
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. 資料ID 請求記号 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 1112823396 141.72/TE 定年後の遊び方 心理学からのアプローチ 赤井/誠生‖著 毎日新聞出版 2022.2
2 1112864606 145.5/KO 声とともに生きる豊かな人生 50人のリカバリー

体験記
マリウス・ロー
ム‖編 サンド
ラ・エッシャー
‖編 ジャッ
キー・ディロン
‖編

解放出版社 2022.6

3 1112853518 146.8/D 誰にも嫌われずに同調圧力をサラリとかわす方
法

大嶋/信頼‖著 祥伝社 2022.5

4 1112874472 146.8/HA はじめて学ぶグリーフケア 第2版 宮林/幸江‖著
関本/昭治‖著

日本看護協会出
版会

2022.6

5 1112879323 146.8/HI ひきこもりと関わる 日常と非日常のあいだの心
理支援

板東/充彦‖著 遠見書房 2022.8

6 1112870017 146.8/KA カップル・カウンセリング入門 関係修復のため
の実践ガイド

社会構成主義
の地平

マーティン・ペ
イン‖著 国重/
浩一‖訳 バー
ナード紫‖訳

北大路書房 2022.6

7 1112855075 289.1/HA あきらめない男 重度障害を負った医師・原田雷
太郎

長田/昭二‖著 文藝春秋 2022.4

8 1112841455 324.23/MI <民法>所有権・相続のルール大改正 改正民法・
不動産登記法などを,基礎から分かりやすく解説

児玉/隆晴‖著 信山社 2022.3

9 1112871346 324.7/O 親が死ぬ前に、家族とやりたい10のこと 吉野/匠‖著 曽
根/恵子‖著

クロスメディ
ア・パブリッシ
ング

2022.7

10 1112849821 324.7/SO 相続をちょっとシンプルに 気づきをうながすた
めのケアフル相続入門

上村/拓郎‖著 灯光舎 2022.5

11 1112835812 330/J 10代のためのお金と投資 今の君から将来の君自
身へ

大泉書店編集部
‖編

大泉書店 2022.4

12 1112823545 336.49/SH 職場いじめから抜け出す3つの視点 心理学が教
える賢い大人の対処術

高品/孝之‖著 産業能率大学出
版部

2022.2

13 1112849912 365.3/J 実家じまい終わらせました! 大赤字を出した私
が専門家とたどり着いた家とお墓のしまい方

松本/明子‖著 祥伝社 2022.6
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No. 資料ID 請求記号 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 1112863814 366.14/W ワークルールの基礎 広島大学社会

科学研究叢書
1

三井/正信‖著 成文堂 2022.6

15 1112875065 367.3/TO 共働きのすごい対話術 仕事も家庭もうまくい
く!

あつた/ゆか‖著 クロスメディ
ア・パブリッシ
ング

2022.8

16 1112841000 367.7/MU 息子、娘が中高年ひきこもりでもどうにかな
るって本当ですか? お金のプロに相談してみた!

畠中/雅子‖著 時事通信出版局 2022.3

17 1112851876 367.7/O/2 老〜い、どん! 2 どっこい生き
てる90歳

樋口/恵子‖著 婦人之友社 2022.4

18 1112836604 367.7/R ロングライフウェルネス ジェロントロジーの理
論と実践

永野/聡‖編著
劉/慶紅‖編著
三上/己紀‖編著

論創社 2022.3

19 1112854680 367.9/J 10代の女の子のための性のお悩み相談室 宮川/三代子‖著 ライフサイエン
ス出版

2022.5

20 1112863723 369.2/W わたし生活保護を受けられますか 全国10,000件
申請サポートの特定行政書士が事例で解説申請
から決定まで

三木/ひとみ‖著 ペンコム 2022.7

21 1112827249 369.26/SH 市民後見人と創る「自立」と「共生」の社会 家
族が認知症になったら…そんなとき、市民後見
人がいっしょに支えます

香山/芳範‖著 あいり出版 2022.4

22 1112861594 369.42/O 「おやつ・食事」を通した生活づくり 子どもと
営む学童保育の「食」の時間

そこが知りた
い学童保育
ブックレット
シリーズ 5

高橋/比呂映‖著
平本/福子‖著

高文研 2022.1

23 1112836570 373.4/D 大学進学のための“返さなくてよい”奨学金ガ
イド 第2版

給付型奨学金研
究会‖編

産学社 2022.4

24 1112847809 375.2/KY 教室マルトリートメント 川上/康則‖著 東洋館出版社 2022.4
25 1112875628 379.9/B 敏感っ子の子育てがよくわかる本 マンガでわか

る!
長岡/真意子‖監
修 すぎやま/え
みこ‖マンガ

日本図書セン
ター

2022.7

26 1112860372 379.9/KO 子育てで毒親になりそうなとき読んでほしい本
ついどなる…つい手が出そうになる…

井上/智介‖著 主婦の友社 2022.6
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No. 資料ID 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
27 1112824048 410/W わかりやすく教える小学校6年間の算数 小澤/淳‖著 ナツメ社 2022.3
28 1112871197 490.14/I 家で死のう! 緩和ケア医による「死に方」の教

科書
萬田/緑平‖著 三五館シンシャ 2022.7

29 1112854706 490.14/J 実践医療現場の行動経済学 すれ違いの解消法 大竹/文雄‖編著
平井/啓‖編著

東洋経済新報社 2022.5

30 1112864432 490.14/J 自分らしい最期を生きた人の9つの物語 前田/和哉‖著 KADOKAWA 2022.6
31 1112855067 490.2/NO 延びすぎた寿命 健康の歴史と未来 ジャン=ダヴィ

ド・ゼトゥン‖
著 吉田/春美‖
訳

河出書房新社 2022.4

32 1112823743 490.4/F 不安の時代に、ケアを叫ぶ ポスト・コロナ時代
の医療と介護にむけて

川口/有美子‖著
新城/拓也‖著

青土社 2022.3

33 1112874456 490.9/SH 疾病の予防と治療 図説中医学入
門

張/志斌‖著 張/
志斌‖主編 李/
経緯‖主編

科学出版社東京 2022.7

34 1112875008 491.351/HI 泌尿器科医ママが伝えたいおちんちんの教科書
0才からの正しいお手入れと性の話

岡田/百合香‖著 誠文堂新光社 2022.7

35 1112830961 492.75/MA まいにちのお灸と養生 心と体をゆるめて、すっ
きり巡る

すきさん‖著 ナツメ社 2022.4

36 1112848211 492.79/MI 民間療法は本当に「効く」のか 補完代替療法に
惑わされないためのヘルスリテラシー

DOJIN選書 94 大野/智‖著 化学同人 2022.6

37 1112849987 492/B/12 病気がみえる vol.12 眼科 医療情報科学研
究所‖編集

メディックメ
ディア

2019.6

38 1112849979 492/B/13 病気がみえる vol.13 耳鼻咽喉科 医療情報科学研
究所‖編集

メディックメ
ディア

2020.12

39 1112850027 492/B/14 病気がみえる vol.14 皮膚科 医療情報科学研
究所‖編集

メディックメ
ディア

2020.12

40 1112874449 492/E エンドオブライフケア すべての人の命とくらし
のために

日本エンドオブ
ライフケア学会
‖監修 平原/佐
斗司‖編集 荻野
/美恵子‖編集

南山堂 2022.7

41 1112840150 S493.14/O 大人の食物アレルギー 集英社新書
1109

福冨/友馬‖著 集英社 2022.3
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No. 資料ID 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
42 1112854672 493.185/KA 完全図解介護に必要な医療と薬の全知識 介護ライブラ

リー
長尾/和宏‖編著
三好/春樹‖編著
東田/勉‖編集協
力

講談社 2022.4

43 1112871205 493.185/SA 最高の老後 「死ぬまで元気」を実現する5つのM 山田/悠史‖著 講談社 2022.6

44 1112879380 493.25/ME/KE
NKO

名医が教える高血圧の治し方 なぜ高血圧は死を
招くのか。正しい知識と対処で元気に長生きで
きる本

富野/康日己‖著 法研 2022.7

45 1112823529 493.445/B ボケてもがんでも死ぬまで我が家 夫のがん発覚
から看取りまでの一年二か月の記録

田中/奈保美‖著 アートデイズ 2022.2

46 1112825649 493.6/A あなたの骨は大丈夫ですか? すぐできる骨粗鬆
症予防

佐藤/勝彦‖著 幻冬舎メディア
コンサルティン
グ

2022.3

47 1112871056 493.6/I いくつになっても「骨」は育つ! 今泉/久美‖著 文化学園文化出
版局

2022.7

48 1112875685 493.7/Z 図解でわかる精神疾患とケア 対人援助職のため
の

植田/俊幸‖編
田村/綾子‖編

中央法規出版 2022.7

49 1112855133 493.74/MO もっと知りたい解離性障害 解離性同一性障害の
心理療法

岡野/憲一郎‖著
松井/浩子‖著
加藤/直子‖著

星和書店 2022.4

50 1112855000 493.74/SA 最新頭痛の治し方大全 日本初の頭痛専門クリ
ニックが教える

丹羽/潔‖著 扶桑社 2022.5

51 1112874936 493.758/I 医者の僕が認知症の母と過ごす23年間のこと 森田/豊‖著 自由国民社 2022.7

52 1112843139 493.758/KA 家族で「軽度の認知症」の進行を少しでも遅ら
せる本 正しい知識と向き合い方

心のお医者さ
んに聞いてみ
よう

内門/大丈‖監修 大和出版 2022.4

53 1112871098 493.758/NA/S
HINKEI

なぜ、認知症の人は家に帰りたがるのか 脳科学
でわかる、ご本人の思いと接し方

恩蔵/絢子‖著
永島/徹‖著

中央法規出版 2022.7

54 1112826217 493.758/NI 認知症の人を元気にする言葉かけ・不安にさせ
る言葉かけ

尾渡/順子‖著 中央法規出版 2022.4

55 1112831118 493.758/TA たづちゃんノート 交換ノートなら認知症の親と
の関係はうまくいく!

新美/千恵子‖著
石玉/サコ‖漫画

まこといちオ
フィス

2022.3
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No. 資料ID 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
56 1112862139 493.764/KO これだけは知っておきたい双極性障害 第2版

躁・うつに早めに気づき再発を防ぐ!
ココロの健康
シリーズ

加藤/忠史‖監修 翔泳社 2022.5

57 1112837388 493.87/I 今だから知りたい新型コロナウイルス感染症治
療薬 薬の登場でパンデミックは収まるのか?

知りたい!サ
イエンス 150

中西/貴之‖著
宮坂/昌之‖監修

技術評論社 2022.4

58 1112864739 S493.87/MA 間違いだらけの風邪診療 その薬、本当に効果が
ありますか?

ちくま新書
1663

永田/理希‖著 筑摩書房 2022.6

59 1112840028 493.87/TA 帯状疱疹治療大全 健康ライブラ
リー 名医が
答える!

本田/まりこ‖監
修

講談社 2022.3

60 1112825581 S493.937/KO 子どもの脳を壊すネット・ゲーム依存症 久場川/哲二‖著 幻冬舎メディア
コンサルティン
グ

2022.3

61 1112869365 493.94/A アトピーっ子の安心ごはん 和食ではじめる体質
改善

渡辺/雅美‖著
佐藤/美津子‖監
修

家の光協会 2022.6

62 1112875719 493.98/SH 新生児科医・小児科医ふらいと先生の子育て
「これってほんと?」答えます

今西/洋介‖監修
おおの/たろう‖
イラスト

西東社 2022.8

63 1112849581 494.5/G がんがみえる チーム医療を担う医療人共通のテ
キスト

医療情報科学研
究所‖編集

メディックメ
ディア

2022.2

64 1112854698 494.5/G がんサバイバーのための皮膚障害セルフケア
ブック

JASCCがん支
持医療ガイド
シリーズ

日本がんサポー
ティブケア学会
Oncodermatology
部会‖編

小学館クリエイ
ティブ

2022.4

65 1112842073 494.66/KA 患者が知っておくべき脊髄損傷リハビリ 交通事
故、労働災害、転倒・転落…

柴田/元‖著 幻冬舎メディア
コンサルティン
グ

2022.3

66 1112870884 494.77/HE 変形性ひざ関節症 専門医と理学療法士が教えま
す

図解・即解!
基礎からわか
る健康シリー
ズ

田代/俊之‖著 ベースボール・
マガジン社

2022.6

67 1112862949 494.8/SH 知っておきたい爪の知識と病気 すべての疑問を
解決します!

東/禹彦‖著 金原出版 2022.5
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No. 資料ID 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
68 1112869928 494.8/U ウルトラ図解乾癬 正しい治療でQOLを高め、い

きいきとした生活を
オールカラー
家庭の医学

朝比奈/昭彦‖監
修

法研 2022.6

69 1112877160 495.46/I/R4 遺伝性乳がん卵巣がんを知ろう! 2022年版 みん
なのためのガイドブック

厚生労働科学研
究費補助金(がん
対策推進総合研
究事業)「ゲノム
情報を活用した
遺伝性腫瘍の先
制的医療提供体
制の整備に関す
る研究」班‖編
日本遺伝性乳癌
卵巣癌総合診療
制度機構‖編

金原出版 2022.6

70 1112870983 495.48/ME 名医がやさしく教える最新不妊治療のすべて 辰巳/賢一‖著 河出書房新社 2022.6

71 1112871023 496/KO 子どもの目を守る本 イラスト版 健康ライブラ
リー

三木/淳司‖監修 講談社 2022.6

72 1112862006 498.021/B ビッグデータが明かす医療費のカラクリ 日経プレミア
シリーズ 473

油井/敬道‖著 日経BP日本経済
新聞出版

2022.5

73 1112842958 498.5/KE/R4 健康食品・サプリ<成分>のすべて [2022]第7版
ナチュラルメディシン・データベース日本対応
版

日本医師会‖総
監修 日本歯科医
師会‖総監修 日
本薬剤師会‖総
監修

同文書院 2022.5

74 1112785041 498.55/I いちばん見やすい!糖質量大事典2000 前川/智‖監修 西東社 2022.3
75 1112841224 498.55/NA なにをどれだけ食べたらいいの? 第5版 バラン

スのよい食事ガイド
香川/明夫‖監修 女子栄養大学出

版部
2022.3

76 1112860505 498.59/NI 妊娠中のおいしい食事&栄養 時期別・症状別に
引ける!

杉本/充弘‖監修
新谷/友里江‖料
理

ナツメ社 2022.6

77 1112870918 498.7/J 10秒で治る!子どものねこ背のばし 小林/篤史‖著 かんき出版 2022.6
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No. 資料ID 請求記号 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 1112841216 498/C 地図とデータで見る健康の世界ハンドブック ジェラール・サ

レム‖著 フロラ
ンス・フルネ‖
著 太田/佐絵子
‖訳

原書房 2022.4

79 1112863293 498/KO/R4-5 公衆衛生がみえる 2022-2023 保健・医療・福
祉・介護スタッフの共通テキスト

医療情報科学研
究所‖編集

メディックメ
ディア

2022.3

80 1112864242 499.09/KO コロナと創薬 なぜ日本の製薬企業は出遅れたの
か

橋本/宗明‖著 日経BP 2022.5

81 1112827157 499.1/C/R4 治療薬マニュアル 2022 高久/史麿‖監修
矢崎/義雄‖監修
北原/光夫‖編集

医学書院 2022.1

82 1112863384 499.8/KE 健康保険が使える漢方薬の事典 今津/嘉宏‖著 つちや書店 2022.6
83 1112842891 499.87/KO 心と体がととのうフィトセラピー 植物のチカラ

を暮らしに生かす
岡野/真弥‖著 池田書店 2022.4

84 1112840424 527/I 生きづらさを抱える子の生きる力を育む住まい
とリフォーム 間取りと素材で決まる

窪寺/伸浩‖著 あさ出版 2022.3

85 1112823123 548.29/I いちばんやさしい60代からのiPad iPadOS 15対
応

増田/由紀‖著 日経BP 2022.2

86 1112854037 592.7/D デッドスペースDIY 収納からワークスペース、
子ども部屋までちょっとの工夫でスペースを最
大限活用!

石井/麻紀子‖著 誠文堂新光社 2022.3

87 1112835606 594/SU スキル0でも一目でわかるソーイング大全 オルソン恵子‖
著

KADOKAWA 2022.3

88 1112827355 596/KO 心とからだが元気になる鉄分レシピ 小田/真規子‖著
溝口/徹‖監修

PHPエディター
ズ・グループ

2022.3

89 1112860497 599.5/SE 生後すぐからできる赤ちゃんの筋トレあそび 楽
しく体を動かして運動大好きっ子に!

川島/智世‖著 主婦と生活社 2022.3

90 1112862089 611.98/KO 子育て世代のための快適移住マニュアル 知って
おきたい、田舎でできる仕事・お金・子育て・
地域のおつきあい

金丸/知弘‖著 誠文堂新光社 2022.5
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重点収集資料リスト（くらしの支援）

No. 資料ID 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
91 1112864549 629.35/MI 水辺のプレイフルインフラ 子どもが遊びを通じ

て自ら学ぶ
建設技術研究所
国土文化研究所
‖編 子どもの水
辺研究会‖著 池
田/駿介‖監修

技報堂出版 2022.6

92 1112825664 694.6/A/R4 Androidスマートフォン完全マニュアル 2022 最
新情報対応版

スタンダーズ 2022.2

93 1112840374 694.6/I 5日で使える!はじめてのiPhone メディアック
スMOOK 1007

メディアックス 2022.4

94 1112840382 694.6/Y よくわかる!スマホアプリ入門 TJ MOOK 宝島社 2022.4
95 1112841778 F/HA/SONOTA ハイドロサルファイト・コンク 花村/萬月‖著 集英社 2022.3
96 1112841604 916/NA/SONOT

A
妻はサバイバー 永田/豊隆‖著 朝日新聞出版 2022.4

97 1112784598 916/NO ぼけますから、よろしくお願いします。 おかえ
りお母さん

信友/直子‖著 新潮社 2022.3

98 1112837248 E/G 義肢をつけたらどうなるの? からだとはた
らくどうぐた
ち

ハリエット・ブ
ランドル‖作 中
野/泰志‖総合監
修 桂/律也‖監
修

ほるぷ出版 2022.2

99 1112837255 E/HA 歯の矯正をしたらどうなるの? からだとはた
らくどうぐた
ち

ハリエット・ブ
ランドル‖作 中
野/泰志‖総合監
修 小幡/明彦‖
監修

ほるぷ出版 2022.2

100 1112836083 E/HO 補聴器をつけたらどうなるの? からだとはた
らくどうぐた
ち

ハリエット・ブ
ランドル‖作 中
野/泰志‖総合監
修 田中/美郷‖
監修

ほるぷ出版 2022.2

101 1112837263 E/ME メガネをかけたらどうなるの? からだとはた
らくどうぐた
ち

ハリエット・ブ
ランドル‖作 中
野/泰志‖総合監
修 仁科/幸子‖
監修

ほるぷ出版 2022.2
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重点収集資料リスト（くらしの支援）

No. 資料ID 請求記号 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 1112837271 E/O 男らしく、女らしくがいいの? ジェンダー u & iえほん

シリーズ
NHK Eテレ「u &
i」制作班‖編
西田/征史‖原作
鈴木/友唯‖絵

ほるぷ出版 2022.2

103 1112841844 E/Y ゆきちゃんは、ぼくのともだち! 童心社のおは
なしえほん

武田/美穂‖作・
絵

童心社 2022.3

104 1112829385 J32/SH 少年のための少年法入門 山下/敏雅‖監修
牧田/史‖監修
西野/優花‖監修

旬報社 2022.3

105 1112837073 J33/I 今から身につける「投資の心得」 10歳から知っ
ておきたいお金の育て方

八木/陽子‖監修 えほんの杜 2022.3

106 1112836828 J36/O 親子で考えるから楽しい!世界で学ばれている性
教育 安全、同意、多様性、年齢別で伝えやす
い!ユネスコから学ぶ包括的性教育

1時間で一生
分の「生きる
力」 3

上村/彰子‖構
成・文 田代/美
江子‖監修 大久
保/ヒロミ‖まん
が&イラスト

講談社 2022.3

107 1112784762 J49/MI/1 みんなでまなぼう認知症のこと 1 認知症とうっ
かり忘れはち
がうの?

平野/成樹‖監修 汐文社 2022.1

108 1112784754 J49/MI/2 みんなでまなぼう認知症のこと 2 どうして認知
症になるの?

平野/成樹‖監修 汐文社 2022.1
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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. 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
1 007.35/A ITエンジニア残業ゼロの働き方 現場で本当に使

えた仕事効率化の法則95
田中/聡‖著 技術評論社 2022.3

2 007.6/TS 疲れないパソコン仕事大全 「ムダな操作の繰り
返し」から解放される

大林/ひろこ‖著 技術評論社 2022.3

3 007.609/A IT担当者のためのテレワーク時代のセキュリティ
対策 Windows 11&10対応

橋本/和則‖著 翔泳社 2022.2

4 116.1/KA 科学的論理思考のレッスン BOW BOOKS 009 高木/敏行‖著 荒川/
哲‖著

BOW&PARTNERS 2022.6

5 140.18/NA なぜ、あの人は予測を裏切るのか 1分でスッキ
リ!行動心理学

匠/英一‖監修 青春出版社 2021.12

6 141.5/NO/1 NOISE 上 組織はなぜ判断を誤るのか? ダニエル・カーネマ
ン‖著 オリヴィエ・
シボニー‖著 キャ
ス・R.サンスティー
ン‖著

早川書房 2021.12

7 141.5/NO/2 NOISE 下 組織はなぜ判断を誤るのか? ダニエル・カーネマ
ン‖著 オリヴィエ・
シボニー‖著 キャ
ス・R.サンスティー
ン‖著

早川書房 2021.12

8 141.6/TA タイプ別怒れない私のためのきちんと怒る練習帳 安藤/俊介‖著 CCCメディアハウス 2022.7

9 146.89/SH 心理職大全 公認心理師・臨床心理士の資格取得
から就職まで

井上/博文‖著 吉山/
宜秀‖著 藤本/健太
朗‖著

東京図書 2022.6

10 159.4/KY 92歳総務課長の教え 世界一仕事が楽しくなる! 玉置/泰子‖著 ダイヤモンド社 2022.5

11 331/SO そのビジネス課題、最新の経済学で「すでに解
決」しています。 仕事の「直感」「場当たり
的」「劣化コピー」「根性論」を終わらせる

今井/誠‖編著 坂井/
豊貴‖編著 上野/雄
史‖著

日経BP 2022.4

12 335.15/E ESG情報開示の実践ガイドブック 藤野/大輝‖著 中央経済社 2022.3
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重点収集資料リスト（しごとの支援）

No. 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
13 335.15/R 労働CSRガイドブック 働き方改革と企業価値の創

造
全国社会保険労務士
会連合会‖監修 社会
保険労務士総合研究
機構‖編

中央経済社 2022.6

14 335.21/NA/3 なぜ倒産 令和・粉飾編 破綻18社に学
ぶ失敗の法則

日経トップリーダー
‖編 帝国データバン
ク‖協力 東京商工リ
サーチ‖協力

日経BP 2022.6

15 335.35/J 時間と空間の常識に挑む小企業 ニューノーマル
の先端をゆく発想

日本政策金融公庫総
合研究所‖編

同友館 2022.7

16 335.7/KO 公務員のはじめての官民連携 自治体×民間のコ
ラボで解決!

長井/伸晃‖著 学陽書房 2022.7

17 335/J 13歳からの経営の教科書 「ビジネス」と「生き
抜く力」を学べる青春物語

岩尾/俊兵‖著 KADOKAWA 2022.6

18 335/KI 起業の失敗大全 スタートアップの成否を決める6
つのパターン

トム・アイゼンマン
‖著 グロービス‖訳

ダイヤモンド社 2022.3

19 336.1/C 超図解!新規事業立ち上げ入門 改訂新版 木下/雄介‖著 幻冬舎メディアコン
サルティング

2022.5

20 336.1/SH 社内起業家 「サラリーマン」でも「起業家」で
もない生き方

岩田/徹‖著 生産性出版 2022.6

21 336.3/KO こうして社員は、やる気を失っていく リーダー
のための「人が自ら動く組織心理」

松岡/保昌‖著 日本実業出版社 2022.5

22 336.3/NA なぜ「弱い」チームがうまくいくのか 守り・守
られる働き方のすすめ

今中/博之‖著 晶文社 2022.4

23 336.3/SH 仕事は自分ひとりでやらない 仕事を抱え込ま
ず、周りに助けを求める技術「ヘルプシーキン
グ」の教科書

小田木/朝子‖著 フォレスト出版 2022.5

24 336.42/SH シニア人財を戦力化する人事・賃金・報酬制度の
作り方 ジョブ型人事制度を見据えた70歳雇用延
長への対応

菊谷/寛之‖著 第一法規 2022.3

25 336.49/C 「超」戦略的に聴く技術 できる人だけが知って
いる

大嶋/慶‖著 三笠書房 2022.4

26 336.49/P #プレボン! いますぐ使えるプレゼンテーション
Tips集

深谷/信介‖著 ハーベスト出版 2022.3
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重点収集資料リスト（しごとの支援）

No. 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
27 336.49/SH 社会人に最も必要な「頼る」スキルの磨き方 あ

なたの力を120%発揮させる「伝え方+考え方」
吉田/穂波‖著 KADOKAWA 2022.3

28 336.55/HO 法律のプロが教える社内ペーパーレスの進め方 新しい働き方の
教科書 3

戸田総合法律事務所
‖著

ジャムハウス 2022.6

29 336.9/I 1冊でわかる!経理のテレワーク 第2版 業務プロ
セス別に問題点と対処法を解説!

原/幹‖著 中央経済社 2022.6

30 336/D 独立してコンサルタント、専門家で活躍するため
に絶対にやるべきこと コンテンツ起業家になろ
う!

岡本/文宏‖著 WAVE出版 2022.6

31 336/HI ひと目でわかるマネジメントのしくみとはたらき
図鑑

イラスト授業シ
リーズ

野田/稔‖日本語版監
修 千葉/喜久枝‖訳

創元社 2022.1

32 336/KY 今日から使える企業のSNS危機管理マニュアル 炎
上しても大丈夫!

小木曽/健‖著 晶文社 2022.6

33 336/NY 入社1年目のビジネススキル大全 思考法からコ
ミュニケーション、PC仕事術まで

木部/智之‖著 三笠書房 2022.5

34 336/P プロジェクトマネジメントの基本がこれ1冊で
しっかり身につく本

前田/和哉‖著 技術評論社 2022.7

35 336/R リモートワークの新常識45 テレビ会議で顔を出
せ!

八角/嘉紘‖著 倉貫/
義人‖監修

インプレス 2022.4

36 350.9/Z/H23-
24

図表でみる世界の主要統計 2011-2012年版 OECD
ファクトブック

特集：OECDの
50年

経済協力開発機構‖
編著 トリフォリオ‖
訳・製作

明石書店 2012.7

37 350.9/Z/H25 図表でみる世界の主要統計 2013年版 OECDファク
トブック

特集：男女平
等参画

経済協力開発機構‖
編著 トリフォリオ‖
訳・製作

明石書店 2014.4

38 350.9/Z/H26 図表でみる世界の主要統計 2014年版 OECDファク
トブック

経済協力開発機構‖
編著 トリフォリオ‖
訳・製作

明石書店 2015.5

39 366.29/J 16歳の仕事塾 高校生と親・先生のためのキャリ
アデザイン

堀部/伸二‖著 山岸/
慎司‖著

中央経済社 2022.3

40 366.29/SA 30代から地元で暮らす幸せのUターン転職 江口/勝彦‖著 幻冬舎メディアコン
サルティング

2022.2

41 366.38/G がんばりすぎないお仕事復帰BOOK 産休・育休中
の不安がスーッと解消される

藤井/佐和子‖監修
mamari‖監修

KADOKAWA 2022.3
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重点収集資料リスト（しごとの支援）

No. 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
42 366/O お金も時間も搾取されない働き方 「労働IQ&EQ」

による生き方のデザイン
萩原/京二‖著 日経BP日本経済新聞

出版
2022.7

43 407/NE ネイティブが教える日本人研究者のための国際学
会プレゼン戦略

エイドリアン・
ウォールワーク‖著
前平/謙二‖訳 笠川/
梢‖訳

講談社 2022.5

44 417/Z 図解でわかる最新エクセルのデータ分析がみるみ
るわかる本 Excel2021/2019/2016対応版

道用/大介‖著 秀和システム 2022.4

45 430.7/KA 化学技術者・研究者になるには なるにはBOOKS
158

堀川/晃菜‖著 ぺりかん社 2022.6

46 457.8/KA 化石の復元、承ります。 古生物復元師たちのお
しごと

木村/由莉‖監修 ブックマン社 2022.7

47 486.42/G 「ゴキブリ嫌い」だったけどゴキブリ研究はじめ
ました

柳澤/静磨‖著 イースト・プレス 2022.7

48 494.9/B 僕らは生まれ変わってもまた「泌尿器科医」にな
る 最高峰の医師を目指す理由

伊勢呂/哲也‖著 三
木/淳‖著

クロスメディア・パ
ブリッシング

2022.3

49 498.12/KA/R4 看護六法 令和4年版 看護行政研究会‖編
集

新日本法規出版 2022.3

50 498.14/HO ほんとうの医療現場の話をしよう 医学部を目指
す君たちへ

高須賀/とき‖著 晶文社 2022.6

51 498.14/SH 歯科衛生士になる! 絶対、就職に困らないいま必
要とされる職業

歯科衛生士問題研究
会‖著

日労研 2022.7

52 498.14/SH 歯科技工士の仕事 手に職をつけて、人々の笑顔
をつくる

村田/彰弘‖著 合同フォレスト 2022.5

53 S498.8/KO コストゼロでつくる小さな会社の健康な職場 富田/崇由‖著 幻冬舎メディアコン
サルティング

2022.3

54 499.09/KO これが私の薬剤師ライフ 6年制卒50人がキャリア
を語る

日経ドラッグイン
フォメーション‖編

日経BP 2022.5

55 504/B ビジネスモデルの未来予報図51 2030→2050 齊田/興哉‖著 CCCメディアハウス 2022.2
56 512.75/I いちばんやさしい衛星データビジネスの教本 人

気講師が教えるデータを駆使した宇宙ビジネス最
前線

神武/直彦‖著 恩田/
靖‖著 片岡/義明‖
著

インプレス 2022.6

57 530.921/KI 機械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 小林/哲也‖著 技術評論社 2022.6

58 532/KO 工作機械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 永井/知美‖著 山口/
智也‖著

技術評論社 2022.7
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重点収集資料リスト（しごとの支援）

No. 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
59 537.09/SA 最新自動車業界の動向としくみがよ〜くわかる本

第4版 業界人、就職、転職に役立つ情報満載
図解入門業界研
究

黒川/文子‖著 秀和システム 2022.5

60 589.214/R リセット!仕事服 新しい生活様式にふさわしい男
の服選び

自由時間サプリ 松/はじめ‖著 技術評論社 2022.3

61 611.61/SH 仕事に役立つこれだけは知っておきたいJAと農業
のきほん

小林/元‖著 家の光協会 2022.5

62 611.7/NO 農業者になるには なるにはBOOKS
46

大浦/佳代‖著 ぺりかん社 2022.7

63 624/Z 図解&事例スマート農業が拓く次世代の施設園芸
スマート化による生産性向上の事例集

土屋/和‖著 日刊工業新聞社 2022.3

64 660/SU スマート水産業入門 和田/雅昭‖編著 緑書房 2022.3
65 670.91/HA 速く、正しく、感じよく伝わるすごい「書き方」

の超基本 添削数1万5000通!メールのプロに学ぶ
平野/友朗‖著 徳間書店 2022.3

66 670.91/HA 「速く」「短く」「感じよく」メールを書く方法 鈴木/真理子‖著 明日香出版社 2022.4

67 672.1/C 地理学で読み解く流通と消費 コンビニはなぜ集
中出店するのか

土屋/純‖著 ベレ出版 2022.7

68 673.3/C/1 逐条解説特定商取引法 第1巻 阿部/高明‖著 青林書院 2022.6
69 673.3/C/2 逐条解説特定商取引法 第2巻 阿部/高明‖著 青林書院 2022.6
70 673.3/J 自分でつくるAccess販売・顧客・帳票管理システ

ム 2021/2019/2016、Microsoft 365対応
きたみ/あきこ‖著 マイナビ出版 2022.5

71 673.32/F フランチャイズに加盟しなさい! 会社も個人も最
速で繁盛店を目指すなら

田中/司朗‖著 あさ出版 2022.5

72 673.36/G 55歳からの副業アフィリエイト 月5万円を安定的
に稼げる

Teresaさくまかずこ
‖著 染谷/昌利‖監
修

日本実業出版社 2022.3

73 673.36/J 10万PVを生むECサイトのSEO 中小事業者がお金を
かけずにできる集客のための施策

井幡/貴司‖著 技術評論社 2022.7

74 673.36/NE ネットショップ、開店します。 はじめての開店
準備から制作・運営・集客まで全部わかる

藤川/麻夕子‖共著
伊藤/真美‖共著 藤
井/治子‖共著

エムディエヌコーポ
レーション

2022.3

75 673.7/NA 七十歳ババァ、起業する? 近/恵子‖著 内外出版社 2022.2
76 673.7/NI 日系小売企業の国際展開 日本型業態の挑戦 鳥羽/達郎‖編著 川

端/庸子‖編著 佐々
木/保幸‖編著

中央経済社 2022.3
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重点収集資料リスト（しごとの支援）

No. 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
77 673.7/O お花屋さんの仕事基本のき 新版 今さら聞けない

仕入れ・販売・店づくりのこと
日本フローラルマー
ケティング協会‖編

誠文堂新光社 2022.5

78 673.7/W わかりやすい古物営業の実務 3訂版 古物営業研究会‖著 東京法令出版 2020.8

79 673.868/HI 非常識経営 業務スーパー大躍進のヒミツ 加藤/鉱‖著 ビジネス社 2022.3
80 673.9/SH シェアリングエコノミーの法規制と実務 石原/遙平‖編著 青林書院 2022.3
81 673.97/I 飲食店人気のテイクアウト 評判35店に学ぶ味づ

くり・魅せ方・売れる工夫
旭屋出版「近代食
堂」編集部‖編著

旭屋出版 2022.6

82 673.97/SE 成功するキッチンカー移動販売開業法 新しい時
代のレストラン業態

烏川/清治‖著 旭屋出版 2022.4

83 673.99/C 賃貸オーナーのための空室対策の教科書 青木/博昭‖著 あさ出版 2022.7
84 673.99/G 外国人向け賃貸住宅ノウハウのすべて 荻野/政男‖著 住宅新報出版 2022.6
85 673.99/R レンタルスペース投資の教科書 堅実な資産運用

をしたいならこの1冊!
坂口/康司‖著 小泉/
直弥‖監修

自由国民社 2022.7

86 673.99/Y やさしい不動産鑑定評価書読本 指導鑑定士が教
えるつくり方と読み方

明海大学不動産研究
センター‖編

住宅新報出版 2022.3

87 673/SU 数字でわかる!あの企業・店舗が儲けている仕組
み 原価・店舗運営・従業員給与まで

鎌田/正文‖著 大和書房 2022.4

88 674.1/KO/R4-
5

広告制作料金基準表 '22▷'23 アド・メニュー 宣伝会議書籍編集部
‖編集

宣伝会議 2022.3

89 674.3/C 小さなテイクアウトショップandフードトラック
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

2022.6

90 674.3/E 選ばれるデザイナーへの道 赤ペン添削でわかり
やすい!

ENJOY DESIGN 上司ニシグチ‖著 ソシム 2022.3

91 674.3/SU すみません素人でも仕事の写真を上手に撮影する
方法ってないですか? できればスマホで

矢島/直美‖著 インプレス 2022.6

92 674.3/TE テイクアウトのデザインアイデア Branding and
Design for Cafes,Restaurants,Drink
Shops,Dessert Shops & Bakeries

サンドゥー・パブ
リッシング‖編 堀口
/容子‖訳

グラフィック社 2022.4

93 674.53/HA ハイブリッドイベントの教科書 REAL EVENTS×
ONLINE EVENTS

光畑/真樹‖著 クロスメディア・パ
ブリッシング

2022.6

94 675.2/SE 「専門家」以外の人のためのリサーチ&データ活
用の教科書 問題解決マーケティングの秘訣は、
これだ!

米田/恵美子‖著 東洋経済新報社 2022.4

95 675.4/G 業界別物流管理とSCMの実践 李/瑞雪‖編著 安藤/
康行‖編著

ミネルヴァ書房 2022.5
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重点収集資料リスト（しごとの支援）

No. 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
96 675/B ブランディングの科学 独自のブランド資産構築

篇
ジェニー・ロマニウ
ク‖著 前平/謙二‖
訳 加藤/巧‖監訳

朝日新聞出版 2022.7

97 675/B ブランドストーリーのつくりかた ミリ・ロドリゲス‖
著 ローリングホフ育
未‖訳

CCCメディアハウス 2022.4

98 675/E SNSマーケティング大全 門口/妙子‖著 坂本/
翔‖監修

ぱる出版 2022.5

99 675/HA はじめての越境EC・海外Webマーケティング 徳田/祐希‖著 WAVE出版 2022.4
100 675/HI 人が集まるSNSのトリセツ 共感×つながり 小桧山/美由紀‖著 総合法令出版 2022.7
101 675/J 事例で学ぶサブスクリプション 第2版 新型コロ

ナ禍での成長の秘訣
小宮/紳一‖著 秀和システム 2022.2

102 675/KU 口コミだけで繁盛店を作る究極の集客術 お客様
を「集める」から「集まる」へ

成田/直人‖著 日本能率協会マネジ
メントセンター

2022.6

103 675/MA マーケティング戦略 第6版 有斐閣アルマ
Specialized

和田/充夫‖著 恩藏/
直人‖著 三浦/俊彦
‖著

有斐閣 2022.1

104 675/MO 「持たない時代」のマーケティング サブスクと
シェアリング・サービス

高橋/広行‖編著 CCC
マーケティング総合
研究所‖編著 財津/
涼子‖著

同文舘出版 2022.5

105 675/SA サイトリニューアルの教科書 超初心者から経験
者までこれが必要不可欠な全工程です。

近藤/皓‖[著] クロスメディア・パ
ブリッシング

2022.2

106 675/SA サービスデザイン思考 「モノづくりから、コト
づくりへ」をこえて

井登/友一‖著 NTT出版 2022.7

107 675/SA サブスクビジネスをめぐる法律実務 サブスクリ
プション・フリーミアム・シェアリングエコノ
ミー等

石原/一樹‖編著 新日本法規出版 2022.4

108 675/SH シン世代マーケティング メガヒットのカギをに
ぎる!

原田/曜平‖著 ぱる出版 2022.5

109 689.6/SA 最新旅行業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本
第5版 業界人、就職、転職に役立つ情報満載

図解入門業界研
究

中村/恵二‖著 榎木/
由紀子‖著

秀和システム 2022.5
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重点収集資料リスト（しごとの支援）

No. 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
110 689.7/Z/R5 全国会場Navi 2023年版 ビジネスシーンの会場探

しに
全国2100の会
場一覧と厳選
256会場を収録

ピーオーピー 2022.7

111 746.7/P Premiere Proではじめるビジネス動画制作入門
PR・宣伝ツールの決め手!

森田/勇人‖著 日経BP 2022.1

112 780.4/SU スポーツの仕事ってこんなにある 選手を支える
ために「職人の道」を選んだ理由

BBMスポーツ探
求学習シリーズ
2

ベースボール・マガ
ジン社‖編著

ベースボール・マガ
ジン社

2022.1

113 809.6/SA 30分ファシリテーション 会議を進める技術 前田/鎌利‖著 池田書店 2022.2
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資料整備課選書リスト（地域の活性化支援）

【まちづくり・人づくり・環境など】

No. 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
1 318.6/C 地域おこし協力隊の強化書 12人の奮闘から学ぶ 畠田/千鶴‖監修 ビジネス社 2022.6
2 318.6/C 地域でアクションリサーチ 話し合いが変わる 平井/太郎‖著 農山漁村文化協会 2022.3
3 318.6/E SDGs×公民連携 先進地域に学ぶ課題解決のデザイン 高木/超‖著 学芸出版社 2022.3
4 318.6/J 人口減少社会の地域経営政策 川島/典子‖編著 晃洋書房 2022.7
5 318.6/MA まちづくりプラットフォーム ヒト・カネ・バショのデザ

イン
まちづくりプラッ
トフォーム研究会
‖編

萌文社 2022.3

6 318.6/SD SDGsを足許から考えかたちにする 平井/太郎‖編著
北原/啓司‖著 小
岩/直人‖著

弘前大学出版会 2022.3

7 318.6/SH 「集落の教科書」のつくり方 移住者を助けるガイドブッ
ク

田畑/昇悟‖著 農山漁村文化協会 2022.3

8 318.8/J 自治会・町内会負担軽減&IT活用事例ブック めざせ、担
い手不足解消!

水津/陽子‖著 実業之日本社 2022.6

9 318/J 事例から学ぶ・市民協働の成功法則 小さな成功体験を重
ねて学んだこと

文化とまちづ
くり叢書

松下/啓一‖著 水曜社 2022.5

10 318/W 私たちの地方自治 自治体を主権者のものに 岡田/知弘‖著 自治体研究社 2022.7
11 333/MI ミッション・エコノミー 国×企業で「新しい資本主義」

をつくる時代がやってきた
マリアナ・マッツ
カート‖著 関/美
和‖訳 鈴木/絵里
子‖訳

ニューズピックス 2021.12

12 335.15/C 中小企業のSDGs 求められる変化と取組みの実例 野村/佐智代‖編
日本中小企業・ベ
ンチャービジネス
コンソーシアム‖
編

中央経済社 2022.6

13 335.15/E SDGs思考 社会共創編 価値転換のそ
の先へプラス
サム資本主義
を目指す世界

田瀬/和夫‖著 SDG
パートナーズ‖著

インプレス 2022.4

14 335.15/SD SDGsゴールとターゲット全解説 三井/久明‖著 東京図書出版 2022.3
15 335.7/SO ソーシャルX 企業と自治体でつくる「楽しい仕事」 伊藤/大貴‖著 伊

佐治/幸泰‖著 梛
野/憲克‖著

日経BP 2022.5
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資料整備課選書リスト（地域の活性化支援）

No. 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
16 361.7/MA まちづくりの思考力 暮らし方が変わればまちが変わる 藤本/穣彦‖著 実生社 2022.3

17 361.7/NE ネイバーフッドデザイン まちを楽しみ、助け合う「暮ら
しのコミュニティ」のつくりかた

荒/昌史‖著
HITOTOWA INC.‖編

英治出版 2022.4

18 369.27/SH 障がい者が主役の喫茶を地域にひらく 喫茶がつなぐまち
ひと共生

障がいをもつ市民
の生涯学習研究会
‖編著 小林/繁‖
編著 兼松/忠雄‖
編著

ゆじょんと 2022.7

19 369.3/I いざ!に備える遊びで防災体験BOOK 神谷/明宏‖著 いかだ社 2022.3
20 B369.36/KA 帰れない村 福島県浪江町「DASH村」の10年 集英社文庫 み

54-4
三浦/英之‖著 集英社 2022.1

21 369.7/SH 市民活動論 ボランティア・NPO・CSR 大澤/史伸‖著 学文社 2022.4
22 369/W/[1] withコロナ新しい生活様式で進める地域づくり 地域共生

社会を見据えた地域活動のヒント集
「つながりを切ら
ない」情報・交流
ネットワーク‖編

全国コミュニティ
ライフサポートセ
ンター

2020.11

23 369/W/2 withコロナ 2 つながりをあ
きらめないつ
ながり続ける
ための私たち
の工夫

「つながりを切ら
ない」情報・交流
ネットワーク‖編

全国コミュニティ
ライフサポートセ
ンター

2022.3

24 376.48/MA まちの風景をつくる学校 神山の小さな高校が試したこと 森山/円香‖著 晶文社 2022.5

25 379.2/Y よくわかる公民館のしごと 第3版 全国公民館連合会
‖編著

第一法規 2022.3

26 407/SH 市民科学のすすめ 「自分ごと」「みんなごと」で科学・
教育・社会を変える

小堀/洋美‖著 文一総合出版 2022.4

27 450.4/NI 日本に住んでいるなら知らないとヤバい!地学の授業 地
震&津波、火山、海洋、気象、そして地球温暖化

大平/悠麻‖著 総合科学出版 2022.8

28 451.35/C 地図とデータで見る気象の世界ハンドブック フランソワ=マ
リー・ブレオン‖
著 ジル・リュノー
‖著 鳥取/絹子‖
訳

原書房 2019.9
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資料整備課選書リスト（地域の活性化支援）

No. 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
29 451.85/KI 気候危機がサクッとわかる本 森/朗‖監修 森田/

正光‖監修 ウェ
ザーマップ‖著

東京書籍 2022.4

30 451.85/R リジェネレーション<再生> 気候危機を今の世代で終わら
せる

ポール・ホーケン
‖編著 江守/正多
‖監訳 五頭/美知
‖訳

山と溪谷社 2022.4

31 451.85/TE 低炭素社会を問う 中学高校の理科の知識を武器にトラン
スサイエンスに挑む

村上ゼミシ
リーズ 1

村上/雅人‖[著]
小林/忍‖[著]

飛翔舎 2022.7

32 453.212/TS 津波詳細地図にみる東日本大震災の10年 原口/強‖著 今村/
文彦‖著 菅原/大
助‖著

古今書院 2022.3

33 453.8/F 噴火災害に備えて 火山工学の視点から避難等の対応を分
かりやすく解説

土木学会地盤工学
委員会火山工学研
究小委員会‖編集

土木学会 2022.2

34 453/J 地震と火山と防災のはなし 楠城/一嘉‖編著 成山堂書店 2022.3
35 454.64/KI 気候変動と乾燥地 研究の最前線から 鳥取大学乾燥地研

究センター‖監修
坪/充‖編 黒崎/泰
典‖編

丸善出版 2022.3

36 455.1/NI 日本列島地質総覧 地史・地質環境・資源・災害 加藤/碵一‖編 脇
田/浩二‖編 斎藤/
眞‖編

朝倉書店 2022.6

37 455.89/D 土砂災害の疑問55 みんなが知り
たいシリーズ
17

日本応用地質学会
災害地質研究部会
‖編

成山堂書店 2022.6

38 455.89/Z 図説空から見る日本の地すべり・山体崩壊 八木/浩司‖著 井
口/隆‖著

朝倉書店 2022.3

39 468.2/Y よくわかる土中環境 イラスト&写真でやさしく解説 高田/宏臣‖著 パルコエンタテイ
ンメント事業部

2022.8

40 472/Y 世にも珍奇な植物図鑑 絶滅危惧種40の奇跡 エド・アイキン‖
著 キュー王立植物
園‖監修 清水/晶
子‖訳

河出書房新社 2022.4

41 S480.9/D 「動物の権利」運動の正体 PHP新書 1309 佐々木/正明‖著 PHP研究所 2022.5
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資料整備課選書リスト（地域の活性化支援）

No. 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
42 486.48/SA 最先端コオロギ学 世界初!新しい生物学がここにある 野地/澄晴‖編 北隆館 2022.4

43 492.99/SA 災害看護でまちづくり 西日本豪雨の被災地・真備 ある
訪問看護師の巻き込み型復興

尾野/寛明‖著 片
岡/奈津子‖著

木星舎 2022.4

44 S498/MO モデルナはなぜ3日でワクチンをつくれたのか インターナ
ショナル新書
089

田中/道昭‖著 集英社インターナ
ショナル

2021.12

45 498.6/SO 「想定外」をやっつけろ! 検証・なぜ墨田区はコロナ禍
第5波で重症者を出さなかったのか

江川/紹子‖著 時事通信出版局 2022.7

46 501.6/D どうすればエネルギー転換はうまくいくのか 丸山/康司‖編 西
城戸/誠‖編

新泉社 2022.3

47 518.51/SA 災害とトイレ 緊急事態に備えた対応 進化するトイ
レ

日本トイレ協会‖
編

柏書房 2022.7

48 518.52/Z 図解でわかる14歳から知るごみゼロ社会 インフォビジュア
ル研究所‖著

太田出版 2022.2

49 518.8/E エレクトリック・シティ フォードとエジソンが夢見た
ユートピア

トーマス・ヘイ
ガー‖著 伊藤/真
‖訳

白水社 2022.6

50 518.8/F 復興・陸前高田 ゼロからのまちづくり 中井/検裕‖編著
長坂/泰之‖編著
阿部/勝‖編著

鹿島出版会 2022.3

51 518.8/MA 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

52 518.8/SE 世界のSDGsスマートシティ フォトリアルCGで見る エリン・グリフィ
ス‖著 樋口/健二
郎‖訳

原書房 2022.4

53 518.8/TO 都市のレガシー 長谷川/昌之‖著 都政新報社 2022.4
54 519.04/KI 希望の教室 ジェーン・グドー

ル‖著 ダグラス・
エイブラムス‖著
ゲイル・ハドソン
‖[著]

海と月社 2022.5
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資料整備課選書リスト（地域の活性化支援）

No. 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
55 519.1/A アメリカ環境政策の展開と規制改革 ニクソンからバイデ

ンまで
現代選書 アメ
リカ環境法入
門 3

畠山/武道‖著 信山社 2022.4

56 519.9/SH 自然災害科学・防災の百科事典 日本自然災害学会
‖編

丸善出版 2022.1

57 519/I 一億人のSDGsと環境問題 藤岡/達也‖著 講談社 2022.3
58 519/KI 気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか? スティーブン E.

クーニン‖著 三木
/俊哉‖訳

日経BP 2022.3

59 519/KI 気候民主主義 次世代の政治の動かし方 三上/直之‖著 岩波書店 2022.5
60 519/SA 最新カーボンニュートラルの基本と動向がよ〜くわかる

本 脱炭素社会をめぐる全体像を概観
図解入門ビジ
ネス

池原/庸介‖著 秀和システム 2022.2

61 519/SH/1 知る・わかる・伝えるSDGs 1 貧困・食料・
健康・ジェン
ダー・水と衛
生

日本環境教育学会
‖監修

学文社 2019.10

62 519/SH/2 知る・わかる・伝えるSDGs 2 エネルギー・
しごと・産業
と技術・平
等・まちづく
り

日本環境教育学会
‖監修

学文社 2021.12

63 519/SH/3 知る・わかる・伝えるSDGs 3 生産と消費・
気候変動・海
の豊かさ・陸
の豊かさ・平
和と公正

日本環境教育学会
‖監修

学文社 2022.3

64 519/SH/4 知る・わかる・伝えるSDGs 4 教育・パート
ナーシップ・
ポストコロナ

日本環境教育学会
‖監修

学文社 2022.4

65 575.15/Z 図解でわかるカーボンニュートラル燃料 脱炭素を実現す
る新バイオ燃料技術

未来エコ実践
テクノロジー

CN[2]燃料の普及を
考える会‖編著

技術評論社 2022.6

66 601.1/E SDGsを活かす地域づくり あるべき姿とコーディネイター
の役割

白井/信雄‖編著
大和田/順子‖編著
奥山/睦‖編著

晃洋書房 2022.4
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No. 請求記号 タイトル 各巻タイトル シリーズ 責任表示 出版者 出版年
67 601.1/W 和魂洋才からSDGsへ 渋沢栄一の田園都市と平松守彦の一

村一品運動を事例に
西嶋/啓一郎‖著 セルバ出版 2022.4

68 601.144/A 新しい<地方>を創る 未来への戦略 杉山/友城‖編著
井上/武史‖著 栃
川/昌文‖著

晃洋書房 2022.3

69 601/A 集まって話しあう日本とヨーロッパの地域づくり 図解：
5つのステップを楽しもう!

飯田/恭子‖編著
浅井/真康‖編著
市田/知子‖編著

筑波書房 2022.3

70 601/C 地域デザイン技法 地域を「読み・解く」55のアプローチ 地域デザイン
科学シリーズ
2

地域デザイン科学
研究会‖編

北樹出版 2022.3

71 602.1/NI 日本の観光特産 観光特産のこだわり人間になる!! 小塩/稲之‖著 槇/
一彦‖著 北/賢治
‖著

MMPコミュニケー
ション

2022.3

72 611.04/G グローバル世界の日本農業 小林/寛史‖著 作品社 2022.2
73 611.1/D 脱炭素社会に向けた日本農業の針路 日本農業の動

き No.214
農政ジャーナリス
トの会

2022.4

74 611.15/C 中山間地域ハンドブック 佐藤/洋平‖監修
生源寺/眞一‖監修
中山間地域フォー
ラム‖編

農山漁村文化協会 2022.3

75 611.151/C 地域人材を育てる手法 中塚/雅也‖編著
山浦/陽一‖編著

農山漁村文化協会 2022.3

76 611.3/I いのちのバトンをつなぎたい 世界の子どもの3人に1人は
栄養不良

ワールド・ビジョ
ン・ジャパン‖編
著

合同出版 2022.4

77 611.3/SE 瀬戸内食品ロス削減団 フードバンク活動入門 糸山/智栄‖編著
今村/主税‖編著
土手/政幸‖編著

クリエイツかもが
わ

2022.4

78 S612.1/Y 「やりがい搾取」の農業論 新潮新書 935 野口/憲一‖著 新潮社 2022.1
79 613.5/TS 土を育てる 自然をよみがえらせる土壌革命 ゲイブ・ブラウン

‖著 服部/雄一郎
‖訳

NHK出版 2022.5

80 616.2/J 持続可能な農業に向けた農法普及 「生きものブランド
米」の技術と導入行動

上西/良廣‖著 農林統計出版 2022.2
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81 640/J 持続可能な酪農 SDGsへの貢献 木村/純子‖編著

中村/丁次‖編著 J
ミルク‖企画編集

中央法規出版 2022.3

82 645.6/D 動物問題と社会福祉政策 多頭飼育問題を深く考える 打越/綾子‖著 ナカニシヤ出版 2022.3
83 650.4/MO 森の経済学 森が森らしく、人が人らしくある経済 三俣/学‖著 齋藤/

暖生‖著
日本評論社 2022.7

84 653.17/KA 乾燥地林 知られざる実態と砂漠化の危機 学術選書 102 吉川/賢‖著 京都大学学術出版
会

2022.3

85 653.4/KA 環境を守る森を評価する 原田/洋‖著 井上/
智‖著

海青社 2022.5

86 653.8/TA 竹の文化を守り育てる 地域活性化シ
リーズ

鈴木/克也‖[ほか]
編著

エコハ出版 2022.7

87 663.9/D 大震災後の海洋生態系 陸前高田を中心に 地球環境陸・
海の生態系と
人の将来

小松/正之‖著 雄山閣 2022.7

88 673.7/KO 小売業の実践SDGs経営 渡辺/林治‖編著
篠原/欣貴‖著 薩
佐/恭平‖著

慶應義塾大学出版
会

2022.6

89 675/E エリア・マーケティングデベロップメント 岩田/貴子‖著 税務経理協会 2022.4
90 S685/J 自動車の社会的費用 改版 岩波新書 青版

890
宇沢/弘文‖著 岩波書店 2020.12

91 689.4/KO 交流まちづくり サステイナブルな地域をつくる新しい観
光

国土総合研究機構
観光まちづくり研
究会‖編 上田/裕
之‖著 小野崎/研
郎‖著

学芸出版社 2022.5

92 689.81/G ゲストハウスがまちを変える エリアの価値を高めるロー
カルビジネス

渡邊/崇志‖著 前
田/有佳利‖著 宿
場JAPAN‖監修

学芸出版社 2022.4

93 689/Y よくわかる観光コミュニケーション論 やわらかアカ
デミズム・<わ
かる>シリーズ

須藤/廣‖編著 遠
藤/英樹‖編著 高
岡/文章‖編著

ミネルヴァ書房 2022.3

94 J33/E SDGs入門 未来を変えるみんなのために 岩波ジュニア
スタートブッ
クス

蟹江/憲史‖著 岩波書店 2021.9
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95 J33/E/17 SDGsのきほん 17 未来のための17の目標 平和と公正 ポプラ社 2021.3
96 J33/E/18 SDGsのきほん 18 未来のための17の目標 パートナー

シップ
ポプラ社 2021.3

97 J45/C 地球温暖化を解決したい エネルギーをどう選ぶ? 岩波ジュニア
スタートブッ
クス

小西/雅子‖著 岩波書店 2021.3

98 J51/SU すごいゴミのはなし ゴミ清掃員、10年間やってみた。 滝沢/秀一‖文 ス
ケラッコ‖イラス
ト 萩原/まお‖イ
ラスト

学研プラス 2022.7

99 J51/U 海のプラスチックごみ調べ大事典 なぜ?どうしたら?プラ
ごみ問題がゼロからわかる!

保坂/直紀‖著 旬報社 2020.3

100 J61/KA/3 家族農業が世界を変える 3 多様性ある社
会をつくる

関根/佳恵‖監修・
著

かもがわ出版 2022.3
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