
請求記号 書名 著者名 出版者

016/911/ 帝国図書館　　（中公新書） 長尾宗典／著 中央公論新社

017/554/
ハイテク企業のトップは、なぜ、わが子からスマホを遠ざけるの
か

渡辺鋭氣／著 評論社（発売）

019.5/436/ ランプシェード 松岡享子／著
東京子ども図書館
（発売）

069/455/8
ミュージアム・ライブラリとミュージアム・アーカイブズ　　（博物
館情報学シリーズ）

水谷長志／編著 樹村房（発売）

111/64/1 リアリティ＋　上 デイヴィッド・Ｊ．チャーマーズ／著
［ＮＨＫ出版（発
売）］

111/64/2 リアリティ＋　下 デイヴィッド・Ｊ．チャーマーズ／著
［ＮＨＫ出版（発
売）］

122/155/ 始皇帝の愛読書 鶴間和幸／著 山川出版社（発売）

159.7/98/ 考える。動く。自由になる。 工藤勇一／著 実務教育出版

160.8/28/1 シリーズ宗教学再考　１ 島薗進／編集委員 国書刊行会

161/124/ なぜ「救い」を求めるのか　　（宗教のきほん） 島薗進／著
［ＮＨＫ出版（発
売）］

161.3/70/ 宗教組織の人類学 藏本龍介／編 法藏館

170.2/65/ 神道の近代　　（アジア遊学） 勉誠社

186/167/ 悟りと葬式　　（筑摩選書） 大竹晋／著 筑摩書房（発売）

188.8/141/ 坐らぬ禅 ひろさちや／著 佼成出版社（発売）

209.5/73/ 海のグローバル・サーキュレーション 田中きく代／編著
関西学院大学出版
会

210.02/502/162
朱に魅せられた弥生人　若杉山辰砂採掘遺跡　　（シリーズ
「遺跡を学ぶ」）

西本和哉／著 新泉社

210.02/594/ 古文書の科学 渋谷綾子／編著 文学通信

210.3/950/28 古田武彦・古代史コレクション　２８ 古田武彦／著 ミネルヴァ書房

210.37/24/16 現代語訳小右記　１６ ［藤原実資／記］ 吉川弘文館

212/370/1 東北史講義　古代・中世篇　　（ちくま新書） 東北大学日本史研究室／編 筑摩書房（発売）

212/370/2 東北史講義　近世・近現代篇　　（ちくま新書） 東北大学日本史研究室／編 筑摩書房（発売）

219.9/41/B 観光コースでない沖縄　　（もっと深い旅をしよう） 新崎盛暉／著 高文研

222.07/265/1 写真で比べる中国大都市の近現代　１ 創元社

222.07/265/2 写真で比べる中国大都市の近現代　２ 創元社

228/308/ ダマスクス　　（都市の物語） ロス・バーンズ／著 中央公論美術出版

228/309/ アレッポ　　（都市の物語） ロス・バーンズ／著 中央公論美術出版

232/130/ 軍と兵士のローマ帝国　　（岩波新書　新赤版） 井上文則／著 岩波書店

238/255/ ロシアの二〇世紀 Ｍ．ホダルコフスキー／［著］ 藤原書店

281.08/53/4 佐高信評伝選　４ 佐高信／著 旬報社（発売）

282/116/11 アジア人物史　１１ 姜尚中／総監修 ［集英社］

288.3/346/ 徳川将軍家　　（家からみる江戸大名） 野口朋隆／著 吉川弘文館

289.2/ﾕﾁ/ 尹致昊日記　３　　（東洋文庫） 尹致昊／［著］ 平凡社（制作）

289.3/ｷｱ/ キルヒャーの世界図鑑 ジョスリン・ゴドウィン／著 工作舎

302.1/484/2
沖縄でも暮らす　　（論創ノンフィクション 「内地」との二拠点生
活日記）

藤井誠二／編著 ［論創社］

302.23/170/B カンボジアを知るための６０章　　（エリア・スタディーズ） 上田広美／編著 明石書店

302.28/219/1 イスラームからつなぐ　１ ［東京大学出版会］

302.34/168/ ドイツと日本の比較経済社会学 寺岡寛／著 信山社出版

302.35/84/ フランス人は生きる喜びを知っている Ｒｙｏｋｏ　Ｐａｒｉｓ　Ｇｕｉｄｅ／著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
（発売）

304/2501/ 日本の進む道 養老孟司／著 毎日新聞出版

304/2502/ 夜明け前＜が一番暗い＞ 内田樹／著 朝日新聞出版

312.8/72/ 道化師政治家の時代 クリスチャン・サルモン／著 原書房

316.8/922/ アメリカの人種主義 竹沢泰子／著 名古屋大学出版会

319.2/557/ 韓国の「反日歴史認識」はどのように生まれたか 荒木信子／著 草思社

富山県立図書館　新着図書リスト（一般書・開架）
２０２３年５月１９日受入分
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319.3/231/ 一八世紀の秘密外交史 カール・マルクス／著 白水社

319.3/232/ ウクライナ戦争をどうみるか 塩原俊彦／著 花伝社

320.4/138/C 法の世界へ　　（有斐閣アルマ Ｉｎｔｅｒｅｓｔ） 池田真朗／著 有斐閣

324.2/48/D 私道の法律問題 安藤一郎／著 三省堂

324.2/117/ よくわかる私道のトラブルＱ＆Ａ 安藤一郎／著 三省堂

326.2/214/ 負けへんで！ 山岸忍／著 文藝春秋

331/608/ 行動経済学 室岡健志／著 ［日本評論社］

331.1/315/ 社会厚生の測り方 マーク・フローベイ／著 ［日本評論社］

332/75/N22-2 世界経済の潮流　２０２２年２
内閣府政策統括官（経済財政分
析担当）／編集

［日経印刷］

332.1/403/N22 地域の経済　２０２２
内閣府政策統括官（経済財政分
析担当）／編集

［日経印刷］

333.8/52/N22 世界開発報告　２０２２ 世界銀行／編著 一灯舎

334.3/344/ サピエンス減少　　（岩波新書　新赤版） 原俊彦／著 岩波書店

335/1352/ スピンオフの経営学　　（叢書・知を究める） 吉村典久／著 ミネルヴァ書房

335/1353/ 教科書経営 中沢康彦／著 日経ＢＰ

335.7/184/N22 地方公営企業のあらまし　令和４年度 地方公営企業制度研究会／編 地方財務協会

335.9/1637/ 図解トヨタがやらない仕事、やる仕事 野地秩嘉／著 プレジデント社

335.9/1638/ 瞬時に「言語化できる人」が、うまくいく。 荒木俊哉／著 ＳＢクリエイティブ

335.91/665/ 仕事に役立つ数学　　（小学館新書） 鈴木伸介／著 小学館

335.91/666/ ＤＸ時代のデータマネジメント大全 大川真輝／著 翔泳社（発売）

335.93/223/ 新しいリーダーシップをデザインする 八重樫文／著 新曜社

335.95/302/ いちばんわかりやすいビジネス文書書き方とマナー 奈良正哉／監修 成美堂出版

338.2/493/ バブルの世界史 ウィリアム・クイン／著
日経ＢＰ日本経済
新聞出版

338.6/224/ 地銀と中小企業の運命　　（文春新書） 橋本卓典／著 文藝春秋

349.5/11/
N22-2

地方交付税制度解説　令和４年度 地方交付税制度研究会／編 地方財務協会

358/10/N23 人口の動向日本と世界　２０２３
国立社会保障・人口問題研究所
／編集

厚生労働統計協会

358.1/281/10
２１世紀成年者縦断調査　平成２４年成年者第１０回（令和３
年）　　（政府統計）

厚生労働省政策統括官（統計・
情報政策、労使関係担当）／編

厚生労働統計協会

361.4/1096/ レジリエンス-よみがえる力-　　（生存科学叢書） 清水美香／編著 ［日本評論社］

361.5/1374/ マス・エンパシーの文化史 亀田真澄／著 ［東京大学出版会］

361.5/1375/
小山田圭吾の「いじめ」はいかにつくられたか　　（集英社新
書）

片岡大右／著 ［集英社］

366/440/ 検証・コロナ期日本の働き方 樋口美雄／編
慶應義塾大学出版
会

366.3/590/ なぜ男女の賃金に格差があるのか クラウディア・ゴールディン／著
慶應義塾大学出版
会

366.4/686/ 人材獲得競争時代の戦わない採用 鈴木貴史／著
日本能率協会マネ
ジメントセンター

366.8/275/ 外国人労働者と支援システム 佐野孝治／編著 八朔社

368.2/29/ なぜ富裕層は嫌われるのか？ ライナー・ツィテルマン／著 総合教育出版

369.26/1044/ シェアダイニング 日下菜穂子／著
クリエイツかもがわ
（発売）

369.26/1045/ 認知症にやさしい健康まちづくりガイドブック 今中雄一／編著 学芸出版社

369.26/1046/ ケアシステム　　（シリーズ超高齢社会のデザイン） 飯島勝矢／編 ［東京大学出版会］

369.26/1047/ 認知症の人の心に届く、声のかけ方・接し方 高口光子／著 中央法規出版

369.26/1048/ これで安心！介護施設・事業所のＢＣＰ運用ガイド 佐々木薫／著 第一法規

369.27/616/ 「良かったこと探し」から始めるアクセシブル社会 星川安之／著 小学館

369.27/617/ 障害のある人の欠格条項ってなんだろう？Ｑ＆Ａ 臼井久実子／編著 解放出版社

369.4/1316/A 里親になりませんか 吉田菜穂子／著 日本法令

369.4/1386/ 保育士よちよち日記 大原綾希子／著 三五館シンシャ

369.4/1387/ ひとり親家庭はなぜ困窮するのか 金川めぐみ／著 法律文化社

371.4/1473/ 子どものデジタル・ウェルビーイング 齋藤長行／著 明石書店

371.4/1474/ 若者の貧困を拡大する５つのリスク 日下部元雄／著 晃洋書房（製作）
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372/88/ 世界の学校 二宮皓／編著 学事出版

372.1/576/ 日本型学校システムの政治経済学 大島隆太郎／著 有斐閣

375.1/360/N18 ＰＩＳＡ２０１８年調査評価の枠組み 経済協力開発機構／編著 明石書店

375.3/387/ 市民を育てる道徳教育 佐藤隆之／編著 勁草書房

376.4/219/ 男社会をぶっとばせ！反学校文化を生きた女子高生たち 梶原公子／著 あっぷる出版社

376.8/245/1 総合学科高校　　（なるにはＢＯＯＫＳ 高校調べ） 小杉眞紀／著 ぺりかん社

378/487/2
ＴＥＡＣＣＨプログラムに基づく自閉症・知的障害児・者のための
自立課題アイデア集　第２集

林大輔／著 中央法規出版

384.9/84/ 江戸の芸者　　（集英社新書） 赤坂治績／著 ［集英社］

389/451/1-4 生態人類学は挑む　ＳＥＳＳＩＯＮ４
［京都大学学術出
版会］

389/451/2-9 生態人類学は挑む　ＭＯＮＯＧＲＡＰＨ９
［京都大学学術出
版会］

421.2/154/ 宇宙検閲官仮説　　（ブルーバックス） 真貝寿明／著 講談社

431/315/C 元素１１８の新知識　　（ブルーバックス） 桜井弘／編著 講談社

452/459/ 東京大学の先生が教える海洋のはなし 茅根創／編著 成山堂書店

457/317/ 羽毛恐竜完全ガイド　　（ＢＩＲＤＥＲ　ＳＰＥＣＩＡＬ） ＢＩＲＤＥＲ編集部／編
文一総合出版（発
売）

468/345/ 招かれた天敵 千葉聡／［著］ みすず書房（発売）

480.8/15/8 土の塔に木が生えて　　（新・動物記） 山科千里／著
［京都大学学術出
版会］

489/680/ ヒトはどこからきたのか 伊谷原一／著 亜紀書房

491.6/701/ 遺伝子検査のモラル　　（フィギュール彩） 田口淳一／著 彩流社

493.9/678/ 図とイラストでよくわかる子どもの起立性調節障害 田中英高／著 中央法規出版

494.7/165/ 東大教授が本気で教える「股関節の痛み」解消法 田中栄／監修 中央公論新社

495/293/B 不妊治療・体外受精のすすめ 成田収／著 南山堂

498.1/1445/
集団予防接種によるＢ型肝炎感染被害の真相　　（世界人権
問題叢書）

全国Ｂ型肝炎訴訟原告団・弁護
団『集団予防接種によるＢ型肝炎
感染被害の真相』編集委員会／
編

明石書店

498.5/1469/A ＨＡＣＣＰを支える食品微生物の自主検査 戸ケ崎惠一／著 幸書房

498.6/485/ 新型コロナワクチンの光と影 大石邦彦／著 方丈社

501.2/237/ センサ技術の基礎と応用　　（計測・制御セレクションシリーズ） 次世代センサ協議会／編 コロナ社

501.6/696/ 岐路にある再生可能エネルギー 日本総合研究所／著
エネルギーフォーラ
ム

501.6/697/ 小さいエネルギーで暮らすコツ 農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会

507.2/184/F 意匠出願のてびき 創英ＩＰラボ／編 発明推進協会

509.6/1211/ ＮＡＳＡのロボット蜂　　（創元ビジュアル科学シリーズ） ロバート・ウォー／著 創元社

519.5/2211/ 公害の経験を未来につなぐ 清水万由子／編 ナカニシヤ出版

526/544/6 図説日本の城と城下町　６ 創元社

538.9/381/ あなたの超小型衛星を作ってみませんか？ 久野治義／著 ［恒星社厚生閣］

545/168/ 光のメッセージ 石井幹子／著
［ＮＨＫ出版（発
売）］

547/2400/ 決定版Ｗｅｂ３ 城田真琴／著
東洋経済新報社
（発売）

549.9/3519/ 半導体産業のすべて 菊地正典／著 ダイヤモンド社

594.2/133/ フレンチテイストが可愛い刺しゅうでお直し 藤本裕美／著 産業編集センター

595/276/ １８世紀のヘアスタイリング ローレン・ストーウェル／著 ホビージャパン

596/2065/ この１冊で安心！きれいな食べ方＆ふるまい 樋口智香子／著 ナツメ社

596/2066/ パスタ３６５ 阪下千恵／著 永岡書店

596/2067/ 時間をかけて作りたい料理 ワタナベマキ／著 Ｇａｋｋｅｎ（発売）

596.9/77/ ようびの器 眞木啓子／著 ［青幻舎］

610.5/8/68
食料安保とみどり戦略を組み込んだ基本法改正へ　　（日本農
業年報）

谷口信和／編集代表 筑波書房

612.1/242/A
最新農業の動向としくみがよーくわかる本　　（図解入門業界
研究 Ｈｏｗ‐ｎｕａｌ）

中村恵二／著 秀和システム
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613.4/42/
N21-22

ポケット肥料要覧　２０２１／２０２２ 農林統計協会／編集 ［農林統計協会］

616.2/80/A 解剖図説イネの生長 星川清親／著 農山漁村文化協会

626/259/
迷わず解決！やさい病害虫ハンドブック　　（生活実用シリー
ズ）

根本久／著
［ＮＨＫ出版（発
売）］

629/474/A 造園がわかる本 赤坂信／編 彰国社

629/705/ 園芸のジャポニスム 鈴木順二／著 平凡社（制作）

629/706/ 植栽技術論 内田均／著 建築資料研究社

645.4/25/2 羊飼いの想い ジェイムズ・リーバンクス／著 早川書房（発売）

645.4/30/ 羊と日本人 山本佳典／著 彩流社

650/22/ 地図とデータで見る森林の世界ハンドブック ジョエル・ブーリエ／著 原書房

664/407/ タラの歴史　　（「食」の図書館） エリザベス・タウンセンド／著 原書房

674.9/822/ ちんどん屋の響き 阿部万里江／著 世界思想社

683/376/ コンテナから読む世界経済 松田琢磨／著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
（発売）

686/1067/ 日本のローカル線１５０年全史 佐藤信之／著 清談社Ｐｕｂｌｉｃｏ

702.1/631/ 松竹梅の美術史 竹浪遠／編 中央公論美術出版

721/1591/ 江戸時代の女性画家 仲町啓子／編 中央公論美術出版

724.7/44/ 巨匠に学ぶ人物画の基本 内田広由紀／著
視覚デザイン研究
所

724.7/46/ 巨匠に学ぶ風景画の基本 内田広由紀／著
視覚デザイン研究
所

726/938/ 絵本のまにまに 長野ヒデ子／著 石風社

727/487/ 戦前期日本のポスター　　（シリーズ近代美術のゆくえ） 田島奈都子／著 吉川弘文館

743/200/ よくばり撮影地ガイド 阿部淳一／著 インプレス（発売）

749/294/ 杉浦康平と写植の時代 阿部卓也／著
慶應義塾大学出版
会

754.9/431/ クラフトバンドコレクションＢＯＯＫ 松田裕美／著 玄文社（発売）

763/529/ 鍵盤ハーモニカの本 南川朱生／著 春秋社

767/817/ ロータリーソング 藤川鉄馬／著 時事通信出版局

767/818/ Ｋ-ＰＯＰ現代史　　（ちくま新書） 山本浄邦／著 筑摩書房（発売）

778.2/1665/ 高倉健、最後の季節。 小田貴月／著 文藝春秋

778.2/1666/ 熊井啓　　（フィルムメーカーズ 素晴らしい映像作家シリーズ） 奥田瑛二／責任編集
［宮帯出版社（発
売）］

780.4/127/ 現代社会におけるスポーツと体育のプロモーション 清水諭／責任編集 大修館書店（発売）

783/980/N23 野球殿堂　２０２３ 野球殿堂博物館／編
［ベースボール・マ
ガジン社（発売）］

783/1520/ 部活でスキルアップ！勝つ卓球　　（コツがわかる本） 平亮太／監修
メイツユニバーサル
コンテンツ

785/299/ 勝つ理由。 平井伯昌／著
［ベースボール・マ
ガジン社（発売）］

786/963/ アウトドア六法 中島慶二／監修 山と溪谷社

786/964/ 「おかえり」と言える、その日まで 中村富士美／著 新潮社（発売）

789/113/ 道場「経営」入門 小池一也／著 ＢＡＢジャパン

790/91/ コミュニケーション力を育むレクリエーション 西村誠／編著 実生社

791/569/ 茶の湯のやきもの鑑賞入門 小田達也／著 淡交社

793/266/ 毎日、一輪。 小野木彩香／著 エクスナレッジ

810.12/29/ 上田万年再考 長田俊樹／著 ひつじ書房

813.1/138/ 三省堂国語辞典から消えたことば辞典 見坊行徳／編著 三省堂

834/94/ 英語の極意　　（インターナショナル新書） 杉田敏／著
集英社インターナ
ショナル（制作）

901/116/ 批評理論を学ぶ人のために 小倉孝誠／編 世界思想社

910.25/151/ 江戸の花道 佐谷眞木人／著
慶應義塾大学出版
会

910.26/1761/ なぞること、切り裂くこと 小平麻衣子／著 以文社

910.28/ﾂｼ/ 坪田譲治と中国文学 劉迎／著 吉備人出版（制作）

911.96/101/ だけどぼくらはくじけない 井上ひさし／著 新潮社（発売）
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912.4/108/ 中近世語り物文芸の研究 粂汐里／著 三弥井書店（発売）

914.6/ｳﾅ/ じゆうがたび 宇賀なつみ／著 幻冬舎

914.6/ｶﾐ/ 行きつ戻りつ死ぬまで思案中 垣谷美雨／著 双葉社

914.6/ﾜｴ/ 藍色の福音 若松英輔／著 講談社

915.9/ﾆｶ/ くもをさがす 西加奈子／著 河出書房新社

930.29/211/ アメリカ南部ルネサンスの小説 加藤良浩／著 松柏社

935.9/85/A 戦艦　　（シリーズ＜人間と戦争＞） マーティン・ミドルブルック／著 早川書房（発売）

950.2/126/ サロメ ベルトラン・マルシャル／著 水声社

951/222/ ボードレール詩と芸術　　（日仏会館ライブラリー） 中地義和／編 水声社

958/66/3 ジュール・ヴェルヌ＜驚異の旅＞コレクション　３ ジュール・ヴェルヌ／［著］ インスクリプト

960.28/37/ ガブリエル・ガルシア＝マルケス　ある人生 ジェラルド・マーティン／［著］ 岩波書店

989.5/29/ 少女ダダの日記　　（角川新書） ヴァンダ・プシブィルスカ／［著］
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
（発売）

989.8/3/7 火星からの来訪者　　（スタニスワフ・レム・コレクション） スタニスワフ・レム／著 国書刊行会

F/ｲｻ/ カンヴァスの恋人たち 一色さゆり／著 小学館

F/ｲﾘ/ 魔女の原罪 五十嵐律人／著 文藝春秋

F/ｲﾙ/ 花ざかりを待たず 乾ルカ／著 光文社（発売）

F/ｵｺ/ ２７０００冊ガーデン 大崎梢／著 双葉社

F/ｶﾀ/ コロナ漂流録　　（［田口・白鳥シリーズ］） 海堂尊／著 宝島社

F/ｸﾐ/ 夜空に浮かぶ欠けた月たち 窪美澄／著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
（発売）

F/ｺﾌ/ それでも旅に出るカフェ 近藤史恵／著 双葉社

F/ｻｼ/ 白蕾記 佐藤雫／著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
（発売）

F/ｼﾕ/ ペニー・レイン　　（東京バンドワゴン） 小路幸也／著 ［集英社］

F/ｽｺ/ 藩邸差配役日日控 砂原浩太朗／著 文藝春秋

F/ﾀｱ/ あたたかき日光 田中綾／著 ［北海道新聞社］

F/ﾁｱ/ 赤い月の香り 千早茜／著 ［集英社］

F/ﾂﾘ/ 香港警察東京分室 月村了衛／著 小学館

F/ﾌｳ/ 李の花は散っても 深沢潮／著 朝日新聞出版

F/ﾐﾐ/ ぼんぼん彩句 宮部みゆき／著 角川文化振興財団

F/ﾑｼ/ あえてよかった 村上しいこ／著 小学館

F/ﾔｶ/ 最後の祈り 薬丸岳／著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
（発売）

F/ﾕｱ/ オール・ノット 柚木麻子／著 講談社

F/ﾜﾋ/ 陽炎の闇　　（オッドアイ） 渡辺裕之／著 中央公論新社

F49/133/ スウェーディッシュ・ブーツ ヘニング・マンケル／著 東京創元社

T377.2/163/4 ｱ
人文知のカレイドスコープ　［２０２３］　　（富山大学人文学部叢
書）

富山大学人文学部／編 桂書房

T730/75/ ｱ 棟方志功装画本の世界 棟方志功／［作］ 桂書房

県人/ｲｼ 超メンタルコーチングＢＯＯＫ 飯山晄朗／著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
（発売）

県人/ｳﾁ 占領期女性のエンパワーメント 上村千賀子／著 藤原書店

県人/ｺﾏ 「中国」という捏造 ビル・ヘイトン／著 草思社

県人/ｼﾘ 神様の子守はじめました。　１６　　（コスミック文庫α） 霜月りつ／著 コスミック出版

県人/ﾏｸ 想いが幕を下ろすまで　　（集英社文庫） 松澤くれは／著 ［集英社］
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