
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

1 002.7/フ Factfulness : 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣 / ハンス・ロスリング, オーラ・ロスリング ほか著 日経BP社 2019.1

2 002/シ 人文知のカレイドスコープ / 富山大学人文学部編 桂書房 2019.3

3 002/ミナ 学問からの手紙 : 時代に流されない思考 / 宮野公樹著 小学館 2019.3

4 007.1/エア AI社会の歩き方 : 人工知能とどう付き合うか / 江間有沙著 化学同人 2019.2

5 007.1/シヒ ペーパーレス時代の紙の価値を知る : 読み書きメディアの認知科学 / 柴田博仁, 大村賢悟著 産業能率大学出版部 2018.11

6 007.3/ヒト ネットカフェの社会学 : 日本の個別性をアジアから開く / 平田知久著 慶應義塾大学出版会 2019.3

7 007.6/ミマ 課題解決のための情報リテラシー / 美濃輪正行, 谷口郁生著 共立出版 2018.11

8 010.2/シト 図書館の日本史 / 新藤透著 勉誠出版 2019.1

9 014.3/ニ 日本目録規則 / 日本図書館協会目録委員会編 日本図書館協会 2018.12

10 019.5/ト 「どの絵本読んだらいいですか?」 : 元「童話屋」読書相談員・向井惇子講演録 / 向井惇子 [述] ; 向井ゆか編 かもがわ出版 2019.1

11 019.9/ヤコ 二度読んだ本を三度読む / 柳広司著 岩波書店 2019.4

12 020.2/コリ 目録学の誕生 : 劉向が生んだ書物文化 / 古勝隆一著 臨川書店 2019.2

13 020.2/ハフ 書物の破壊の世界史 : シュメールの粘土板からデジタル時代まで / フェルナンド・バエス著 紀伊國屋書店 2019.3

14 031.4/フセ 「日本の伝統」という幻想 / 藤井青銅著 柏書房 2018.12

15 051.7/サカ 女性雑誌とファッションの歴史社会学 : ビジュアル・ファッション誌の成立 / 坂本佳鶴恵著 新曜社 2019.3

16 061/コ 好奇心が未来をつくる : ソニーCSL研究員が妄想する人類のこれから / ソニーコンピュータサイエンス研究所編 祥伝社 2019.3

17 070/イチ その情報はどこから? : ネット時代の情報選別力 / 猪谷千香著 筑摩書房 2019.2

■100 哲学

18 116/キリ 論理的思考力を鍛える33の思考実験 / 北村良子著 彩図社 2017.5

19 141.6/トヒ 「感情」の解剖図鑑 : 仕事もプライベートも充実させる、心の操り方 / 苫米地英人著 誠文堂新光社 2017.3

20 141.7/シケ 人が自分をだます理由 : 自己欺瞞の進化心理学 / ケヴィン・シムラー, ロビン・ハンソン著 ; 大槻敦子訳 原書房 2019.3

21 143/セ 生活のなかの発達 : 現場主義の発達心理学 / 外山紀子, 安藤智子, 本山方子編 新曜社 2019.3

22 146.1/メト こどものこころの環境 : 現代のクライン派家族論 / ドナルド・メルツァー, マーサ・ハリス著 ; 木部則雄 [ほか] 訳 金剛出版 2018.12

23 159.4/クケ 好きなようにしてください : たった一つの「仕事」の原則 / 楠木建著 ダイヤモンド社 2016.2

24 159.4/サマ 会社人生で必要な知恵はすべてマグロ船で学んだ / 齊藤正明 毎日コミュニケーションズ 2009.2



25 159.4/サマ マグロ船仕事術 : 日本一のマグロ船から学んだ!マネジメントとリーダーシップの極意 / 齊藤正明著 ダイヤモンド社 2011.2

26 159.4/ヘサ コーチングの神様が教える「できる女」の法則 / サリー・ヘルゲセン, マーシャル・ゴールドスミス著 日本経済新聞出版社 2019.1

27 159.4/ヤツ 時代を生き抜く心のマップ 2012.3

28 167/ツア 『サトコとナダ』から考えるイスラム入門 : ムスリムの生活・文化・歴史 / 椿原敦子, 黒田賢治著 星海社 2018.12

29 175.5/ト 鳥居大図鑑 / 藤本頼生編著 グラフィック社 2019.3

30 182.2/イコ 東アジア仏教史 / 石井公成著 岩波書店 2019.2

31 188.5/シ 修験道という生き方 / 宮城泰年著 ; 田中利典著 ; 内山節著 新潮社 2019.3

■200 歴史

32 204/カコ 世界史の実験 / 柄谷行人著 岩波書店 2019.2

33 210.3/ニヒ 伊勢神宮と斎宮 / 西宮秀紀著 岩波書店 2019.3

34 210/ケ 元号と日本人 : 元号の付いた事件・出来事でたどる日本の歴史 / 宮瀧交二監修 ; プレジデント書籍編集部著 プレジデント社 2019.3

35 222/ヤチ 文化大革命五十年 / 楊継縄著 ; 辻康吾編 ; 現代中国資料研究会訳 岩波書店 2019.1

36 237/キア イタリア史10講 / 北村暁夫著 岩波書店 2019.3

37 238.8/フテ ナチスから図書館を守った人たち : 囚われの司書、詩人、学者の闘い / デイヴィッド・E・フィッシュマン著 ; 羽田詩津子訳 原書房 2019.2

38 253/ワミ 植民地から建国へ : 19世紀初頭まで / 和田光弘著 岩波書店 2019.4

39 280.4/イレ こんな家に住んできた : 17人の越境者たち / 稲泉連著 文藝春秋 2019.2

40 281.4/ヤカ 砺波の人びと : 写真集 / 山田和[撮影・]著 平凡社 2019.3

41 288.4/ハタ 平成の終焉 : 退位と天皇・皇后 / 原武史著 岩波書店 2019.3

42 289.3/マテ イレナの子供たち : 2500人のユダヤ人の子供たちを救った勇気ある女性の物語 / ティラー・J・マッツェオ著 東京創元社 2019.2

■300 社会科学

43 302.5/ホア 壁の向こうの住人たち : アメリカの右派を覆う怒りと嘆き / A.R. ホックシールド [著] ; 布施由紀子訳 岩波書店 2018.10

44 304/オマ さらば!検索サイト : 太田昌国のぐるっと世界案内 / 太田昌国著 現代書館 2019.2

45 304/ニウ 日本をどのような国にするか : 地球と世界の大問題 / 丹羽宇一郎著 岩波書店 2019.2

46 310/セ 政治と経済のしくみがわかるおとな事典 / 池上彰監修 講談社 2019.2

47 317.4/イ 伊藤塾の公務員試験行政法の点数が面白いほどとれる本 : 知識ゼロからムダなく学べる / 伊藤塾著 KADOKAWA 2019.2

48 331.1/カユ ゲーム理論入門の入門 / 鎌田雄一郎著 岩波書店 2019.4

49 332.1/カマ 平成経済衰退の本質 / 金子勝著 岩波書店 2019.4

50 336.8/イヨ 数字で読みとく会社の未来 : ポイントだけ! : 「真の実力」が秒速でわかる! / 池田陽介著 ビジネス社 2019.4



51 336.9/ハ はじめまして会計学 / 靍日出郎, 山口幸三編著 中央経済社 2019.4

52 338.2/オト バブル経済事件の深層 / 奥山俊宏, 村山治著 岩波書店 2019.4

53 361.4/イミ 孤立不安社会 : つながりの格差、承認の追求、ぼっちの恐怖 / 石田光規著 勁草書房 2018.12

54 361.4/キト その部屋のなかで最も賢い人 : 洞察力を鍛えるための社会心理学 / トーマス・ギロビッチ, リー・ロス著 青土社 2019.1

55 361.4/サタ 流言のメディア史 / 佐藤卓己著 岩波書店 2019.3

56 361.7/ヒ 広がる食卓 : コミュニティ・レストラン / 世古一穂編著 梨の木舎 2019.1

57 364/ヨシ 転機にたつフィンランド福祉国家 : 高齢者福祉の変化と地方財政調整制度の改革 / 横山純一著 同文舘出版 2019.1

58 366.3/カタ なぜ働き続けられない? : 社会と自分の力学 / 鹿嶋敬著 岩波書店 2019.1

59 367.2/カチ 未来を切り拓く女性たちのNPO活動 : 日米の実践から考える / 金谷千慧子, 柏木宏著 明石書店 2019.1

60 368.2/オア 家賃滞納という貧困 / 太田垣章子著 ポプラ社 2019.2

61 369.26/キ 機能向上につながる!高齢者とつくる季節の壁面 世界文化社 2019.2

62 369.26/キシ 家族はなぜ介護してしまうのか : 認知症の社会学 / 木下衆著 世界思想社 2019.2

63 369.27/ナ なんとなくは、生きられない。 / 野澤和弘編著 ; 「障害者のリアルに迫る」東大ゼミ著 ぶどう社 2019.2

64 369.4/コ 子育て支援 / 西村重稀, 青井夕貴編集 中央法規出版 2019.2

65 369.4/ホ 保育者のための子ども虐待対応の基本 : 事例から学ぶ「気づき」のポイントと保育現場の役割 / 保育と虐待対応事例研究会編著 ひとなる書房 2019.3

66 372.1/スサ 掃除で心は磨けるのか : いま、学校で起きている奇妙なこと / 杉原里美著 筑摩書房 2019.3

67 376.1/エヨ 幼児教育と対話 : 子どもとともに生きる遊びの世界 / 榎沢良彦著 岩波書店 2018.12

68 376.1/サ/19 最新保育資料集 / 幼児保育研究会編 2019 ミネルヴァ書房 1995.3-

69 376.11/タケ 子育ての知恵 : 幼児のための心理学 / 高橋惠子著 岩波書店 2019.2

70 376.11/メモ 大人から見た子ども / モーリス・メルロ=ポンティ [著] ; 滝浦静雄, 木田元, 鯨岡峻訳 みすず書房 2019.3

71 376.14/カ 活動の見える化で保育力アップ!ドキュメンテーションの作り方&活用術 / 浅井拓久也編著 明治図書出版 2019.2

72 376.14/タヒ 保護者と心が通じる!連絡帳の書き方ポイント&文例集 : 保育園・幼稚園ですぐ使える / 谷川裕稔著 明治図書出版 2019.2

73 376.153/ニ 人間関係の指導法 / 若月芳浩, 岩田恵子編著 玉川大学出版部 2019.2

74 376.156/ホ 保育内容造形表現の指導 / 村内哲二編著 ; 川上哲夫 [ほか] 共著 建帛社 2019.1

75 376.157/ヨ 幼児体育指導ガイド / 前橋明編著 ; 幼児体育指導法研究会 [執筆] 大学教育出版 2018.2

76 376.158/コ 言葉の指導法 / 大豆生田啓友, 佐藤浩代編著 玉川大学出版部 2019.2

77 376.8/タケ 教授だから知っている大学入試のトリセツ / 田中研之輔著 筑摩書房 2019.3

78 377.1/コ 50年目の「大学解体」20年後の大学再生 : 高等教育政策をめぐる知の貧困を越えて / 佐藤郁哉編著 京都大学学術出版会 2018.12



79 377.1/ニ 21世紀のカレッジ・ジャパニーズ : 大学生のための日本語で読み解き、伝えるスキル / 深澤のぞみ [ほか] 著 国書刊行会 2018.11

80 377.9/サナ 就活テクニック大全 : 最小の努力で「トップ内定」し「仕事力」も高める / 坂本直文著 東洋経済新報社 2019.3

81 377.9/シ 女子学生のキャリアデザイン : 自分らしさとワークライフバランス / 野村康則編著 ; 竹内雄司, 段野聡子著 水曜社 2019.3

82 377.9/タ 大学生の内定獲得 : 就活支援・家族・きょうだい・地元をめぐって / 梅崎修, 田澤実編著 法政大学出版局 2019.2

83 377/コマ 大学の未来地図 : 「知識集約型社会」を創る / 五神真著 筑摩書房 2019.2

84 383.1/サタ メイド服とレインコート : ブリティッシュ・ファッションの誕生 / 坂井妙子著 勁草書房 2019.2

85 383.8/ニ/4 魚と肉 / 藤井弘章編 吉川弘文館 2019.2

86 383.8/フタ 食べるとはどういうことか : 世界の見方が変わる三つの質問 / 藤原辰史著 農山漁村文化協会 2019.3

87 383.8/ユノ 7袋のポテトチップス : 食べるを語る、胃袋の戦後史 / 湯澤規子著 晶文社 2019.3

88 385.2/キ 共有する子育て : 沖縄多良間島のアロマザリングに学ぶ / 根ケ山光一, 外山紀子, 宮内洋編著 金子書房 2019.2

89 396.2/イケ 兵隊たちの陸軍史 2019.4

■400 自然科学

90 404/カノ 77冊から読む科学と不確実な社会 / 海部宣男著 岩波書店 2019.1

91 404/ヨ 予測がつくる社会 : 「科学の言葉」の使われ方 / 山口富子, 福島真人編 東京大学出版会 2019.2

92 417/スケ データは騙る : 改竄・捏造・不正を見抜く統計学 / ゲアリー・スミス著 ; 川添節子訳 早川書房 2019.2

93 490.4/イ 医の希望 / 齋藤英彦編 岩波書店 2019.3

94 491.3/ヨタ ヒトはなぜ、ゴキブリを嫌うのか? : 脳化社会の生き方 / 養老孟司著 扶桑社 2019.3

95 493.1/イ 忙しいあなたのための時短カンタン糖尿病ごはん / 女子栄養大学栄養クリニック監修 女子栄養大学出版部 2019.2

96 493.4/サリ 〈いのち〉とがん : 患者となって考えたこと / 坂井律子著 岩波書店 2019.2

97 494.5/ホタ がん免疫療法とは何か / 本庶佑著 岩波書店 2019.4

98 496.9/キヨ 吃音の世界 / 菊池良和著 光文社 2019.1

99 498.5/ヒフ 食育の場をどうデザインするか : 「深い学び」が動き出す! : 食育こそアクティブラーニング!20の実践と理論 / 平本福子著 女子栄養大学出版部 2019.2

100 498.51/シ/19-1 食品成分表 / 香川芳子監修 2019本表編 女子栄養大学出版部 2012.2-

101 498.51/シ/19-2 食品成分表 / 香川芳子監修 2019資料編 女子栄養大学出版部 2012.2-

102 498.55/ウ ウエルネス公衆栄養学 / 前大道教子編集 ; 森脇弘子編集 ; 加島浩子編集 2019年版 医歯薬出版 2019.2

103 498.55/カ 家庭のおかずのカロリーガイド / 香川明夫監修 女子栄養大学出版部 2019.2

104 498.55/カ/8 公衆栄養学 : 地域・国・国際レベルでの栄養マネジメント / 酒井徹編 ; 由田克士編 医歯薬出版 2019.2

105 498.55/サユ 管理栄養士・栄養士のためのやさしく学べる!EBN入門 : 健康情報・栄養疫学の理解と実践にむけて / 佐々木由樹著 講談社 2019.2



106 498.55/セ 世界一さら〜っとわかる栄養学 : からだと栄養のしくみ / 松田早苗監修 高橋書店 2019.2

107 498.55/ヤ やさしい栄養英語 / 田中芳文編著 ; 中里菜穂子 , 松浦加寿子著 講談社 2019.2

108 498.58/メ 目で見る食品糖質量データブック : 大きな数字で見やすい! / 小田原雅人監修 学研プラス 2019.2

109 498/カテ 難病患者運動 : 「ひとりぼっちの難病者をつくらない」滋賀難病連の歴史 / 葛城貞三著 生活書院 2019.1

■500 技術・工学・工業

110 518.1/ムシ 日本の「水」が危ない / 六辻彰二著 ベストセラーズ 2019.3

111 536.8/マケ 間違いだらけの車いす選び / 松永圭司著 幻冬舎ﾒﾃﾞｨｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 2019.1

112 582.3/トシ 情報利活用文書作成 : Word 2019対応 / 土岐順子著 日経BP社 2019.2

113 596.21/タ 炊きこみご飯・おにぎり / 日本調理科学会企画・編集 農山漁村文化協会 2019.3

114 596/ホオ 魔法使いたちの料理帳 / オーレリア・ボーポミエ著 ; 田中裕子訳 原書房 2019.1

115 596/マス 日本一の給食メシ : 栄養満点3ステップ簡単レシピ100 / 松丸奨著 光文社 2019.2

■600 産業

116 601.1/キヒ 凡人のための地域再生入門 : 地元がヤバい…と思ったら読む / 木下斉著 ダイヤモンド社 2018.11

117 664.9/コマ 日本人とくじら : 歴史と文化 / 小松正之著 雄山閣 2019.1

118 673.9/エホ 銭湯図解 / 塩谷歩波著 中央公論新社 2019.2

119 673.9/モシ 食の社会史 : 兵食からチェーンレストランへ / 茂木信太郎著 創成社 2019.1

120 689.2/オタ 由布院モデル : 地域特性を活かしたイノベーションによる観光戦略 / 大澤健, 米田誠司著 学芸出版社 2019.2

■700 芸術・美術

121 706.9/ハ 思わぬ出会いに心ときめくパリの小さな美術館 / 原田マハ [ほか] 著 ; 芸術新潮編集部編 新潮社 2019.1

122 721/イリ 桜狂の譜 : 江戸の桜画世界 / 今橋理子著 青幻舎 2019.3

123 723/ナキ もう逃れられない / 中野京子著 文藝春秋 2019.1

124 726.6/タト ビリービンとロシア絵本の黄金時代 / 田中友子著 東京美術 2019.2

125 727/ス ストーリーを語りだす世界のデザイン・マップス / ゲシュタルテン編 ; [涌井希美訳] グラフィック社 2019.3

126 750.2/ミア 最後の職人ものがたり : 日本美のこころ / 彬子女王著 小学館 2019.3

127 778/オト 映画の字幕ナビ / 落合寿和著 スティングレイ 2019.2

128 791.5/オソ 茶道具と銘 十二カ月 / 大塚宗香著 淡交社 2019.4

■800 言語

129 801.9/ウス 記号とシンボルの事典 : 知ってそうで知らなかった100のはなし / スティーヴン・ウェッブ著 青土社 2019.2



130 801/コ こどもの音声 / 麦谷綾子編著 ; 保前文高 [ほか] 共著 コロナ社 2019.3

131 816.5/イチ 思考を鍛えるレポート・論文作成法 = Developing critical thinking to write papers / 井下千以子著 慶應義塾大学出版会 2019.2

132 816/ウト これなら書ける!大人の文章講座 / 上阪徹著 筑摩書房 2019.2

133 835/タ 大学・高専・短大生のための英文法再入門 / 桑本裕二監修 開拓社 2019.3

134 837.8/オ 起きてから寝るまで英語表現1000 / 荒井貴和, 武藤克彦執筆・解説 アルク 2017.12

■900 文学

135 910.26/フノ ミステリーで読む戦後史 / 古橋信孝著 平凡社 2019.1

136 913.6/イコ シーソーモンスター / 伊坂幸太郎著 中央公論新社 2019.4

137 913.6/セマ そして、バトンは渡された / 瀬尾まいこ著 文藝春秋 2018.2

138 913.6/ツミ 傲慢と善良 / 辻村深月著 朝日新聞出版 2019.3

139 913.6/ミシ 愛なき世界 / 三浦しをん著 中央公論新社 2018.9

140 913.6/ミユ 今夜、勝手に抱きしめてもいいですか? / 蒼井ブルー原作 : 三津留ゆう著 KADOKAWA 2017.3

141 913.6/ムラ 夏の坂道 / 村木嵐著 潮出版社 2019.3

142 913.6/ヨホ 本と鍵の季節 / 米澤穂信著 集英社 2018.12

143 916/フサ 患者に寄り添う介護とは : 介護して介護されて分かる心得十ケ条 / 福島さく著 郁朋社 2019.2

144 936/テソ 波 / ソナーリ・デラニヤガラ著 ; 佐藤澄子訳 新潮社 2019.1

145 946/ヘハ ネオナチの少女 / ハイディ・ベネケンシュタイン著 ; 平野卿子訳 筑摩書房 2019.2

146 949.6/カア 静寂とは / アーリング・カッゲ著 ; 田村義進訳 辰巳出版 2019.2

■文庫本

147 B222.4/サア 台湾人生 : かつて日本人だった人たちを訪ねて / 酒井充子著 光文社 2018.1

148 B493.9/オア 犬が来る病院 : 命に向き合う子どもたちが教えてくれたこと / 大塚敦子[著] ; 細谷亮太監修 KADOKAWA 2019.2

149 B495.1/タヒ 生理用品の社会史 / 田中ひかる [著] KADOKAWA 2019.2

150 B913.6/ハコ 星をつける女 / 原宏一[著] KADOKAWA 2019.2

151 B913.6/ミミ 君と読む場所 / 三川みり著 新潮社 2019.3

■絵本

152 E/イミ あがりめさがりめ / いまきみちさく 福音館書店 1992.3

■参考資料

153 R059/セ/19 世界年鑑 / 共同通信社編 2019 共同通信社 2019.3



154 R059/ヨ/19 読売年鑑 2019年版 読売新聞社 2019.3

155 R069.5/テ 展示学事典 / 日本展示学会編 丸善出版 2019.1

156 R320.9/ロ/19-1 六法全書 / 我妻栄, 宮沢俊義編 平成31年版 1 有斐閣 2019.3

157 R320.9/ロ/19-2 六法全書 / 我妻栄, 宮沢俊義編 平成31年版 2 有斐閣 2019.3

158 R365.5/コ/17 国民生活基礎調査 / 厚生省大臣官房統計情報部編 平成29年 厚生省 2019.1

159 R369.4/コ/7 子供の世紀 第7巻 六花出版 2015.12-2017.11

160 R369.4/コ/8 子供の世紀 第8巻 六花出版 2015.12-2017.11

161 R369.4/コ/9 子供の世紀 第9巻 六花出版 2015.12-2017.11

162 R373.2/モ/19 文部科学法令要覧 / 文部科学法令研究会監修 平成31年版 ぎょうせい 2019.1

163 R374.9/モ/18 学校保健統計(学校保健統計調査報告書) / 文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計企画室 [編] 平成30年度 進英プリント 2019.4

164 R498.51/カ カラーグラフ食品成分表 / 実教出版編修部著 = Standard Tables of Food Composition 2019 実教出版 [2019]

165 R610.5/ノ/92 農林水産省統計表 / 農林水産省経済局統計情報部編 第92次 農林統計協会 2019.2

166 TR670/ホ/19 北陸三県会社要覧 / 北陸経済研究所編 2019 北陸経済研究所 2018.12

■DVD

167 778/サ 最強のふたり ギャガ

168 778/シ シェイプ・オブ・ウォーター /  ギレルモ・デル・トロ監督・脚本・製作 ; ヴァネッサ・テイラー脚本 20世紀フォックス 2018.6

169 778/マ マダム・イン・ニューヨーク ： 初めてのニューヨーク　人生の輝きを取り戻す旅
「マダム・イン・ニューヨーク
委員会」 2012

170 778/ミ 未来のミライ / 細田守監督・脚本・原作 バップ 2019

171 778/ワ ワンダー君は太陽 キノフィルムズ


