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分野 書名 叢書名等 著者名 出版社名

論文作法
探究に役立つ!学校司書と学ぶレポート・論文作
成ガイド

なるには
BOOKS

東京都立高等学校学校司書会ラーニング
スキルガイドプロジェクトチーム∥編著

ぺりかん社

人工知能-法令
-日本

AIの時代と法 岩波新書 新赤版 小塚／荘一郎∥著 岩波書店

読書会 読書会入門　人が本で交わる場所 幻冬舎新書 山本／多津也∥著 幻冬舎

百科事典 現代用語の基礎知識 2020 ことばをみかたに 自由国民社

新聞
朝日新聞縮刷版2019　令和元年10月号　№
1180

朝日新聞社∥編 朝日新聞社

人生訓 東大No.1頭脳が教える頭を鍛える5つの習慣 水上／颯∥著 三笠書房

中国-歴史 中華の成立　唐代までシリーズ中国の歴史 岩波新書 新赤版 渡辺／信一郎∥著 岩波書店

時事評論 文藝春秋オピニオン2020年の論点100 文春ムック 文藝春秋

憲法-日本 図解による憲法のしくみ 神田／将∥著 自由国民社

昔話 昔話法廷　Season4
ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制
作班∥編

金の星社

公海 グロティウスの自由海論 伊藤／不二男∥著 有斐閣

寄贈 経済学 こんなに使える経済学　肥満から出世まで ちくま新書 大竹／文雄∥著 筑摩書房

日本-経済-歴
史-平成時代

日本経済30年史　バブルからアベノミクスまで 岩波新書 新赤版 山家／悠紀夫∥著 岩波書店

統計
世界国勢図会 2019/20 世界がわかるデータ
ブック

矢野恒太記念会∥編集 矢野恒太記念会

パーソナル・コ
ミュニケーション

自分のことは話すな　仕事と人間関係を劇的に
よくする技術

幻冬舎新書 吉原／珠央∥著 幻冬舎

性
大人になる前に知る性のこと　他人を尊重し、
自分を大切にする

なるには
BOOKS

加納／尚美∥編著 ぺりかん社

子育て支援-日
本

「孤独な育児」のない社会へ　未来を拓く保育 岩波新書 新赤版 榊原／智子∥著 岩波書店

教育
AIに負けない子どもを育てる　21st Century
Children

新井／紀子∥著 東洋経済新報社

発達障害 発達障害　思春期からのライフスキル
岩波ジュニア新
書

平岩／幹男∥著 岩波書店

伝説-北陸地方 日本の伝説北陸 藤沢／衛彦∥著 河出書房新社

科学
JSEC junior　進化する交通システム vol.4(2019)
未来の科学技術を考える入試にも役立つ教材

今解き教室サイ
エンス

朝日新聞社

科学
JSEC junior　これからの宇宙開発 vol.3(2019) 未
来の科学技術を考える入試にも役立つ教材

今解き教室サイ
エンス

朝日新聞社

科学-便覧 理科年表第93冊(令和2年) 国立天文台∥編 丸善出版

鳥
鳥肉以上、鳥学未満。　HUMAN CHICKEN
INTERFACE

川上／和人∥著 岩波書店

医療-日本
医療白書　次世代医療の実現に向けた挑戦 創薬の技
術革新が切り拓くヘルスケアの未来 2019年度版

ヘルスケア総合政策研究所∥企
画・制作

日本医療企画

公衆衛生-日本
図説国民衛生の動向　特集健康寿命の延伸とた
ばこ対策 2019/2020

厚生労働統計協会∥編集 厚生労働統計協会

寄贈
庭園-日本 造
園

日本の庭園：造景の技とこころ 中公新書 進士／五十八∥著 中央公論新社

放送法-日本 放送の自由　その公共性を問う 岩波新書 新赤版 川端／和治∥著 岩波書店

仏像-日本-歴
史

仏像と日本人　宗教と美の近現代 中公新書 碧海／寿広∥著 中央公論新社

音楽(西洋)-楽
曲解説

1日1曲365日のクラシック
1冊でわかるポケッ
ト教養シリーズ

近藤／憲一∥著 ヤマハミュージックエンタテインメン
トホールディングス出版部

音楽(西洋)-歴
史

革命と戦争のクラシック音楽史 NHK出版新書 片山／杜秀∥著 NHK出版

武満/徹 武満徹　世界に橋をかけた音楽家
日本の音楽家を
知るシリーズ

小野／光子∥著 ヤマハミュージックエンタテインメン
トホールディングス

音楽(西洋)-歴
史

ベートーヴェンを聴けば世界史がわかる 文春新書 片山／杜秀∥著 文藝春秋

ポピュラー音楽-
アメリカ合衆国-
歴史

アメリカ音楽史　ミンストレル・ショウ、ブ
ルースからヒップホップまで

講談社選書メチ
エ

大和田／俊之∥著 講談社

ラップ(音楽) 文化系のためのヒップホップ入門
いりぐちアルテ
ス

長谷川／町蔵∥著
アルテスパブリッシン
グ

講談師 講談師・浪曲師になるには
なるには
BOOKS

小泉／博明∥著 ぺりかん社

新着図書紹介 １２月号



日本詩歌 大岡信『折々のうた』選　俳句1 岩波新書 新赤版 大岡／信∥〔著〕 岩波書店

俳句 俳句を楽しむ
岩波ジュニア新
書

佐藤／郁良∥著 岩波書店

俳諧-俳論・俳
話

日曜俳句入門 岩波新書 新赤版 吉竹／純∥著 岩波書店

日本の小説 もののふの国 天野／純希∥著 中央公論新社

日本の小説 コイコワレ 乾／ルカ∥著 中央公論新社

日本の小説 ウナノハテノガタ 大森兄弟∥著 中央公論新社

日本の小説 試着室で思い出したら、本気の恋だと思う。 幻冬舎文庫 尾形／真理子∥〔著〕 幻冬舎

日本の小説
白銀(しろがね)の墟 玄(くろ)の月 第3巻十二国
記

新潮文庫 小野／不由美∥著 新潮社

日本の小説
白銀(しろがね)の墟 玄(くろ)の月 第4巻十二国
記

新潮文庫 小野／不由美∥著 新潮社

日本の小説 某 川上／弘美∥著 幻冬舎

日本の小説 月人壮士 澤田／瞳子∥著 中央公論新社

日本の小説 赤頭巾ちゃん気をつけて 新潮文庫 庄司／薫∥著 新潮社

日本の小説 てんげんつう 畠中／恵∥著 新潮社

日本の小説 さよならの儀式　8 Science Fiction Stories 宮部／みゆき∥著 河出書房新社

日本の小説 生命式 村田／沙耶香∥著 河出書房新社

日本の小説 カザアナ 森／絵都∥著 朝日新聞出版

日本の小説 蒼色の大地 薬丸／岳∥著 中央公論新社

日本の小説 天使も怪物も眠る夜 吉田／篤弘∥著 中央公論新社

寄贈 手記
失語症・右半身不随・高次脳機能障害との闘い
脳卒中の方の気持ちが、よくわかる本。

吉村／正夫∥著 風媒社

寄贈 手記
手記　こっちにおいで　可能性を信じて!!　失語
症・右半身不随・高次脳機能障害との闘い

吉村／正夫∥著 風媒社

郷土 新聞 福井新聞縮刷版2019　令和元年10月号 福井新聞社∥編 福井新聞社

寄贈･郷土 土木工学
昭和・平成福井県歴史年表　社会資本整備を中心とし
た　付明治・大正編　歴史をポケットに！

児玉／忠∥編著 福井県建設技術公社

寄贈･郷土
永平寺 (福井県永平寺町)
景観保全--福井県 進士五十八の風景美学 進士／五十八∥著 マルモ出版


