
5月新着図書リスト
№ 請求記号 書名 出版者名 出版年月

■000 総記

1 007.3/サヨ ネット中傷駆け込み寺 / 佐藤佳弘著 ; スマイリーキクチ著 武蔵野大学出版会 2021.4

2 007.6/エ Excel 365&2019 (MOS対策テキスト) / 土岐順子著 日経BP 2019.12

3 007.6/エ Word 365&2019 (MOS対策テキスト) / 佐藤薫著 日経BP 2019.12

4 007/コ 国立情報学研究所二十年の歩み : 2000-2020 / 国立情報学研究所20年史編集委員会編 国立情報学研究所 2020.11

5 010/ミ/20 未来の図書館研究所調査・研究レポート 2020 (Vol.4) / 未来の図書館研究所編 未来の図書館研究所 2021.3

■100 哲学

6 141.7/トミ 勉強する気はなぜ起こらないのか / 外山美樹著 筑摩書房 2021.4

7 159.4/キヒ 社会人1年目からの読む・書く・考える・伝える技術 / 木山泰嗣[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 2021.3

■200 歴史

8 210/オヒ 毒親の日本史 / 大塚ひかり著 新潮社 2021.3

9 291/フテ ドローン空撮で見えてくる日本の地理と地形 / 藤田哲史著 実業之日本社 2021.3

■300 社会科学

10 311.2/ツケ 「オピニオン」の政治思想史 : 国家を問い直す / 堤林剣, 堤林恵著 岩波書店 2021.4

11 312.3/テス 「ブレグジット」という激震 : 混迷するイギリス政治 / スティーブン・デイ, 力久昌幸著 ミネルヴァ書房 2021.2

12 318.6/エシ 好循環のまちづくり! / 枝廣淳子著 岩波書店 2021.4

13 331/エ AIは社会を豊かにするのか / 馬奈木俊介編著 ミネルヴァ書房 2021.3

14 335.1/オカ コンプライアンスリスクに対するリテラシーの高い組織をつくる / 大久保和孝著 第一法規 2021.4

15 361.5/ハ 場所から問う若者文化 : ポストアーバン化時代の若者論 / 木村絵里子 [ほか] 編著 ; 大倉韻 [ほか] 執筆 晃洋書房 2021.3

16 364.4/セ 世界一わかりやすい介護保険のきほんとしくみ  2021-2024年度版 / イノウ編著 ソシム 2021.4

17 365.5/ク/21 国民生活基礎調査(令和元年)の結果から / 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)編 厚生労働統計協会 2021.3

18 366/オヨ 労働経済学をつかむ / 大森義明, 永瀬伸子著 有斐閣 2021.4

19 367.1/コア イラストで学ぶジェンダーのはなし : みんなと自分を理解するためのガイドブック / アイリス・ゴットリーブイラスト・文 フィルムアート社 2021.3

20 367.5/オケ これからの男の子たちへ : 「男らしさ」から自由になるためのレッスン / 太田啓子著 大月書店 2020.8



21 367.6/ヒ ひきこもり国語辞典 / 松田武己監修 時事通信出版局 2021.3

22 369.26/アミ 文例・事例でわかる施設ケアプランの書き方 : 具体的な表現のヒント / 阿部充宏著 中央法規出版 2021.4

23 369.26/タ 達人が教える介護のコツ / 北海道新聞社編 ; 武田純子監修 北海道新聞社 2021.3

24 369/オト 利用者の“動き出し”を引き出すコミュニケーション : 「動き出しは本人から」を実践する102の言葉 / 大堀具視著 中央法規出版 2021.4

25 374.3/シコ 教師の底力 : 社会派教師が未来を拓く / 志水宏吉著 学事出版 2021.2

26 374.9/ヒス Q&Aでわかる子どものネット依存とゲーム障害 / 樋口進著 少年写真新聞社 2019.10

27 375.8/ホマ 国語科教材の中の「中国」 / 堀誠著 学文社 2021.3

28 376.1/サ/21 最新保育資料集 : 保育・幼児教育に関する法制と基本データ 2021 / 大豆生田啓友 ほか 編 ミネルヴァ書房 2021.4

29 376.14/コ 子どもの健康と安全 / 加藤則子編著 ; 菅井敏行編著 北大路書房 2021.3

30 376.14/ホ 保育の質を高めるドキュメンテーション : 園の物語りの探究 / 秋田喜代美 ほか 監修 中央法規出版 2021.4

31 376.153/ヨ 幼児と人間関係 : 保育者をめざす / 金俊華 ほか 編著 福留留美 ほか 著 同文書院 2021.4

32 376.157/ニ 乳幼児期の性教育ハンドブック / 浅井春夫 [ほか] 編著 かもがわ出版 2021.4

33 376.157/ヨ 幼児期運動あそびの進め方 / 学校体育研究同志会編 創文企画 2021.3

34 376.158/キク 明治期の幼稚園教育と童話 : 小学校教育・児童文学との関わりから / 北川公美子著 ひつじ書房 2021.2

35 376.158/セ 0〜6歳児「言葉を育てる」保育 : よくあるギモン40&言葉あそび20 / 日本国語教育学会監修 東洋館出版社 2021.3

36 377.1/シ 実務家教員の理論と実践 : 人生100年代の新しい「知」の教育 / 実務家教員COEプロジェクト編 社会情報大学院大学出版部 2021.3

37 377.9/タ 大学生のための教科書 / 大学生のための教科書編集委員会編著 東京書籍 2021.4

38 377.9/タ 大学生として学ぶ自分らしさとキャリアデザイン / 高丸理香,  宇賀田栄次, 原田いづみ編 有斐閣 2021.4

39 377/ヨシ 大学は何処へ : 未来への設計 / 吉見俊哉著 岩波書店 2021.4

40 378/シ 障害児保育 / 榊原洋一, 市川奈緒子, 渡邉英則編著 ミネルヴァ書房 2021.3

41 383.8/ヒケ 魚食から文化を知る : ユダヤ教、キリスト教、イスラム文化と日本 / 平川敬治著 鳥影社 2020.12

■400 自然科学

42 404/ナト 考える、書く、伝える生きぬくための科学的思考法 / 仲野徹[著] 講談社 2021.3

43 487.6/ナテ 絶滅魚クニマスの発見 : 私たちは「この種」から何を学ぶか / 中坊徹次著 新潮社 2021.4

44 491.3/コ これで解決!認知症の食べるを支えるポイント43 / 熊本摂食嚥下リハビリテーション研究会監修 医学と看護社 2021.3



45 493.4/カ 潰瘍性大腸炎とクローン病の栄養管理 / 杉原康平 [ほか] 著 講談社 2021.3

46 493.7/ニ 認知症ビジュアルガイド : 見てできる認知症ケア・マネジメント図鑑 / 鳥羽研二, 許俊鋭監修 学研メディカル秀潤社 2021.3

47 493.7/ヒス スマホゲーム依存症 / 樋口進著 内外出版社 2018.1

48 493.9/コ 子どものトラウマとPTSDの治療 / 亀岡智美編著 ; 飛鳥井望編著 誠信書房 2021.3

49 493.9/コ/1 自傷・自殺する子どもたち / 松本俊彦著 合同出版 2014.3

50 493.9/コ/2 アスペルガー症候群の子どもたち : その病像論の誕生から消滅まで / 太田豊作, 山室和彦著 合同出版 2014.4

51 493.9/コ/4 ADHDの子どもたち / 岩坂英巳編著 合同出版 2014.6

52 493.9/コ/6 睡眠障害の子どもたち : 子どもの脳と体を育てる睡眠学 / 大川匡子編著 合同出版 2015.8

53 493.9/コ/7 性別に違和感がある子どもたち : トランスジェンダー・SOGI・性の多様性 / 康純編著 合同出版 2017.6

54 494.6/シ 実践!介護フットケア : 元気に歩く「足」のために / 西田壽代監修 講談社 2021.3

55 498.5/サ 公衆衛生学・健康管理概論 : 社会・環境と健康  2021年版 / 武山英麿, 中谷弥栄子著 第一出版 2021.3

56 498.5/サ 栄養教育論 / 小林麻貴, 斎藤トシ子, 川野因著 第一出版 2021.3

57 498.5/シ/1 食品の成分と機能 / 日本フードスペシャリスト協会編 建帛社 2021.3

58 498.5/タ 食事設計と栄養・調理 / 渡邊智子, 渡辺満利子編集 南江堂 2021.3

59 498.51/シ 食品学 : 食品成分と機能性 / 久保田紀久枝, 森光康次郎編 東京化学同人 2021.3

60 498.51/シ 食品学総論 / 辻英明編 [ほか] 編 講談社 2021.3

61 498.51/シ 食品学各論 / 小西洋太郎 [ほか] 編 講談社 2021.3

62 498.55/カ/12 給食経営管理論実習 : 給食の運営の実際と給食経営管理の総合的理解 / 市川陽子 ほか 編 医歯薬出版 2021.3

63 498.55/カ/4 栄養管理の基本 : 栄養ケア・マネジメントと食事摂取基準の理解 / 小切間美保, 木戸康博編 医歯薬出版 2021.3

64 498.55/カ/8 臨床栄養学実習 : 傷病者のnutrition care process演習 / 塚原丘美, 新井英一, 加藤昌彦 編 医歯薬出版 2021.3

65 498.59/コ 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 / 菊谷武監修 女子栄養大学出版部 2021.3

66 498.6/ウミ 新型コロナデータで迫るその姿 : エビデンスに基づき理解する / 浦島充佳著 化学同人 2021.3

■500 技術・工学・工業

67 519/キ 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

68 524.8/ワ YKK AP創業30年 : その歩みと将来ビジョン 創樹社 2020.12



69 596/チ 調理学実験書 : おいしさのメカニズムを探る / 小川宣子, 真部真里子編著 光生館 2021.3

70 596/チ 調理師読本 2021年版 / 日本栄養士会編 第一出版 2021.3

71 596/ナ 流れと要点がわかる調理学実習 : 豊富な献立と説明 / 香西みどり, 綾部園子 編著 光生館 2021.3

72 596/ヒヨ 遺したい味 : わたしの東京、わたしの京都 / 平松洋子著 ; 姜尚美著 淡交社 2021.1

■600 産業

73 675/クシ マーケティング学の試み : 独立した学問の構築を目指して / 黒田重雄著 白桃書房 2020.9

74 675/ヒカ 女性たちが見ている10年後の消費社会 : 市場の8割を左右する「女性視点マーケティング」 / 日野佳恵子著 同文舘出版 2021.2

75 686.3/クカ アニメと鉄道ビジネス : キャラクターが地域と鉄道を進化させる / 栗原景著 交通新聞社 2020.12

■700 芸術・美術

76 767.8/トリ ハーバード大学のボブ・ディラン講義 / リチャード・F.トーマス著 ; 森本美樹訳 ヤマハミュージックエンタテインメント 2021.3

77 778.7/シト ディズニーと動物 : 王国の魔法をとく / 清水知子著 筑摩書房 2021.2

78 778.7/ルス シネアスト宮崎駿 : 奇異なもののポエジー / ステファヌ・ルルー[著] ; 岡村民夫訳 みすず書房 2020.10

79 780.1/タ 大学体育・スポーツ学への招待 / 関根正美 ほか 編集 ナップ 2021.3

■800 言語

80 814.7/ヤシ モダン語の世界へ : 流行語で探る近現代 / 山室信一著 岩波書店 2021.4

81 816.5/タコ 論文の考え方・書き方 : はじめての論文作成術 / 宅間紘一著 新泉社 2021.4

■900 文学

82 914.6/エ 20代で得た知見 / F著 KADOKAWA 2020.9

83 929.76/セ/5 ガラン版千一夜物語  5 / 西尾哲夫訳 岩波書店 2020.3

84 933.6/スシ ガリヴァー旅行記 / ジョナサン・スウィフト著 ; 高山宏訳 研究社 2021.1

■文庫本

85 B031.4/フセ 「日本の伝統」の正体 / 藤井青銅著 新潮社 2021.1

86 B933.7/ヘオ/1 賢者の贈り物 / オー・ヘンリー [著] ; 越前敏弥訳 KADOKAWA 2020.11

87 B933.7/ヘオ/2 最後のひと葉 / オー・ヘンリー [著] ; 越前敏弥訳 KADOKAWA 2021.3

■参考資料



88 R498.51/ヒ ビジュアル食品成分表 : 食品解説つき : 八訂準拠 / 新しい食生活を考える会編著 大修館書店 2021.3

■郷土資料

89 T350/ト/19 富山県統計年鑑 令和元年 / 富山県経営管理部統計調査課編 富山県経営管理部 2021.3

90 T350/ト/20 富山県勢要覧 令和2年版 / 富山県経営管理部統計調査課編集 富山県経営管理部 2021.3

91 T350/ヒ/20 100の指標統計からみた富山 令和2年度版 / 富山県経営管理部統計調査課編 富山県経営管理部 2021.3

92 T451/イハ 立山連峰の積雪と氷河 : 雪の壁から氷河まで / 飯田肇 [著] ; 富山県観光・交通振興局観光振興室編 富山県観光・交通振興局 2021.3

93 T456/ソツ 富山のジオロジー : 富山の大地の成り立ちを探る / 相馬恒雄著 シー・エー・ピー 2021.3


