
5月の新着図書

タイトル 編著者名 出版者 請求記号

文庫・新書

1 注文の多い料理小説集 (文春文庫:[ゆ-9-51]) 柚木麻子 [ほか] 著 文藝春秋 080/B89/ゆ9-51

2 地域活性マーケティング (ちくま新書:1479) 岩永洋平著 筑摩書房 080/C44/1479

3 レオナルド・ダ・ヴィンチ (ちくまプリマー新書:350. よみがえる天才:2) 池上英洋著 筑摩書房 080/C44/350

4 「さみしさ」の力 : 孤独と自立の心理学 (ちくまプリマー新書) 榎本博明著 筑摩書房 080/C44/351

5 奴隷のしつけ方 (ちくま文庫:[ふ53-1])
マルクス・シドニウス・ファル
クス著/ジェリー・トナー解説
/橘明美訳

筑摩書房 080/C44/ふ-53-1

6 感染症 : 広がり方と防ぎ方 増補版 (中公新書:1877) 井上栄著 中央公論新社 080/C64/1877

7 五・一五事件 : 海軍青年将校たちの「昭和維新」 (中公新書) 小山俊樹 中央公論新社 080/C64/2587

8
日本の航空産業 : 国産ジェット機開発の意味と進化するエアライン・
空港・管制 (中公新書)

中央公論新社 080/C64/2588

9
新種の発見 : 見つけ、名づけ、系統づける動物分類学 (中公新
書:2589)

岡西政典著 中央公論新社 080/C64/2589



10 人類と病 : 国際政治から見る感染症と健康格差 (中公新書:2590) 詫摩佳代著 中央公論新社 080/C64/2590

11 教養としてのプログラミング講座 増補版 (中公新書ラクレ:686) 清水亮著 中央公論新社 080/C64/686

12 詩と歌謡 (岩波新書:新赤版 1815. 大岡信『折々のうた』選) 蜂飼耳編 岩波書店 080/I95/1815

13 世界経済図説 第4版 (岩波新書:新赤版 1830) 宮崎勇, 田谷禎三著 岩波書店 080/I95/1830

14 5G : 次世代移動通信規格の可能性 (岩波新書:新赤版 1831) 森川博之著 岩波書店 080/I95/1831

15 「勤労青年」の教養文化史 (岩波新書:新赤版 1832) 福間良明著 岩波書店 080/I95/1832

16 博士の愛したジミな昆虫 (岩波ジュニア新書)
金子修治, 鈴木紀之, 安田
弘法編著

岩波書店 080/I95/916

17 有識者って誰? (岩波ジュニア新書) 藪野祐三著 岩波書店 080/I95/917

18 復活の日 改版 (角川文庫:21091, [こ2-14]) 小松左京 [著] KADOKAWA 080/Ka14/こ2-14

19 体育会系 : 日本を蝕む病 (光文社新書:1049) サンドラ・ヘフェリン著 光文社 080/Ko14/1049

20
ぼくが見つけたいじめを克服する方法 : 日本の空気、体質を変える
(光文社新書:1058)

岩田健太郎著 光文社 080/Ko14/1058

21
「感染症パニック」を防げ! : リスク・コミュニケーション入門 (光文社新
書:725)

岩田健太郎著 光文社 080/Ko14/725

22 国富論 : 国民の富の性質と原因に関する研究 下 (講談社学術文庫)
アダム・スミス [著] ; 高哲男
訳

講談社 080/Ko19/2563



23 イマジネール : 想像力の現象学的心理学 (講談社学術文庫)
ジャン=ポール・サルトル
[著] ; 澤田直, 水野浩二訳

講談社 080/Ko19/2568

24 横濱エトランゼ (講談社文庫) 大崎梢[著] 講談社 080/Ko19/お130-1

25 刑事の怒り (講談社文庫) 薬丸岳[著] 講談社 080/Ko19/や61-11

26 春期限定いちごタルト事件 (創元推理文庫) 米澤穂信著 東京創元社 080/So27/Mよ1-1

27 秋期限定栗きんとん事件 上 (創元推理文庫) 米澤穂信 [著] 東京創元社 080/So27/Mよ1-5

28 秋期限定栗きんとん事件 下 (創元推理文庫) 米澤穂信 [著] 東京創元社 080/So27/Mよ1-6

一般書

1
大学1年生からの社会を見る眼のつくり方 (シリーズ大学生の学びを
つくる)

大学初年次教育研究会著 大月書店 002/D16

2
人生が面白くなる学びのわざ (NHK出版学びのきほん) (教養・文化シ
リーズ)

齋藤孝著 NHK出版 002.7/Sa25

3 NETWALKER : 危険がいっぱい!情報化社会を歩く。 2020

Psybernics福井県警察サイ
バー犯罪ボランティア[著] ;
岸俊行編著 ; 安彦智史編著
; 西畑敏秀編著

三恵社 007.3/N66

4 20歳(ハタチ)の読書論 : 図書館長からのメッセージ 和田渡著 晃洋書房 019/W12

5 パルプ・ノンフィクション : 出版社つぶれるかもしれない日記 三島邦弘著 河出書房新社 023.1/Mi53

6 手のひら : 問いからはじまる 1 本の雑誌編集部編 本の雑誌社 041/Te37



7
ゲームの王国 上 (ハヤカワ文庫:8447, 8448. ハヤカワ文庫
JA:JA1405, JA1406)

小川哲著 早川書房 080/H46/JA1405

8
ゲームの王国 下 (ハヤカワ文庫:8447, 8448. ハヤカワ文庫
JA:JA1405, JA1406)

小川哲著 早川書房 080/H46/JA1406

9 中世ヨーロッパの文化 (叢書・ウニベルシタス)
ハラルド・クラインシュミット
[著] ; 藤原保明訳

法政大学出版局 080/So84/1112

10
偶発事の存在論 : 破壊的可塑性についての試論 (叢書・ウニベルシ
タス)

カトリーヌ・マラブー著 ; 鈴木
智之訳

法政大学出版局 080/So84/1116

11
人間を究める (スタディサプリ三賢人の学問探究ノート : 今を生きる
学問の最前線読本)

松尾豊[著] ; 長谷川眞理子
[著] ; 廣野由美子[著] ; スタ
ディサプリ進路編

ポプラ社 114.04/N76

12 いま死の意味とは
トニー・ウォルター著/堀江宗
正訳

岩波書店 114.2/W37

13 「若者」をやめて、「大人」を始める : 「成熟困難時代」をどう生きるか? 熊代亨著 イースト・プレス 159/Ku35

14 香道の文化史 (歴史文化ライブラリー) 本間洋子著 吉川弘文館 210.08/R25/499

15 首都改造 : 東京の再開発と都市政治 (歴史文化ライブラリー) 源川真希著 吉川弘文館 210.08/R25/500

16 徳禪寺文書 1 (大日本古文書. 家わけ:第17/大徳寺文書:別集) 東京大學史料編纂所編纂
東京大学史料編纂所/東
京大学出版会 (発売)

210.088/D25/17-1

17 東大寺文書 24 (大日本古文書. 家わけ:第18)
東京帝國大學文學部史料
編纂所編

東京帝國大學文學部史
料編纂所

210.088/D25/18-24

18 掃除道具 (ものと人間の文化史:184) 小泉和子, 渡辺由美子著 法政大学出版局 210.1/Mo25/184

19
簡易生活のすすめ : 明治にストレスフリーな最高の生き方があった!
(朝日新書:750)

山下泰平著 朝日新聞出版 210.6/Y44



20 花の高原トレッキング : 東京が新しい! 第44巻6号 (旅の手帖) 交通新聞社 291/Ta12/2020

21 ブラタモリ 17 NHK「ブラタモリ」制作班監修 KADOKAWA 291.09/B91/17

22 ブラタモリ 18 NHK「ブラタモリ」制作班監修 KADOKAWA 291.09/B91/18

23 謎解き日本列島 : 全国各地の地理・歴史文化のナゾに迫る! 宇田川勝司著 ベレ出版 302.1/U26

24 ルポつながりの経済を創る : スペイン発「もうひとつの世界」への道 工藤律子著 岩波書店 302.36/Ku17

25 日本再生の基軸 : 平成の晩鐘と令和の本質的課題 寺島実郎著 岩波書店 304/Te63

26 事例から学ぶ若者の地域参画成功の決め手 松下啓一著 第一法規 318/Ma88

27
地方議会の審議過程 : テキスト分析による定量化の試み (関西大学
法学研究所研究叢書:第63冊)

地方議会研究班著/名取良
太 [ほか執筆]

関西大学法学研究所 318.4/C43

28 ライフステージと法 第8版 (有斐閣アルマ)
副田隆重著/浜村彰著/棚
村政行著/武田万里子著

有斐閣 320/R12

29
担保法制と資金調達 2 (関西大学法学研究所研究叢書:第57冊, 第
62冊)

法と企業行動研究班著/多
治川卓朗 [ほか執筆]

関西大学法学研究所 324.3/Ta89

30
証拠の収集と保管 2 (関西大学法学研究所研究叢書:第59冊, 第61
冊)

証拠の収集と保管研究班著
/[山名京子ほか執筆]

関西大学法学研究所 327.62/Sh96

31 経済学を味わう : 東大1、2年生に大人気の授業 市村英彦 [ほか] 編 日本評論社 331/Ke29

32
データで見る行動経済学 : 全世界大規模調査で見えてきた「ナッジ
(nudges) の真実」

キャス・サンスティーン, ルチ
ア・ライシュ著/遠藤真美訳

日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

331/Su74



33 義理と人情の経済学 山村英司著 東洋経済新報社 331/Y32

34 日本経済の再構築 小黒一正著 日本経済新聞出版社 332.107/O26

35 関西・大阪の社会経済問題の歴史と現状 (研究双書:第171冊)
関西・大阪の社会経済問題
の歴史と現状研究班 [編]

関西大学経済・政治研究
所

332.16/Ka59

36 近代関西経済の発展とアジア (研究双書:第170冊)
アジアにおける近代大阪の
発展研究班 [編]

関西大学経済・政治研究
所

332.16/Ki42

37
アフリカの経済発展と環境保全 : 南部アフリカ開発共同体(SADC)の
環境と技術移転をめぐる綜合的研究 2 (研究双書:第166, 169冊)

アフリカ経済・環境研究班
[編]

関西大学経済・政治研究
所

332.4/A18

38
ストーリーで学ぶ開発経済学 : 途上国の暮らしを考える (有斐閣ス
トゥディア)

黒崎卓, 栗田匡相著 有斐閣 333.8/Ku76

39 社員も会社も輝く!関西の優良企業50社 2020年版
日刊工業新聞特別取材班
編

日刊工業新聞社 335.216/Sh11

40 経営戦略4.0図鑑 田中道昭著 SBクリエイティブ 336.1/Ta84

41 職場の現象学 : 「共に働くこと」の意味を問い直す 露木恵美子著/山口一郎著 白桃書房 336.4/Ts96

42 公正価値会計情報の有用性 (神戸学院大学経営学会研究叢書:第6) 宮本幸平著 森山書店 336.9/Mi77

43 いろいろあるコミュニケーションの社会学 Ver.2.0 (2.0版) 有田亘, 松井広志編著 北樹出版 361.45/I66

44 ロスジェネのすべて : 格差、貧困、「戦争論」
雨宮処凛編著/倉橋耕平
[ほか著]

あけび書房 361.64/R72

45
大阪における都市的経験の諸相 : 貧困、福祉、文化、レイシズム (調
査と資料:第119号)

関西・大阪の社会経済問題
の歴史と現状研究班 [編]

関西大学経済・政治研究
所

361.78/O73



46
閉ざされた扉をこじ開ける : 排除と貧困に抗うソーシャルアクション
(朝日新書:754)

稲葉剛著 朝日新聞出版 361.8/I51

47 介護保険が危ない! (岩波ブックレット:No. 1024) 上野千鶴子, 樋口恵子編 岩波書店 364.4/Ka21

48 上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください! 上野千鶴子, 田房永子著 大和書房 367.2/U45

49
ひきこもりのライフプラン : 「親亡き後」をどうするか 新版 (岩波ブック
レット:No. 1023)

斎藤環, 畠中雅子著 岩波書店 367.68/Sa25

50 教育のワールドクラス : 21世紀の学校システムをつくる

アンドレアス・シュライヒャー
著/経済協力開発機構
(OECD)編/ベネッセコーポ
レーション企画・制作/小村
俊平 [ほか] 訳

明石書店 373.1/Sc4

51
大学と地域 : 持続可能な暮らしに向けた大学の新たな姿 (シリーズ・
21世紀の地域:7)

井尻昭夫 [ほか] 編 ナカニシヤ出版 377.1/D16

52 大学生のストレスマネジメント : 自助の力と援助の力
齋藤憲司, 石垣琢麿, 高野
明著

有斐閣 377.9/D16

53
大学生のキャリアデザイントレーニング : キャリア理論/自己理解/社
会人基礎力

稲本恵子編著 ; 北村伊都子
[ほか著]

晃洋書房 377.9/D16

54 将来キャリアを左右するキャリア権時代のファーストキャリアデザイン 加賀博著
日本生産性本部生産性
労働情報センター

377.9/Ka16

55 アイヌをもっと知る図鑑 : 歴史を知り、未来へつなぐ (別冊太陽) 平凡社 382.11/A25

56 アイヌと神々の物語 : 炉端で聞いたウウェペケレ (ヤマケイ文庫) 萱野茂著 山と溪谷社 388.11/Ka98

57 カラスは飼えるか 松原始著 新潮社 488.99/Ma73



58 スマホ依存から脳を守る (朝日新書:751) 中山秀紀著 朝日新聞出版 493.74/N45

59 整形した女は幸せになっているのか (星海社新書:65) 北条かや著 星海社/講談社 (発売) 494.79/H81

60
なぜホスピタルアートを導入したのか : 「ホスピタルアートのある街・
堺」耳原総合病院・奥村伸二院長講演録 (調査と資料:第118号)

奥村伸二 [述]/亀井克之編
関西大学経済・政治研究
所

498.16/N59

61 インフラ整備70年 : 戦後の代表的な100プロジェクト 2
戦後インフラ整備事業研究
会編

建設コンサルタンツ協会 510.9/I54

62 宅地の防災学 : 都市と斜面の近現代 (学術選書) 釜井俊孝著 京都大学学術出版会 518.87/Ka31

63
脱プラスチックへの挑戦 : 持続可能な地球と世界ビジネスの潮流
(SDGs時代の環境問題最前線)

堅達京子+NHK BS1スペシャ
ル取材班著

山と溪谷社 519/G34

64 英国貴族、領地を野生に戻す : 野生動物の復活と自然の大遷移
イザベラ・トゥリー著/三木直
子訳

築地書館 519.833/Tr3

65
脱!SNSのトラブル : LINEフェイスブックツイッターやって良いこと悪い
こと 増補版

佐藤佳弘編著 武蔵野大学出版会 547.48/D44

66
家庭科の基本 : できますか?教えられますか? : いまさら聞けない…
生活のワザ、満載! 改訂版

流田直監修 ; 田中京子執筆
; 亀井佑子執筆 ; 勝田映子
執筆

学研教育みらい/学研プ
ラス(発売)

590/Ka85

67 東京と美術。 (別冊太陽) 別冊太陽編集部編 平凡社 706.9/To46

68 北斎になりすました女 : 葛飾応為伝 檀乃歩也著 講談社 721.8/D35

69 スヌーピー1950〜1952 (完全版ピーナッツ全集:1)
チャールズ・M.シュルツ著/
谷川俊太郎訳

河出書房新社 726.1/Sc8/1

70 スヌーピー1957〜1958 (完全版ピーナッツ全集:4)
チャールズ・M.シュルツ著/
谷川俊太郎訳

河出書房新社 726.1/Sc8/4



71 大学1年生の君が、はじめてレポートを書くまで。 川崎昌平著 ミネルヴァ書房 816.5/Ka97

72 社会を生き抜く伝える力A to Z : 心・言葉・声11のレッスン
荒木晶子監修/新木睦子[ほ
か]著

実教出版 817.8/Sh12

73
英語とつきあうための50の問い : 英語を学ぶ・教える前に知っておき
たいこと

田中富士美, 野沢恵美子編
著

明石書店 830/E37

74 変身物語 2 (西洋古典叢書)
オウィディウス [著]/高橋宏
幸訳

京都大学学術出版会 908/Se19

75
司馬遼太郎と昭和 : 発掘インタビュー「軍隊、悪の魅力、私の小説」
(週刊朝日MOOK)

朝日新聞出版 910.268/Sh15

76 俳句は入門できる (朝日新書:742) 長嶋有著 朝日新聞出版 911.307/N22

77 イマジン? 有川ひろ著 幻冬舎 913.6/A71

78 発注いただきました! 朝井リョウ著 集英社 913.6/A83

79 クスノキの番人 東野圭吾著 実業之日本社 913.6/H55

80 木になった亜沙 今村夏子著 文藝春秋 913.6/I44

81 逆ソクラテス 伊坂幸太郎著 集英社 913.6/I68

82 わたしの美しい庭 凪良ゆう著 ポプラ社 913.6/N26

83 希望のゆくえ 寺地はるな著 新潮社 913.6/Te42



84 社会とことば (井上ひさし発掘エッセイ・セレクション) 井上ひさし著 岩波書店 914.6/I57

85 私の考え (新潮新書:856) 三浦瑠麗著 新潮社 914.6/Mi67

86 さだの辞書 さだまさし 著 岩波書店 914.6/Sa13

87 僕が手にいれた発達障害という止まり木 柳家花緑著 幻冬舎 914.6/Y53

88 源氏物語 上 (日本文学全集:04-06) [紫式部著]/角田光代訳 河出書房新社 918/N77/4

89 源氏物語 中 (日本文学全集:04-06) [紫式部著]/角田光代訳 河出書房新社 918/N77/5

90 源氏物語 下 (日本文学全集:04-06) [紫式部著]/角田光代訳 河出書房新社 918/N77/6

91 フィフティ・ピープル (となりの国のものがたり:01)
チョン・セラン著/斎藤真理子
訳

亜紀書房 929.13/C53

92 ザリガニの鳴くところ
ディーリア・オーエンズ著/友
廣純訳

早川書房 933.7/O93


