
9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/マユ メモの魔力 = The magic of memos / 前田裕二著 幻冬舎 2018.12

2 010.8/コ/12 図書・図書館史 : 図書館発展の来し方から見えてくるもの / 三浦太郎編著 ミネルヴァ書房 2019.8

3 024.9/カカ 日本における書籍蒐蔵の歴史 / 川瀬一馬著 吉川弘文館 2019.8

■100 哲学

4 100/テ 哲学大図鑑 / ウィル・バッキンガムほか著 ; 小須田健訳 三省堂 [2012.2]

5 141.7/シ 新・動機づけ研究の最前線 / 上淵寿編著 ; 大芦治編著 北大路書房 2019.8

■200 歴史

6 233/タト 逆転のイギリス史 : 衰退しない国家 / 玉木俊明著 日本経済新聞出版社 2019.7

7 281/ワ わたしも、昔は子どもでした。 / 『子どものしあわせ』編集部編 ; 香山リカ[ほか著] ; 松本春野イラスト かもがわ出版 2019.8

■300 社会科学

8 302.3/ウ ウェールズを知るための60章 / 吉賀憲夫編著 明石書店 2019.7

9 302.3/ラホ 良いスウェーデン、悪いスウェーデン : ポスト真実の時代における国家ブランド戦争 / ポール・ラパチオリ[著] 新評論 2019.8

10 312.3/シカ ブレグジット・パラドクス : 欧州統合のゆくえ / 庄司克宏著 岩波書店 2019.3

11 316.8/フマ 奴隷船の世界史 / 布留川正博著 岩波書店 2019.8

12 319.2/フテ 中国の領土紛争 : 武力行使と妥協の論理 / テイラー・フレイヴェル著 ; 松田康博監訳 勁草書房 2019.7

13 334.3/オク 移民とAIは日本を変えるか / 翁邦雄著 慶應義塾大学出版会 2019.7

14 334.3/ミヨ 2100年の世界地図 : アフラシアの時代 / 峯陽一著 岩波書店 2019.8

15 335.3/タカ 親の会社を継ぐ技術 : 後継者のゆく手をはばむ5つの顔を持つ龍とのつきあい方 / 田村薫著 みらいパブリッシング 2019.7

16 336.1/シヒ 野生化するイノベーション : 日本経済「失われた20年」を超える / 清水洋著 新潮社 2019.8

17 336.3/ロス 組織行動のマネジメント : 入門から実践へ / スティーブン P.ロビンス著 ; 高木晴夫訳 ダイヤモンド社 2009.12

18 336.4/アヒ 人的資源管理入門 / 安煕卓著 文眞堂 2014.3

19 336.4/コ 国際人的資源管理 / 関口倫紀, 竹内規彦, 井口知栄編著 中央経済社 2016.7

20 336.4/シ 人的資源管理 / 上林憲雄編著 中央経済社 2016.1

21 336.4/フシ 人的資源管理 : 理論と実践 / ジョン・ブラットン, ジェフリー・ゴールド著 文眞堂 2009.6

22 336.4/ムリ 人事マネジメントの理論と実践 : 人的資源管理入門 / 村上良三著 学文社 2005.8

23 338/アト 「お金」の未来年表 : キャッシュレス社会でこれから起こること / 朝倉智也著 SBクリエイティブ 2019.7

24 365.3/ヒ 必携!認知症の人にやさしいマンションガイド / 日本意思決定支援推進機構監修 クリエイツかもがわ 2019.8



25 365.3/ヤシ 生きのびるマンション : <二つの老い>をこえて / 山岡淳一郎著 岩波書店 2019.8

26 366.3/L LGBTIの雇用と労働 : 当事者の困難とその解決方法を考える / 三成美保編著 晃洋書房 2019.7

27 367.3/カタ 子どもを攻撃せずにはいられない親 / 片田珠美著 PHP研究所 2019.7

28 367.3/ヤシ 「家族の幸せ」の経済学 : データ分析でわかった結婚、出産、子育ての真実 / 山口慎太郎著 光文社 2019.7

29 367.6/ヒ ひきこもりサポーター養成テキスト : 総社市ひきこもり支援等検討委員会 / 西田和弘編著 総社市社会福祉協議会 2019.6

30 367.7/ト ドキュメントひとりが要介護になるとき。 : 単身老後に「在宅」は大丈夫ですか!? / 山口道宏編著 現代書館 2019.7

31 368.7/カソ 僕とぼく : 妹の命が奪われた「あの日」から / 川名壮志著 新潮社 2019.5

32 368.7/ミコ ケーキの切れない非行少年たち / 宮口幸治著 新潮社 2019.7

33 369.14/ハミ イラストでわかるはじめての社会福祉法人会計 / 馬場充著 公益法人協会 2019.6

34 369.43/ヤマ 里親家庭の実子を生きる : 獲得と喪失の意識変容プロセス / 山本真知子著 岩崎学術出版社 2019.7

35 371.3/カ 学校に居場所カフェをつくろう! : 生きづらさを抱える高校生への寄り添い型支援 / 居場所カフェ立ち上げプロジェクト編著 明石書店 2019.8

36 371.4/イ いじめ・虐待・貧困から子どもたちを守るためのQ&A100 / 岩田美香編著 ; 高良麻子編著 生活書院 2019.7

37 375.8/シ 新時代の大学入試国語記述式問題への対応 : 10の問題例とその解説 / 幸田国広編著 教育出版 2019.8

38 376.1/Q Q&Aで学ぶ保育・教育実習 : 保育の専門性キャリアを目指して / 太田節子編集 ; 保育教育研究グループ著 サンウェイ出版 2019.5

39 376.1/ホ 保育者の資質・能力を育む保育所・施設・幼稚園実習指導 / 槇英子 [ほか] 編著 福村出版 2019.7

40 376.11/カマ 保育的発達論のはじまり : 個人を尊重しつつ、「つながり」を育むいとなみへ / 川田学著 ひとなる書房 2019.8

41 376.11/ニ 乳幼児の発達と保育 : 食べる・眠る・遊ぶ・繋がる / 秋田喜代美監修 朝倉書店 2019.8

42 376.157/タア かんたんたのしい手あそびいっぱい!! / 多志賀明著 ; 総合体育研究所著 アイ企画 2019.8

43 378/スタ 心理学でわかる発達障害「グレーゾーン」の子の保育 / 杉山崇著 誠信書房 2019.7

44 383.8/オ おにぎりの文化史 : おにぎりはじめて物語 : 見るだけで楽しめる! / 横浜市歴史博物館監修 河出書房新社 2019.4

45 383.9/オカ 男と女の台所 / 大平一枝文・写真 平凡社 2017.2

■400 自然科学

46 405/タミ 150年前の科学誌『NATURE』には何が書かれていたのか / 瀧澤美奈子著 ベレ出版 2019.7

47 410.4/トユ 日常にひそむうつくしい数学 / 冨島佑允著 朝日新聞出版 2019.7

48 417/ウア 数式なしでわかるデータサイエンス : ビッグデータ時代に必要なデータリテラシー / Annalyn Ng, Kenneth Soo共著 オーム社 2019.7

49 467.5/イキ もうすぐいなくなります : 絶滅の生物学 / 池田清彦著 新潮社 2019.7

50 467.5/タチ 若い読者のための『種の起源』 : 入門生物学 / チャールズ・ダーウィン著 ; レベッカ・ステフォフ編著 あすなろ書房 2019.5

51 493.9/ア アレルギーっ子のごはんとおやつ : 卵なし牛乳なし小麦粉なしでも、家族でいっしょの工夫がいっぱい / 伊藤浩明監修 主婦の友社 2019.8

52 498.55/キ/20 基礎からしっかり学ぼう!管理栄養士国家試験の要点 / 栄養セントラル学院編著 2020年版 中央法規出版 2005.8-

53 498.55/ス 図解眠れなくなるほど面白い栄養素の話 / 牧野直子監修 日本文芸社 2019.8



54 498.58/タ 食べ物の栄養便利帳 : 毎日の健康効果が変わる! / ホームライフ取材班編 青春出版社 2019.8

55 498.59/カ かむ・飲み込むが難しい人のごはん : 決定版 / 藤谷順子監修 講談社 2019.7

56 498.59/タ 食べることへの支援 : 住み慣れた地域で自立した生活を送るために : 食介護実践論 / 田中弥生 ほか 編著 第一出版 2019.7

57 498/サエ 救急車が来なくなる日 : 医療崩壊と再生への道 / 笹井恵里子著 NHK出版 2019.8

■500 技術・工学・工業

58 501.6/ロリ エネルギー400年史 : 薪から石炭、石油、原子力、再生可能エネルギーまで / リチャード・ローズ著 草思社 2019.7

59 518.1/ニ 日本の水道をどうする!? : 民営化か公共の再生か / 内田聖子編著 コモンズ 2019.8

60 527.1/ホヤ 住まいの基本を考える / 堀部安嗣著 新潮社 2019.4

61 589.2/タコ アパレルは死んだのか / たかぎこういち著 総合法令出版 2019.7

62 589.2/ヨイ おしゃれ嫌い : 私たちがユニクロを選ぶ本当の理由 / 米澤泉著 幻冬舎 2019.7

63 596.21/ツ 漬物・佃煮・なめ味噌 / 日本調理科学会企画・編集 農山漁村文化協会 2019.9

64 596.22/タ 台北ナビが教えてくれる本当においしい台湾 / 台北ナビ[著] ; 矢巻美穂[著] 辰巳出版 2018.10

65 596.7/ツ 空色のクリームソーダRecipe / tsunekawa著 ワニブックス 2019.8

■600 産業

66 601.1/マリ 道の駅の経済学 : 地域社会の振興と経済活性化 / 松尾隆策, 山口三十四著 勁草書房 2019.8

67 673.9/タカ 大坊珈琲店のマニュアル / 大坊勝次著 誠文堂新光社 2019.5

68 674/コミ アマゾンで学んだ!伝え方はストーリーが9割 / 小西みさを著 宝島社 2019.8

69 675/S SNSマーケティングのやさしい教科書。 / グローバルリンクジャパン著 エムディエヌコーポレーション 2019.7

70 675/コフ コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント / フィリップ・コトラー, ケビン・レーン・ケラー著 丸善出版 2014.4

71 689.5/シク なぜテーマパークでは朝から風船を売っているのか? : テーマパークで学ぶビジネスの教科書 / 清水群著 ザ・ブック 2019.7

■700 芸術・美術

72 709/ナシ 世界遺産 : 理想と現実のはざまで / 中村俊介著 岩波書店 2019.8

73 780.1/ス スポーツ医学検定公式テキスト : スポーツを愛するすべての人に / 日本スポーツ医学検定機構著 東洋館出版社 2017.1

74 791.5/チ 茶道具のかたづけ方の基本 / 入江宗敬監修 淡交社 2019.8

■800 言語

75 815/サト 文節の文法 / 定延利之著 大修館書店 2019.8

76 816.6/ミミ ネット時代の手紙学 / 宮田穣著 北樹出版 2019.7

■900 文学

77 901.3/ツヤ 短篇小説講義 / 筒井康隆著 岩波書店 2019.8

78 911.3/カユ 季語を知る / 片山由美子著 KADOKAWA 2019.6



79 913.6/イコ クジラアタマの王様 / 伊坂幸太郎著 NHK出版 2019.7

80 913.6/タオ 誰も知らぬ : 太宰治女性小説セレクション / 太宰治著 ; 井原あや編 春陽堂書店 2019.7

81 916/ナ なんにもなかった : 戦中・戦後の暮しの記録 拾遺集戦後編 暮しの手帖社 2019.7

82 950.2/ホ 星の王子さまとサン=テグジュペリ : 空と人を愛した作家のすべて 河出書房新社 2013.4

83 953.7/サタ 新釈!「星の王子さま」27の秘密 : サン=テグジュペリからのメッセージ / 佐々木隆著 サイゾー 2017.1

■文庫本

84 B159/テチ 習慣の力 / チャールズ・デュヒッグ著 ; 渡会圭子訳 早川書房 2019.7

85 B289.1/オミ 津田梅子 / 大庭みな子著 朝日新聞出版 2019.7

86 B378.8/ヒナ 自閉症の僕が跳びはねる理由 / 東田直樹 [著] 2 KADOKAWA 2016.6

87 B493.7/ハホ やめられない : ギャンブル地獄からの生還 / 帚木蓬生著 集英社 2019.8

88 B645.6/ニク 犬たちの江戸時代 / 仁科邦男著 草思社 2019.8

89 B913.6/ユユ 慈雨 / 柚月裕子著 集英社 2019.4

■絵本

90 E/レヒ てん / ピーター・レイノルズ作 ; 谷川俊太郎訳 あすなろ書房 2004.1

91 E/レヒ こころのおと / ピーター・レイノルズぶん・え ; なかがわちひろやく 主婦の友社 2016.6

92 E/レヒ ぼくはここにいる / ピーター・レイノルズ作 ; さかきたもつ訳 小峰書店 2013.6

■参考資料

93 R010.5/ト/19 図書館年鑑 / 日本図書館協会図書館年鑑編集委員会編 2019 日本図書館協会 1982.5-

94 R350.9/セ/20 世界国勢図会 / 矢野恒太記念会編 2019/20年版 国勢社 1985-

95 R376.1/ホ/19 保育白書 / 全国保育団体合同研究集会実行委員会編集 2019年版 草土文化 1976-

■郷土資料

96 T683/ウ 海の懸け橋 : 昆布ロードと越中 / 北日本新聞社編集局編 北日本新聞社 2007.6

■DVD

97 778/ク 空海 KU-KAI : レンタル専用 KADOKAWA 2018

98 778/シ 15時17分、パリ行き : レンタル専用 ワーナー・ブラザースホームエンターテイメント c2018

99 778/ニ 日日是好日 : レンタル専用 ハピネット 2018

100 778/ホ ボヘミアン・ラプソディ : レンタル専用 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン c2018


