
請求記号 資料ID 書                      名 著者名 出版者 所在

007.3/Y92/2
021 000130837

炎上する社会 : 企業広報、SNS公式アカウント運営者が知っておき
たいネットリンチの構造

吉野ヒロ子
著 弘文堂 2階西側

007.35/G17/
2021 000130838

GAFA next stage (ガーファ ネクスト ステージ) : 四騎士+Xの次なる
支配戦略

スコット・ギャ
ロウェイ著/
渡会圭子訳

東洋経済新
報社 2階西側

015.2/F76/2
021 000130821 100万回死んだねこ : 覚え違いタイトル集

福井県立図
書館編著 講談社 2階西側

024.06/I97/2
021 000130822

一万円選書 : 北国の小さな本屋が起こした奇跡の物語 (ポプラ新
書:217) 岩田徹著 ポプラ社 2階西側

024.8/B99/2
021 000130873 ブックセラーズ・ダイアリー : スコットランド最大の古書店の一年

ショーン・バ
イセル著/矢
倉尚子訳

白水社 2階西側

049.1/F96/2
021 000130839 大人も知らない?ふしぎ現象事典

「ふしぎ現
象」研究会編
/ヨシタケシ

マイクロマガ
ジン社 2階西側

141.5/U36/2
020 000130840 思考力改善ドリル : 批判的思考から科学的思考へ 植原亮著 勁草書房 2階西側

146.1/KI74/
2021 000130841 ハブられても生き残るための深層心理学

きたやまおさ
む著 岩波書店 2階西側

159/TO62/2
021 000130865 相談する勇気 : お悩みは精神科医Tomyにおまかせ!

精神科医
Tomy著 飛鳥新社 2階西側

159.79/N37/
2021 000130875 不安と折り合いをつけてうまいこと老いる生き方

中村恒子, 奥
田弘美著 すばる舎 2階西側

159.79/W12/
2021 000130825

70歳が老化の分かれ道 : 若さを持続する人、一気に衰える人の違
い (詩想社新書:35) 和田秀樹著 詩想社 2階西側

209/KI68/20
18 000130845 教養のグローバル・ヒストリー : 大人のための世界史入門 北村厚著

ミネルヴァ書
房 2階西側

209.7/KI68/
2021 000130846 20世紀のグローバル・ヒストリー : 大人のための現代史入門 北村厚著

ミネルヴァ書
房 2階西側

289.2/KI41/
2021 000130847 北に渡った言語学者 : 金壽卿1918-2000 板垣竜太著 人文書院 2階西側

314.87/C62/
2021 000130849 ばらまき : 河井夫妻大規模買収事件全記録

中国新聞「決
別金権政治」
取材班著

集英社 2階西側

316.8/A64/2
021 000130850

帝国のヴェール : 人種・ジェンダー・ポストコロニアリズムから解く世
界

荒木和華子, 
福本圭介編
著

明石書店 2階西側

316.822/O11
/2011 000130902 私の西域、君の東トルキスタン

王力雄著/馬
場裕之訳

集広舎/中国
書店 (発売) 2階西側

317.7/F93/2
021 000130851

事件でなければ動けません : 困った警察官のトリセツ (幻冬舎新
書:632, ふ-17-3)

古野まほろ
著 幻冬舎 2階西側

319.02/N38/
2021 000130844 覇権からみた世界史の教訓 (PHP文庫:な38-5) 中西輝政著 PHP研究所 2階東側

319.22/TA83
/2021 000130901 中国「国恥地図」の謎を解く (新潮新書:927) 譚璐美著 新潮社 2階西側

323.151/TA4
4/2021 000130848 「女性天皇」の成立 (幻冬舎新書:631, た-8-3) 高森明勅著 幻冬舎 2階西側

326.3/H95/2
021/2022 000130908 詐欺事犯者の実態と処遇 (犯罪白書:令和3年版)

法務省法務
総合研究所
編

日経印刷 1階西側参考

332.06/MU4
3/2021 000130823 サステナブル資本主義 : 5%の「考える消費」が社会を変える 村上誠典著 祥伝社 2階西側

335/SA62/2
021 000130874

森のような経営 : 社員が驚くほど自由で生き生きする。「心理的安
全性」に溢れた組織づくり

山藤賢, 山田
博著

ワニ・プラス/
ワニブックス 
(発売)

2階西側

336.3/A56/2
021 000130852

リーダーのための心理的安全性ガイドブック : 本当に強いチームを
作るためにリーダーはどうすべきか 青島未佳著 労務行政 2階西側

361.45/TA87
/2021 000130853 コミュニケーション場のメカニズムデザイン

谷口忠大, 石
川竜一郎編
著/中川智皓 

慶應義塾大
学出版会 2階西側

    新 着 情 報 2022年 3月23日

　【0--】　総　記

　【1--】　哲　学　

　【2--】　歴　史　

　【３--】　社会科学



364.4/O11/2
022 000131064

介護報酬パーフェクトガイド : 算定・請求の全知識とケアプラン別算
定事例 2022-23年版

医学通信社
編集部編 医学通信社 2階西側

366.94/SA85
/2022 000130854 ビジネスは顔が9割 : 武器としての相貌心理学 (祥伝社新書:648)

佐藤ブゾン
貴子 [著] 祥伝社 2階西側

367.21/I27/2
021 000130810

ルポコロナ禍で追いつめられる女性たち : 深まる孤立と貧困 (光文
社新書:1155) 飯島裕子著 光文社 2階西側

367.21/N37/
2021 000130855 パパ活女子 (幻冬舎新書:637, [な-12-4]) 中村淳彦著 幻冬舎 2階西側

367.3/KU61/
2021 000130814 DVはなおせる! : 加害者・被害者は変われる

栗原加代美
著 さくら舎 2階西側

367.3/KU74/
2021 000130815 シングルマザー、その後 (集英社新書:ノンフィクション:1095N)

黒川祥子著

集英社 2階西側

367.61/N43/
2021 000130868

ヤングでは終わらないヤングケアラー : きょうだいヤングケアラー
のライフステージと葛藤

仲田海人, 木
村諭志編著

クリエイツか
もがわ 2階西側

367.75/A62/
2022 000130896 社会的孤立死する高齢者たち : 誰もが陥る可能性を避けるために

新井康友 
[ほか] 共著

日本機関紙
出版センター 2階西側

367.75/F84/
2021 000130881 ぼくは独り暮らしの老人の家に弁当を運ぶ

福島あつし
著 青幻舎 2階西側

368.2/MA59
/2021 000130867 女性ホームレスとして生きる : 貧困と排除の社会学 増補新装版 丸山里美著 世界思想社 2階西側

369.17/H53/
3・4/2022 000130885

限界!になる前に予防 心と体のモヤモヤ&疲れ (別冊家庭画報. へ
るぱる : 訪問介護に役立つ! 研修資料に使える!:2018  3・4月号)

世界文化ラ
イフケア/世
界文化社(発 2階西側大型

369.2/I97/20
21 000130869 生活保護解体論 : セーフティネットを編みなおす 岩田正美著 岩波書店 2階西側

369.26/A38/
2021 000130907 からだからケアがわかる本 : しくみ・変化・ケアのポイント

秋山昌江, 白
井孝子著

中央法規出
版 2階西側

369.26/KI63
/2021 000130894 マンガ介護する人・される人のきもちがわかる本

北川なつマ
ンガ・著

朝日新聞出
版 2階西側

369.26/MO5
2/2021 000130886

脳トレで機能向上ホワイトボードレク : スキマ時間に!少人数でもで
きる! (レクリエブックス)

森木勇一郎
監修

世界文化ラ
イフケア/世
界文化社 2階西側大型

369.26/R25/
1・2/2022 000130883

認知症の人と一緒にできるレク : お正月・節分制作 (別冊家庭画
報. レクリエ : 高齢者介護をサポートするレクリエーション情報
誌:2022  1・2月号)

世界文化ラ
イフケア/世
界文化社 2階西側大型

369.26/R25/
3・4/2022 000130884

ゲームレクで下肢を強く!桜&端午の節句の壁面 (別冊家庭画報. レ
クリエ : 高齢者介護をサポートするレクリエーション情報誌:2022  
3・4月号)

世界文化ラ
イフケア/世
界文化社(発 2階西側大型

369.26/SA25
/2021 000130888

しゃべらなくても楽しい!シニアの運動不足解消&ストレス発散体操
50 斎藤道雄著 黎明書房 2階西側

369.26/SA25
/2021 000130889

しゃべらなくても楽しい!要介護のシニアも一緒にできる超やさしい
ケア体操50 斎藤道雄著 黎明書房 2階西側

369.26/SA25
/2022 000130890

しゃべらなくても楽しい!シニアに超やさしい筋トレ・脳トレ・ストレッチ
体操50 斎藤道雄著 黎明書房 2階西側

369.26/TA84
/2021 000130877

施設に入らず「自宅」を終の住処にする方法 : 最期まで暮らせる安
心老後住宅のつくり方 (詩想社新書:36) 田中聡著 詩想社 2階西側

369.26/Y24/
2021 000130906

認知症ケアの達人をめざす : 予兆に気づきBPSDを予防して効果を
見える化しよう

山口晴保, 伊
東美緒, 藤生
大我著

協同医書出
版社 2階西側

369.261/Y15
/2022 000130893

高齢親への言葉がけシーン別実例53 : もう、会話するのもたいへ
ん!

柳本文貴監
修 つちや書店 2階西側

369.263/KA5
3/2022 000130887 ともに生きることば : 高齢者向けホームのケアと場づくりのヒント

金子智紀著/
井庭崇著 丸善出版 2階西側

369.263/KO
39/2021 000130895 間違いだらけの老人ホーム選び 小嶋勝利著

プレジデント
社 2階西側

369.263/KO
59/2021 000130891

利用者が元気になるデイサービス : 申し込みの絶えない施設経営
者だから知っている 香丸俊幸著

合同フォレス
ト/合同出版 
(発売)

2階西側

369.263/KO
79/2021 000130878 入居を考える!納得して選ぶ! 高齢者ホーム 2022 (週刊朝日MOOK)

朝日新聞出
版 2階西側大型

369.4/J48/2
022/2021 000130909 子ども家庭福祉六法 令和4年版

中央法規出
版 1階西側参考

369.43/N51/
2021 000130816 児童養護施設で暮らすということ : 子どもたちと紡ぐ物語 楢原真也著 日本評論社 2階西側

369.7/I19/20
21 000130876 壁を壊すケア : 「気にかけあう街」をつくる

井手英策編
岩波書店 2階西側

376.121/O81
/2021 000130817

ルポ森のようちえん : SDGs時代の子育てスタイル (集英社新書:ノ
ンフィクション:1086N)

おおたとしま
さ著 集英社 2階西側

388/KA97/2
021 000130856 ドラゴンは爬虫類 : 骨格と進化から読みとく伝説動物の図鑑 川崎悟司著 大和書房 2階西側

389.08/O17/
2021 000130857

自給自足の生態学 : ボサビの人びとのオートポイエーシス (生態人
類学は挑む:Monograph4) 小谷真吾著

京都大学学
術出版会 2階西側

　【4--】　自然科学



402.8/W68/2
021 000130861

世界を変えた10人の女性科学者 : 彼女たちは何を考え、信じ、実
行したか

キャサリン・
ホイットロッ
ク, ロードリ・

化学同人 2階東側

440/MA39/2
021 000130863

6つの物語でたどるビッグバンから地球外生命まで : 現代天文学の
到達点を語る

マシュー・マ
ルカン, ベン
ジャミン・ザッ

日本評論社 2階東側

443.9/G82/2
021 000130862 時間の終わりまで : 物質、生命、心と進化する宇宙

ブライアン・
グリーン著/
青木薫訳

講談社 2階東側

472.19/D22/
1/2020 000130903 九州の稀少植物探訪 1 大工園認著 南方新社 2階東側参考

472.19/D22/
2/2020 000130904 九州の稀少植物探訪 2 大工園認著 南方新社 2階東側参考

488.21/KA22
/2019 000130905 見つけて楽しむ身近な野鳥の観察ガイド

梶ケ谷博編
著/西教生, 
野村亮, 山内

緑書房 2階東側参考

491.3/Y31/2
021 000130864 すばらしい人体 : あなたの体をめぐる知的冒険 山本健人著

ダイヤモンド
社 2階東側

493.758/O88
/2021 000130892

認知症の人の心を知り、「語り出し」を支える : 本当の想いを聴い
て、かかわりを変えていくために 大塚智丈著

中央法規出
版 2階東側

493.758/SU9
6/2021 000130879

認知症の介護・看護に役立つハンドセラピー : 背中・手・足にやさし
く触れるだけ! 改訂版

鈴木みずえ
監修 池田書店 2階東側

493.76/TA49
/2021 000130870

発達障害のある人の「ものの見方・考え方」 : 「コミュニケーション」
「感情の理解」「勉強」「仕事」に役立つヒント

高岡佑壮著/
安川ユキ子
イラスト

ミネルヴァ書
房 2階東側

493.938/MO
45/2019 000130818

子どもと親のためのワクチン読本 : 知っておきたい予防接種 最新
改訂版 母里啓子著 双葉社 2階東側

498/I85/202
2 000130880 他者と生きる : リスク・病い・死をめぐる人類学 (集英社新書:1098I) 磯野真穂著 集英社 2階東側

498.7/N37/2
021 000130819 海をわたった母子手帳 : かけがえのない命をまもるパスポート 中村安秀著 旬報社 2階東側

499.09/TA84
/2021 000130866

モデルナはなぜ3日でワクチンをつくれたのか (インターナショナル
新書:089) 田中道昭著

集英社イン
ターナショナ
ル/集英社 

2階東側

519/Y92/20
21 000130811

はじめて学ぶ環境倫理 : 未来のために「しくみ」を問う (ちくまプリ
マー新書:391) 吉永明弘著 筑摩書房 2階東側

590/H44/20
21 000130812 サステイナブルに暮らしたい : 地球とつながる自由な生き方

服部雄一郎, 
服部麻子著

KTC中央出
版 2階東側

596.65/SU96
/2021 000130813 世界のおやつ : おうちで作れるレシピ100 鈴木文著

パイインター
ナショナル 2階東側

602.17/MA7
3/2021 000130809

過疎再生 : 奇跡を起こすまちづくり : 人口400人の石見銀山に若者
たちが移住する理由 松場登美著 小学館 2階東側

612.1/N93/2
022 000130858 「やりがい搾取」の農業論 (新潮新書:935) 野口憲一著 新潮社 2階東側

654.8/SA85/
2021 000130859 アーバン・ベア : となりのヒグマと向き合う 佐藤喜和著

東京大学出
版会 2階東側

673.78/TS32
/2021 000130824

ホワイトフランチャイズ : ワークマンのノルマ・残業なしでも年収
1000万円以上稼がせる仕組み 土屋哲雄著 KADOKAWA 2階東側

689.5/KA71/
2022 000130860

ディズニーキャストざわざわ日記 : "夢の国"にも××××ご指示
のとおり掃除します 笠原一郎著

三五館シン
シャ/フォレ
スト出版 (発

2階東側

721.9/W46/2
022 000130754

渡辺省亭 : 花鳥画の絢爛 (けんらん) (別冊太陽. 日本のここ
ろ:296)

山下裕二, 古
田亮 [監修・
執筆]

平凡社 2階東側大型

723/SA85/2
021 000130842

東京藝大で教わる西洋美術の見かた : 基礎から身につく「大人の
教養」

佐藤直樹著

世界文化社 2階東側

761.4/MA51
/2022 000130871 音楽心理学ことはじめ : 音楽とこころの科学

エリザベス・
ヘルムス・
マーギュリス 福村出版 2階東側

913.6/TS44/
2021 000130843 闇祓 辻村深月著 KADOKAWA 2階東側

914.6/SO44
/2021 000130882 九十歳 : わたしの暮らしかた 曽野綾子著 興陽館 2階東側

914.6/TO42
/2021 000130826 百歳以前 (文春新書:1332)

徳岡孝夫, 土
井荘平著 文藝春秋 2階東側

943.6/G86/2
021 000130797 グリムドイツ伝説集

グリム兄弟
編著/吉田孝
夫訳

八坂書房 2階東側

973/MU88/1
/2021 000130798 小説ムッソリーニ : 世紀の落とし子 上

アントニオ・
スクラーティ
著/栗原俊秀

河出書房新
社 2階東側

　【5--】　技　術

　【6--】　産　業

　【7--】　芸　術

　【9--】　文　学



973/MU88/2
/2021 000130799 小説ムッソリーニ : 世紀の落とし子 下

アントニオ・
スクラーティ
著/栗原俊秀

河出書房新
社 2階東側

PIC/289.3/W
77/2020 000130729

わたしたちの家が火事です : 地球を救おうとよびかけるグレタ・
トゥーンベリ

ジャネット・
ウィンター
文・絵/福本

鈴木出版 2階東側絵本

PIC/319.8/T
A88/2019 000130776 へいわとせんそう

たにかわしゅ
んたろう文
/Noritake絵

ブロンズ新
社 2階東側絵本

PIC/365/SU
19/2019 000130727 じゅんびはいいかい? : 名もなきこざるとエシカルな冒険

末吉里花文/
中川学絵 山川出版社 2階東側絵本

PIC/388.3/M
A25/2018 000130833

にげだしたかたやきパン : イギリスの昔話より (キンダーむかしむ
かしライブラリー)

間所ひさこ文
/太田大八絵

フレーベル
館 2階東側絵本

PIC/410.7/M
A14/2010 000130760

王さまライオンのケーキ : はんぶんのはんぶんばいのばいのおは
なし

マシュー・マ
ケリゴット作・
絵/野口絵美

徳間書店 2階東側絵本

PIC/414/F6
3/2017 000130418 すっぱりめがね

藤村賢志作
教育画劇 2階東側絵本

PIC/440/I97
/2018 000130439 うちゅうはきみのすぐそばに

いわやけい
すけぶん/み
ねおみつえ

福音館書店 2階東側絵本

PIC/451.85/
TO63/2017 000130770 ペンギンかぞくのおひっこし

刀根里衣絵・
文 小学館 2階東側絵本

PIC/487.54/
SH62/2013 000130772 じんべえざめ

新宮晋著/ア
ン・ケーリ, 広
田保子英訳

文化学園文
化出版局 2階東側絵本

PIC/489.57/
A98/2021 000130820 くまがうえにのぼったら

アヤ井アキ
コ作

ブロンズ新
社 2階東側絵本

PIC/498.022
/A24/2014 000130766 トイレをつくる未来をつくる (シリーズ自然いのちひと:15)

会田法行写
真・文

ポプラ社

2階東側絵本

PIC/498.55/
Y91/2015 000130417 おなかのこびと

よしむらあき
こ作・絵・デ
ザイン

教育画劇 2階東側絵本

PIC/519/MA
34/2000 000130722 くいしんぼうのあおむしくん (こどものとも傑作集)

槙ひろし作/
前川欣三画 福音館書店 2階東側絵本

PIC/519/MU
54/2017 000130723 空をつくる

村尾亘作・絵
小さい書房 2階東側絵本

PIC/627.6/Y
36/2022 000130759 チューリップ : きゅうこんとたね (かがくのとも:636号) 山根悦子さく 福音館書店

2階東側絵本
(月刊こども
のとも･かが

PIC/693.3/F
85/2012 000130435 モモンガのはいたつやさん

ふくざわゆみ
こ著 文溪堂 2階東側絵本

PIC/727/A6
2/2021 000130872 へんてこたいそう

新井洋行作・
絵 小峰書店

2階東側絵本

　絵　本


