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タイトル 著者 出版社 出版年月

鉛筆一本ではじめる人物の描き方 : ロジカルデッサンの技法 OCHABI Institute インプレス 2020/4/1

鉛筆一本ではじめる光と陰の描き方 : ロジカルデッサンの技法 OCHABI Institute インプレス 2019/3/1

レイアウトデザイン［Photoshop＆Illustrator］:新ほめられデザイン事典 上田マルコ 翔泳社 2018/12/1

キャラクターイラスト「上手さ」の秘密 リクノ 翔泳社 2015/11/1

リシェの美術解剖学 ポール・リシェ ライフサイエンス出版 2020/12/1

プロ絵師の技を完全マスター キャラ塗り上達術 決定版 サイドランチ インプレス 2019/3/1

図画工作科・美術科教育法 図画工作科・美術科教育法研究会 建帛社 2019/3/1

わかりやすい図学と製図 住野和男 オーム社 2011/12/1

すぐに描ける！３時間パーステクニック 山本洋一 オーム社 2012/12/1

建築製図　３訂版 富塚信司 実教出版 1989/2/1

マンガでわかるコンクリート 石田哲也 オーム社 2011/9/1

マンガでわかる測量 栗原哲彦 オーム社 2008/9/1

図解　建築計画の知識 建築設備の知識編集委員会 オーム社 2020/12/1

図解　建築環境工学の知識 建築環境工学の知識編集委員会 オーム社 2020/10/1

図解　建築設備の知識　改訂3版 建築設備の知識編集委員会 オーム社 2018/10/1

図解住まいの寸法 : 暮らしから考える設計のポイント 堀野和人 学芸出版社 2017/7/1

イラスト図解建築法規 井上国博 オーム社 2016/3/1

図解空気調和施工図の見方・かき方　第３版 塩澤義登 オーム社 2014/11/1

完全図解空調・給排水衛生設備の基礎知識早わかり 大浜庄司 オーム社 2014/10/1

図解 コンピュータアーキテクチャ入門　第3版 堀桂太郎 森北出版 2021/12/19

できる　イラストで学ぶ Jw_cad できるシリーズ編集部 インプレス 2018/5/1

教職必修　技術科・工業科教育法 : 2021・2022年度実施新教育課程対応 教職課程研究会 実教出版 2019/4/1

これならわかる〈スッキリ図解〉障害者総合支援法　第2版 二本柳覚 翔泳社 2018/1/1

生活保護と貧困対策 : その可能性と未来を拓く 岩永理恵 有斐閣 2018/12/1

地域福祉マネジメント : 地域福祉と包括的支援体制 平野隆之 有斐閣 2020/3/1

大人になる・社会をつくる : 若者の貧困と学校・労働・家族 松本伊智朗 明石書店 2020/4/1

子育て支援 小橋明子 中山書店 2020/7/1

知的障害・自閉症のある人への 行動障害支援に役立つアイデア集 65例 志賀利一 中央法規出版 2020/5/1

対人援助の現場で使える 質問する技術 便利帖 大谷佳子 翔泳社 2019/7/1

マンガで学ぶ対人援助職の仕事 : 在宅介護と介護予防をめぐる人々の物語 植田寿之 創元社 2019/4/1

対人援助の現場で使える 質問する技術 便利帖 大谷佳子 翔泳社 2019/7/1

笑って楽しい！　高齢者レクリエーション たっきゅうさん 法研 2016/11/1

はじめての特別支援教育　改訂版 : 教職を目指す大学生のために 柘植雅義 有斐閣 2014/12/1

マンガ＋講義でよくわかる経済学超入門 木暮太一 東洋経済新報社 2010/3/1

エコノミックス : マンガで読む経済の歴史 マイケル・グッドウィン みすず書房 2017/3/1

いちばんやさしいビジネスモデルの教本 山口高弘 インプレス 2019/7/1

電子図書館KinoDen蔵書一覧 【星槎道都大学】



マンガでわかる管理会計 : はじめてでもわかる儲けのからくり 原尚美 オーム社 2020/6/1

ゼロからスタート簿記入門 渡辺竜介 税務経理協会 2018/4/1

運動・からだ図解 生理学の基本　新版 : 運動・からだ図解 中島雅美 マイナビ出版 2020/1/1

選手の競技復帰に役立つ　スポーツ傷害ハンドブック 神﨑浩二 マイナビ出版 2019/12/1

イラスト図解 筋力トレーニング : 医・科学的根拠に基づくアプローチ 松本秀男 文光堂 2019/11/1

アスレティックトレーニング学 広瀬統一 文光堂 2019/12/1

最強の自宅トレーニングバイブル 石井直方 マイナビ出版 2012/4/1

世界一やさしい エクセル ワード パワーポイント　2019/Office365 対応 トップスタジオ インプレス 2020/3/1

テレワーク必携 Microsoft Teams全事典 できるシリーズ編集部 インプレス 2020/9/1

世界一やさしい ウィンドウズ10　活用ワザ123　改訂版 浦辺制作所 インプレス 2020/4/1

大学1年生からのプロジェクト学習の始めかた 常盤拓司 慶應義塾大学出版会 2019/11/1

わかりやすいキャリア学 : 成長するためのキャリアデザイン 古閑博美 学文社 2018/3/1

基礎からわかる話す技術 森口稔 : 中山詢子 くろしお出版 2017/5/1

最新　特別活動論　改訂版 原田恵理子 大学教育出版 2019/5/1

運動・からだ図解　栄養学の基本 渡邊昌 マイナビ出版 2016/3/1

運動・からだ図解　脳・神経のしくみ : オールカラー 石浦章一 マイナビ出版 2016/4/1

マンガでわかる　アンガーコントロールガイド 清水栄司 法研 2018/11/1

大学生のためのメンタルヘルスガイド : 悩む人、助けたい人、知りたい人へ 松本俊彦 大月書店 2016/7/1

１日５分「よい習慣」を無理なく身につける　できたことノート 永谷研一 クロスメディア・パブリッシング 2016/7/1

まんがでわかる　Think CIVILITY　「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である クリステイィーン・ポラス 東洋経済新報社 2020/9/1

ウルトラ図解　不安障害・パニック : 正しく理解して対応・克服するためのガイド 福西勇夫 法研 2021/9/19

マンガでわかる　発達障害　特性＆個性　発見ガイド 福西勇夫 法研 2018/1/1

マンガでわかる　大人のＡＤＨＤコントロールガイド 福西勇夫 法研 2015/11/1

マンガでわかる　女性のADHD・ASD　自分らしい生き方ガイド 福西勇夫 法研 2020/5/1

マンガでわかる　アスペルガー症候群の人とのコミュニケーションガイド 福西勇夫 法研 2016/12/1

マンガでわかる社会学 栗田宣義 オーム社 2012/11/1

マンガでわかる東大読書 西岡壱誠 東洋経済新報社 2020/5/1

大学１年生からの 社会を見る眼のつくり方 大学初年次教育研究会 大月書店 2020/3/1

自宅でできる自重筋力トレーニング 石井直方、荒川裕志 マイナビ出版 2015/6/1

情報モラル＆情報セキュリティ<改訂3版> 富士通エフ・オー・エム FOM出版 2020/1/1

対人援助の作法 竹田伸也 中央法規出版 2018/9/1

これだけはおさえたい経済学 Primary大学テキスト 実教出版 2014/9/1

学生のための思考力・判断力・表現力が身に付く情報リテラシー 富士通エフ・オー・エム FOM出版 2018/4/1

感性は感動しない 椹木野衣 世界思想社 2018/7/1


