
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

1 002/トカ 教養の書 / 戸田山和久著 筑摩書房 2020.2

2 007.6/オス QRコードの奇跡 : モノづくり集団の発想転換が革新を生んだ / 小川進著 東洋経済新報社 2020.2

3 007/カフ 教養としてのコンピューターサイエンス講義 / ブライアン・カーニハン著 ; 酒匂寛訳 日経BP

4 010/ミ/19 未来の図書館研究所調査・研究レポート / 未来の図書館研究所編 未来の図書館研究所 2017.9-

5 014.4/キミ 分類・目録法入門 : メディアの構成 / 木原通夫, 志保田務著 第一法規 2020.2

6 015.9/コ/15 公立図書館児童サービス実態調査報告 / 日本図書館協会児童青少年委員会編 2015 日本図書館協会 2000.3-

7 015/フセ 図書館活用術 : 検索の基本は図書館に / 藤田節子著 日外アソシエーツ 2020.2

8 016.2/アシ 彼岸の図書館 : ぼくたちの「移住」のかたち / 青木真兵, 青木海青子著 夕書房 2019.10

9 017.8/タ/19 短期大学図書館研究 / 私立短期大学図書館協議会編集 私立短期大学図書館協議会 1989-

10 018/アタ アーカイブズと私 : 大阪大学での経験 / 阿部武司著 クロスカルチャー出版 2020.2

11 019.5/ヤク 人生の1冊の絵本 / 柳田邦男著 岩波書店 2020.2

12 049/キ 奇跡の論文図鑑 : ありえないネタを、クリエイティブに! / NHK「ろんぶ～ん」制作班編著 NHK出版 2020.1

13 049/ソ その話、諸説あります。 / ナショナルジオグラフィック編 日経ナショナルジオグラフィック社 2020.2

14 069/ハ 博物館と文化財の危機 / 岩城卓二, 高木博志編 人文書院 2020.2

15 070.2/シ ジャーナリズムなき国の、ジャーナリズム論 / 大石泰彦編著 彩流社 2020.1

■100 哲学

16 140/フマ 他者と「共にある」とはどういうことか : 実感としての「つながり」 / 藤井真樹著 ミネルヴァ書房 2019.9

17 141.6/テテ なぜ「やる気」は長続きしないのか : 心理学が教える感情と成功の意外な関係 / デイヴィッド・デステノ著 白揚社 2020.2

18 146.8/クシ 支援のための臨床的アタッチメント論 : 「安心感のケア」に向けて / 工藤晋平著 ミネルヴァ書房 2020.3

19 146/シ 女性の生きづらさ : その痛みを語る / 信田さよ子編 日本評論社 2020.1

20 147/シナ スピリチュアル系のトリセツ / 辛酸なめ子著 平凡社 2020.1

21 152.2/ナユ/1 結婚の哲学 : 21世紀にふさわしい結婚のかたちを求めて / 長町裕司著 1 春秋社 2020.2

22 159/モケ 孤独になると結果が出せる / 茂木健一郎著 廣済堂出版 2020.3

■200 歴史

23 210.3/オト 律令国家と隋唐文明 / 大津透著 岩波書店 2020.2

24 210.7/ナミ 「駅の子」の闘い : 戦争孤児たちの埋もれてきた戦後史 / 中村光博著 幻冬舎 2020.1

25 222/フタ 草原の制覇 : 大モンゴルまで / 古松崇志著 岩波書店 2020.3

26 280.4/テ 天才たちの人生図鑑 : 教養としての世界史 / 山﨑圭一監修 宝島社 2020.1

27 289.1/タタ 知の旅は終わらない : 僕が3万冊を読み100冊を書いて考えてきたこと / 立花隆著 文藝春秋 2020.1

28 289.1/ホカ 誤解だらけの明智光秀 / 本郷和人著 マガジンハウス 2020.2

■300 社会科学



29 302.3/ケ 現代ドイツを知るための67章 / 浜本隆志, 高橋憲編著 明石書店 2020.2

30 319.1/チ 中国で叶えた幸せ / 鈴木憲和, 乗上美沙 [ほか] 共著 ; 段躍中編 日本僑報社 (発売) 2019.11

31 319.5/スヒ アメリカの制裁外交 / 杉田弘毅著 岩波書店 2020.2

32 320.9/YA こども六法 / 山崎聡一郎著 弘文堂 2019.8

33 323.1/ヨナ 大学生のための日本国憲法入門 / 吉田成利著 慶應義塾大学出版会 2020.1

34 331.7/ケシ/8 確率論 / [ケインズ著] ; 佐藤隆三訳 東洋経済新報社 2010.6

35 332/イミ 国家・企業・通貨 : グローバリズムの不都合な未来 / 岩村充著 新潮社 2020.2

36 333.6/ミイ 世界経済図説 / 宮崎勇, 田谷禎三著 岩波書店 2020.4

37 335.5/タハ 日本経済の発展と財閥本社 : 持株会社と内部資本市場 / 武田晴人著 東京大学出版会 2020.2

38 336.8/サミ 管理会計 / 櫻井通晴著 同文舘出版 2019.3

39 337.8/スタ 消費者物価指数の課題と方法 : 物価変動・生計費変動とその利用 / 鈴木雄大著 創成社 2018.2

40 338.3/キ 金融と所得分配 / 渡辺和則編 ; [渡辺和則ほか執筆] 日本経済評論社 2011.12

41 350.9/テ データが読めると世界はこんなにおもしろい : データブックオブ・ザ・ワールド入門 / データブック入門編集委員会編 二宮書店 2020.1

42 361.4/ケ 現代日本人の意識構造 / NHK放送文化研究所編 NHK出版 2020.2

43 361.5/マト 「移民時代」の多文化共生論 : 想像力・創造力を育む14のレッスン / 松尾知明著 明石書店 2020.2

44 361.6/ロ ロスジェネのすべて : 格差、貧困、「戦争論」 / 雨宮処凛編著 ; 倉橋耕平[ほか著] あけび書房 2020.2

45 361.7/ミア 首都圏大予測 : これから伸びるのはクリエイティブ・サバーブだ! / 三浦展著 光文社 2020.2

46 361/シ 社会学 : 社会理論と社会システム社会調査の基礎 / 『社会福祉学習双書』編集委員会編 全国社会福祉協議会 2020.1

47 364.4/カ 介護保険サービスのしくみ : 利用者・事業者必携! / デイリー法学選書編修委員会編 三省堂 2020.3

48 367.1/ウチ 上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください! / 上野千鶴子, 田房永子著 大和書房 2020.1

49 367.6/KI 分断社会と若者の今 / 吉川徹, 狭間諒多朗編 大阪大学出版会 2019.3

50 367.6/イコ 育てられない母親たち / 石井光太 [著] 祥伝社 2020.2

51 367.6/フユ 結愛(ゆあ)へ : 目黒区虐待死事件 母の獄中手記 / 船戸優里 [著] 小学館 2020.2

52 367.6/フヨ 「勤労青年」の教養文化史 / 福間良明著 岩波書店 2020.4

53 368.6/ヨシ サイバーアンダーグラウンド : ネットの闇に巣喰う人々 / 吉野次郎著 日経BP 2020.1

54 369.26/アカ/2 グループによる介護のブックトークと資料編 / 梓加依著 ; 吉岡真由美著 素人社 2020.1

55 369.26/イ イラスト・写真でよくわかる力の要らない介助術 / 福辺節子監修 ナツメ社 2020.2

56 369.26/カス 「介護力日本一」への町づくり : 5年間の実証から介護「2538」への提案 / 金子進著 杉並けやき出版 2020.1

57 369.26/コ 高齢者施設の費用・選び方・手続きのすべて : これ一冊で安心! / 岡本弘子監修 ナツメ社 2020.2

58 369.26/コ 高齢者のレクリエーション&健康ゲーム : 元気とリハビリのために!無理なく楽しめる / 原田律子編著 いかだ社 2020.2

59 369.26/サミ 少人数で盛り上がるシニアの1,2分体操&ゲーム50 / 斎藤道雄著 黎明書房 2020.2

60 369.26/タ 単身高齢者の見守りと医療をつなぐ地域包括ケア : 先進事例からみる支援とネットワーク / 杉崎千洋 ほか 編著 中央法規出版 2020.1

61 369.26/ミチ 現役介護施設長に聞く身近な人に寄り添う介護 / 宮崎千恵著 日東書院本社 2020.3

62 369.27/コキ ケアの技術と倫理 / 小池清廉著 晃洋書房 2020.1



63 369.4/SO 子育て支援を労働として考える / 相馬直子, 松木洋人編著 勁草書房 2020.2

64 369.4/コ 子ども福祉弁護士の仕事 : 恩恵的福祉観から権利的福祉観へ / 平湯真人編著 現代人文社 2020.2

65 369.43/AO ジソウのお仕事 : 50の物語で考える子ども虐待と児童相談所 / 青山さくら, 川松亮著 フェミックス 2020.1

66 369.49/SU なければ創ればいい! : 重症児デイからはじめよう! / 鈴木由夫 ほか 編著 クリエイツかもがわ 2020.3

67 371.4/SU コアカリキュラムで学ぶ教育心理学 / 杉森伸吉共編著 ; 松尾直博共編著 ; 上淵寿共編著 培風館 2020.2

68 371.4/TA いじめはなぜなくならないのか / 竹田敏彦監修・編 ; 植田和也編 ; 上村崇編 ; 船津守久 ほか 編 ナカニシヤ出版 2020.3

69 372.1/ホユ 教育は何を評価してきたのか / 本田由紀著 岩波書店 2020.3

70 372.3/WA こんなに違う!?ドイツと日本の学校 / 和辻龍著 産業能率大学出版部 2020.3

71 374.1/KU 楽しい!学級づくり / 熊本県小学校特別活動研究会編 5・6年 小学館 2020.3

72 374.3/FU 今、先生ほど魅力的な仕事はない! / 藤岡達也編著 協同出版 2020.1

73 374.3/KY 教職1年目の働き方大全 / 教師の働き方研究会編 明治図書出版 2020.3

74 374.3/SA 「幸せ先生」×「お疲れ先生」の習慣 : 唯々忙しいだけだった教師生活が劇的に充実する40の行動術 / 澤田真由美著 明治図書出版 2020.3

75 374.6/HO/1 保護者対応すきまスキル70 / 堀裕嗣編著 ; 宇野弘恵編著 小学校低学年1〜3年 明治図書出版 2020.3

76 374.6/HO/2 保護者対応すきまスキル70 / 堀裕嗣編著 ; 大野睦仁編著 小学校高学年4〜6年 明治図書出版 2020.3

77 375.1/MO 教壇に立つ前に読んでほしい本 / 桃山学院教育大学若手教員を育てる会編著 東洋館出版社 2020.2

78 375.1/SH 国語・社会・算数・理科・体育の授業 : 新学習指導要領対応! / 小学館「教育技術」編 5・6年 小学館 2020.3

79 375.182/OO 行事・学活に生かす学校美術館作品資料集 : 子どもも、学校も元気になる! / 大久保利詔著 小学館 2020.3

80 375.182/SH 子供の心を伸ばす特別活動のすべて : 小学校版 / 清水弘美著 小学館 2020.3

81 375.762/SH 「音楽」「図画工作」「家庭」の授業5・6年 : カラーで基本がわかる! / 小学館「教育技術」編 小学館 2020.3

82 375.8/KO 説明的文章の読解方略指導研究 : 条件的知識の育成に着目して / 古賀洋一著 溪水社 2020.2

83 375.8/テタ 小学校英語のジレンマ / 寺沢拓敬著 岩波書店 2020.2

84 375/SH 小学1年スタートカリキュラム&活動アイデア : 育ちと学びを豊かにつなぐ / 嶋野道弘, 田村学監修 明治図書出版 2020.3

85 375/SH 自己肯定感がぐんぐん育つ学級づくりに役立つライフスキル / 白石孝久著 小学館 2020.3

86 376.1/MI 遊びを広げて学びに変える / 宮里暁美編著 ; 文京区立お茶の水女子大学こども園著 中央法規出版 2020.3

87 376.1/MI 触れて感じて人とかかわる / 宮里暁美編著 ; 文京区立お茶の水女子大学こども園著 中央法規出版 2020.3

88 376.1/オ 遊んで感じて自分らしく / 宮里暁美編著 ; 文京区立お茶の水女子大学こども園著 中央法規出版 2020.3

89 376.1/サ/20 最新保育資料集 / 幼児保育研究会編 2020 ミネルヴァ書房 1995.3-

90 376.11/IM 集団っていいな : 一人ひとりのみんなが育ち合う社会を創る / 今井和子編著 ; 島本一男編著 ミネルヴァ書房 2020.3

91 376.11/オユ 乳児期における社会的学習 : 誰からどのように学ぶのか / 奥村優子著 東京大学出版会 2020.2

92 376.12/ヨ 幼児教育・保育の国際比較 : OECD国際幼児教育・保育従事者調査2018報告書 / 国立教育政策研究所編 明石書店 2020.2

93 376.14/TO 保育園・幼稚園はじめてのクラス担任マニュアル : 一冊で安心! / 冨田久枝監修 成美堂出版 2020.4

94 376.14/エ 園行事12カ月の言葉かけ : 子どもにも保護者にも / 浅川繭子監修 ; 小倉定枝監修 成美堂出版 2020.3

95 376.14/ホ 保育者のための外国人保護者支援の本 / 咲間まり子監修 かもがわ出版 2020.2

96 376.15/WA 保育内容総論 / 渡邉英則, 大豆生田啓友編著 ミネルヴァ書房 2020.4



97 376.154/カヤ 園児と楽しむはじめてのおもしろ実験12カ月 / 川村康文共著 ; 小林尚美共著 風鳴舎 2020.2

98 376.156/ア アートがひらく保育と子ども理解 : 多様な子どもの姿と表現の共有を目指して / 笠原広一編著 東京学芸大学出版会 2019.9

99 376.156/アメ アイデアいっぱいシアターあそび : 一年通して楽しめる! / 阿部恵著 日本文芸社 2020.3

100 376.157/アア 幼児のためのコーディネーション運動 : 「動きことば」で苦手な子も楽しめる! / 東根明人 ほか 著 明治図書出版 2020.2

101 377.1/KO 大学経営の構造と作用 / 小藤康夫著 専修大学出版局 2019.7

102 377.1/タ 大学のゼミから広がるキャリア : 構成主義に基づく「自分探し」の学習環境デザイン / 山本良太 ほか 編著 北大路書房 2020.2

103 377.2/タ 大学教学マネジメントの自律的構築 : 主体的学びへの大学創造20年史 / 関西国際大学編 東信堂 2018.9

104 378.8/ナノ 保育園・幼稚園のちょっと気になる子 / 中川信子著 ぶどう社 2020印刷

105 378/HO 絵本でひらく心とことば : 読み聞かせで発達支援 / 本と子どもの発達を考える会著 かもがわ出版 2019.12

106 378/KO 障害のある子どもの保育・教育 : 心に寄り添う援助をめざして / 小竹利夫 [ほか] 編著 建帛社 2020.2

107 378/MI ASD、ADHD、LD発達障害の子どもが持っている長所に気づいて、伸ばす本 / 宮尾益知監修 河出書房新社 2020.2

108 378/SA 特別支援学級はじめの一歩 : まずは押さえたい100のポイント / 坂本裕編著 明治図書出版 2020.3

109 383.8/クシ 図説デザートの歴史 / ジェリ・クィンジオ著 ; 富原まさ江訳 原書房 2020.1

■400 自然科学

110 404/SA 科学はこう「たとえる」とおもしろい! / 左巻健男編著 青春出版社 2020.3

111 410.2/レシ 数学大百科 : A curious history / ジョエル・レビー著 ; 浅野ユカリ訳 ニュートンプレス 2020.4

112 465/ウハ よい菌わるい菌 / 梅沢濱夫著 ; 梅澤一夫, 小出直樹共編 日本ビジネスプラン 2020.2

113 470/カリ 散歩しながら子どもに教えてあげられる草花図鑑 / 亀田龍吉著 主婦の友社 2020.3

114 491.4/エ 栄養療法にすぐ活かせるイラストホルモン入門 : 内分泌のふしぎがみるみるわかる! / 川﨑英二編 メディカ出版 2020.1

115 493.7/サシ トランスジェンダーの心理学 : 多様な性同一性の発達メカニズムと形成 / 佐々木掌子著 晃洋書房 2017.4

116 493.7/サタ 社会的ひきこもり / 斎藤環著 PHP研究所 2020.2

117 493.7/ナヒ スマホ依存から脳を守る / 中山秀紀著 朝日新聞出版 2020.2

118 493.7/ハカ ボクはやっと認知症のことがわかった / 長谷川和夫, 猪熊律子著 KADOKAWA 2019.12

119 493.9/SA 子どもの発達障害誤診の危機 / 榊原洋一著 ポプラ社 2020.2

120 493.9/ナミ 赤ちゃんからはじまる便秘問題 : すっきりうんちしてますか? / 中野美和子著 言叢社 2020.2

121 493.9/マチ 遊びに生きる子どもたち : ハイリスク児にもっと遊びを / 松平千佳著 金木犀舎 2020.2

122 498.1/KA 世界の病院・介護施設 / 加藤智章編 法律文化社 2020.3

123 498.3/ワ 若者から始める健康管理 : エビデンスに基づいた健康診断の勧め / 国立大学保健管理施設協議会編著 保健同人社 2020.2

124 498.51/シ/20-1 七訂食品成分表 / 香川芳子監修 2020本表編 女子栄養大学出版部 2016.4-

125 498.51/シ/20-2 七訂食品成分表 / 香川芳子監修 2020資料編 女子栄養大学出版部 2016.4-

126 498.55/オナ 好きになる栄養学 : 食生活の大切さを見直そう / 麻見直美, 塚原典子著 講談社 2020.2

127 498.55/キ 基礎栄養学 / 田地陽一編 羊土社 2020.3

128 498.55/サ 最新基礎栄養学 / 篠田粧子, 南道子編 医歯薬出版 2019.12

129 498.55/シ 食品機能性成分の吸収・代謝機構 / 宮澤陽夫監修 シーエムシー出版 2020.2



130 498.55/ナテ 楽しくわかる栄養学 / 中村丁次著 羊土社 2020.3

131 498.58/ケ 健康食品の基礎知識 / 芝紀代子編著 ; 金森きよ子 [ほか] 著 じほう 2020.1

132 498.58/シ 新・栄養塾 / 大村健二, 濵田康弘編 医学書院 2020.1

133 498.6/TE 世界一わかりやすい新型コロナウイルス完全対策book / 寺嶋毅, 西脇俊二監修 宝島社 2020.3

134 498.6/シ/20 消毒と滅菌のガイドライン / 大久保憲, 尾家重治, 金光敬二編集 へるす出版 2020.2

135 498.6/タニ 感染予防,そしてコントロールのマニュアル : すべてのICTのために / ニザーム ダマーニ著 メディカル・サイエンス・インターナショナル 2020.2

136 498/コ/21 公衆衛生学 / 中村信也編著 ; 後藤政幸 [ほか] 著 2020/2021 同文書院 2017.4-

137 498/ユカ デジタルヘルスケア / 遊間和子著 ; 武藤正樹監修 創元社 2020.2

■500 技術・工学・工業

138 507.6/マヒ 新企業の研究者をめざす皆さんへ / 丸山宏著 近代科学社 2019.12

139 520.4/クケ ひとの住処 : 1964-2020 / 隈研吾著 新潮社 2020.2

140 521.5/アユ 江戸の間取り : 百万都市を俯瞰する / 安藤優一郎著 彩図社 2020.1

141 547.5/モヒ 5G : 次世代移動通信規格の可能性 / 森川博之著 岩波書店 2020.4

142 548.3/オマ ドラえもんを本気でつくる / 大澤正彦著 PHP研究所 2020.2

143 582.7/コ ウィーン・フィルを支えた管楽器開発の舞台裏 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 2020.3

144 586/シサ 『女工哀史』を再考する : 失われた女性の声を求めて / サンドラ・シャール著 京都大学学術出版会 2020.2

145 589.2/ミア ミナペルホネン/皆川明 : つづく / ミナペルホネン, 皆川明著 青幻舎 2020.1

146 590/スサ おたのしみ歳時記 / 杉浦さやか著 ワニブックス 2019.12

147 596.2/U Umami : the fifth taste / forewords by Thomas Keller and Harold McGee Japan Publications Trading Co. 2014

148 596.3/ソ そば・うどん・粉もの / 日本調理科学会企画・編集 農山漁村文化協会 2020.3

149 596/チ 調理学 / 日本フードスペシャリスト協会編 建帛社 2020.1

■600 産業

150 687.3/ヤマ 客室乗務員の誕生 : 「おもてなし」化する日本社会 / 山口誠著 岩波書店 2020.2

■700 芸術・美術

151 706.7/ヤカ 美意識の値段 / 山口桂著 集英社 2020.1

152 723.3/フ ヴィルヘルム・ハマスホイ : 沈黙の絵画 / ヴィルヘルム・ハマスホイ [画] 平凡社 2020.1

153 726.6/ウマ ビアトリクス・ポターの謎を解く / 臼井雅美著 英宝社 2019.11

154 748/セ 世界のかわいい散歩道 / MdN編集部編 エムディエヌコーポレーション 2020.2

155 762.3/フト ベートーヴェンが読んだ本 / 藤田俊之著 幻冬舎メディアコンサルティング 2020.2

156 763.2/ナサ なぜ東大生の2人に1人はピアノを習っていたのか / 中村三郎著 秀和システム 2020.3

157 778.7/ニテ アニメーターの仕事がわかる本 / 西位輝実著 ; 餅井アンナ構成・文 玄光社 2019.12

158 780.1/アコ 新テーピングの基本 / 芥田晃志著 ; 山本晃市, 千葉弓子編 枻出版社 2020.2

159 780.6/オイ 五輪スタジアム : 「祭りの後」に何が残るのか / 岡田功著 集英社 2020.2

■800 言語



160 810.4/クア 日本人が無意識に使う日本語が不思議すぎる! : 外国人目線で再発見したすごい日本 / アン・クレシーニ, 宮本隆治著 サンマーク出版 2020.1

161 816/SA わかる!伝わる!文章力 : 実践力養成 : 小論文・レポート虎の巻 / 佐藤佳弘著 武蔵野大学出版会 2019.7

162 816/イケ 段落論 : 日本語の「わかりやすさ」の決め手 / 石黒圭著 光文社 2020.2

163 816/フコ 「分かりやすい表現」の技術 : 意図を正しく伝えるための16のルール / 藤沢晃治著 : 新装版 文響社 2020.1

164 835/カカ 「おかしな英語」で学ぶ生きた英文法 / 唐澤一友, 福田一貴著 亜紀書房 2020.2

■900 文学

165 902.3/フ Bookmark : 翻訳者による海外文学ブックガイド / 金原瑞人, 三辺律子編 CCCメディアハウス 2019.10

166 910.2/キト 日本文学を読む ; 日本の面影 / ドナルド・キーン著 新潮社 2020.2

167 910.26/メ 明治の教養 : 変容する「和」「漢」「洋」 / 鈴木健一編 勉誠出版 2020.1

168 910.268/UE 山の上の物語 : 庄野潤三の文学 / 上坪裕介著 松柏社 2020.2

169 910.268/サヒ 生きつづけるキキ : ひとつの『魔女の宅急便』論 / 斉藤洋著 講談社 2020.2

170 910.268/ナ 中島敦展 : 魅せられた旅人の短い生涯 / 神奈川文学振興会編 県立神奈川近代文学館 2019.9

171 910.268/ハマ 綴る女 : 評伝・宮尾登美子 / 林真理子著 中央公論新社 2020.2

172 911.04/オマ 詩と歌謡 / 蜂飼耳編 岩波書店 2020.4

173 911.04/オマ/1 短歌 / 水原紫苑編 1 岩波書店 2020.2-2020.3

174 911.04/オマ/2 短歌 / 水原紫苑編 2 岩波書店 2020.2-2020.3

175 914.6/ソア 「群れない」生き方 : ひとり暮らし、私のルール / 曾野綾子著 河出書房新社 2020.2

176 916/カヒ その犬の名を誰も知らない / 嘉悦洋著 ; 北村泰一監修 小学館集英社プロダクション 2020.2

177 924.7/ソシ いつもひとりだった、京都での日々 / 宋欣穎著 ; 光吉さくら訳 早川書房 2019.11

178 930.2/オカ 環境から生まれ出る言葉 : 日米環境表象文学の風景探訪 / 小谷一明著 水声社 2020.1

179 930.27/キト ドナルド・キーンわたしの日本語修行 / ドナルド・キーン, 河路由佳著 白水社 2020.2

180 943.7/リハ あのころはフリードリヒがいた / ハンス・ペーター・リヒター作 ; 上田真而子訳 岩波書店 2000.6

181 949.3/フヘ 83 1/4歳の素晴らしき日々 / ヘンドリック・フルーン著 ; 長山さき訳 集英社 2018.10

182 953.7/フロ 結ばれたロープ / ロジェ・フリゾン=ロッシュ [著] ; 石川美子訳 みすず書房 2020.2

■文庫本

183 B104/ナヒ 子どものための哲学対話 / 永井均 [著] ; 内田かずひろ絵 講談社 2009.8

184 B404/ワマ 一粒の柿の種 : 科学と文化を語る / 渡辺政隆著 岩波書店 2020.2

185 B490.4/ホリ 小児病棟の四季 / 細谷亮太著 岩波書店 2002.6

186 B910.23/ヤシ 紫式部ひとり語り / 山本淳子[著] KADOKAWA 2020.2

187 B910.268/ミ みみずくは黄昏に飛びたつ : 川上未映子訊く/村上春樹語る / 川上未映子, 村上春樹著 新潮社 2019.12

188 B933.6/シセ とんがりモミの木の郷 : 他五篇 / セアラ・オーン・ジュエット作 ; 河島弘美訳 岩波書店 2019.10

189 B953.7/カア ペスト / カミュ [著] ; 宮崎嶺雄訳 新潮社 2004.1

■絵本

190 E/MA はじまりはたき火 : 火とくらしてきたわたしたち / まつむらゆりこ作 ; 小林マキ絵 福音館書店 2020.1



191 E/ケシ きもち / ジャナン・ケインさく ; いしいむつみやく 少年写真新聞社 2013.9

192 E/コヘ タンタンタンゴはパパふたり / ジャスティン・リチャードソン&ピーター・パーネル文 ; ヘンリー・コール絵 ポット出版 2008.4

193 E/チシ きもち / 谷川俊太郎ぶん ; 長新太え 福音館書店 2008.2

194 E/ヤユ おたんじょうびのおくりもの / むらやまけいこさく ; やまわきゆりこえ 教育画劇 2019.10

■参考資料

195 R010.5/ニ/19 日本の図書館 : 統計と名簿 / 日本図書館協会図書館調査委員会編 2019 日本図書館協会 1953-

196 R059/セ/20 世界年鑑 / 共同通信社編 2020 共同通信社 1988-

197 R059/フ/20 ブリタニカ国際年鑑 2020 ティビーエス・ブリタニカ年鑑 1975-

198 R059/ヨ/20 読売年鑑 2020年版 読売新聞社 1980-

199 R320.9/ロ/20-1 六法全書 / 我妻栄, 宮沢俊義編 令和2年版 1 有斐閣 1948-

200 R320.9/ロ/20-2 六法全書 / 我妻栄, 宮沢俊義編 令和2年版 2 有斐閣 1948-

201 R365.5/コ/18 国民生活基礎調査 / 厚生省大臣官房統計情報部編 平成30年 厚生統計協会 1988-

202 R369.4/コ/10 子供の世紀 第10巻 六花出版 2015.12-2017.11

203 R369.4/コ/11 子供の世紀 第11巻 六花出版 2015.12-2017.11

204 R369.4/コ/12 子供の世紀 第12巻 六花出版 2015.12-2017.11

205 R373.2/モ/20 文部科学法令要覧 / 文部科学法令研究会監修 令和2年版 ぎょうせい 2005.1-

206 R498.58/リ 臨床栄養ディクショナリー :  日本人の食事摂取基準 (2020年版) 対応 / 山本みどり, 佐々木公子 ほか 編著 メディカ出版 2020.3

207 R610.5/ノ/93 農林水産省統計表 / 農林水産省経済局統計情報部編 第93次 農林統計協会 1979-

■郷土資料

208 T244/タ/25 高岡市史料集 / 高岡市立中央図書館古文書を学ぶ会編 第25集 高岡市立中央図書館 1993.2-

209 T244/タ/27 高岡市史料集 / 高岡市立中央図書館古文書を学ぶ会編 第27集 高岡市立中央図書館 1993.2-

210 T244/タ/29 一番街通り御車山文書より / 高岡市立中央図書館編 高岡市立中央図書館 2018.3

211 T284/ナト 加木久兵衛からの二百年 / 中島俊夫著 中島俊夫 2020.2

212 T350/ト/18 富山県統計年鑑 / 富山県総務部統計課編 平成30年 富山県総務部統計課 1989.10-

213 T350/ト/19 富山縣勢要覽 令和元年版 富山縣 1927.1-

214 T350/ヒ/19 100の指標統計からみた富山 / 富山県総務部統計課編 令和元年度版 富山県統計協会 1981.3-

215 T498/ホ/17 保健統計年報 / 富山県厚生部医務課編 第69号(平成29年) 富山県厚生部医務課 1995.3-

216 TR670/ホ/20 北陸三県会社要覧 / 北陸経済研究所編 2020 北陸経済研究所 1978.12-


