
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 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
1 007.609 デジタル遺品の探しかた・しまいかた、残しかた+隠しかた

身内が亡くなったときのスマホ・パソコン・SNS・ネット証
券・暗号資産等への対応や、デジタル終活がわかる本

伊勢田/篤史‖著
古田/雄介‖著

日本加除出版 2021.10

2 146.8 初学者にも、ベテランにも役立つ音楽療法 第4版 効果・や
り方・エビデンスを知る

高橋/多喜子‖編著 金芳堂 2021.10

3 146.8 はじめての家族療法 クライエントとその関係者を支援する
すべての人へ

浅井/伸彦‖編著
松本/健輔‖著 坂
本/真佐哉‖監修

北大路書房 2021.9

4 324.65 親の財産を凍結から守る認知症対策ガイドブック 元木/翼‖著 日本法令 2021.12
5 324.7 介護等に貢献した娘・息子・嫁・婿、配偶者のためのあた

らしい相続のかたち
山田&パートナーズ
‖編著 Y&P法律事
務所‖編著 山田コ
ンサルティンググ
ループ株式会社‖
編著

日本法令 2022.1

6 336.1 Amazon Mechanism イノベーション量産の方程式 谷/敏行‖著 日経BP 2021.11
7 336.1 PwC Strategy&のビジネスモデル・クリエイション 利益を

生み出す戦略づくりの教科書
BOW BOOKS 003 唐木/明子‖著 BOW&PARTNERS 2021.11

8 336.3 だから僕たちは、組織を変えていける やる気に満ちた「や
さしいチーム」のつくりかた

斉藤/徹‖[著] クロスメディア・パ
ブリッシング

2021.12

9 337 あたらしいお金の教科書 ありがとうをはこぶお金、やさし
さがめぐる社会

新井/和宏‖著 山川出版社 2021.7

10 366.021 この働き方大丈夫? カラー図解イラスト付き 中国新聞取材班‖
著

集広舎 2021.10

11 366.14 Q&A誰でもできるブラック企業対策 明石/順平‖編著
小倉/崇徳‖[ほか]
著 ブラック企業被
害対策弁護団‖監
修

集英社インターナ
ショナル

2021.10

12 366.28 ラストキャリアデザインを考える 人生100年時代の長寿高
齢社会を迎えて

加賀/博‖著 日本生産性本部生産
性労働情報センター

2021.9
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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 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
13 366.29 おじさんの定年前の準備、定年後のスタート 今こそプロ

ティアン・ライフキャリア実践!
金澤/美冬‖著 総合法令出版 2021.9

14 366.629 賃金破壊 労働運動を「犯罪」にする国 竹信/三恵子‖著 旬報社 2021.11
15 366.7 ワーク・ファミリー・バランス これからの家族と共働き社

会を考える
高橋/美恵子‖編 慶應義塾大学出版会 2021.10

16 367.7 認知症に備える 家族や自分が認知症になっても安心して暮
らしていくために知っておきたい大切なこと

中澤/まゆみ‖著
村山/澄江‖著

自由国民社 2021.9

17 367.7 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

18 367.75 在宅ひとり死のススメ 文春新書 1295 上野/千鶴子‖著 文藝春秋 2021.1

19 367.9 子どもを育てられるなんて思わなかった LGBTQと「伝統的
な家族」のこれから

古田/大輔‖編 杉
山/文野‖著 松岡/
宗嗣‖著

山川出版社 2021.9

20 368.6 高齢者を身近な危険から守る本 防犯暮らし防災 森/透匡‖監修 平
松/類‖監修 三平/
洵‖監修

池田書店 2021.8

21 369 新しい地域ネットワークの教科書 ご近所の共助があなたの
未来をひらく

伊藤/幹夫‖著 あさ出版 2021.9

22 369 子ども介護者 ヤングケアラーの現実と社会の壁 角川新書 K-
368

濱島/淑惠‖[著] KADOKAWA 2021.9

23 369.26 ケアをデザインする 準市場時代の自治体・サービス主体・
家族

現代社会政策
のフロンティ
ア 14

角/能‖著 ミネルヴァ書房 2021.11

24 369.26 認知症の人は何を考えているのか? 大切な人の「ほんとう
の気持ち」がわかる本

介護ライブラ
リー

渡辺/哲弘‖著 講談社 2021.11

25 369.27 手話でGO!GO!合理的配慮 障害者差別解消法でやるべきこと
を考える

『手話でGO!GO!合
理的配慮』編集
チーム‖編集

全日本ろうあ連盟 2019.6

26 369.28 発達障害に関わる人が知っておきたいサービスの基本と利
用のしかた

浜内/彩乃‖著 ソシム 2021.9

27 369.3 被災したあなたを助けるお金とくらしの話 増補版 岡本/正‖著 弘文堂 2021.12
28 369.4 子育て支援の経済学 山口/慎太郎‖著 日本評論社 2021.1
29 369.4 子育て罰 「親子に冷たい日本」を変えるには 光文社新書

1143
末冨/芳‖著 桜井/
啓太‖著

光文社 2021.7

30 371.47 しんどい時の自分の守り方 10代から知っておきたいメンタ
ルケア

増田/史‖著 ナツメ社 2021.9
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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 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
31 378.28 ようこおばさんの手話で満腹クッキング! 2 簡単・おいし

い・残さない
やましろ/ようこ‖
著 全日本ろうあ連
盟日本手話研究所
‖手話確定・監修

全日本ろうあ連盟出
版局

2004.10

32 385.6 「墓じまい」で心の荷を下ろす 「無縁墓」社会をどう生き
るか

詩想社新書 37 島田/裕巳‖著 詩想社 2021.9

33 432.1 教育現場のための安全な化学実験と事故事例 鈴木/仁美‖著 丸善出版 2021.10
34 490.9 漢方生活を楽しむ教科書 理由がわかればもっと整う! 櫻井/大典‖監修 ナツメ社 2021.12
35 491.14 はたらく内臓 元気のしくみと不調の原因がわかる!内臓機

能大全
坂井/建雄‖監修 中央公論新社 2022.1

36 491.329 リンパのふしぎ 未病の仕組みを解き明かす ちくま新書
1592

大橋/俊夫‖著 筑摩書房 2021.8

37 491.343 「食べる」介護のきほん 誤嚥を防いで食の楽しみをキープ
する、食事介助&お口のケア

はじめての在
宅介護シリー
ズ

齋藤/真由‖著 翔泳社 2021.11

38 491.371 最強脳 『スマホ脳』ハンセン先生の特別授業 新潮新書 930 アンデシュ・ハン
セン‖著 久山/葉
子‖訳

新潮社 2021.11

39 491.371 人生100年時代の脳科学 元気に歩むために知っておきたい
脳の50話

中村/克樹‖著 くもん出版 2021.9

40 491.65 がんは裏切る細胞である 進化生物学から治療戦略へ アシーナ・アク
ティピス‖[著] 梶
山/あゆみ‖訳

みすず書房 2021.12

41 491.72 図解ウイルスと除菌のことがよくわかる!本 内海/洋‖著 あさ出版 2022.1
42 492.7 ひとりほぐし 肩こり便秘たるみむくみうつうつを自分の手

でときほぐす!
崎田/ミナ‖著 日経BP 2021.11

43 492.79 頼れる治療院の選び方 治す・癒やす・きれいになる「痛
み」や「目的」に合わせた治療院の見つけ方、教えます!

根岸/靖‖監修 川
俣/晃平‖[ほか]執
筆

合同フォレスト 2021.11

44 493.123 糖尿病と食 シリーズ<栄養
と疾病の科学>
3

植木/浩二郎‖編集 朝倉書店 2021.11

45 493.14 お父さん、お母さんが知っておきたいダニとアレルギーの
話

高岡/正敏‖著 あさ出版 2021.11

46 493.14 毎日の冷えとり漢方 不調が消え、免疫力アップ 川嶋/朗‖著 河出書房新社 2021.11
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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 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
47 493.18 LOH症候群 角川新書 K-

373
堀江/重郎‖[著] KADOKAWA 2021.11

48 493.185 ぜんぶわかる高齢者のからだと病気 お年寄りのからだと
心、病気の症状を図解

秋下/雅弘‖監修 成美堂出版 2022.1

49 493.36 ぜんそく 呼吸器とアレルギーの名医が教える最高の治し方
大全

文響社 2021.10

50 493.385 患者さんのための肺がんガイドブック 2021年版 悪性胸膜
中皮腫・胸腺腫瘍含む

日本肺癌学会‖編 金原出版 2021.11

51 493.4 機能性ディスペプシアかIBSかも 「胃腸がつらい」が続く
あなたへ

埼玉医科大学
超人気健康セ
ミナーシリー
ズ

屋嘉比/康治‖著
岡/政志‖著

ライフサイエンス出
版

2022.1

52 493.47 膵臓の病気がわかる本 急性膵炎・慢性膵炎・膵のう胞・膵
臓がん

健康ライブラ
リー

糸井/隆夫‖監修 講談社 2021.11

53 493.6 腰痛は座り方が9割 ラクな姿勢は腰に負担が! 碓田/拓磨‖著 主婦の友社 2022.2
54 493.7 精神医学ハンドブック 第8版 医学・保健・福祉の基礎知識 山下/格‖著 日本評論社 2022.2

55 493.7 治りにくい心の病 それでも少しずつ良くなるために 久保田/正春‖著 法研 2021.9
56 493.73 動きのコツを教えます 自宅でできる脳卒中当事者のリハビ

リ・ガイド
生野/達也‖著 協同医書出版社 2021.10

57 493.733 決定版!図解いちばんわかりやすい自律神経 「血流」「内
臓」、自分でコントロールできない体の働きをリセット

読む常備薬 小林/弘幸‖監修 河出書房新社 2021.8

58 493.74 ウルトラ図解てんかん 多様なてんかん発作をコントロール
してQOLを高める

オールカラー
家庭の医学

赤松/直樹‖監修 法研 2022.2

59 493.74 過食は治る 過食症の成り立ちの理解と克服プログラム クリストファー G.
フェアバーン‖著
永田/利彦‖監訳
藤本/麻起子‖訳

金剛出版 2021.11

60 493.74 図解いちばんわかりやすい強迫性障害 強すぎる「不安」と
「無意味な行動」の断ち切り方

読む常備薬 原井/宏明‖監修 河出書房新社 2021.8

61 493.74 そのふるえ・イップス心因性ではありません 本態性振戦・
局所性ジストニアのしくみと治療

平/孝臣‖著 堀澤/
士朗‖著

法研 2021.8

62 493.74 「適応障害」って、どんな病気? 正しい理解と治療法 心のお医者さ
んに聞いてみ
よう

浅井/逸郎‖監修 大和出版 2021.11
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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 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
63 493.758 安心な認知症 マンガとQ&Aで、本人も家族も幸せになれる! 繁田/雅弘‖監修

(代表) 森下/えみ
こ‖マンガ・イラ
スト 主婦と生活社
ライフ・ケア編集
部‖編

主婦と生活社 2021.12

64 493.758 認知症家族に寄り添う介護しやすい家づくり みんなが心地
よく過ごせる間取りとリフォームのヒント

堀越/智‖編著 山
崎/努‖著 川野/美
智子‖著

日刊工業新聞社 2021.12

65 493.758 認知症世界の歩き方 認知症のある人の頭の中をのぞいてみ
たら?

筧/裕介‖著 認知
症未来共創ハブ‖
ほか監修

ライツ社 2021.9

66 493.758 脳科学で探る認知症予防 「健全な脳」のつくり方と新しい
治療法

稲場/秀明‖著 花伝社 2022.1

67 493.76 自閉スペクトラム症の女の子が出会う世界 幼児期から老年
期まで

サラ・ヘンドリッ
クス‖著 堀越/英
美‖訳

河出書房新社 2021.10

68 493.87 新型コロナの患者学 新型コロナ感染症に罹患した医師の
107日の闘い

岡野/匡雄‖著 人間と歴史社 2021.10

69 493.937 起立性調節障害<OD> 朝起きられない子どもの病気がわかる
本

健康ライブラ
リー

田中/大介‖監修 講談社 2021.11

70 493.937 心の病気にかかる子どもたち 精神疾患の予防と回復 水野/雅文‖著 朝日新聞出版 2022.1
71 493.937 子どもと作戦会議CO-OPアプローチ入門 塩津/裕康‖著 クリエイツかもがわ 2021.10

72 493.937 子どもの精神科入院治療 子どもを養育するすべての人へ 金井/剛‖著 中西/
大介‖著

明石書店 2021.10

73 493.937 シリーズ・症例が語る「発達障害」 3 小学校高学年
発達障害が映
す子どもたち

崎濱/盛三‖著 ミネルヴァ書房 2021.8

74 493.9375 自閉症者たちは何を考えているのか? マルタン・ジュ
ベール‖著 佐藤/
愛‖訳 吉松/覚‖
訳

人文書院 2021.10
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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 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
75 494.5 がんをデザインする 中島/ナオ‖著 山

内/穂月‖企画・監
修 間嶋/みのり‖
企画・監修

ニジノ絵本屋 2021.10

76 494.5 がんの?に答える本 がん相談ホットラインに寄せられた100
の質問と回答

日本対がん協会‖
監修

学研プラス 2022.2

77 494.66 完全図解坐骨神経痛 井須/豊彦‖監修
金/景成‖監修

エクスナレッジ 2021.10

78 494.66 脊柱管狭窄症自分で治す最強事典 22人の名医・専門家が極
意を伝授

マキノ出版 2022.2

79 494.66 腰椎椎間板ヘルニアを治す 脊椎専門の整形外科医が教える
最新の切る治療、切らない治療

岡田/英次朗‖著 法研 2022.1

80 494.78 医者がすすめるクッキングリハビリ 丸田/淳司‖著 小
原/由紀‖著 萱嶋/
裕美‖著

海鳥社 2021.9

81 494.78 庭仕事の真髄 老い・病・トラウマ・孤独を癒す庭 スー・スチュアー
ト・スミス‖著 和
田/佐規子‖訳

築地書館 2021.11

82 494.8 図解最新医学で治すアトピー 専門医が教える、成人から乳
児までのケア

読む常備薬 大塚/篤司‖監修
堀向/健太‖監修

河出書房新社 2021.10

83 494.8 ニキビは皮膚科で治す 正しい治療法とセルフケアの仕方 鳥居/靖史‖著 現代書林 2022.2

84 494.95 ぼくとがんの7年 松永/正訓‖著 医学書院 2021.12
85 494.96 ボクもたまにはがんになる 三谷/幸喜‖著 頴

川/晋‖著
幻冬舎 2021.10

86 495 図解ただしく知っておきたい子宮と女性ホルモン 最新知識
とセルフケアで更年期を楽に過ごす!!

読む常備薬 宋/美玄‖監修 河出書房新社 2021.11

87 495 やさしく解説産婦人科のおはなし 妊娠から出産直前編 あらゆる不安
にすべてお答
えします

小松/一‖著 青春出版社プレミア
ム編集工房

2021.11

88 495.13 いちばん親切な更年期の教科書 閉経完全マニュアル 高尾/美穂‖著 世界文化ブックス 2021.10
89 495.13 私たちの月経カップ より快適な新しい時代の生理用品 神林/美帆‖著 宋/

美玄‖監修
現代書林 2021.12
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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 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
90 495.43 最先端治療子宮がん・卵巣がん 国がん中央病

院がん攻略シ
リーズ

国立がん研究セン
ター中央病院腫瘍
内科‖[ほか]編著
国立がん研究セン
ター中央病院婦人
腫瘍科‖[ほか]編
著

法研 2021.11

91 495.48 知っておきたい不妊症・不育症ガイド If you do not want
to hurt people close to you

藤井/知行‖総監修
原田/美由紀‖監修

時事通信出版局 2022.1

92 496 眼科119番 第3版 一家に一冊…目の薬箱 中村/友昭‖編著
名古屋アイクリ
ニック‖著 中京グ
ループ眼科医師‖
著

日刊工業新聞社 2021.10

93 496.34 加齢黄斑変性治療と予防最新マニュアル 「一生よく見える
目」をつくる!

尾花/明‖著 CCCメディアハウス 2021.12

94 496.45 色弱の子どもがわかる本 増補改訂版 家庭・保育園・学校
でできるサポート術

カラーユニバーサ
ルデザイン機構‖
原案 福井/若恵‖
コミック 岡部/正
隆‖監修

かもがわ出版 2020.7

95 496.47 斜視・弱視黄金マニュアル 病態、検査、訓練、手術がわか
る!

丸林/彩子‖編集 メディカ出版 2021.10

96 497 進化する歯科のチカラ 歯科医療最前線で闘う12人のプロ
フェッショナル

木下/英明‖著 廣
田/祥司‖著

幻冬舎メディアコン
サルティング

2021.11

97 497.7 子育ての基本お口を育てよう! わが子に贈る最高のギフト 中村/武仁‖著 林/
亮助‖著

現代書林 2021.9

98 497.7 もっと知りたい小児歯科 保護者のギモンと治療のきほん 内川/喜盛‖編著 永末書店 2021.6

99 498.021 病院・医療のしくみ そこが知りたい! イラスト図解 木村/憲洋‖監修 朝日新聞出版 2021.9
100 498.1 感染症に備える医療・公衆衛生 コロナと自治

体 2
長友/薫輝‖編著 自治体研究社 2021.11

101 498.13 あなたが知りたい病院事情 ICU緊急入院から終のホームま
で医療現場の現実と経済的負担をわかりやすく解説!

西/勝英‖著 熊本日日新聞社 2021.12
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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 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
102 498.45 ドクター山見のダイビング医学 山見/信夫‖著 成山堂書店 2021.7
103 498.55 たんぱく質プロテイン医学部教授が教える最高のとり方大

全 食べてやせる!若返る!病気を防ぐ!
上月/正博‖著 文響社 2021.10

104 498.583 自然治癒力を高めるマクロビオティック 実践編 運命を開く断
食

磯貝/昌寛‖著 ミネルヴァ書房 2021.9

105 498.583 糖質制限の大百科 増補新版 知りたいことがぜんぶわかる! 江部/康二‖監修 宝島社 2021.9

106 499.15 CBDエッセンシャルガイド リーダーズ・ダイ
ジェスト編集部‖
編 Project CBD‖
編 三木/直子‖訳

晶文社 2022.1

107 524.89 備えのエクステリア&ガーデン 台風、地震などの災害に負
けるな!

ブティック・
ムック 1568

ブティック社 2021.12

108 527 住まいの耐久性大百科事典 1 後悔しない住まいづくり 住まいの屋根換気
壁通気研究会‖編

カナリアコミュニ
ケーションズ

2019.6

109 527 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

110 547.4833 正しく怖がるフィッシング詐欺 大角/祐介‖著 オーム社 2021.10

111 576.7 化粧品成分事典 効果的な「組み合わせ」がわかる 久光/一誠‖監修 池田書店 2021.12
112 589.2 マシロさんとユウリさんのこんなとき、なに着る? ひとり

でできるかな!?
国土社のLL
ブック

読書工房‖編著 国土社 2021.12

113 589.2 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

114 590 すっきり暮らすためのもの選びのコツ 柳沢/小実‖著 大和書房 2021.9
115 590 はじめてのひとり暮らし安心ガイド 造事務所‖編 メディアパル 2022.1
116 590.4 くらしの豆知識 2022年版 特集18歳のひ

とり立ちナビ/
撃退!ネットト
ラブル

国民生活センター
‖編集

国民生活センター 2021.8

117 593.3 おうちでできちゃう!カスタマイズお直し Handmade Life
Series

高畠/海‖著 新星出版社 2021.11

118 593.5 ミチルさんのたのしくお洗たく ひとりでできるかな!? 国土社のLL
ブック

読書工房‖編著 国土社 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 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
119 596 基本調味料で作る体にいいスープ 体をいたわる◎具だくさ

ん◎簡単美味
齋藤/菜々子‖著 主婦と生活社 2020.10

120 596 図解レシピ 料理手順がスラスラわかる 小竹/貴子‖著 料
理男子プロジェク
トbyクックパッド
‖監修

飛鳥新社 2021.9

121 597.9 コックローさんのすっきりおそうじ ひとりでできるかな!? 国土社のLL
ブック

読書工房‖編著 国土社 2021.7

122 598.2 コロナ禍妊娠日記 おおが/きなこ‖著 幻冬舎 2021.10

123 599.04 男も育休って、あり? 羽田/共一‖著 雷鳥社 2021.8
124 599.04 ヨチヨチ父 とまどう日々 ヨシタケ/シンスケ

‖著
赤ちゃんとママ社 2017.5

125 626.9 おうち野菜づくり キッチンからはじめる!日本一カンタン
な家庭菜園の入門本

宮崎/大輔‖著 KADOKAWA 2021.10

126 626.9 知識ゼロからの有機・無農薬の家庭菜園 写真とイラストで
よくわかる

本多/勝治‖著 家の光協会 2022.1

127 681.3 「心のまなび」から考える交通安全教育 金光/義弘‖著 シンク出版 2021.8
128 681.3 事例から学ぶ交通事故事件 第2集 山崎/俊一‖著 東京法令出版 2020.6
129 681.3 事例から学ぶ交通事故事件 第3集 山崎/俊一‖著 東京法令出版 2021.8
130 685.1 75歳以上の免許更新が変わる!!! 速報版 高齢者安全運転支

援研究会‖監修
JAFメディアワーク
ス

2022.2

131 686.5 ユウリさんの電車とバスででかけよう ひとりでできるか
な!?

国土社のLL
ブック

読書工房‖編著 国土社 2022.2

132 914.6 ショローの女 伊藤/比呂美‖著 中央公論新社 2021.6
133 914.6 すごいトシヨリ散歩 池内/紀‖著 川本/

三郎‖著
毎日新聞出版 2021.11

134 914.6 月夜の森の梟 小池/真理子‖著 朝日新聞出版 2021.11
135 914.6 70過ぎたら生き方もファッションもシンプルなほど輝ける

と知った
安奈/淳‖著 主婦の友社 2021.9

136 914.6 100歳まで生きてどうするんですか? 末井/昭‖著 中央公論新社 2022.1
137 914.6 ミルクとコロナ 白岩/玄‖著 山崎/

ナオコーラ‖著
河出書房新社 2021.10

138 916 おふたりさま夫婦、老活はじめました。 どうなる!?私たち
の老後

堀田/あきお‖著
堀田/かよ‖著

ぶんか社 2021.9
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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 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
139 916 自閉症の息子をめぐる大変だけどフツーの日々 梅崎/正直‖著 中央公論新社 2021.8
140 916 東大教授、若年性アルツハイマーになる 介護ライブラ

リー
若井/克子‖著 講談社 2022.1

141 916 愉快な病人たち 大病、難病、奇病に負けない生き方がここ
にある!

『日刊ゲンダイ』
医療取材班‖編

日刊現代 2021.11

142 916 私がヤングケアラーだったころ 統合失調症の母とともに 林/真司‖著 みずのわ出版 2021.12

143 J491.65 ちゃんと知りたい「がん」のこと 3 学ぼう・向き合おう・
支え合おう

「がん」とと
もに生きる社
会へ

保坂/隆‖監修 幸
運社‖編

汐文社 2021.10
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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
1 002 文系研究者になる 「研究する人生」を歩むためのガイ

ドブック
石黒/圭‖著 研究社 2021.10

2 002.7 TAKE NOTES! メモで、あなただけのアウトプットが自
然にできるようになる

ズンク・アーレンス‖著
二木/夢子‖訳

日経BP 2021.10

3 002.7 バレットジャーナル活用術 好きを詰め込んで手帳時間
を楽しく!

mone‖著 エムディエヌコーポ
レーション

2022.3

4 007 IT用語図鑑 エンジニア編 開発・Web制作
で知っておき
たい頻出キー
ワード256

増井/敏克‖著 翔泳社 2021.9

5 007.1 暗号と認証のしくみと理論がこれ1冊でしっかりわかる
教科書

図解即戦力 光成/滋生‖著 技術評論社 2021.10

6 007.35 オンライン自宅教室起業バイブル 3フク業を実現!40歳
から始める新時代のオンライン起業法

高橋/貴子‖著 産業能率大学出版部 2021.9

7 007.35 ソフトウェアカンパニーの秘密 テック企業の戦略から
見えてくるDXの鍵

ニール・メタフ‖著 ア
ディティヤ・アガシェ‖
著 パース・デトロー
ジャ‖著

ソシム 2021.12

8 007.35 データベースサービス業の誕生と展開 1970年代に出版
界で起こった奇跡の物語

本の未来を考
える=出版メ
ディアパル
No.40

三浦/勲‖著 出版メディアパル 2021.11

9 007.35 プロダクト・レッド・オーガニゼーション 顧客と組織
と成長をつなぐプロダクト主導型の構築

トッド・オルソン‖著
横道/稔‖訳

日本能率協会マネジ
メントセンター

2021.11

10 007.6 世界一やさしいパソコン仕事最速スキル大全 今日から
効率が10倍アップする150の方法

金子/晃之‖著 KADOKAWA 2022.2

11 007.609 エンジニアのためのデータ分析基盤入門 データ活用を
促進する!プラットフォーム&データ品質の考え方

斎藤/友樹‖著 技術評論社 2022.3

12 007.61 エンジニアなら知っておきたいシステム設計とドキュ
メント クラウド時代のシステム仕様のまとめかたを解
説

梅田/弘之‖著 インプレス 2022.1
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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
13 007.63 PowerPoint最強時短仕事術 もう迷わない!ひと目で伝

わる資料作成
IT×仕事術 井上/香緒里‖著 技術評論社 2021.11

14 010 図書館のしごと 第2版 よりよい利用をサポートするた
めに

国際交流基金関西国際セ
ンター‖編著

読書工房 2021.8

15 021.2 よくわかる音楽著作権ビジネス 基礎編 6th Edition 安藤/和宏‖著 リットーミュージッ
ク

2021.11

16 021.2 よくわかる音楽著作権ビジネス 実践編 6th Edition 安藤/和宏‖著 リットーミュージッ
ク

2021.11

17 021.3 1文字1円を10円に上げる書く副業 日比野/新‖著 かんき出版 2022.2
18 021.3 書く仕事がしたい 佐藤/友美‖著 CCCメディアハウス 2021.11
19 024 新聞記者、本屋になる 光文社新書

1154
落合/博‖著 光文社 2021.9

20 159.7 13歳からの億万長者入門 1万円を1億円にする「お金の
教科書」

ジェームス・マッケナ‖
著 ジェニーン・グリス
タ‖著 マット・フォン
テイン‖著

ダイヤモンド社 2021.9

21 318.5 住民の心をつかむ自治体チラシ仰天!ビフォーアフター 足立区シティプロモー
ション課‖著

学陽書房 2021.2

22 325.2 会社法は誰のためにあるのか 人間復興の会社法理 上村/達男‖著 岩波書店 2021.12
23 327.14 人工知能とこれからの仕事 法律業務AI開発記 山本/俊‖著 カナリアコミュニ

ケーションズ
2022.1

24 335 INNOVATION STACK だれにも真似できないビジネスを創
る

ジム・マッケルビー‖著
山形/浩生‖訳

東洋館出版社 2021.10

25 335 きまじめでやさしい弱者のための「独立・起業」読本 阿部/浩一‖[著] クロスメディア・パ
ブリッシング

2021.12

26 335.15 SDGsが生み出す未来のビジネス できるビジネ
ス

水野/雅弘‖著 原/裕‖
著

インプレス 2020.6

27 335.15 中小企業でもできるSDGs経営の教科書 藤田/源右衛門‖著 あさ出版 2022.1
28 335.15 やるべきことがすぐわかる!SDGs実践入門 中小企業経

営者&担当者が知っておくべき85の原則
泉/貴嗣‖著 技術評論社 2021.1

29 335.35 中小企業組合の新たな挑戦 中小企業組合の実態と今日
的意義

筒井/徹‖[著] 商工総合研究所 2022.1

30 336 スタートアップのバックオフィス必携ガイド 総務・法
務・経理・人事が1人でできる本

丹治/太‖著 中央経済社 2022.1

31 336 ビジネスプロデューサーの仕事 多彩なタレントを束ね
プロジェクトを成功に導く

中野/崇‖著 すばる舎 2022.1
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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
32 336 僕たちはみんなで会社を経営することにした。 久本/和明‖[著] クロスメディア・パ

ブリッシング
2021.11

33 336.2 仕事はかどり図鑑 今日からはじめる小さなDX 河西/紀明‖共著 宮木/
俊明‖共著 カタギリ/
ショウタ‖作画

エムディエヌコーポ
レーション

2021.11

34 336.3 インターナルブランディング ブランド・コミュニティ
の構築

陶山/計介‖著 伊藤/佳
代‖著

中央経済社 2021.8

35 336.3 リーダーシップの教科書 [1] ハーバード・ビジネス・
レビューリーダーシップ論文ベスト10

Harvard
Business
Review
DIAMONDハー
バード・ビジ
ネス・レ
ビュー

ハーバード・ビジネス・
レビュー編集部‖編
DIAMONDハーバード・ビ
ジネス・レビュー編集部
‖訳

ダイヤモンド社 2018.10

36 336.4 活躍する若手社員をどう育てるか 研究データからみる
職場学習の未来

山内/祐平‖編著 慶應義塾大学出版会 2022.2

37 336.4 キャリア・ウェルネス 「成功者を目指す」から「健や
かに働き続ける」への転換

村山/昇‖著 ぷーたく‖
絵

日本能率協会マネジ
メントセンター

2021.11

38 336.4 人事のためのジョブ・クラフティング入門 「個人」と
「組織」のエンゲージメントを高める新メソッド

川上/真史‖著 種市/康
太郎‖著 齋藤/亮三‖著

弘文堂 2021.10

39 336.4 多様な人材のマネジメント シリーズダイ
バーシティ経
営

佐藤/博樹‖著 武石/恵
美子‖著 坂爪/洋美‖著

中央経済社 2022.2

40 336.4 テレワーク本質論 企業・働く人・社会が幸せであり続
ける「日本型テレワーク」のあり方

田澤/由利‖著 幻冬舎メディアコン
サルティング

2022.1

41 336.4 どこでも成果を出す技術 テレワーク&オフィスワーク
でなめらかに仕事をするための8つのスキル

沢渡/あまね‖著 技術評論社 2022.2

42 336.4 働き方のデジタルシフト リモートワークからはじめ
る、しなやかな組織づくりの処方箋

村上/智之‖著 村上/健
太‖著 石井/大輔‖著

技術評論社 2021.11

43 336.4 ワークライフ・インテグレーション 未来を拓く働き方 平澤/克彦‖編著 中村/
艶子‖編著

ミネルヴァ書房 2021.9

44 336.42 ケースでわかる成功する募集・採用の最新ノウハウ 適
正な対応と法律実務

木下/潮音‖共編 小鍛冶
/広道‖共編 小山/博章
‖共編

新日本法規出版 2021.9
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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
45 336.55 資料作成&プレゼン大全 通過率84.6%のプロが教える 亀谷/誠一郎‖著 大和出版 2021.10

46 336.55 法律のプロが教える脱ハンコの進め方 新しい働き方
の教科書 2

戸田総合法律事務所‖著 ジャムハウス 2021.10

47 336.57 Microsoft 365&Teams徹底活用ガイド Web会議だけじゃ
ない!Teamsで自分もみんなも仕事がラクに!

天野/貴之‖著 清水/香
里‖著

日経BP 2021.9

48 345.12 改正電子帳簿保存法のすべて 十文字/俊郎‖著 中央経済社 2021.11
49 366.28 55歳以上の雇用・法務がわかる本 岡芹/健夫‖著 中央経済社 2021.11
50 366.29 「教える系副業」のはじめかた あなたの中に眠る才能

を楽しくお金に変える!
仙道/達也‖著 PHPエディターズ・グ

ループ
2021.11

51 366.29 「副業」の研究 多様性がもたらす影響と可能性 川上/淳之‖著 慶應義塾大学出版会 2021.3

52 366.38 ワーキングマザーで行こう! 子どもが伸びる、自分も
輝く生き方のススメ

原田/諭貴子‖著 みらいパブリッシン
グ

2021.8

53 366.621 コミュニティユニオン 沈黙する労働者とほくそ笑む企
業

梶原/公子‖著 あっぷる出版社 2021.8

54 369 かっこいい福祉 村木/厚子‖著 今中/博
之‖著

左右社 2019.8

55 369 ケアする人のためのプロジェクトデザイン 地域で「何
かしたい!」と思ったら読む本

西上/ありさ‖著 医学書院 2021.12

56 369.11 介護職よ、地方議員を目指せ! 介護現場を変えたいあ
なたに伝えたいこと

宮崎/なおき‖[ほか著]
ともあ‖編集

ともあ 2021.10

57 410.4 数学的に話す技術・書く技術 文系の人も使える! 曽布川/拓也‖著 山本/
直人‖著

東洋経済新報社 2021.10

58 498.14 看護師をめざすあなたへ 高橋/則子‖著 蝦名/總
子‖著 菊池/麻由美‖著

日本看護協会出版会 2021.8

59 498.8 おとなの発達障がいマネジメントハンドブック 特性と
事例性 職場での困りごとから考える

森/晃爾‖編著 井上/幸
紀‖編著

労働調査会 2021.11

60 501.84 人間工学にもとづく改善の教科書 人間の限界を知り、
克服する

福井/類‖著 日科技連出版社 2021.10

61 507.2 ざんねんな日本のものづくり ゼロからの知財戦略 日本知財標準事務所‖著 総合法令出版 2021.7

62 507.2 知りたいことがすぐわかる図解知的財産権のしくみ ジーベック国際特許事務
所‖著

日本実業出版社 2021.12
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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
63 507.23 特許法入門 第2版 島並/良‖著 上野/達弘

‖著 横山/久芳‖著
有斐閣 2021.12

64 507.29 弁理士になりたいと思ったらはじめに読む本 中川/淨宗‖著 中央経済社 2021.11
65 507.7 日本語から引く技術英語の名詞・動詞使い分けハンド

ブック
上田/秀樹‖著 アルク 2021.9

66 509.13 ISOマネジメントシステムが一番わかる 認証機関が書
いた規格が読みやすくなる初めの一冊

しくみ図解
071

日本品質保証機構‖著 技術評論社 2021.11

67 509.21 グローバル化と中小製造業の選択 ミクロデータから
「境界線の企業」を見る

伊藤/公二‖著 京都大学学術出版会 2021.10

68 509.21 日本の美意識で世界初に挑む 細尾/真孝‖著 ダイヤモンド社 2021.9
69 509.5 全図解メーカーの仕事 需要予測・商品開発・在庫管

理・生産管理・ロジスティクスのしくみ
山口/雄大‖著 行本/顕
‖著 泉/啓介‖著

ダイヤモンド社 2021.9

70 509.8 わかりやすい労働衛生管理 改訂版 角森/洋子‖著 産労総合研究所出版
部経営書院

2021.9

71 510.96 元レスキュー隊員がみた最近の労災事故 事例から学ぶ
ヒューマンエラーの予防策

藤田/英男‖著 労働新聞社 2021.8

72 602.1 会社四季報業界地図 2022年版 東洋経済新報社‖編 東洋経済新報社 2021.9
73 602.1 日経業界地図 2022年版 日本経済新聞社‖編 日経BP日本経済新聞

出版本部
2021.8

74 611.7 日本GAP規範 第2版 環境と人にやさしい農業の実践 GAPシリーズ 6 日本生産者GAP協会‖監
修 AGIC‖編集・制作

AGIC 2021.9

75 611.76 法人化塾 改訂第2版 インボイス制度対応と農業の経営
継承・組織再編

森/剛一‖著 農山漁村文化協会 2022.2

76 611.83 知らなきゃ損する新農家の税金 第19版 鈴木/武‖著 林田/雅夫
‖著 高久/悟‖著

農山漁村文化協会 2021.11

77 611.98 半農半X これまで・これから 塩見/直紀‖編 藤山/浩
‖編 宇根/豊‖編

創森社 2021.11

78 613.4 最新農業技術土壌施肥 vol.14 特集地力の実
態と土壌改良
資材,家畜糞

農山漁村文化協会‖編 農山漁村文化協会 2021.11

79 613.42 荒れ地を農地にプロジェクト SDGs沖縄での実践 上田/英代‖著 上田/裕
一‖監修

幻冬舎メディアコン
サルティング

2022.1

80 625.6 多品目・多品種ベリー栽培で成功する!! ベリーの栽
培・加工・販売がわかる

小尾/能敏‖著 吉田/聡
‖著 大関/充功‖著

誠文堂新光社 2022.1
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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
81 645.32 和牛繁殖経営の教科書 成長するための経営力と技術力 根岸/拓哉‖著 イカロス出版 2021.12

82 651.7 小さい林業で稼ぐコツ 2 裏山は宝の
山、広葉樹の
価値発見

農山漁村文化協会‖編 農山漁村文化協会 2022.1

83 662.1 図解知識ゼロからの現代漁業入門 最新版 生産 消費流
通 経営 制度 国際情勢 資源保護

濱田/武士‖監修 佐々木
/貴文‖[ほか]執筆

家の光協会 2021.8

84 664.72 東京湾の環境とアサリ漁業40年 柿野/純‖著 青娥書房 2021.11
85 670.93 英語で仕事をしたい人の必修14講 松崎/久純‖著 慶應義塾大学出版会 2021.10

86 670.93 実例で学ぶ英文ビジネスレター・Eメールの教科書 真鍋/英吾‖著 ベレ出版 2021.12
87 671.3 Q&A競業避止、営業秘密侵害等の不正競争に関する実務 岡本/直也‖著 日本加除出版 2021.10

88 673 価値共創のサービスイノベーション実践論 「サービス
モデル」で考える7つの経営革新

村上/輝康‖編著 松井/
拓己‖編著

生産性出版 2021.10

89 673 逆境を活かす店消える店 竹内/謙礼‖著 日経BP日本経済新聞
出版本部

2021.9

90 673.3 営業は武器がすべて 誰でも結果が出せる82のアイテム DO BOOKS 福山/敦士‖著 同文舘出版 2021.9

91 673.3 中小企業の営業代行サービス活用術 人なし金なし時間
なしに活路!

鈴木/徹‖著 セルバ出版 2021.9

92 673.3 デジタル時代のカスタマーサービス戦略 ジョン・グッドマン‖著
スコット・ブロッツマン
‖著 畑中/伸介‖訳

東洋経済新報社 2021.10

93 673.3 デジタルセールス・キャリア DX時代にチャンスを摑む
人材と企業

萩原/張広‖著 米田/光
雄‖著 久保田/光就‖著

日本ビジネス出版 2022.1

94 673.36 Amazon出店の王道 中小企業の新販路その施策とアイデ
ア

及川/謙一‖著 技術評論社 2021.10

95 673.36 Shopifyではじめるネットショップ 角間/実‖著 秀和システム 2021.6
96 673.36 図解EC担当者の基礎と実務がまるごとわかる本 井幡/貴司‖著 秀和システム 2021.12
97 673.36 定期便サービスのデザイン 進化するライフスタイル パイインターナショナル

‖編著
パイインターナショ
ナル

2021.11

98 673.36 もっと収益を伸ばす!アフィリエイト徹底攻略ガイド
ブック

鈴木/みずほ‖著 技術評論社 2020.9
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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
99 673.38 商流をつくって半自動的に儲かり続ける、業種×業態

別ショールーム営業戦略
細井/透‖著 エベレスト出版 2021.11

100 673.38 入りやすい選びやすい買いやすい売場づくりの法則 DO BOOKS 佐藤/玲子‖著 同文舘出版 2021.12

101 673.7 好きなものを売って10年続く店をつくる 碓井/美樹‖著 KADOKAWA 2021.11
102 673.78 ホワイトフランチャイズ ワークマンのノルマ・残業な

しでも年収1000万円以上稼がせる仕組み
土屋/哲雄‖著 KADOKAWA 2021.12

103 673.9 人材派遣のことならこの1冊 第10版 はじめの一歩 岡田/良則‖著 自由国民社 2022.1
104 673.93 倒産寸前だった鎌倉新書はなぜ東証一部上場できたの

か
濱畠/太‖著 方丈社 2022.2

105 673.95 介護ビジネス業界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 高山/善文‖著 技術評論社 2021.12

106 673.96 これ一冊で十分!理美容事業者が知っておくべき税金の
知識

永井/圭介‖著 中央経済社 2022.2

107 673.96 サロン進化論 デジタルツールが切り拓くサービス革命 柿坂/正樹‖[著] ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2021.10

108 673.96 熱波師の仕事の流儀 サウナーヨモギダ‖著 ぱる出版 2021.9
109 673.97 飲食店経営のトラブル相談Q&A 基礎知識から具体的解

決策まで
トラブル相談
シリーズ

フードビジネスロイヤー
ズ協会‖編

民事法研究会 2021.9

110 673.97 海外出店のリアル 人気店外食経営者の挑戦に学ぶ成
功・失敗の要

日本フードビジネス国際
化協会‖著

旭屋出版 2022.1

111 673.97 外食業DX 業界標準の指南書 改革・改善の
ための戦略デ
ザイン

三輪/大輔‖著 秀和システム 2021.12

112 673.97 図解飲食店の衛生管理 HACCPへの対応が具体的にわか
る

河岸/宏和‖著 日本実業出版社 2021.11

113 673.97 フードコーディネーターの仕事 「食」のプロフェッ
ショナルを目指す

久保木/薫‖編著 祐成/
二葉‖監修

中央経済社 2021.9

114 673.972 焼肉料理のメニューと技術 人気店・繁盛店271品の創
意と新技法

旭屋出版編集部‖編 旭屋出版 2022.2

115 673.99 東大博士が書いた石橋を叩いてでも成功したい人のた
めの「不動産投資」大全

菅原/吉祥‖著 ダイヤモンド社 2021.9

116 673.99 20代30代から始める逆算のマンション経営 エストゥルース‖[編] クロスメディア・パ
ブリッシング

2021.9

117 673.99 まるごと知りたい不動産鑑定士 黒沢/泰‖著 税務経理協会 2021.11
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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
118 674 SNS×メディアPR100の法則 お金をかけずに誰でもでき

る!
笹木/郁乃‖著 日本能率協会マネジ

メントセンター
2021.7

119 674 コピーライティング技術大全 百年売れ続ける言葉の原
則

神田/昌典‖著 衣田/順
一‖著

ダイヤモンド社 2021.11

120 674 戦略PR世の中を動かす新しい6つの法則 最新版 ディスカ
ヴァー携書
230

本田/哲也‖[著] ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2021.8

121 674 ネーミングの極意 売れる!広がる!!口コミされる!!! 弓削/徹‖著 明日香出版社 2022.1

122 674.3 とりあえず、素人っぽく見えないデザインのコツを教
えてください! 初心者のためのデザイン書

ingectar-e‖著 インプレス 2022.1

123 674.53 アフターコロナ時代のうけるイベントプロデュース 土岐/龍馬‖著 幻冬舎メディアコン
サルティング

2021.11

124 674.6 思わずクリックしたくなるバナーデザインのきほん カトウ/ヒカル‖著 インプレス 2022.2

125 674.6 はじめてのネット広告 担当者1人で取り組める DO BOOKS 船井総合研究所‖著 同文舘出版 2021.10
126 674.7 「A4」1枚チラシで今すぐ売上をあげるすごい方法

「マンダラ広告作成法」で売れるコピー・広告が1時間
でつくれる!

岡本/達彦‖著 ダイヤモンド社 2021.11

127 674.8 看板マーケティング戦略 越智/一治‖著 幻冬舎メディアコン
サルティング

2021.9

128 675 新しい「価格」の教科書 値づけの基本からプライス
テックの最前線まで

松村/大貴‖著 ダイヤモンド社 2021.12

129 675 カスタマーデータプラットフォーム デジタルビジネス
を加速する顧客データ管理

マーティン・カイン‖著
クリス・オハラ‖著
トップスタジオ‖訳

翔泳社 2022.2

130 675 これからの集客はYouTubeが9割 一番わかりやすい!
「ビジネス動画」の仕組みとノウハウ

大原/昌人‖著 青春出版社 2021.10

131 675 CFOのためのサブスクリプション・ビジネスの実務 吉村/壮司‖著 畑中/孝
介‖著

中央経済社 2021.10

132 675 失敗から学ぶマーケティング 売れないモノには理由が
ある

森/行生‖著 技術評論社 2021.12

133 675 新消費 デジタルが実現する新時代の価値創造 藤井/直毅‖著 プレジデント社 2021.10
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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
134 675 Z世代マーケティング 世界を激変させるニューノーマ

ル
ジェイソン・ドーシー‖
著 デニス・ヴィラ‖著
門脇/弘典‖訳

ハーパーコリンズ・
ジャパン

2021.10

135 675 TikTokショート動画革命 ヒット商品を次々生む新世代
の拡散力

日経エンタテインメン
ト!‖編

日経BP 2021.12

136 675 なぜ9%のサブスクしか成功しないのか クニエ新規事業戦略チー
ム‖著

日経BP 2021.11

137 675 「欲しい!」はこうしてつくられる 脳科学者とマーケ
ターが教える「買い物」の心理

マット・ジョンソン‖著
プリンス・ギューマン‖
著 花塚/恵‖訳

白揚社 2022.1

138 675 マーケターのためのアプリの教科書 ヤプリ‖著 インプレス 2021.9
139 675 儲かる会社はホームページが9割! 芝田/弘美‖著 自由国民社 2021.10
140 675 良いFAQの書き方 ユーザーの「わからない」を解決す

るための文章術
WEB+DB PRESS
plus

樋口/恵一郎‖著 技術評論社 2021.9

141 675 LINEビジネス活用公式ガイド はじめてでもできる! LINE株式会社‖著 インプレス 2021.12

142 675.2 需要予測の戦略的活用 マーケティングとサプライ
チェーンマネジメント(SCM)をつなぐ

オペレーショ
ンズ・マネジ
メント選書

山口/雄大‖著 日本評論社 2021.9

143 675.3 世界「失敗」製品図鑑 「攻めた失敗」20例でわかる成
功への近道

荒木/博行‖著 日経BP 2021.10

144 675.4 「物流コストの算定・管理」のすべて コスト激増時代
必須のマネジメント手法

久保田/精一‖著 浜崎/
章洋‖著 上村/聖‖著

創成社 2021.8

145 678.4 Amazon輸入ビジネス1年目の教科書 1日30分から始める 寺田/正信‖著 総合法令出版 2021.12

146 678.4 新・国際売買契約ハンドブック 第2版 住友商事株式会社法務部
‖編 三井物産株式会社
法務部‖編 三菱商事株
式会社法務部‖編

有斐閣 2021.12

147 686.1 注解鉄道六法 令和3年版 国土交通省鉄道局‖監修 第一法規 2021.12

148 686.36 車掌出てこい!英語車掌が打ち明ける本当にあった鉄道
クレーム

関/大地‖著 マキノ出版 2021.10

149 687 エアライン入門 逆風で飛翔する両翼 宮平/望‖著 大学教育出版 2021.9
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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
150 687.1 Q&Aドローンの法律知識 規制・事故責任・トラブル対

応等
伊澤/文平‖著 新日本法規出版 2021.4

151 687.7 航空安全とパイロットの危機管理 改訂増補版 交通ブックス
311

小林/宏之‖著 交通研究協会 2021.11

152 689.3 インバウンド・ルネッサンス日本再生 池上/重輔‖編著 早稲田
大学インバウンド・ビジ
ネス戦略研究会‖著

日経BP日本経済新聞
出版本部

2021.11

153 689.5 ディズニーランド 世界最強のエンターテインメントが
生まれるまで

リチャード・スノー‖著
井上/舞‖訳

ハーパーコリンズ・
ジャパン

2021.12

154 809.6 描いて場をつくるグラフィック・レコーディング 2人
から100人までの対話実践

有廣/悠乃‖編著 中野/
民夫‖[ほか]著

学芸出版社 2021.7

155 810.7 日本語教師になるには なるにはBOOKS
84

益田/美樹‖著 ぺりかん社 2021.12

156 914.6 たたかわない生き方 大下/容子‖著 CCCメディアハウス 2021.10
157 J366.29 SDGsを実現する2030年の仕事未来図 3巻 地球環境を守

る仕事
SDGsを実現する2030年の
仕事未来図編集委員会‖
著

文溪堂 2021.12
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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
1 186.91 「札所めぐり」のひみつ 歩き方・楽しみ方がわかる本 八木/透‖監修 メイツユニ

バーサルコン
テンツ

2021.10

2 291.093 御船印でめぐる全国の魅力的な船旅 御船印めぐりプロジェク
ト公式ガイドブック

地球の歩き方
御朱印シリー
ズ 45

地球の歩き方 2021.9

3 317.6 行政をハックしよう ユーザー中心の行政デジタルサービスを
目指して

吉田/泰己‖著 ぎょうせい 2021.11

4 318 これからの地方自治の教科書 改訂版 大森/彌‖著 大杉/
覚‖著

第一法規 2021.12

5 318.255 自治するまちのつくり方 愛知県新城市の「全国初の政策づく
り」から学ぶもの

松下/啓一‖著 イマジン出版 2021.10

6 318.5 自治から考える「自治体DX」 「標準化」「共通化」を中心に 自治総研ブッ
クレット 25
自治総研セミ
ナーの記録 第
36回

其田/茂樹‖編 公人の友社 2021.11

7 318.5 自治体DXでどうなる地方自治の「近未来」 国の「デジタル戦
略」と住民のくらし

本多/滝夫‖著 久保
/貴裕‖著

自治体研究社 2021.9

8 318.6 実践から学ぶ地域活性化 多様な手法と多彩なカタチ 梅村/仁‖編著 小川
/長‖著 梶/英樹‖
著

同友館 2021.9

9 318.6 地域づくりのヒント 地域創生を進めるためのガイドブック 牧瀬/稔‖著 先端教育機構
社会情報大学
院大学出版部

2021.9

10 318.6 地域創生入門 地域創生を実現するために押さえておくべき基
本事項

関東学院大学地域創
生実践研究所‖編著

第一法規 2021.11

11 318.6 わたしをつくるまちづくり 地域をマジメに遊ぶ実践者たち 尾野/寛明‖著 中村
/香菜子‖著 大美/
光代‖著

コールサック
社

2021.10

12 318.7 地方小都市の知的社会基盤の形成プロセス 「こと・ひと」か
ら始まる持続可能なまちづくり

石井/政雄‖著 明石書店 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
13 361.78 現代コミュニティの社会設計 新しい《コミュニティ形成・ま

ちづくり》の思想
和田/清美‖著 学文社 2021.12

14 366.21 地域で暮らせる雇用 地方圏の若者のキャリアを考える 阿部/誠‖著 旬報社 2021.9
15 369.021 ごちゃまぜで社会は変えられる 地域づくりとビジネスの話 濱野/将行‖著 クリエイツか

もがわ
2021.12

16 369.26 住民力 超高齢社会を生き抜く地域のチカラ 宮城/孝‖著 明石書店 2022.1
17 404 センス・オブ・ワンダー 新潮文庫 カ-

4-2
レイチェル・カーソ
ン‖[著] 上遠/恵子
‖訳 川内/倫子‖写
真

新潮社 2021.9

18 435.53 図説窒素と環境の科学 人と自然のつながりと持続可能な窒素
利用

林/健太郎‖編 柴田
/英昭‖編 梅澤/有
‖編

朝倉書店 2021.12

19 451.661 日本の降雪 雪雲の内部構造と豪雪のメカニズム 気象学ライブ
ラリー 2

村上/正隆‖著 朝倉書店 2021.11

20 451.85 最近、地球が暑くてクマってます。 シロクマが教えてくれた
温暖化時代を幸せに生き抜く方法

水野/敬也‖著 長沼
/直樹‖著 江守/正
多‖監修

文響社 2021.9

21 451.85 15歳からの地球温暖化 学校では教えてくれないファクトフル
ネス

杉山/大志‖著 育鵬社 2022.1

22 454.91 教養としての「日本列島の地形と地質」 橋本/純‖著 PHP研究所 2022.1
23 488.6 海鳥と地球と人間 漁業・プラスチック・洋上風発・野ネコ問

題と生態系
綿貫/豊‖著 築地書館 2022.1

24 498 保健福祉職のための「まち」の健康づくり入門 地域協働によ
るソーシャル・キャピタルの育て方・活用法

藤原/佳典‖監修 倉
岡/正高‖編著 石川
/貴美子‖編著

ミネルヴァ書
房

2021.8

25 498.163 新型コロナから再生する自治体病院 成功事例から学ぶ経営改
善ノウハウ

伊関/友伸‖著 ぎょうせい 2021.11

26 498.5 食育共創論 地域密着と世代重視の実践から食の未来を拓く 若林/良和‖編 筑波書房 2021.10

27 498.6 コロナ危機と立法・行政 ドイツ感染症予防法の多段改正から 横田/明美‖著 弘文堂 2022.2

28 499.87 日本の森のアロマ 人と地球の未来を結ぶ 稲本/正‖著 世界文化社 2021.11
29 501.6 新しい世界の資源地図 エネルギー・気候変動・国家の衝突 ダニエル・ヤーギン

‖著 黒輪/篤嗣‖訳
東洋経済新報
社

2022.2
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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
30 501.6 最新再生可能エネルギーの仕組みと動向がよ〜くわかる本 再

生エネビジネスの現在と未来図がわかる!
図解入門ビジ
ネス

今村/雅人‖著 秀和システム 2022.2

31 501.6 図解でわかるカーボンニュートラル 脱炭素を実現するクリー
ンエネルギーシステム

未来エコ実践
テクノロジー

エネルギー総合工学
研究所‖編著

技術評論社 2021.9

32 501.6 脱炭素革命への挑戦 世界の潮流と日本の課題 SDGs時代の環
境問題最前線

堅達/京子‖著 NHK
取材班‖著

山と溪谷社 2021.9

33 510.9 これからのインフラ開発 徳永/達己‖編 武田
/晋一‖編

弘文堂 2021.8

34 510.91 競争入札は合理的か 公共事業をめぐる行政運営の検証 渡邉/有希乃‖著 勁草書房 2022.1
35 518.52 災害廃棄物管理ガイドブック 平時からみんなで学び,備える 廃棄物資源循環学会

‖編
朝倉書店 2021.9

36 518.54 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

37 518.54 日本全国ゴミ清掃員とゴミのちょっといい話 もう、ありがと
うしかない

滝沢/秀一‖著 主婦の友社 2021.8

38 518.8 アジアン・コモンズ いま考える集住のつながりとデザイン 篠原/聡子‖著 平凡社 2021.10

39 518.8 まちづくりの統計学 政策づくりのためのデータの見方・使い
方

宇都宮/浄人‖編著
多田/実‖編著 芦谷
/恒憲‖著

学芸出版社 2022.2

40 519 SDGsな生活のヒント あなたの物の使い方が地球を救う タラ・シャイン‖著
武井/摩利‖訳

創元社 2021.11

41 519 グリーン・ニューディールを勝ち取れ 気候危機、貧困、差別
に立ち向かうサンライズ・ムーブメント

ヴァルシニ・プラカ
シュ‖編著 ギド・
ジルジェンティ‖編
著 朴/勝俊‖訳

那須里山舎 2021.12

42 519 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

43 519 図説人新世 環境破壊と気候変動の人類史 ギスリ・パルソン‖
著 長谷川/眞理子‖
監修 梅田/智世‖訳

東京書籍 2021.11
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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
44 519 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

45 519 地図から消える土地 気候変動で激変する地球 クリスティーナ・コ
ンクリン‖著 マ
リーナ・プサロス‖
著 佐々木/草子‖訳

扶桑社 2022.1

46 519 60分でわかる!カーボンニュートラル超入門 前田/雄大‖著
EnergyShift‖監修

技術評論社 2022.1

47 519.036 環境年表 第7冊(2021-2022) 理科年表シ
リーズ

国立天文台‖編 丸善出版 2021.11

48 519.1 カーボンニュートラルの経済学 2050年への戦略と予測 小林/光‖編著 岩田
/一政‖編著 日本経
済研究センター‖編
著

日経BP日本経
済新聞出版本
部

2021.11

49 519.1 「脱炭素」は噓だらけ 杉山/大志‖著 産経新聞出版 2021.6
50 519.1 都市の脱炭素化 脱炭素化入門

シリーズ
小端/拓郎‖編著 大河出版 2021.10

51 519.12 企業環境人の道しるべ より佳き環境管理実務への50の法的視
点

北村/喜宣‖著 第一法規 2021.9

52 519.13 脱炭素経営入門 気候変動時代の競争力 松尾/雄介‖著 日経BP日本経
済新聞出版本
部

2021.11

53 519.21 公害スタディーズ 悶え、哀しみ、闘い、語りつぐ 安藤/聡彦‖編著 林
/美帆‖編著 丹野/
春香‖編著

ころから 2021.10

54 519.3 カーボンニュートラル注目技術50 「2050年炭素中立」を実現
する技術と動向

日経BPムック 日経BP 2021.11

55 519.4 みんなで考えるトリチウム水問題 風評と誤解への解決策 小島/正美‖編著 エネルギー
フォーラム

2021.7

56 519.81 絶滅危惧種はそこにいる 身近な生物保全の最前線 角川新書 K-
386

久保田/潤一‖[著] KADOKAWA 2022.2

57 527.1 車いすの一級建築士が教えるほんとうのバリアフリー建築 阿部/一雄‖著 講談社エディ
トリアル

2021.11
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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
58 540.93 エネルギー産業2030への戦略 Utility3.0を実装する 竹内/純子‖編著 伊

藤/剛‖著 戸田/直
樹‖著

日経BP日本経
済新聞出版本
部

2021.11

59 543 トコトンやさしい環境発電の本 B&Tブックス
今日からモノ
知りシリーズ

山崎/耕造‖著 日刊工業新聞
社

2021.11

60 601.1 地域の課題を解決するクリエイティブディレクション術 田中/淳一‖著 宣伝会議 2021.12
61 601.173 過疎再生 奇跡を起こすまちづくり 松場/登美‖著 小学館 2021.10
62 610.1 サステナブル・フード革命 食の未来を変えるイノベーション アマンダ・リトル‖

著 加藤/万里子‖訳
インターシフ
ト

2021.12

63 610.1 植物バイオサイエンス 川満/芳信‖編著 実
岡/寛文‖編著 東江
/栄‖著

共立出版 2021.11

64 610.4 その農地、私が買います 高橋さん家の次女の乱 高橋/久美子‖著 ミシマ社 2021.10
65 611.1 どう考える?「みどりの食料システム戦略」 農文協ブック

レット 23
農山漁村文化協会‖
編

農山漁村文化
協会

2021.9

66 611.1 農政の展開と農業・農村問題の諸相 酒井/富夫‖編著 農林統計出版 2021.12
67 611.151 むらづくり入門 齋藤/雪彦‖著 世界思想社 2022.2
68 611.3 SDGs時代の食・環境問題入門 シリーズ食を

学ぶ
吉積/巳貴‖著 島田
/幸司‖著 天野/耕
二‖著

昭和堂 2021.10

69 611.3 劇症型地球温暖化の危機 日本はこうして食料自給率100%を達
成する

幻冬舎ルネッ
サンス新書 ほ
-2-2

本田/幸雄‖著 幻冬舎メディ
アコンサル
ティング

2021.11

70 611.3 食べものが足りない! 食料危機問題がわかる本 井出/留美‖著 手塚
/雅恵‖絵

旬報社 2022.1

71 611.3 食べる経済学 未来のわたし
にタネをまこ
う 01

下川/哲‖著 大和書房 2021.12

72 611.33 水田農業の活性化をめざす 西南暖地からの提言 高武/孝充‖著 村田
/武‖著

筑波書房 2021.11

73 611.7 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

74 612.137 農的暮らしをはじめる本 都市住民のJA活用術 榊田/みどり‖著 農山漁村文化
協会

2022.1
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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
75 616.2 なぜ環境保全米をつくるのか 環境配慮型農法が普及するため

の社会的条件
谷川/彩月‖著 新泉社 2021.9

76 650.4 虚構の森 田中/淳夫‖著 新泉社 2021.11
77 656.5 水資源対策としての森林管理 大規模モニタリングデータから

の提言
恩田/裕一‖編 五味
/高志‖編

東京大学出版
会

2021.11

78 656.55 自然と歴史を活かした震災復興 持続可能性とレジリエンスを
高める景観再生

原/慶太郎‖編 菊池
/慶子‖編 平吹/喜
彦‖編

東京大学出版
会

2021.11

79 659.7 SDGsな野生動物のマネジメント 狩猟と鳥獣法の大転換 羽澄/俊裕‖著 地人書館 2022.2
80 659.7 実践野生動物管理学 鷲谷/いづみ‖監

修・編著 梶/光一‖
編著 横山/真弓‖編
著

培風館 2021.9

81 673.7 Town Center 商業開発起点によるウォーカブルなまちづくり 矢木/達也‖著
Robert J.Gibbs‖
[監修]

トゥーヴァー
ジンズ

2021.10

82 673.7 まちづくりのコーディネーション 日本の商業と中心市街地活
性化法制

角谷/嘉則‖著 晃洋書房 2021.12

83 673.96 地方の小さな会社が入社したい企業全国9位になった理由 鈴木/一輝‖著 あさ出版 2022.1
84 675 SDGsブランディングの教科書 本気で社会課題解決と利益を両

立させる実践法
三科/公孝‖著 日本ビジネス

出版
2021.11

85 681 モビリティと地方創生 次世代の交通ネットワーク形成に向け
て

切通/堅太郎‖著 西
藤/真一‖著 野村/
実‖著

晃洋書房 2021.9

86 681.1 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

87 685.7 地域格差の正体 高速道路の定額化で日本の「動脈」に血を通
わす

栗岡/完爾‖[著] 近
藤/宙時‖[著]

クロスメディ
ア・パブリッ
シング

2021.12

88 686.1 鉄道駅まちづくり 駅を中心としたコンパクトシティ 藤井/雅人‖著 風詠社 2022.2
89 689 現代観光地理学への誘い 観光地を読み解く視座と実践 神田/孝治‖編 森本

/泉‖編 山本/理佳
‖編

ナカニシヤ出
版

2021.12
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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
90 689 人が活躍するツーリズム産業の価値共創 島川/崇‖共著 神田

/達哉‖共著 青木/
昌城‖共著

成山堂書店 2021.12

91 689 人はなぜ食を求めて旅に出るのか フードツーリズム入門 中村/忠司‖編著 村
上/喜郁‖著 小畑/
博正‖著

晃洋書房 2022.2

92 689.1 エビデンスに基づいた政策決定<EBPM> 横浜市のIR推進から考
える

神奈川大学法学研究
所‖編著

公人の友社 2021.10

93 689.251 観光の力 世界から愛される国、カナダ流のおもてなし NATIONAL
GEOGRAPHIC

半藤/将代‖著 日経ナショナ
ルジオグラ
フィック社

2021.11

94 798.5 eスポーツ地方創生 続 新たな展開を
見せ拡大し続
けるムーブメ
ントの未来

筧/誠一郎‖著 白夜書房 2021.9
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