
2月新着図書リスト
№ 請求記号 書名 出版者名 出版年月 区分

■000 総記

1 007.1/ノ 脳とAI : 言語と思考へのアプローチ / 酒井邦嘉編著,合原一幸ほか著 中央公論新社 2022.1

2 007.13/MU AIとうまくつきあう方法 : 教養としてのAIリテラシー / 武藤ゆみ子ほか著 玉川大学出版部 2021.12 大学

3 007.6/ツシ ゼロからはじめるデータサイエンス入門 : R・Python一挙両得 / 辻真吾ほか著 講談社 2021.12

4 011.3/アエ 市民とつくる図書館 : 参加と協働の視点から / 青柳英治編著 勉誠出版 (発売) 2021.12

5 014.7/チ 地域資料サービスの展開 / 蛭田廣一編 日本図書館協会 2021.12

6 014.7/チ 地域資料のアーカイブ戦略 / 蛭田廣一編 日本図書館協会 2021.12

7 015.6/タシ 読書会の教室  / 竹田信弥, 田中佳祐著 晶文社 2021.12

8 015.9/カミ 児童サービス論 / 金沢みどり, 柳勝文著 学文社 2022.1

9 015.9/ト 図書館のアクセシビリティ 野口武悟, 植村八潮編著 樹村房 2021.12

10 021.3/ヤミ 書籍編集者が教える出版は企画が9割/ 山田稔著 つた書房 2021.12

11 021.4/タユ 伝わるデザインの基本 / 高橋佑磨, 片山なつ著 技術評論社 2021.4

12 070.4/セシ 民主主義は支えられることを求めている! / 瀬川至朗編著 早稲田大学出版部 2021.12

■100 哲学

13 141.2/ツナ クオリアはどこからくるのか? : 統合情報理論のその先へ / 土谷尚嗣著 岩波書店 2021.12

14 141.3/サコ 私たちは学習している / 澤幸祐著 ちとせプレス 2021.12

15 150/KR 21世紀の道徳  / ベンジャミン・クリッツァー著 晶文社 2021.12 大学

16 159.4/コト 「やりたいこと」が見つかる思考のヒント / 午堂登紀雄著 学研プラス 2021.12

■200 歴史

17 210.5/スツ 幕末社会 / 須田努著 岩波新書 2022.1

18 210.7/チ 沈黙の扉が開かれたとき/ 山村淑子編 ; 旭川歴史を学ぶ母の会編 ドメス出版 2021.12

19 213/コヒ 江戸前の海の物語 / 河野博著 原書房 2022.1

20 234.5/モヤ スイスの歴史百話 / 森田安一著 刀水書房 2021.11

21 234/シタ ヒトラーと海外メディア / ダニエル・シュネーデルマン著 ; 吉田恒雄訳 白水社 2022.1

22 235/ホク 女性たちのフランス革命 / クリスティーヌ・ル・ボゼック著 ; 藤原翔太訳 慶應義塾大学出版会 2022.1

23 288.4/サフ 聖徳太子信仰とは何か / 榊原史子著 勉誠出版 2021.12

24 289.2/KI 二つの国、二つの文化を生きる / 金正出著 講談社ビーシー 2021.10 大学

25 292/チ 地図でスッと頭に入るアジア25の国と地域 / 井田仁康監修 昭文社 2022.1



26 293.3/トノ ダブリンからダブリンへ / 栩木伸明[著] みすず書房 2022.1

27 293/チ 地図でスッと頭に入るヨーロッパ47カ国 / ジョン・タウンゼント監修 昭文社 2021.9

■300 社会科学

28 304/ヨタ ヒトの壁 / 養老孟司著 新潮社 2021.12

29 319.2/セ 世界の対中認識/ 園田茂人編 ; 謝宇編 東京大学出版会 2021.12

30 319.7/ニテ オーストラリアはいかにして中国を黙らせたのか 西原哲也著 徳間書店 2021.12

31 330/イア 20歳の自分に教えたいお金のきほん / 池上彰著 SBクリエイティブ 2022.1

32 331.7/ホト 「経済学」にだまされるな! / トマ・ポルシェ著 ; 岩澤雅利訳 NHK出版 2021.12

33 331/カ 科学がとらえた格差と分断  / 日経サイエンス編集部編 日経サイエンス 2021.12

34 331/セ 生活の豊かさをどう捉えるか  / アマルティア・ミュールバウアーほか著 晃洋書房 2021.12

35 332.1/チ 地方への新たな人の流れの創出に向けて / 内閣府政策統括官編 日経印刷 2021.12

36 332.1/ハ ハンドブック日本経済史 平井健介編著 ; 島西智輝編著 ; 岸田真編著 ミネルヴァ書房 2021.12

37 333.827/NA わたしは「セロ弾きのゴーシュ」/ 中村哲著 NHK出版 2021.10 大学

38 333/オク 人の心に働きかける経済政策 / 翁邦雄著 岩波新書 2022.1

39 334.4/イ 移民のヨーロッパ史 : ドイツ・オーストリア・スイス / クラウス・J・バーデ編 東京外国語大学出版会 2021.9

40 334.4/ムヒ ルポコロナ禍の移民たち / 室橋裕和著 明石書店 2021.12

41 335.4/マチ サステナブル経営とコーポレートガバナンスの進化 / 松田千恵子著 日経BP 2021.12

42 336.1/ヒ ビジネスデータの分析リテラシーと活用/寺島和夫編著 同文舘出版 2022.1

43 336.4/ハミ 就業規則からみるメンタル不調の予防と対応 / 原田満ほか編著 新日本法規出版 2021.12

44 336.5/モユ 見やすい資料のデザイン図鑑 / 森重湧太著 インプレス 2021.12

45 336.9/コテ 会計の地図 / 近藤哲朗, 沖山誠著 ダイヤモンド社 2021.3

46 336.9/サフ 世界一わかりやすい!絵とき会計 / 坂本冬彦, 緒方正象著 ソーテック社 2021.12

47 345/イヒ あなたが払う税金はざっくり言ってこれくらい / 磯山仁志著 清文社 2022.1

48 361.4/カタ バナナの魅力を100文字で伝えてください / 柿内尚文著 かんき出版 2021.12

49 361.4/サシ メディアリテラシー : 吟味思考を育む / 坂本旬, 山脇岳志編著 時事通信出版局 2022.1

50 361.7/クエ 集まる場所が必要だ の社会学  / エリック・クリネンバーグ著 ; 藤原朝子訳 英治出版 2021.12

51 361.8/アメ ノブレス・オブリージュ イギリスの上流階級 / 新井潤美著 白水社 2022.1

52 361.8/シセ 差別の日本史 / 塩見鮮一郎著 河出書房新社 2022.1

53 364.1/IN 社会保障の原理と政策 / 伊奈川秀和著 法律文化社 2021.10 大学

54 366/コハ 賃労働の系譜学 / 今野晴貴著 青土社 2021.11



55 367.3/HO 毒親の彼方に / 袰岩秀章著
幻冬舎メディアコンサル
ティング

2021.10 大学

56 367.9/ヤエ ノンバイナリーがわかる本 / エリス・ヤング著 ; 上田勢子訳 明石書店 2021.12

57 369.02/イナ 近代大阪の福祉構造と展開  / 飯田直樹著 部落問題研究所 2021.12

58 369.02/タユ 渋沢栄一と社会事業  / 武井優著 鳥影社 2021.12

59 369.16/カタ ソーシャルワーカーが葛藤を乗り越える10のエッセンス / 川村隆彦著 中央法規出版 2021.12

60 369.17/スノ 残念な介護現場を一瞬で変えるコミュニケーション練習ノート / 諏訪免典子著 ぱる出版 2017.10

61 369.17/ヒノ 福祉職員こころの強化書 / 久田則夫著 中央法規出版 2019.12

62 369.2/ニ 日中韓の貧困政策 / 五石敬路, ノデミョン, 王春光編著 明石書店 2021.12

63 369.26/ケ 現場で役立つ!ケアマネ、ソーシャルワーカーのための記録の書き方&実用文例集 / 榊原宏昌ほか著 ナツメ社 2022.2

64 369.26/ホ ポストコロナ時代の「通いの場」 / 近藤克則編 日本看護協会出版会 2022.1

65 369.26/ミタ 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

66 369.26/ヤシ 介護事故対応パーフェクトガイド / 山田滋著 ; 日経ヘルスケア編 日経BP社 2017.3

67 369.36/HO こんど、いつ会える? / ほようかんさい編著 石風社 2021.11 大学

68 369.4/EI 子どもアドボカシーと当事者参画のモヤモヤとこれから/ 栄留里美, 長瀬正子, 永野咲著 明石書店 2021.12 大学

69 369.4/NI 子どもの虐待防止・法的実務マニュアル / 日本弁護士連合会子どもの権利委員会編 明石書店 2021.12 大学

70 369.4/コ 子どもの貧困とライフチャンス / 子どもの貧困アクショングループ編 ; 松本淳訳 かもがわ出版 2022.1

71 369.41/クシ シングルマザー、その後 / 黒川祥子著 集英社 2021.12

72 369.42/TA 企業主導型保育所の経営・労務管理ハンドブック / 高橋悠著 日本法令 2021.10 大学

73 369.42/カ 特集・コロナ禍で問われた指導員の仕事の普遍性 日本学童保育士協会 2021.12

74 369.43/NA 児童養護施設で暮らすということ / 楢原真也著 日本評論社 2021.12 大学

75 369/シ 社会福祉概論  / 西村昇, 日開野博, 山下正國編著 中央法規出版 2022.1

76 371.234/KO シュタイナーの思想とホリスティックな知 / 河野桃子著 勁草書房 2021.10 大学

77 371.3/NA 現場で使える教育社会学 / 中村高康, 松岡亮二編著 ミネルヴァ書房 2021.10 大学

78 371.3/SA 現代社会と教育 / 酒井朗編著 ミネルヴァ書房 2021.10 大学

79 371.3/TA 学校教育と不平等の比較社会学 / 多喜弘文著 ミネルヴァ書房 2020.2 大学

80 371.4/KO 教師になる人のための学校教育心理学 / 越良子編 ナカニシヤ出版 2021.10 大学

81 371.43/TE LGBTQの子どもへの学校ソーシャルワーク : エンパワメント視点からの実践モデル / 寺田千栄子著 明石書店 2020.7 大学

82 371.45/クス こどものスモールトラウマのためにできること  / スッダ・クドゥバ著 ; 穂積由利子訳 春秋社 2021.12

83 371.45/ワ 私たちは何を悩んできたか / 永野恒雄編著 同時代社 2021.12

84 371.5/KI 「発達障害」とされる外国人の子どもたち り / 金春喜著 明石書店 2020.2 大学



85 371.5/NO 絵本で教えるにほんご り / 野呂きくえ著 スリーエーネットワーク 2021.12 大学

86 371.5/WI 見つけよう、引き出そう1人ひとりの子の才能/ ヒュバート・ウィンタース著 ほんの木 2021.12 大学

87 371/AB よくわかる教育学原論 / 安彦忠彦, 藤井千春, 田中博之編著 ミネルヴァ書房 2020.5 大学

88 371/マア 発達する自己の虚構  / 牧野篤著 東京大学出版会 2021.12

89 372.1/GO 学校史に見る日本 / 五味文彦 [著] みすず書房 2021.12 大学

90 372.53/CO デジタル社会の学びのかたち/ A.コリンズ, R.ハルバーソン著 ; 稲垣忠編訳 北大路書房 2020.10 大学

91 372/IW 問いからはじめる教育史/ 岩下誠 [ほか] 著 有斐閣 2020.10 大学

92 373.22/FU 法規で学ぶ教育制度 / 古田薫, 山下晃一編著 ミネルヴァ書房 2020.11 大学

93 373.22/HI 教育法規の要点がよくわかる本 / 菱村幸彦編著 教育開発研究所 2020.9 大学

94 374.3/IM 教師のためのマインドフルネス入門  / 今井真理著 明治図書出版 2021.12 大学

95 374.3/TS 教職論 / 津田徹, 広岡義之編著 ミネルヴァ書房 2021.11 大学

96 374.3/UC #教師のバトンとはなんだったのか  / 内田良 [ほか] 著 岩波書店 2021.12 大学

97 374.3/WA 教師が学びあう学校づくり  / 脇本健弘, 町支大祐編著 第一法規 2021.10 大学

98 374.35/KU 教師のためのiPhone&iPad超かんたん活用術 / 蔵満逸司著 黎明書房 2016.4 大学

99 375.1/HA 教育効果を可視化する学習科学 / ジョン・ハッティ, グレゴリー・イエーツ著 北大路書房 2020.8 大学

100 375.1/NO 学習指導要領の未来 / 野田敦敬, 田村学編著 学事出版 2021.9 大学

101 375.1/SI 主体的・対話的で深く、新学習指導要領を読む / 新保修著 東洋館出版社 2021.10 大学

102 375.1/YU 子どもとつくる教育方法の展開 / 湯浅恭正, 福田敦志編著 ミネルヴァ書房 2021.11 大学

103 375.1/ZW 学習会話を育む/ ジェフ・ズィヤーズ[著] ; 北川雅浩ほか訳 新評論 2021.10 大学

104 375.16/KO 宿題をめぐる神話/ アルフィー・コーン著 ; 友野清文, 飯牟禮光里訳 丸善プラネット 2021.11 大学

105 375.199/WA AI×データ時代の「教育」戦略 / 渡部信一著 大修館書店 2021.11 大学

106 375.3/MI 教育を確かな軌道に乗せるために/ 宮本光雄著 風間書房 2021.10 大学

107 375.312/TE 小学校生活 / 寺本潔編著 玉川大学出版部 2021.11 大学

108 375.352/NA GIGAスクールに対応した小学校道徳ICT活用BOOK / 中野啓明編著 明治図書出版 2021.10 大学

109 375.412/MI 算数あそび101 / 三好真史著 学陽書房 2021.10 大学

110 375.412/TA 資質・能力を育てる授業をデザインするための算数教材づくり大全 / 瀧ケ平悠史著 明治図書出版 2021.12 大学

111 375.5/ナキ 子どもの食物選択力の形成過程に関する研究 / 中村喜久江著 大学教育出版 2021.12 短大

112 375.8/KO 国語教育は文学をどう扱ってきたのか / 幸田国広著 大修館書店 2021.9 大学

113 375.82/HI 子どもの気づきを引き出す!国語授業の構造的板書 / 樋口綾香著 学陽書房 2021.11 大学

114 375.82/IS Chromebookでつくる小学校国語の授業 / 石丸憲一ほか著 明治図書出版 2021.10 大学



115 375.86/HA 論理的思考力を育てる!書く力・考える力アップワーク / 長谷川祥子ほか編著 明治図書出版 2021.10 大学

116 375.86/HA 論理的思考力を育てる!書く力・考える力アップワーク / 長谷川祥子ほか編著 明治図書出版 2021.10 大学

117 375.86/HA 論理的思考力を育てる!書く力・考える力アップワーク / 長谷川祥子ほか編著 明治図書出版 2021.10 大学

118 375.893/OT どうする、小学校英語? / 大津由紀雄, 亘理陽一編著 慶應義塾大学出版会 2021.12 大学

119 375/MU 子どもの“いのち"に寄り添う仕事 : 教室で物語が生まれる / 村末勇介著 エイデル研究所 2021.12 大学

120 375/SD ESDの授業づくり / SDGs不東会, 銀杏倶楽部, 奈良教育大学中澤研究室編 京阪奈情報教育出版 2021.9 大学

121 376.1/AK 保育の心もち2.0/秋田喜代美著 ; 亀ケ谷忠宏写真 ひかりのくに 2021.10 大学

122 376.1/YA 子ども家庭支援の心理学 / 藪中征代編著 ; 玉瀬友美編著 萌文書林 2022.1 大学

123 376.1/シア それって、保育の常識ですか?  / 柴田愛子著 鈴木出版 2014.4

124 376.1/セ 「あたりまえ」を見直したら保育はもっとよくなる!  / 伊瀬玲奈編著 学研教育みらい [2018.3]

125 376.11/ナ なぜ?から探る子ども理解と援助 / 青木紀久代編 みらい 2022.1

126 376.12/クヨ スウェーデンの保育園に待機児童はいない  / 久山葉子著 東京創元社 2019.6

127 376.12/ヤタ お山の幼稚園で育つ / 山下太郎著 世界思想社 2018.4

128 376.14/シ 指導と評価に生かす記録 / 文部科学省 [著] 令和3年10月 チャイルド本社 2021.12

129 376.14/ツチ 「食」をとおして育つもの・育てたいもの / 堤ちはる編著 ぎょうせい 2021.12

130 376.153/イキ 保育内容人間関係 / 岩立京子編著 ; 西坂小百合編著 光生館 2021.11

131 376.156/MI 発達を支える「遊び」づくり / 宮田まり子, 野澤祥子著 ぎょうせい 2021.12 大学

132 376.156/カミ あそびが語る保育と発達 / 河崎道夫著 かもがわ出版 2021.12

133 376.158/マア 保育学生のための「幼児と言葉」「言葉指導法」 / 馬見塚昭久ほか編著 ミネルヴァ書房 2022.1

134 376.21/SA 木銃の社会史 : 小学校教育における表象と国民形成 / 佐喜本愛著 六花出版 2021.11 大学

135 376.8/オト なぜ中学受験するのか? / おおたとしまさ著 光文社 2021.11

136 377.1/ホカ オンライン授業で大学が変わるン / 堀和世著 大空出版 2021.3

137 377.15/SA 多様性が拓く学びのデザイン / 佐藤智子ほか編著 ; 江口怜 [ほか] 著 明石書店 2020.2 大学

138 377.28/SH 大学が地域の課題を解決する  / 白石克孝, 西芝雅美, 村田和代編 ひつじ書房 2021.9 大学

139 377.9/ソ "相談学生"に学ぶ学生相談 / 鶴田一郎編著 大学教育出版 2021.12

140 378.1/MI 盲ろう児コミュニケーション教育・支援ガイド/バーバラ・マイルズ, マリアンヌ・リジオ編著 明石書店 2021.12 大学

141 378.8/YA 特別支援が必要な子どもの進路の話  / 山内康彦著 WAVE出版 2021.10 大学

142 378.8/ナシ 生きづらさを抱えた子の本当の発達支援 / 成沢真介著 コミュニケーションと自己コントロール編 風鳴舎 2021.12

143 378/AS 学びに凸凹のある子が輝くデジタル時代の教育支援ガイド/ 朝日新聞社著 学研教育みらい 2021.10 大学

144 378/KA 支援機器を用いた合理的配慮概論 / 金森克浩,ほか編著 建帛社 2021.11 大学



145 378/KO 子どものねがいと教師のしごと/ 越野和之, 河合隆平編
全国障害者問題研究会
出版部

2021.10 大学

146 379.9/BO 共感力を育む / ミシェル・ボーバ著 ; 佐柳光代, 高屋景一訳 ひとなる書房 2021.10 大学

147 379.9/キユ 子どもの考える力を伸ばす聴き方・伝え方 / 岸田雪子著 三笠書房 2022.1

148 379/エア 「つながり」で目指す持続可能なふるさとづくり / 江頭明文著 ぎょうせい 2021.12

149 380.1/キア 民俗学入門 / 菊地暁著 岩波新書 2022.1

150 382.2/ハカ ハレルヤの魚師たち / 初見かおり著 左右社 2021.12

151 383.8/チヨ 食卓の上の韓国史  / 周永河著 ; 丁田隆訳 慶應義塾大学出版会 2021.12

152 383.8/ハノ 食の歴史学 : 和食文化の展開と特質 / 原田信男著 青土社 2021.12

153 386.1/アイ 史料が語る年中行事の起原 : 伝承論・言い伝え説の虚構を衝く / 阿部泉著 清水書院 2021.12

154 396.7/ホケ 暁の宇品 : 陸軍船舶司令官たちのヒロシマ / 堀川惠子著 講談社 2021.7

■400 自然科学

155 404/イサ 清少納言がみていた宇宙と、わたしたちのみている宇宙は同じなのか?  / 池内了著 青土社 2021.12

156 407/ヤサ 英語科学論文をどう書くか : 新しいスタンダード / 保田幸子著 ひつじ書房 2021.11

157 417/タト 統計学の絵本 / 竹内俊彦著 ; 山口真理子絵 オーム社 2021.12

158 420/タ 単位と法則大図鑑 / 和田純夫監修 ニュートンプレス 2022.1

159 489.7/イナ ゾウが教えてくれたこと : ゾウオロジーのすすめ / 入江尚子著 化学同人 2021.12

160 491.3/イヒ 手を眺めると、生命の不思議が見えてくる  / 稲垣栄洋著 家の光協会 2021.12

161 491.7/ミカ ガンより怖い薬剤耐性菌 / 三瀬勝利, 山内一也著 集英社 2018.6

162 493.1/セ ぜんぶわかる高齢者のからだと病気 解 / 秋下雅弘監修 成美堂出版 2022.1

163 493.7/タヨ 認知症とその治療法がよくわかる本  / 玉野吉範著 アーク出版 2021.12

164 493.7/ミリ 外傷性ひきこもり療 / 宮田量治著 星和書店 2021.8

165 493.9/コ 子どもの食と栄養 / 児玉浩子編集・執筆 ; 太田百合子 [ほか] 執筆 中山書店 2022.1

166 498.54/カ ガイドラインでみる給食施設等の衛生管理 :/ 調所勝弘編集代表 新日本法規出版 2021.11

167 498.58/キユ 栄養教室がすご〜く盛り上がる!疾患別わくわくスライド&シナリオBOOK / 北島幸枝編著 メディカ出版 2021.12

168 498.58/コ オートミール米化ダイエットレシピ/ これぞう著 学研プラス 2020.12

169 498.58/リ 臨床病態栄養学 / 武田英二編 ; 竹谷豊編 文光堂 2021.12

■500 技術・工学・工学

170 519/イタ 2050年の地球を予測する : 科学でわかる環境の未来 / 伊勢武史著 筑摩書房 2022.1

171 519/タナ カーボンニュートラル : もうひとつの"新しい日常"への挑戦 
日経BP日本経済新聞出
版本部

2021.10

172 520.9/ホノ たかが住まいされど、住まい/ 本多信博著 プラチナ出版 2022.1



173 581.7/サカ 研心 坂下勝美の包丁/ 坂下勝美著 旭屋出版 2021.12

174 596.22/シヘ ペク先生のやみつき韓国ごはん / ペク・ジョンウォン著 ; 小林夏希訳 小学館クリエイティブ 2021.11

175 596.3/クト 野菜はスープとみそ汁でとればいい / 倉橋利江著 新星出版社 2020.9

176 596.3/タク 翁達磨 高橋邦弘そばの旅 / 高橋邦弘著 柴田書店 2022.1

177 596.3/フメ 藤井恵の毎日大豆 / 藤井恵著 主婦の友社 2021.11

178 596.4/マユ ゆーママのスープのお弁当 : スープストックで朝楽ちん / 松本有美著 飛鳥新社 2020.11

179 596.6/カ パン作りが楽しくなる本 / 完全感覚ベイカー著 KADOKAWA 2021.5

180 596.6/ヨ ヨックモックの贈るクッキーレシピ 世界文化ブックス 2021.12

■600 産業

181 610.4/タク 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

182 611.3/イル 食べものが足りない!/ 井出留美著 ; 手塚雅恵絵 旬報社 2022.1

183 616.7/ハキ 豆くう人々 : 世界の豆探訪記 / 長谷川清美著 農山漁村文化協会 2021.12

184 675/イユ 僕らはSNSでモノを買う/ 飯高悠太 [著] ディスカヴァー・トゥエンティワン2019.8

185 675/シマ 「欲しい!」はこうしてつくられる / マット・ジョンソンほか著 ; 花塚恵訳 白揚社 2022.1

186 675/マ マーケティング戦略 / 和田充夫, 恩藏直人, 三浦俊彦著 有斐閣 2022.1

187 683.2/スサ 船の食事の歴史物語 / サイモン・スポルディング著 ; 大間知知子訳 原書房 2021.12

188 686.2/クシ 鉄道の食事の歴史物語 / ジェリ・クィンジオ著 ; 大槻敦子訳 原書房 2021.12

189 689/ケ 現代観光地理学への誘い  / 神田孝治, 森本泉, 山本理佳編 ナカニシヤ出版 2021.12

■700 芸術・美術

190 704/スユ 13歳からのアート思考 : 「自分だけの答え」が見つかる / 末永幸歩著 ダイヤモンド社 2020.2

191 727.6/ソコ/1 世界を変えた100のポスター / コリン・ソルター著 ; 角敦子訳 上 原書房 2021.12

192 727.6/ソコ/2 世界を変えた100のポスター / コリン・ソルター著 ; 角敦子訳 下 原書房 2021.12

193 750.2/ハマ かざる日本 / 橋本麻里著 岩波書店 2021.12

194 761.2/コ 子どもに教える楽典  / ムジカノーヴァ編 音楽之友社 2022.1

195 763.2/コ こどもソング : ハ調のやさしいアレンジと見やすく弾きやすい大きな譜面! ケイ・エム・ピー 2020.6

■800 言語

196 801.6/ヒ 「比喩」とは何か/ Barbara Dancygier, Eve Sweetser著 ; 野村益寛 [ほか] 訳 開拓社 2021.12

197 810.4/コ 五感で楽しむ食の日本語/ ポリー・ザトラウスキー編 くろしお出版 2021.12

198 810.7/OT 超基礎日本語教育のための日本語学 / 太田陽子編著 ; 嵐洋子 [ほか] 著 くろしお出版 2021.12 大学

■900 文学



199 902.3/カケ 怪異猟奇ミステリー全史/風間賢二著 新潮選書 2022.1

200 904/カケ 古典とケーキ : 甘い再読愉悦の読書案内 / 梶村啓二著 平凡社 2021.12

201 910.26/ラ ライトノベルの新・潮流 / 石井ぜんじ著 ; 太田祥暉著 ; 松浦恵介著 スタンダーズ 2022.1

202 910.268/サケ 漱石論集こゝろのゆくえ / 斉藤恵子著 春風社 2021.11

203 910.4/ヤノ 古典を読んだら、悩みが消えた。 / 安田登著 大和書房 2022.1

204 911.30/ハカ 俳句と人間 / 長谷川櫂著 岩波新書 2022.1

205 913.6/MU マヤの一生 / 椋鳩十著 : 小泉澄夫画 理論社 2014.11 大学

206 913.6/スフ ブラックボックス / 砂川文次著 講談社 2022.1

207 913.6/ツキ 現代生活独習ノート / 津村記久子著 講談社 2021.11

208 913.6/ヤフ ばにらさま / 山本文緒著 文藝春秋 2021.9

209 913.6/ユア らんたん / 柚木麻子著 小学館 2021.11

210 914.6/オチ/1 それでは息がつまるので / 荻上チキ, ヨシタケシンスケ著 暮しの手帖社 2019.5

211 914.6/オチ/2 苦手科目は「人生」です / 荻上チキ, ヨシタケシンスケ著 暮しの手帖社 2021.9

212 914.6/キナ 家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった / 岸田奈美著 小学館 2020.9

213 914.6/ノユ 掠れうる星たちの実験 / 乗代雄介著 国書刊行会 2021.12

214 914.6/ムシ ヤットコスットコ女旅 / 室井滋著 小学館 2019.9

215 915.6/タセ 田辺聖子十八歳の日の記録 / 田辺聖子著 文藝春秋 2021.12

216 923.7/リエ アルタイの片隅で / 李娟著 ; 河崎みゆき訳 インターブックス 2021.9

217 931.6/スロ 子供の詩の庭 / ロバート・ルイス・スティーヴンソン著 ; 池澤春菜ほか訳 毎日新聞出版 2021.12

218 933.7/オマ ハムネット / マギー・オファーレル著 ; 小竹由美子訳 新潮社 2021.11

219 983/ウリ 緑の天幕 / リュドミラ・ウリツカヤ著 ; 前田和泉訳 新潮社 2021.12

■文庫本

220 B331.7/ケシ ケインズ説得論集 / ジョン・メイナード・ケインズ著 ; 山岡洋一訳
日経BP日本経済新聞出
版本部

2021.12

221 B910.26/イア 文豪はみんな、うつ / 岩波明[著] 幻冬舎 2021.12

222 B913.6/カミ ウィステリアと三人の女たち / 川上未映子著 新潮社 2021.5

223 B914.6/サツ おやつが好き : お土産つき / 坂木司著 文藝春秋 2022.1

224 B933.7/ヘテ 卵をめぐる祖父の戦争 / デイヴィッド・ベニオフ著 : 田口俊樹訳 早川書房 2011.12

■絵本

225 E/AB うさぎのくれたバレエシューズ / 安房直子文 ; 南塚直子絵 小峰書店 1989.10 大学

226 E/LI あおくんときいろちゃん / レオ・レオーニ作 ; 藤田圭雄訳 至光社 c1967 大学



227 E/WA こうさぎとおちばおくりのうた / わたりむつこ作 ; でくねいく絵 のら書店 2021.11 大学

228 E/ア じゅうじゅうじゅう / あずみ虫さく 福音館書店 2022.1

229 E/オチ あかいてぶくろ / 林木林文 ; 岡田千晶絵 小峰書店 2021.10

230 E/カサ とこちゃんはどこ / 松岡享子さく ; 加古里子え 福音館書店 2008.4

231 E/ミア もりのおくのおちゃかいへ / みやこしあきこ著 偕成社 2010.11

232 E/ワケ しろくまちゃんのほっとけーき / わかやまけん [著] こぐま社 1972.10

■郷土資料

233 T027/ヒ 廣瀬文庫目録 / 富山県立図書館編 富山県立図書館 2012.10

234 T209/コ 米騒動100年 / 北日本新聞社編集局編 北日本新聞社 2018.12

235 T519/カ/21 環境白書/ 富山県生活環境文化部環境政策課編 令和3年版 富山県 2021

236 T686/ト とやま電車王国 : いまは山中、いまは浜ぐる～り富山を鉄道の旅 北日本新聞社 2011.11

237 T911/マ 万葉を楽しむ / 高岡市万葉歴史館編 笠間書院 2020.3 大学

238 TR027/ト/36 富山県公文書館文書目録 / 富山県公文書館編 歴史文書36 富山県公文書館 2021.12

■DVD

239 778/ア/2 アナと雪の女王2 / クリス・バック, ジェニファー・リー監督
ウォルト・ディズニー・スタジ
オ・ジャパン

2021

240 778/タ 大コメ騒動 / 本木 克英監督 
ハピネット・メディアマー
ディング

2022

241 778/ミ 蜜蜂と遠雷 / 石川慶監督・脚本・編集 ; 恩田陸原作 東宝 2020.4

242 778/ル るろうに剣心/大友啓史監督・脚本 ; 藤井清美脚本 ; 和月伸宏原作
ワーナー・ホーム・ビデ
オ

c2012


