む本 濱田/秀彦‖著 アルク 2021.4
28 336.49 電話応対これができればOKです! 直井/みずほ‖監

修
ナツメ社 2021.3

29 336.5 ワークスタイル・アフターコロナ 「働きたいように働け
る」社会へ

松下/慶太‖著 イースト・プレ
ス

2021.3
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重点収集資料リスト（しごとの支援）

No 分類 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
30 336.57 システムを作らせる技術 エンジニアではないあなたへ 白川/克‖著 浜本

/佳史‖著
日経BP日本経済
新聞出版本部

2021.7

31 336.9 1冊でわかる!経理のテレワーク 原/幹‖著 中央経済社 2020.10
32 336.9 会計の地図 「お金の流れ」がたった1つの図法でぜんぶ

わかる
近藤/哲朗‖著 沖
山/誠‖著 岩谷/
誠治‖監修

ダイヤモンド社 2021.3

33 336.9 リモート経理完全マニュアル 小さな会社にお金を残す87
のノウハウ

井ノ上/陽一‖著 ダイヤモンド社 2021.3

34 336.93 収益認識のポジション・ペーパー作成実務 開示,内部統
制等への活用

高田/康行‖著 太
陽有限責任監査法
人‖編

中央経済社 2021.7

35 366.14 リアル労働法 河合/塁‖編 奥貫
/妃文‖編 指宿/
昭一‖[ほか]著

法律文化社 2021.5

36 366.28 仕事に行ってきます 9 物流センターの仕
事

LLブック 埼玉福祉会出版
部

2021.3

37 366.28 仕事に行ってきます 10 図書館の仕事 LLブック 埼玉福祉会出版
部

2021.3

38 366.29 会社で働く 製品開発ストーリーから職種を学ぶ! なるにはBOOKS
別巻

松井/大助‖著 ぺりかん社 2021.5

39 366.29 自由にはたらく副業アイデア事典 好きで稼ぐ100種の副
業を紹介

中野/貴利人‖著 SBクリエイティ
ブ

2021.8

40 366.32 男性育休の教科書 男性育休義務化の基礎知識 日経xwoman‖編 日経BP 2021.4
41 369.42 企業がつくる保育園 出産・育児による離職ゼロを実現! 柴崎/方恵‖著 幻冬舎メディア

コンサルティン
グ

2021.4

42 377.13 非正規職員は消耗品ですか? 東北大学における大量雇止
めとのたたかい

東北大学職員組合
‖編

学習の友社 2021.5

43 407 理系研究者がハッピーな研究生活を送るには 科学とは?
研究室とは?そしてラボメンタルコーチングの必要性

小林/牧人‖著 藤
沼/良典‖著

恒星社厚生閣 2021.4

44 492.916 フライトナースの秘密 ドクターヘリで出動する救急看護
師の仕事

菱沼/秀一‖著 彩流社 2021.7

45 493.937 子どもの精神医学ハンドブック 第3版 清水/將之‖著 日本評論社 2021.3
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重点収集資料リスト（しごとの支援）

No 分類 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
46 498 開業医を救うオンライン診療 鈴木/幹啓‖著 幻冬舎メディア

コンサルティン
グ

2021.7

47 498.12 看護法令要覧 令和3年版 勝又/浜子‖編集
加藤/典子‖編集
清水/嘉与子‖編
集

日本看護協会出
版会

2021.3

48 498.12 毒物及び劇物取締法令集 令和3年版 法律・政令・省令・
告示・通知等収載

毒物劇物関係法令
研究会‖監修

薬務公報社 2021.4

49 498.14 言語聴覚士になろう! みやの/ひろ‖著 青弓社 2021.4
50 498.163 夢を叶える「医療事務のしごと」超入門 NEW MEDICAL

MANAGEMENT
水口/錠二‖著 ぱる出版 2021.7

51 498.5 管理栄養士・栄養士必携 2021年度版 データ・資料集 日本栄養士会‖編 第一出版 2021.3

52 498.55 食品添加物の使用基準便覧 新訂版 第49版 日本食品衛生協
会

2021.4

53 498.59 給食経営管理論 第5版 新しい時代のフードサービスとマ
ネジメント

新食品・栄養
科学シリーズ

中山/玲子‖編 小
切間/美保‖編

化学同人 2021.4

54 498.6 福祉現場のための感染症対策入門 感染症の基本知識から
新型コロナウイルス対応まで

松本/哲哉‖監修 中央法規出版 2021.2

55 499.09 薬事ハンドブック 2021 薬事行政・業界の
最新動向と展望

じほう 2021.3

56 501.3 現場で使える「力学の教科書」 機械+材料+流体+熱力学
のしくみ

堀田/源治‖著 岩
本/達也‖著 井ノ
口/章二‖著

日本能率協会マ
ネジメントセン
ター

2021.4

57 501.8 CADが一番わかる CADの操作や機能から産業との関わりま
で

しくみ図解
070

大高/敏男‖著 平
野/利幸‖著 渋田
/雄一‖著

技術評論社 2021.6

58 509.6 新人IErと学ぶ実践IEの強化書 日本インダストリ
アル・エンジニア
リング協会‖編

日刊工業新聞社 2021.3

59 509.8 ノンテクニカルスキルの訓練と評価 実践的指針 マシュー・トーマ
ス‖著 北村/正晴
‖監訳 小松原/明
哲‖監訳

海文堂出版 2021.4
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重点収集資料リスト（しごとの支援）

No 分類 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
60 510.9 土木の仕事ガイドブック 日常をつくるプロフェッショナ

ル
柴田/久‖編著 学芸出版社 2021.6

61 519.13 カーボンZERO気候変動経営 Business strategy for a
Net-Zero World

EYストラテジー・
アンド・コンサル
ティング‖編

日経BP日本経済
新聞出版本部

2021.6

62 531.98 グローバル図面<新ISO準拠>って、どない描くねん! 幾何
公差で暗黙の設計意図を見える化する

山田/学‖著 日刊工業新聞社 2021.5

63 540.921 電気事業のいま Overview 2021 市村/拓斗‖著 日本電気協会新
聞部

2021.6

64 547.483 ストーリーで学ぶネットワークの基本 左門/至峰‖著 インプレス 2021.5
65 547.4833 図解まるわかりWeb技術のしくみ 西村/泰洋‖著 翔泳社 2021.4
66 547.8 1週間でCCNAの基礎が学べる本 第3版 徹底攻略 宮田/かおり‖著

ソキウス・ジャパ
ン‖編

インプレス 2021.4

67 588.09 食の商品開発 開発プロセスのA to Z シリーズ食を
学ぶ

内田/雅昭‖著 昭和堂 2021.3

68 611.12 農業法務のすべて 菅原/清暁‖編著 民事法研究会 2021.4
69 611.2 図解と事例でよくわかる都市型農家の生産緑地対応と相

続対策
奥田/周年‖著 ビジネス教育出

版社
2021.5

70 611.3 食糧経済年鑑 令和3年版 食糧経済通信社 2021.3

71 611.3 フードビジネス論 「食と農」の最前線を学ぶ 大浦/裕二‖編著
佐藤/和憲‖編著

ミネルヴァ書房 2021.5

72 611.33 水田フル活用の統計データブック 2018年水田農業政策変
更直後の悉皆調査結果からみる農業再生協議会・水田フ
ル活用ビジョン・産地交付金の実態

小川/真如‖著 三恵社 2021.6

73 611.6 農業協同組合法 第3版 明田/作‖著 経済法令研究会 2021.3

74 611.61 JA女性組織の未来 躍動へのグランドデザイン 石田/正昭‖編著 家の光協会 2021.6
75 611.7 食と農のプチ起業 シェアキッチン、SNS、ECサイトをフ

ル活用する
小野/淳‖著 イカロス出版 2021.6

76 613.4 最新農業技術土壌施肥 vol.13 特集有機物の肥料
利用の基礎

農山漁村文化協会
‖編

農山漁村文化協
会

2021.2

77 615 最新農業技術作物 vol.13 特集ジャガイモ・
サツマイモの品種
と栽培

農山漁村文化協会
‖編

農山漁村文化協
会

2021.1
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重点収集資料リスト（しごとの支援）

No 分類 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
78 640 最新農業技術畜産 vol.13 特集搾乳ロボッ

ト,蹄管理
農山漁村文化協会
‖編

農山漁村文化協
会

2021.2

79 645.34 イチからわかる牛の放牧入門 平野/清‖著 農山漁村文化協
会

2021.5

80 659 狩猟を仕事にするための本 東雲/輝之‖著 秀和システム 2021.3
81 661.1 日本漁業・水産業の復活戦略 最新データに拠る日経調水

産業改革委員会「提言」と改正「漁業法」概説
小松/正之‖著 高
木/勇樹‖監修

雄山閣 2021.6

82 673.3 イラストだけでわかる!接客のきほん BASIC TIPS 63 FOR
CUSTOMER SERVICE

岩倉/正枝‖著 ダイヤモンド社 2021.4

83 673.3 図解でわかるコンタクトセンターの作り方・運用の仕方 有山/裕孝‖著 仲
江/洋美‖著 市瀬
/眞‖著

日本実業出版社 2021.3

84 673.32 21世紀型「のれん分け」ビジネスの教科書 直営展開やフ
ランチャイズよりもリスクを抑えて多店舗展開を実現す
る

高木/悠‖著 自由国民社 2021.7

85 673.7 オムニチャネル小売業のロジスティクス統合 大下/剛‖著 同友館 2021.4
86 673.7 小売の未来 新しい時代を生き残る10の「リテールタイプ

と消費者の問いかけ」
ダグ・スティーブ
ンス‖著 斎藤/栄
一郎‖訳

プレジデント社 2021.6

87 673.93 人材ビジネスのしくみと仕事がこれ1冊でしっかりわかる
教科書

図解即戦力 黒田/真行‖著 技術評論社 2021.5

88 673.97 これからの飲食店衛生管理の教科書 お客様の信頼を生む DO BOOKS 中島/孝治‖著 神
宮司/道宏‖著 石
井/住枝‖著

同文舘出版 2021.4

89 673.97 メニュー開発論 小倉/朋子‖著 創成社 2021.4
90 673.99 地域貢献型シェアハウス投資 サイドビジネスに最適!空

き家・空きビルを活用
仲尾/正人‖著 合同フォレスト 2021.7

91 673.99 賃貸住宅管理業法の解説 最新不動産の
法律シリーズ

渡辺/晋‖著 住宅新報出版 2021.6

92 673.99 不動産管理会社の相続税対策 第3版 有利選択・設立・活
用のポイント

AKJパートナーズ
‖編

中央経済社 2021.5

93 673.99 不動産取引のしくみがわかる本 最新版 DO BOOKS ビジ
ネス図解

平田/康人‖著 同文舘出版 2021.4

94 674 実践海外投資家に向けたIR・SR対応 松本/史雄‖著 若
杉/政寛‖著 井上
/肇‖著

中央経済社 2021.4
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重点収集資料リスト（しごとの支援）

No 分類 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
95 674 ナラティブカンパニー 企業を変革する「物語」の力 本田/哲也‖著 東洋経済新報社 2021.5

96 674 なんだ、けっきょく最後は言葉じゃないか。 伊藤/公一‖著 宣伝会議 2021.2
97 674.3 コピー年鑑 2020 東京コピーライ

ターズクラブ‖編
集

宣伝会議 2021.3

98 674.3 信頼・誠実を大切にする業種別ロゴのデザイン パイインターナ
ショナル‖編著

パイインターナ
ショナル

2021.5

99 674.6 いちばんやさしいGoogleマイビジネス+ローカルSEOの教
本 人気講師が教える「地図」で伝えるこれからの集客術

伊藤/亜津佐‖著 インプレス 2021.5

100 674.6 新プレスリリース道場 実例を見て学ぶ 月刊広報会議
MASTER SERIES

井上/岳久‖著 宣伝会議 2021.3

101 675 江戸式マーケ 400年前なのに最先端! 川上/徹也‖著 文藝春秋 2021.6
102 675 グロースマーケティング DearOne‖著 クロスメディ

ア・パブリッシ
ング

2021.5

103 675 ゼロからわかるビジネスInstagram 結果につながるSNS時
代のマーケティング戦略

朝山/高至‖著 SBクリエイティ
ブ

2021.4

104 675 動画で「売れる仕組み」をつくる 認知・集客・見込客育
成・販売・サポートがまるごとできるマーケティング戦
略

前田/考歩‖著 翔泳社 2021.7

105 675 LINE公式アカウント史上最強の成功テクニック 堤/建拓‖著 秀和システム 2021.3
106 678.033 国際ビジネス用語事典 国際商取引学会‖

編
中央経済社 2021.4

107 678.3 AEOハンドブック 日本関税協会 2021.7
108 678.4 リモート輸入ビジネス成功マニュアル いつでも、どこで

も、低コストで始められる!
大須賀/祐‖著 あさ出版 2021.6

109 685.6 運送会社のための労務管理・働き方改革対応マニュアル
働き方改革関連法、パワハラ防止法、民法改正、貨物自
動車運送事業法改正に対応

長瀬/佑志‖著 日本加除出版 2021.3

110 685.9 アラフォーウーバーイーツ配達員ヘロヘロ日記 渡辺/雅史‖著 ワニブックス 2021.5
111 687 エアライン・ビジネス入門 第2版 稲本/恵子‖編著 晃洋書房 2021.4
112 689.6 旅行契約の実務 基礎から紛争解決まで 鈴木/尉久‖著 民事法研究会 2021.3
113 689.8 勝てる民泊 ウィズコロナの一軒家宿 山口/由美‖著 新潮社 2021.5
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重点収集資料リスト（しごとの支援）

No 分類 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
114 694.6 アプリケーションエンジニアになるには なるにはBOOKS

156
小杉/眞紀‖著 吉
田/真奈‖著 山田
/幸彦‖著

ぺりかん社 2021.6

115 694.6 たった1日で基本が身に付く!Androidアプリ開発超入門
改訂2版

中川/幸哉‖著 技術評論社 2021.7

116 726.1 在宅勤務子ちゃん わたしたちのリモートワーク日記 一秒‖著 PHPエディター
ズ・グループ

2021.3

117 748 インフラメンテナンス 日本列島365日、道路はこうして
守られている

山崎/エリナ‖撮
影

グッドブックス 2019.4

118 801.7 産業翻訳パーフェクトガイド [2021]新版 語学で稼ぐ イカロスMOOK イカロス出版 2021.5
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重点収集資料リスト（地域の活性化支援）

【まちづくり・人づくり・環境など】

No 分類 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
1 070.4 フォトジャーナリストが撮った世界の現実 無関心の

すぐそばにある人生
川畑/嘉文‖著 新評論 2021.2

2 222 「中国史」が亡びるとき 地域史から医療史へ 研文選書 130 飯島/渉‖著 研文出版 2020.10
3 288.6 全国「武将印」徹底ガイド 見どころ・楽しみ方がわ

かる
小和田/哲男‖監修 メイツユニバーサ

ルコンテンツ
2020.10

4 291 日タイ対訳ニッポン紹介FAQ デイビッド・セイン‖オ
リジナル英文 ピヤヌッ
ト・ウィリヤェナワット
‖タイ語訳

IBCパブリッシン
グ

2016.7

5 291.093 鉄印帳でめぐる全国の魅力的な鉄道40 鉄印帳公認 地球の歩き方御
朱印シリーズ
D51

地球の歩き方 2021.4

6 318 市民がつくる、わがまちの誇り シビック・プライド
政策の理論と実際

文化とまちづく
り叢書

松下/啓一‖著 水曜社 2021.7

7 318.2 地域を支えるエッセンシャル・ワーク 保健所・病
院・清掃・子育てなどの現場から

山谷/清志‖編著 藤井/
誠一郎‖編著

ぎょうせい 2021.4

8 318.6 本気で、地域を変える 地域づくり3.0の発想とマネ
ジメント

岩崎/達也‖著 高田/朝
子‖著

晃洋書房 2021.2

9 318.6 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 2021.3

10 318.8 コミュニティ自治の未来図 共創に向けた地域人財づ
くりへ

大杉/覚‖著 ぎょうせい 2021.7

11 318.8 “町内会”は義務ですか? コミュニティーと自由の
実践

小学館新書 207 紙屋/高雪‖著 小学館 2014.10

12 318.9 世界に学ぶ地域自治 コミュニティ再生のしくみと実
践

大内/田鶴子‖編著 鯵坂
/学‖編著 玉野/和志‖
編著

学芸出版社 2021.8

13 335.35 「地域創生」の法則 中小企業×公共=最強の「場」 尾松/豪紀‖著 東洋経済新報社 2021.7

14 361.9 OECD幸福度白書 5 より良い暮らし指標：生活向上と
社会進歩の国際比較

OECD‖編著 西村/美由起
‖訳

明石書店 2021.1

15 366.28 9つの事例でわかる精神障害・発達障害のある人が活
躍する職場のつくりかた

ボーン・クロイド‖著
又村/あおい‖著 八木/
亜紀子‖編集

中央法規出版 2021.7
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重点収集資料リスト（地域の活性化支援）

No 分類 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
16 369.3 災害連携のための自治体「応援職員」派遣ハンド

ブック 東日本大震災のデータと事例から
西出/順郎‖編著 公人の友社 2021.4

17 369.3 自治体の防災担当になったら読む本 現場で役立つ仕
事のノウハウがよくわかる!

森田/修康‖著 学陽書房 2021.7

18 369.4 子どもたちがつくる町 大阪・西成の子育て支援 村上/靖彦‖著 世界思想社 2021.5
19 451.85 気候変動に立ちむかう子どもたち 世界の若者60人の

作文集
アクシャート・ラーティ
‖編 吉森/葉‖訳

太田出版 2021.4

20 467.2 生物多様性条約と名古屋議定書の課題 「生物資源へ
のアクセスと利益配分(ABS)」問題

炭田/精造‖著 けやき出版 2021.6

21 468 環境DNA 生態系の真の姿を読み解く 環境DNA学会‖企画 土居
/秀幸‖編 近藤/倫生‖
編

共立出版 2021.3

22 468.04 生態学者の目のツケドコロ 生きものと環境の関係
を、一歩引いたところから考えてみた

伊勢/武史‖著 ベレ出版 2021.1

23 490.15 行動科学でより良い社会をつくる ソーシャルマーケ
ティングによる社会課題の解決

瓜生原/葉子‖著 文眞堂 2021.2

24 493.733 災害不調 医師が見つけた最速の改善策 角川新書 K-350 工藤/孝文‖[著] KADOKAWA 2021.3
25 518.54 ごみ収集とまちづくり 清掃の現場から考える地方自

治
朝日選書 1023 藤井/誠一郎‖著 朝日新聞出版 2021.8

26 518.8 空き不動産問題から考える地方都市再生 箸本/健二‖編 武者/忠
彦‖編

ナカニシヤ出版 2021.3

27 518.8 イタリアの小さな町 暮らしと風景 地方が元気にな
るまちづくり

文化とまちづく
り叢書

井口/勝文‖著 水曜社 2021.3

28 518.8 エリアマネジメント・ケースメソッド 官民連携によ
る地域経営の教科書

保井/美樹‖編著 泉山/
塁威‖編著 日本都市計
画学会・エリアマネジメ
ント人材育成研究会‖編
著

学芸出版社 2021.5

29 518.8 空間から読み解く環境デザイン入門 菅野/博貢‖著 彰国社 2021.5
30 519 新しい環境科学 新版 環境問題の基礎知識をマス

ターする
鈴木/孝弘‖著 駿河台出版社 2021.3

31 519 これってホントにエコなの? 日常生活のあちこちで
遭遇する“エコ”のジレンマを解決

ジョージーナ・ウィルソ
ン=パウエル‖著 吉田/
綾‖監訳 吉原/かれん‖
訳

東京書籍 2021.9
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重点収集資料リスト（地域の活性化支援）

No 分類 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
32 519 脱プラスチック データで見る課題と解決策 日経BPムック ナ

ショナルジオグ
ラフィック別冊

レイチェル・サルト‖
[著] [神田/由布子‖訳]

日経ナショナルジ
オグラフィック社

2021.7

33 519 地球の未来のため僕が決断したこと 気候大災害は防
げる

ビル・ゲイツ‖著 山田/
文‖訳

早川書房 2021.8

34 519 身近な環境・生活のホントがよくわかる本 浦野/紘平‖共著 浦野/
真弥‖共著

オーム社 2021.4

35 519.04 FOOTPRINTS 未来から見た私たちの痕跡 デイビッド・ファリアー
‖著 東郷/えりか‖訳

東洋経済新報社 2021.6

36 519.13 サーキュラーエコノミー実践 オランダに探るビジネ
スモデル

安居/昭博‖著 学芸出版社 2021.7

37 519.13 超入門カーボンニュートラル 講談社+α新書
827-2C

夫馬/賢治‖[著] 講談社 2021.5

38 519.4 海に油が流れると… 海難、油流出事故対策と教訓に
ついて

銀鈴叢書 佐々木/邦昭‖著 銀の鈴社 2021.4

39 519.4 水環境の事典 日本水環境学会‖編集 朝倉書店 2021.4
40 543.5 福島第一原発事故の「真実」 NHKメルトダウン取材班

‖著
講談社 2021.2

41 601.1 SOCIAL&LOCAL 地域を舞台に、社会的な活動を。CCC
が日本各地と始めた10のプロジェクト

NEKO MOOK 3086 ネコ・パブリッシ
ング

2021.6

42 601.1 地域バリューチェーン 持続可能な地域を創る 板倉/宏昭‖著 石丸/亜
矢子‖著

勁草書房 2021.7

43 601.1 六方よし経営 日本を元気にする新しいビジネスのか
たち

藻谷/ゆかり‖著 日経BP 2021.7

44 610.7 若者を地域の仲間に! 秘訣をつかむハンドブック 筒井/一伸‖編著 小林/
悠歩‖編著

筑波書房 2021.3

45 611.7 稼げる農業経営のススメ 地方創生としての農政のし
くみと未来

新井/毅‖著 築地書館 2021.9

46 617.3 コーヒーで読み解くSDGs José・川島良彰‖著 池
本/幸生‖著 山下/加夏
‖著

ポプラ社 2021.3

47 626.9 袋栽培でかんたん野菜づくり 種をまくだけ!お部屋
の窓辺でもできる

梁川/正‖著 秀和システム 2021.3

48 629.75 庭にほしい木と草の本 食べるつかうあそぶ 草木屋‖著 農山漁村文化協会 2021.3
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重点収集資料リスト（地域の活性化支援）

No 分類 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
49 651.1 SDGs時代の森林管理の理念と技術 改訂版 森林と人

間の共生の道へ
山田/容三‖著 昭和堂 2021.7

50 651.12 森林と法 小賀野/晶一‖編 奥田/
進一‖編

成文堂 2021.4

51 653.1 樹木土壌学の基礎知識 堀/大才‖著 講談社 2021.7
52 681.1 地域モビリティの再構築 家田/仁‖監修 小嶋/光

信‖監修 三村/聡‖編著
薫風社 2021.8

53 681.6 緊急時応急措置指針 ERG2020版 容器イエローカード
への適用

田村/昌三‖監訳 田村/
昌三‖[ほか]訳 日本化
学工業協会‖編集

日本規格協会 2021.5

54 681.8 公共交通が人とまちを元気にする 数字で読みとく!
富山市のコンパクトシティ戦略

松中/亮治‖編著 大庭/
哲治‖著 後藤/正明‖著

学芸出版社 2021.6

55 685.5 グリーンスローモビリティ 小さな低速電動車が公共
交通と地域を変える

三重野/真代‖編著 交通
エコロジー・モビリティ
財団‖編著

学芸出版社 2021.5

56 689 地域は物語で「10倍」人が集まる コンテンツツーリ
ズム再発見

増淵/敏之‖編著 安田/
亘宏‖編著 岩崎/達也‖
編著

生産性出版 2021.3

57 689.5 テーマパーク事業と地域振興 中島/恵‖著 三恵社 2021.4
58 709.1 継承される地域文化 災害復興から社会創発へ 日高/真吾‖編 臨川書店 2021.3
59 817.7 全図解日本のしくみ Furigana JAPAN 安部/直文‖著 マイケ

ル・ブレーズ‖訳
IBCパブリッシン
グ

2019.3
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