
2019 選書ツアー 図書リスト
№ 請求記号 書名 出版者名 出版年月

■000 総記

1 024.1/イタ 本屋な日々 / 石橋毅史著 青春篇 トランスビュー 2018.6

■100 哲学

2 104/オユ 哲学の世界へようこそ。 : 答えのない時代を生きるための思考法 / 岡本裕一朗著 ポプラ社 2019.11

3 146.8/コノ 一緒にいてラクな人、疲れる人 : 人と会うのが楽しみになる心理学 / 古宮昇著 PHP研究所 2015.3

4 159.4/ナヒ やりたいこと探し専門心理カウンセラーの日本一やさしい天職の見つけ方 / 中越裕史著 PHP研究所 2019.10

5 162/テハ 哲学と宗教全史 / 出口治明著 ダイヤモンド社 2019.8

■200 歴史

6 222.5/フト 渤海国とは何か / 古畑徹著 吉川弘文館 2018.1

7 222/ス 『史記』の戦い : 図説古代中国史を塗りかえた! / 渡辺精一監修 青春出版社 2016.2

■300 社会科学

8 304/ナシ 人が人のなかで生きてゆくこと : 社会をひらく「ケア」の視点から / 中西新太郎著 はるか書房 2015.8

9 312.9/マト 逆さ地図で解き明かす新世界情勢 : 東アジア安保危機と令和日本の選択 / 松本利秋著 ウェッジ 2019.11

10 330/シ 仕事に役立つ!経済早わかり : 図解 / 大江英樹監修 学研プラス 2019.12

11 331/マア 行動経済学見るだけノート : 知識ゼロでも今すぐ使える! / 真壁昭夫著 宝島社 2018.8

12 367.1/コシ 戦う姫、働く少女 / 河野真太郎著 堀之内出版 2017.7

13 368.2/イコ 本当の貧困の話をしよう : 未来を変える方程式 / 石井光太著 文藝春秋 2019.9

14 369.16/オヨ 対人援助の現場で使える質問する技術便利帖 / 大谷佳子著 翔泳社 2019.7

15 369.17/フ 福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト / 東京商工会議所編 東京商工会議所検定センター 2019.1

16 369.17/フ/19 福祉住環境コーディネーター検定試験2級重要項目 / 成田すみれ監修 ; コンデックス情報研究所編著 成美堂出版 2019.6

17 369.27/シ 障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて / 渡部伸監修 自由国民社 2019.4

18 370.4/オヨ 0才から100才まで学び続けなくてはならない時代を生きる学ぶ人と育てる人のための教科書 / 落合陽一著 小学館 2018.12

19 371.4/コ 子どもの「逆境に負けない心」を育てる本 : 楽しいワークで身につく「レジリエンス」 / 足立啓美, 鈴木水季, 久世浩司共著 法研 2014.12

20 376.1/オヒ 日本が誇る!ていねいな保育 : 0・1・2歳児クラスの現場から / 大豆生田啓友, おおえだけいこ著 小学館 2019.7

21 376.156/ヒマ 3・4・5歳児のわくわく絵あそび12か月 / 平野真紀著 ひかりのくに 2017.2

22 378.8/ホア 気になる子もみんないきいき保育 : ここからはじめよう、幼稚園の特別支援教育 / 星山麻木, 武蔵野幼稚園著 河出書房新社 2019.10

23 384.3/サユ イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑 / 澤宮優文 ; 平野恵理子イラスト 原書房 2016.4

■400 自然科学



24 430.4/ロ 「ロウソクの科学」が教えてくれること : 炎の輝きから科学の真髄に迫る、名講演と実験を図説で / 尾嶋好美編訳 SBクリエイティブ 2018.12

25 431.1/セ 世界でいちばん素敵な元素の教室 / 栗山恭直, 東京エレクトロン監修 ; 森山晋平文 三才ブックス 2017.11

26 493.2/コ 高血圧でもフレイルは防げる / 原田和昌監修 小学館クリエイティブ 2019.12

27 493.7/ハケ 自律神経は引き算で整える / 原田賢[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン2019.10

28 493.9/イキ 発達障害の作業療法 / 岩崎清隆著 ; 鴨下賢一著 基礎編 三輪書店 2019.11

29 493.9/フト 薬に頼らず子どもの多動・学習障害をなくす方法 / 藤川徳美著 アチーブメント出版 2019.9

30 493.9/マト 自閉症は津軽弁を話さない : 自閉スペクトラム症のことばの謎を読み解く / 松本敏治著 福村出版 2017.4

31 494.6/シテ 寝ながら1分!脊柱管狭窄症を自分で治す本 / 白井天道著 SBクリエイティブ 2019.11

32 494.7/アタ 外反母趾は包帯1本で治せる : 大学病院の専門医が考案した画期的セルフケア / 青木孝文著 マキノ出版 2013.3

33 498.3/カト 部屋も頭もスッキリする!片づけ脳 / 加藤俊徳著 自由国民社 2019.5

34 498.3/タ 最高のパフォーマンスを実現する超健康法 / メンタリストDaiGo著 PHP研究所 2019.10

35 498.54/ワユ 新・ヤマザキパンはなぜカビないか : 誰も書かない食品&添加物の秘密 / 渡辺雄二著 緑風出版 2015.7

36 498.55/ササ 佐々木敏の栄養データはこう読む! : 疫学研究から読み解くぶれない食べ方 / 佐々木敏著 女子栄養大学出版部 2015.4

37 498.55/シ 食卓の生化学 / 三浦義彰 [ほか] 著 医歯薬出版 2017.5

38 498.58/スタ なぜ、魚は健康にいいと言われるのか? / 鈴木たね子著 成山堂書店 2013.8

39 498.58/マセ 図解眠れなくなるほど面白い糖質の話 / 牧田善二著 日本文芸社 2018.12

■500 技術・工学・工業

40 581.1/ノカ 踊る町工場 : 社員15倍!見学者300倍! : 伝統産業とひとをつなぐ「能作」の秘密 / 能作克治著 ダイヤモンド社 2019.10

41 588.5/サカ 「発酵」のことが一冊でまるごとわかる / 齋藤勝裕著 ベレ出版 2019.1

42 589.2/フユ 本当に似合う服に出会える魔法のルール : 骨格診断×パーソナルカラー / 二神弓子著 西東社 2017.4

43 589.7/コナ 虹色のチョーク : 働く幸せを実現した町工場の奇跡 / 小松成美著 幻冬舎 2017.5

44 596.21/カマ デコ巻きずし : 写真プロセスで絶対作れる! : 完全版 / 飾巻子著 ブティック社 2020.1

45 596.21/ノヤ おうちすし : 簡単なのに、おしゃれで、可愛い / 野本やすゆき著 世界文化社 2019.10

46 596.3/ハミ 魚を一尾、さばけたら!? : お刺身から煮魚、自家製干物や手作り塩辛まで、シンプルレシピ150 / 濱田美里著 河出書房新社 2019.12

47 596.6/エ パリ在住の料理人が教える誰でも失敗なくできるスイーツレシピ / えもじょわ著 KADOKAWA 2017.7

48 596.6/カ 科学でわかるお菓子の「なぜ?」 : 基本の生地と材料のQ&A231 / 中山弘典, 木村万紀子共著 柴田書店 2009.3

49 596.6/ニア 菓子工房ルスルスが教えるくわしくてていねいなお菓子の本 / 新田あゆ子著 柴田書店 2018.5

50 596.6/ヤユ 手づくり絶品レトロパン / 山﨑豊著 世界文化社 2018.2

51 596/ア 味つけ黄金比率で基本の料理100 オレンジページ 2019.12

52 596/コユ 旨い!家 (うち) カレー : カレー粉・スパイスではじめる / 小宮山雄飛著 朝日新聞出版 2016.6



53 596/シ 女子栄養大学料理のなるほど実験室 : 研究室で検証しました! : 料理をおいしく作るコツ / 小川久惠 [ほか] 著 女子栄養大学出版部 2019.2

54 596/スコ 「こつ」の科学 : 調理の疑問に答える / 杉田浩一著 : 新装版 柴田書店 2006.11

55 596/タカ 夜9時からの、癒しのスープ : 一皿のスープで夕食完成! / 高山かづえ著 成美堂出版 2019.11

56 597.5/ナミ 親の健康を守る実家の片づけ方 : 日本初の片づけヘルパーが教える / 永井美穂著 大和書房 2019.11

■600 産業

57 617.3/レヘ 世界からコーヒーがなくなるまえに / ペトリ・レッパネン, ラリ・サロマー著 ; セルボ貴子訳 青土社 2019.11

58 648.1/ヒマ 人とミルクの1万年 / 平田昌弘著 岩波書店 2014.11

59 674.3/コ コピーライターほぼ全史 / 東京コピーライターズクラブ編 ; 鈴木隆祐取材・文 日本経済新聞出版社 2019.5

60 685.1/カノ 高齢ドライバーに運転をやめさせる22の方法 / 川畑信也著 小学館 2019.11

61 685/シサ ドライバーレスの衝撃 : 自動運転車が社会を支配する / サミュエル・I.シュウォルツ著 ; 小林啓倫訳 白揚社 2019.12

■700 芸術・美術

62 759/テエ 楽しく遊んで、のびのび育つ!とっておきの知育おもちゃ / 寺西恵里子[著] ブティック社 2018.5

63 780.7/アタ 科学的に正しい筋トレ : 最強の教科書 / 庵野拓将著 KADOKAWA 2019.3

64 783.8/セコ 右腕・左腕・体幹ゴルフ3パーツで覚える超速スイングの基本 / 関浩太郎著 主婦の友社 2019.8

■800 言語

65 816/タ 人を操る禁断の文章術 (メンタリズム) / DaiGo著 かんき出版 2015.1

66 837.8/FT ためぐち英語 : 日常のリアルなひとこと / トーマス・K・フィッシャー著 高橋書店 [2019.5]

■900 文学

67 913.6/アア むかしむかしあるところに、死体がありました。 / 青柳碧人著 双葉社 2019.4

68 913.6/アリ どうしても生きてる / 朝井リョウ著 幻冬舎 2019.10

69 913.6/テハ わたしの良い子 / 寺地はるな著 中央公論新社 2019.9

70 913.6/ヒト 伊勢佐木町探偵ブルース / 東川篤哉著 祥伝社 2019.8

71 913.6/マナ 人間 / 又吉直樹著 毎日新聞出版 2019.10

72 916/ノナ ぼけますから、よろしくお願いします。 / 信友直子著 新潮社 2019.10

73 916/レ 「レンタルなんもしない人」というサービスをはじめます。 / レンタルなんもしない人著 河出書房新社 2019.5

74 929.76/ニテ アラビアンナイト : 文明のはざまに生まれた物語 / 西尾哲夫著 岩波書店 2007.4

75 936/ハソ ガール・コード : プログラミングで世界を変えた女子高生二人のほんとうのお話 / ソフィー・ハウザー, アンドレア・ゴンザレス著 Pヴァイン 2019.10

■文庫本

76 B002.7/フ ゆるくても続く知の整理術 / pha著 大和書房 2019.11

77 B902/シナ 辛酸なめ子の世界恋愛文学全集 / 辛酸なめ子著 祥伝社 2019.11



78 B933.7/ハラ サンタクロース少年の冒険 / ライマン・フランク・ボーム [著] ; 畔柳和代訳 新潮社 2019.12

■絵本

79 E/マハ ないしょのおともだち / ビバリー・ドノフリオ文 ; バーバラ・マクリントック絵 ; 福本友美子訳 ほるぷ出版 2009.5

■参考資料

80 R369.03/フ 福祉住環境コーディネーター用語辞典 / 福祉住環境用語研究会編 井上書院 2015.5

■郷土資料

81 T361/ワト 富山の逆襲 : すごいぞ!富山を大きな声で / 鷲塚飛男著 言視舎 2017.12

82 T686/シ/10 富山地方鉄道 : 加越能鉄道 / 西脇恵解説 ; 諸河久写真 ネコ・パブリッシング 2002.7

■楽譜

83 763.2/タ/2 誰でもすぐ弾けるピアノ伴奏 : 実習生・保育者・教員おたすけ楽譜集 / 梅沢一彦編 続 ケイ・エム・ピー 2015.6-2017.4

84 763.2/ヨ ようちえん★ほいくえんで人気のクリスマスソング / 丹羽あさ子ピアノ編曲 ドレミ楽譜出版社 2014.10

85 767.8/ス スタジオジブリ名曲ソングス : 保存版 / デプロMP編著 デプロMP 2019.10


