
請求記号 書名 著者名 出版者

014.6/70/ 図書館資料の保存と修理　　（ＪＬＡ　Ｂｏｏｋｌｅｔ） 眞野節雄／著 日本図書館協会

014.9/169/ 地域資料とデジタルアーカイブ　　（多摩デポブックレット） 保坂一房／著
共同保存図書館・
多摩

019/379/N23 本屋大賞　２０２３ 本の雑誌編集部／編 本の雑誌社（発売）

022/268/ 小出版レーベルのブックデザインコレクション 西山萌／編 ［グラフィック社］

023/823/A
昭和の出版が歩んだ道　　（本の未来を考える＝出版メディア
パル）

能勢仁／共著 出版メディアパル

023/953/2 近代出版研究　第２号（２０２３） 近代出版研究所

070.2/380/ 「マスゴミ」って言うな！ 斎藤貴男／著 新日本出版社

070.2/381/ 偽情報と独裁者 マリア・レッサ／著 河出書房新社

121.8/63/ 水戸学事始 松崎哲之／著 ミネルヴァ書房

131.4/23/ アリストテレスの哲学　　（岩波新書　新赤版） 中畑正志／著 岩波書店

134.2/107/ カントと自己実現 渋谷治美／著 花伝社

143/235/ 「発達」を問う 浜田寿美男／著 ミネルヴァ書房

147/567/ 魔術師列伝 澤井繁男／著 平凡社（制作）

149/550/ 日常臨床で使える認知行動療法ハンドブック 工藤喬／編集 中外医学社

181/221/ なぜ仏教は多様化するのか 平岡聡／著 大法輪閣

188.5/298/ 空海と密教　　（読みなおす日本史） 頼富本宏／著 吉川弘文館

188.73/89/ 死と生の仏教哲学　　（角川選書） 立川武蔵／著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
（発売）

198.2/283/ 殉教の日本 小俣ラポー日登美／著 名古屋大学出版会

204/296/ 世界史３６６日事典 アンドレア・ミルズ／［ほか］著 創元社

209/272/10 岩波講座世界歴史　１０ 荒川正晴／編集委員 岩波書店

210.3/1255/ 卑弥呼とヤマト王権　　（中公選書） 寺沢薫／著 中央公論新社

210.47/171/A 戦国大名　　（平凡社ライブラリー） 黒田基樹／著 平凡社（制作）

210.69/118/ チェコスロヴァキア軍団と日本 長與進／編著 教育評論社

210.75/783/ ワクチン開発と戦争犯罪 倉沢愛子／著 岩波書店

213/1093/ 「軍都」を生きる 清水亮／著 岩波書店

216/794/ 飛鳥の古代寺院 清水昭博／著 萌書房（発売）

222.04/164/ 『漢書』の新研究　　（汲古叢書） 小林春樹／著 汲古書院

238/256/ 汎計画学　ソヴィエト・ロシア篇 八束はじめ／著 ［東京大学出版会］

289.1/ｱﾖ/ 足利義満　　（角川選書） 森茂暁／著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
（発売）

289.1/ﾄｲ/ 徳川家康と今川氏真　　（朝日選書） 黒田基樹／著 朝日新聞出版

289.1/ﾅﾀ/ 長尾為景　　（シリーズ・中世関東武士の研究） 黒田基樹／編著 戎光祥出版

289.1/ﾏﾄ/ 牧野富太郎　　（別冊太陽 日本のこころ） 平凡社（制作）

289.3/ｸｼ/ クレマンソー ミシェル・ヴィノック／著 作品社

289.3/ﾋｱ/ アードルフ・ヒトラー ハンス＝ウルリヒ・ターマー／著 ［法政大学出版局］

289.3/ﾌﾏ/ マーガレット・フラー 上野和子／著 金星堂

290.9/300/2-
17-N23-24

地球の歩き方　Ｂ１７ 地球の歩き方編集室／編集 地球の歩き方

290.9/300/4-
38-N23-24

地球の歩き方　Ｄ３８ 地球の歩き方編集室／編集 地球の歩き方

291.3/348/ 地球の歩き方　Ｊ０７ 地球の歩き方編集室／編集 地球の歩き方

302.22/542/ 中国百科 日本中国友好協会／編 めこん（発売）

302.25/139/ インドの正体　　（中公新書ラクレ） 伊藤融／著 中央公論新社

302.29/41/ ロシア極東ウラジオストック 澤田軍治郎／著 金壽堂出版

311.1/178/ 「政治の話」とデモクラシー 横山智哉／著 有斐閣

312.1/1101/ 官邸官僚が本音で語る権力の使い方　　（新潮新書） 兼原信克／著 新潮社（発売）

312.1/1102/ 自民党政権の内政と外交 小宮京／編著 ミネルヴァ書房

317/231/ 行政は誰のためにあるのか　　（シリーズ政治の現在） 真山達志／著
日本経済評論社
（発売）

319/560/ 新自由主義の呪縛と深層暴力 松下冽／編著 ミネルヴァ書房

富山県立図書館　新着図書リスト（一般書・開架）
２０２３年５月２６日受入分
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請求記号 書名 著者名 出版者

319.3/233/ 欧州戦争としてのウクライナ侵攻　　（新潮選書） 鶴岡路人／著 新潮社（発売）

319.8/867/ 紛争地の歩き方　　（ちくま新書） 上杉勇司／著 筑摩書房（発売）

320/85/ 我が身を守る法律知識　　（講談社現代新書） 瀬木比呂志／著 講談社

323/146/6 辻村みよ子著作集　第６巻 辻村みよ子／著 信山社

323/153/ 主権者を疑う　　（ちくま新書） 駒村圭吾／著 筑摩書房（発売）

323.4/530/1 基本憲法　１ 木下智史／著 ［日本評論社］

324/176/A １８歳からはじめる民法　　（Ｆｒｏｍ　１８） 潮見佳男／編 法律文化社

329.7/200/ 出入国管理の社会史 李英美／著 明石書店

331.3/434/ マルクスの経済理論 宮田惟史／著 岩波書店

334.4/748/ 日本軍政下ジャワの華僑社会 津田浩司／著 風響社

334.4/749/ 外国につながる若者とつくる多文化共生の未来 徳永智子／編著 明石書店

334.4/750/
ミクロヒストリーから読む越境の動態　　（アジア環太平洋研究
叢書）

王柳蘭／編 国際書院

334.5/87/ 華僑・華人を知るための５２章　　（エリア・スタディーズ） 山下清海／著 明石書店

335/1354/ 経営とは何か
ハーバード・ビジネス・レビュー編
集部／編

ダイヤモンド社

335/1355/ スタートアップ 伊藤紀行／著 技術評論社

335/1356/ ＳＤＧｓアイデア大全 竹内謙礼／著 技術評論社

335/1357/ デジタル×生命知がもたらす未来経営 松田雄馬／著
日本能率協会マネ
ジメントセンター

335.7/193/N21 独立行政法人・特殊法人総覧　令和３年度版
行政管理研究セン
ター

335.91/632/N2
3

ＤＸ白書　２０２３ 情報処理推進機構／企画・著 情報処理推進機構

335.92/105/ パラドックス思考 舘野泰一／著 ダイヤモンド社

335.94/918/ 世界の一流は「雑談」で何を話しているのか
ピョートル・フェリクス・グジバチ／
著

クロスメディア・パブ
リッシング

335.94/919/ 日本の会社のための人事の経済学 鶴光太郎／著
日経ＢＰ日本経済
新聞出版

335.95/303/ おかたいデザイン 平本久美子／著 翔泳社（発売）

338.4/64/ 日本銀行　我が国に迫る危機　　（講談社現代新書） 河村小百合／著 講談社

338.9/561/ メイク・バンカブル！ 黒木亮／著 ［集英社］

349/12/N22 地方財政要覧　令和４年１２月 地方財務協会

361/343/A 国際社会学 宮島喬／編 有斐閣

361/425/ 基礎からわかる社会学研究法 松木洋人／編著 ミネルヴァ書房

363/424/ 市民運動の本領 三村翰弘／著 同時代社

363.8/47/ アナーキズム 森政稔／著 作品社

364.6/16/N23 労働保険の手引　令和５年度版 労働新聞社／著 労働新聞社

366/441/ ゴースト・ワーク メアリー・Ｌ．グレイ／著 晶文社

366.3/591/ 男性育休の社会学 中里英樹／著 さいはて社

367.2/1099/5 イスラーム・ジェンダー・スタディーズ　５ 長沢栄治／監修 明石書店

367.2/1099/6 イスラーム・ジェンダー・スタディーズ　６ 長沢栄治／監修 明石書店

367.2/1184/ 妾と愛人のフェミニズム 石島亜由美／著 青弓社

367.7/105/ 韓国・基地村の米軍「慰安婦」　　（世界人権問題叢書） 金貞子／証言 明石書店

369.1/1139/ 貧困は自己責任か　　（フィギュール彩） 高沢幸男／著 彩流社

369.26/1049/ おひとりさまの逆襲 上野千鶴子／著 ビジネス社

369.3/1507/ 硫黄島に眠る戦没者 栗原俊雄／著 岩波書店

369.4/1388/ ルポゲーム条例 山下洋平／著 河出書房新社

377/649/ よくわかる大学生のための研究スキル
ノートルダム清心女子大学人間
生活学科／編

大学教育出版（発
売）

383.1/331/ 江戸の衣装と暮らし解剖図鑑 菊地ひと美／著 エクスナレッジ

383.1/332/ イラストと史料で見る中国の服飾史入門 劉永華／著 マール社

383.8/1035/ 幻の麵料理 魚柄仁之助／著 青弓社

383.8/1036/ 大胆推理！ケンミン食のなぜ 阿古真理／著 亜紀書房

391/523/ 鉄のカーテンをこじあけろ ジョン・ポンフレット／著 朝日新聞出版

392.2/77/ 金正恩の核兵器　　（ちくま新書） 井上智太郎／著 筑摩書房（発売）

402.3/52/ 世界はシンプルなほど正しい ジョンジョー・マクファデン／著 光文社（発売）
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410.4/224/ こころを旅する数学 ダヴィッド・ベシス／著 晶文社

414/268/ ＜ダイアグラム＞の不思議　　（アルケミスト双書） アダム・テットロウ／著 創元社

448.9/187/ 切手で読み解く地図の世界 西海隆夫／著 えにし書房

449/162/ 明治改暦のゆくえ 下村育世／著 ぺりかん社

457/318/ ティラノサウルス解体新書 小林快次／著 講談社

457/319/ 化石図鑑　　（自然科学ハンドブック） デヴィッド・Ｊ．ウォード／著 創元社

459/130/ 宝石図鑑　　（自然科学ハンドブック） キャリー・ホール／著 創元社

481.5/122/ クジラの歌を聴け 田島木綿子／著 山と溪谷社

488/533/ クマタカ生態図鑑 若尾親／著 平凡社（制作）

488/534/ 人類を熱狂させた鳥たち ティム・バークヘッド／著 築地書館（発売）

491.5/156/A ビジュアル「毒」図鑑２５０種 齋藤勝裕／著 秀和システム

498/541/2 最期まで家で笑って生きたいあなたへ 小笠原文雄／著 小学館

498.1/1447/ コ・プロダクションの理論と実践 斉藤弥生／編 ［大阪大学出版会］

498.6/410/N22
-2

定点観測新型コロナウイルスと私たちの社会　２０２２年後半
（論創ノンフィクション）

森達也／編著 ［論創社］

498.6/486/ 知の統合は可能か 瀬名秀明／ほか著 時事通信出版局

498.7/44/B 母子保健マニュアル 五十嵐隆／編集 南山堂

499.1/278/ 薬害とはなにか 本郷正武／編著 ミネルヴァ書房

502.2/97/ 「満洲国」以後 松本俊郎／編 名古屋大学出版会

504/300/ 最先端の研究者に聞く日本一わかりやすい２０５０の未来技術 中村尚樹／著 プレジデント社

510.2/58/ 日本の近代化遺産 正垣孝晴／著 技報堂出版

519.8/1231/ 戦後空間史　　（筑摩選書） 戦後空間研究会／編 筑摩書房（発売）

520.4/299/3 建築用語図鑑　アジア篇 杉本龍彦／共著 ［オーム社（発売）］

520.8/68/2 田中淡著作集　２ 田中淡／著 中央公論美術出版

536/112/ 鉄道趣味の基礎知識　車両編 結解学／著 天夢人

538.7/57/ 軍用機メカ開発物語 野原茂／著 潮書房光人新社

538.9/382/ ワンルームから宇宙をのぞく 久保勇貴／［著］ 太田出版

542/203/ 日本の電機産業はなぜ凋落したのか　　（集英社新書） 桂幹／著 ［集英社］

547/2337/A Ｉｎｓｔａｇｒａｍ完全マニュアル 八木重和／著 秀和システム

547/2401/ スマホでＹｏｕＴｕｂｅにハマるを科学する 佐々木裕一／著
日経ＢＰ日本経済
新聞出版

547/2402/ ゼロからはじめるＷｅｂデザイナー 黒卓陽／著 日経ＢＰ

547/2403/ ハッキングＡＰＩ Ｃｏｒｅｙ　Ｂａｌｌ／著 オライリー・ジャパン

549.1/111/ アナログ電子回路 前多正／著 森北出版（発売）

549.9/3212/D ＩＣＴ活用で学ぶアカデミック・スキル
富山大学情報処理部会情報処
理テキストワーキンググループ／
著

富山大学出版会

549.9/3520/ ソフトウェアテストのセオリー 小川秀人／共著 リックテレコム

565/150/ チタンの基礎と応用 新家光雄／編著 内田老鶴圃

570.9/86/ 化学業界の常識
重化学工業通信社・化学チーム
／編

重化学工業通信社

581/66/ 包丁・砥石の選び方使い方育て方 日本包丁研ぎ協会／監修 柴田書店

588/315/ フードビジネス最新キーワード６４ 佐野啓介／編 日経ＢＰ

588.5/575/ 麴の甘酒図鑑 藤井寛／著 主婦の友社

589/537/ 発想が広がるファッション・アパレル図鑑 能澤慧子／著 ナツメ社

590/154/ しんどくならない「ひとり暮らし」ハンドブック 華井由利奈／著 光文社（発売）

596/1962/2 栗原家のごはん 栗原心平／著 大和書房

596/2069/ 家庭料理は郷土料理から始まります。 松田美智子／著 平凡社（制作）

596/2070/ ８８歳ひとり暮らしの元気をつくる台所 多良美智子／著 すばる舎

596/2071/ レモンの料理とお菓子　　（料理とお菓子） こてらみや／著 山と溪谷社

596/299/N23 調理師読本　２０２３年版 日本栄養士会／編 第一出版

673/1609/
最新小売業界の動向とカラクリがよーくわかる本　　（図解入門
業界研究 Ｈｏｗ‐ｎｕａｌ）

平木恭一／著 秀和システム

681/555/
よくわかる最新都市交通の基本と仕組み　　（図解入門 Ｈｏｗ‐
ｎｕａｌ Ｖｉｓｕａｌ　Ｇｕｉｄｅ　Ｂｏｏｋ）

秋山芳弘／監修 秀和システム

688/632/ 被災した楽園 市野澤潤平／著 ナカニシヤ出版
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701/413/ アートの値段 オラーフ・ヴェルトハイス／著 中央公論新社

706/532/2 アート・ローの事件簿　美術品取引と権利のドラマ篇 島田真琴／著
慶應義塾大学出版
会

709/158/N23 世界遺産データ・ブック　２０２３年版　　（世界遺産シリーズ） 古田陽久／著
シンクタンクせとうち
総合研究機構

720.2/51/ 民衆画の世界 原聖／編著 三元社

723.5/514/ ゴッホのプロヴァンス便り マーティン・ベイリー／著 マール社

726/939/ 人生はチャンバラ劇 飯野和好／著
パイインターナショ
ナル（発売）

727/488/ 書体のよこがお 今市達也／著 ［グラフィック社］

736/17/ お花の消しゴムはんこ　　（コツがわかる本） 立澤あさみ／著
メイツユニバーサル
コンテンツ

775/79/ 伝統演劇の破壊者川上音二郎 岩井眞實／著 ［海鳥社］

778/364/A ヒロインは、なぜ殺されるのか 田嶋陽子／著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
（発売）

780.2/154/
スポーツの世界史　　（ミネルヴァ世界史＜翻訳＞ライブラ
リー）

デイビッド・Ｇ．マコーム／著 ミネルヴァ書房

782/286/ ランニングの処方箋 大槻文悟／著 ミネルヴァ書房

783/1521/ ボビー・バレンタイン自伝 ボビー・バレンタイン／著 東洋館出版社

783/1522/ 土壇場のメンタル 岩瀬仁紀／著 日本文芸社

791.2/180/ 益田鈍翁　　（茶人叢書） 齋藤康彦／著
［宮帯出版社（発
売）］

810.4/465/ ＮＨＫが悩む日本語 ＮＨＫ放送文化研究所／著 幻冬舎

830.1/44/ 岡倉由三郎と近代日本 平田諭治／著 風間書房

910.25/152/ 近世文学史論 鈴木健一／著 岩波書店

910.26/1762/ ＢＯＯＫＳのんべえ 木村衣有子／著 文藝春秋

910.26/1763/ 鏡花文学賞５０年 五木寛之／［著］ 北國新聞社

910.28/ｵﾐ/ 尾崎翠の詩学 山根直子／著 臨川書店

910.28/ｶﾔ/ 川端康成の話をしようじゃないか 小川洋子／著 田畑書店

910.28/ﾐﾕ/ 三島由紀夫論 平野啓一郎／著 新潮社（発売）

910.28/ﾓｼ/ 籾山仁三郎＜梓月＞伝 広瀬徹／著 幻戯書房（発売）

911.56/2224/ ハダカだから　　（ＳＷＩＴＣＨ　ＬＩＢＲＡＲＹ） 谷川俊太郎／著
スイッチ・パブリッシ
ング

911.56/2225/ 雪塚 齋藤恵美子／著 思潮社（発売）

911.6/105/1 日本の中世の秋の歌『閑吟集』を読む　上 堀越孝一／著 悠書館（発売）

911.6/105/2 日本の中世の秋の歌『閑吟集』を読む　下 堀越孝一／著 悠書館（発売）

914.6/ｲﾋ/ 疲れた心の癒し方　　（教養・文化シリーズ 人生のレシピ） 五木寛之／著
［ＮＨＫ出版（発
売）］

914.6/ｻｼ/ 日本エッセイ小史 酒井順子／著 講談社

914.6/ｻﾄ/ 天神さんが晴れなら 澤田瞳子／著 徳間書店

915.9/ｲﾀ/ 聴こえない母に訊きにいく 五十嵐大／著 柏書房

918.6/707/A 三田文学名作選 三田文学編集部／編集 三田文学会

929.1/152/ チベット女性詩集　　（現代アジアの女性作家秀作シリーズ） 海老原志穂／編訳 段々社

930.2/361/
「アーサー王物語」に憑かれた人々　　（慶應義塾大学教養研
究センター選書）

不破有理／著
慶應義塾大学教養
研究センター

930.29/212/ 父と息子の物語 広瀬佳司／編著 彩流社

935.9/631/ アントンが飛ばした鳩 バーナード・ゴットフリード／著 白水社

935.9/632/ キツネとわたし キャサリン・レイヴン／著 早川書房（発売）

942/85/ カスパー ペーター・ハントケ／著 ［論創社］

950.28/459/ はじまりのバタイユ 澤田直／編 ［法政大学出版局］

960.28/38/ ラーラ　　（叢書・ウニベルシタス） マリアーノ・ホセ・デ・ラーラ／著 ［法政大学出版局］

979/3/
千葉からほとんど出ない引きこもりの俺が、一度も海外に行っ
たことがないままルーマニア語の小説家になった話

済東鉄腸／著 左右社（発売）

F/ｵﾋ/ コメンテーター 奥田英朗／著 文藝春秋

F/ｶﾖ/ 焼け野の雉 梶よう子／著 朝日新聞出版

F/ｶﾘ/ 極楽征夷大将軍 垣根涼介／著 文藝春秋

F/ｺｾ/ 敵前の森で 古処誠二／著 双葉社

F/ｻｷ/ 華ざかりの三重奏 坂井希久子／著 双葉社
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請求記号 書名 著者名 出版者

F/ｼｿ/ ローズマリーのあまき香り　　（［御手洗潔シリーズ］） 島田荘司／著 講談社

F/ﾀﾘ/ 厳島 武内涼／著 新潮社（発売）

F/ﾄﾘ/ うつけ者　２ 東郷隆／著 早川書房（発売）

F/ﾊﾒ/ 忍びの副業　上 畠中恵／著 講談社

F/ﾊﾒ/ 忍びの副業　下 畠中恵／著 講談社

F/ﾏｺ/ 口訳古事記 町田康／著 講談社

F/ﾐﾏ/ 光と陰の紫式部 三田誠広／著 作品社

F/ﾐﾐ/ 成瀬は天下を取りにいく 宮島未奈／著 新潮社（発売）

F/ﾓﾐ/ わたしのいけない世界 森美樹／著 祥伝社

F/ﾕﾊ/ 時計泥棒と悪人たち 夕木春央／著 講談社

F/ﾕﾐ/ アブソルート・コールド 結城充考／著 早川書房（発売）

F29/464/ 光の護衛 チョヘジン／著 彩流社

F3/3991/ マナートの娘たち　　（海外文学セレクション） ディーマ・アルザヤット／著 東京創元社

F3/3995/ 最後の語り部 ドナ・バーバ・ヒグエラ／著 東京創元社

F49/134/ ある犬の飼い主の一日　　（ＣＲＥＳＴ　ＢＯＯＫＳ） サンダー・コラールト／著 新潮社（発売）

F5/1052/1 あなたを想う花　上 ヴァレリー・ペラン／著 早川書房（発売）

F5/1052/2 あなたを想う花　下 ヴァレリー・ペラン／著 早川書房（発売）

H67/26/N22 朝日俳壇　２０２２ 長谷川櫂／選 朝日新聞出版

H68/993/ 渾沌 星野高士／著 深夜叢書社

W67/45/N22 朝日歌壇　２０２２ 馬場あき子／選 朝日新聞出版

W68/1183/ サーベルと燕 小池光／著 砂子屋書房

T290.9/215/N2
4 ｱ

るるぶ立山黒部アルペンルート　’２４　　（るるぶ情報版 中部） ＪＴＢパブリッシング

T290.9/285/N2
4 ｱ

富山　立山・黒部　’２４　　（まっぷるマガジン 北陸） 昭文社

T369/1181/ ｱ 福来の挑戦 大橋謙策／監修 中央法規出版

県人文庫/ｱﾀ 家族と生きるハッピーアドバイス 明橋大二／著 ［１万年堂出版］

県人文庫/ｻﾕ ルールの科学 佐藤裕／著 青弓社
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