
宇治市中央図書館     ℡  39-9256
宇治市東宇治図書館 　℡  39-9182
宇治市西宇治図書館 　℡  39-9226

分類 書名 著者名 出版社 刊行年

V291 ﾆ にっぽん百名山　西日本の山２ ＮＨＫエンタープライズ 2015.3
V493 ｷ 君が僕の息子について教えてくれたこと ＮＨＫエンタープライズ 2015.2
V590 ﾄ トイレにいけるよ 林原　めぐみ　声 サンリオ 〔2003.10〕

V593 ｶ かわいく楽ちん浴衣着付け キングエイトファクトリー（製作） 〔2014.5〕

V726 ﾄ とびだす絵本 堀江　美都子　歌　声 ポニーキャニオン 〔2013.4〕

V739 ﾃ 篆刻入門 遠藤　彊　出演 天来書院 〔2008.4〕

V774 ｽ 助六由縁江戸桜 市川　團十郎　出演 松竹 〔2006.12〕

V778 ｸﾞ グラディエーター リドリー・スコット　監督
ユニバーサル・ピク
チャーズ・ジャパン

〔2005.7〕

V778 ｽ 砂の器 野村　芳太郎　監督 松竹株式会社ビデオ事業室 〔2005.12〕

V778 ﾆ ニュー・シネマ・パラダイス
ジュゼッペ・トルナ
トーレ　監督　脚本 アスミック c2002

V778 ﾌ ふしぎの国のアリス ケー・アイ・コーポレーション 〔2009.12〕

V778 ﾌ ファインディング ニモ
ブエナビスタホーム
エンターテイメント

〔2004.9〕

V778 ﾎ 火垂るの墓 高畑　勲　監督　脚本
ウォルト・ディズ
ニー・スタジオ・ジャ
パン

〔2015.3〕

V780 ｳ 運脳神経のつくり方 ラウンドフラット（発行） 〔2006.4〕

V791 ｵ 織部も親しんだ茶の魅力 藪内　紹由　講師 ＮＨＫエンタープライズ 2015.4

F-ｱｵ 鎌倉うずまき案内所 青山　美智子　著 宝島社 2019.7
F-ｱｻ 落花狼藉 朝井　まかて　著 双葉社 2019.8
F-ｱｻ 飛雲のごとく あさの　あつこ　著 文藝春秋 2019.8
F-ｱｼ カインは言わなかった 芦沢　央　著 文藝春秋 2019.8

《《  小説            》》

＊図書館が８月１６日から９月１５日までに受け入れた本です。刊行年の古い本も含ま
れています。

＊お読みになりたい本が棚にない場合は予約してください。
（１人１回につき３冊まで CD、DVDは１点まで）
＊郷土資料・行政資料・参考資料は、貸出できません。
＊CDおよびDVDは、損傷の恐れがあるため、配本所ではお借りいただけません。
＊宇治市図書館のホームページ(http://library.city.uji.kyoto.jp)にも掲載していますの
で、ご利用ください

《《  DVD            》》

図書館に入った本のごあんない

２０１９年１０月号

　　
わせみん
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F-ｱﾅ あなたに謎と幸福を　（ＰＨＰ文芸文庫） 近藤　史恵　ほか著 ＰＨＰ研究所 2019.7
F-ｱﾏ 異世界でカフェを開店しました。　１３ 甘沢　林檎　著 アルファポリス 2019.8
F-ｱﾔ 森があふれる 彩瀬　まる　著 河出書房新社 2019.8
F-ｱﾝ 死紋調査　（角川文庫） 安東　能明　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.7
F-ｲｼ ２０ 石川　智健　著 講談社 2019.8
F-ｲｼ 茉莉花官吏伝　６　（ビーズログ文庫） 石田　リンネ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.5
F-ｲｼ Ｒのつく月には気をつけよう　賢者のグラス 石持　浅海　著 祥伝社 2019.8
F-ｲﾂ 電気じかけのクジラは歌う 逸木　裕　著 講談社 2019.8
F-ｲﾄ ざわめく竹の森 伊東　眞夏　著 栄光出版社 2019.8
F-ｲﾉ 盤上に死を描く　（宝島社文庫） 井上　ねこ　著 宝島社 2019.2
F-ｲﾏ 冬晴れの花嫁　（ハルキ文庫） 今村　翔吾　著 角川春樹事務所 2019.8
F-ｲﾜ 漣の王国 岩下　悠子　著 東京創元社 2019.7

F-ｳﾅ
落ちこぼれ〈☆１〉魔法使いは、今日も
無意識にチートを使う　４ 右薙　光介　著 アルファポリス 2019.7

F-ｵｳ 百舌落とし 逢坂　剛　著 集英社 2019.8
F-ｵｵ やっぱりミステリなふたり　（幻冬舎文庫） 太田　忠司　著 幻冬舎 2019.8
F-ｵｶ 忘れ形見　（祥伝社文庫） 岡本　さとる　著 祥伝社 2019.8
F-ｵｷﾞ 川っぺりムコリッタ 荻上　直子　著 講談社 2019.6
F-ｵｸ 罪の轍 奥田　英朗　著 新潮社 2019.8
F-ｵﾄ 地先 乙川　優三郎　著 徳間書店 2019.8
F-ｵﾘ 竜騎士のお気に入り　６　（一迅社文庫アイリス） 織川　あさぎ　著 一迅社 2019.7
F-ｶｼﾞ ボッティチェッリの裏庭 梶村　啓二　著 筑摩書房 2019.8
F-ｶｼ 京都下鴨なぞとき写真帖　２　（ＰＨＰ文芸文庫） 柏井　壽　著 ＰＨＰ研究所 2019.5

F-ｶｼ
カール・エビス教授のあやかし京都見
聞録　（小学館文庫）

柏井　壽　著 小学館 2019.8

F-ｶｼ 鴨川食堂まんぷく　（小学館文庫） 柏井　壽　著 小学館 2019.8
F-ｶﾀ 窓の外を見てください 片岡　義男　著 講談社 2019.7
F-ｶﾈ あばよっ！　（双葉文庫） 金子　成人　著 双葉社 2019.8
F-ｶﾜ 熱源 川越　宗一　著 文藝春秋 2019.8
F-ｶﾜ 土に贖う 河崎　秋子　著 集英社 2019.9

F-ｶﾜ 絶対ナル孤独者
ア イ ソ レ ー タ

　５　（電撃文庫） 川原　礫　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.5

F-ｶﾜ アクセル・ワールド　２４　（電撃文庫） 川原　礫　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.8
F-ｶﾝ 先をゆくもの達 神林　長平　著 早川書房 2019.8
F-ｷｳ 万波を翔る 木内　昇　著 日本経済新聞出版社 2019.8
F-ｷﾀ ヴァンパイア探偵　（小学館文庫） 喜多　喜久　著 小学館 2019.8
F-ｷﾉ 戦国十二刻　終わりのとき　（光文社文庫） 木下　昌輝　著 光文社 2019.7
F-ｷﾉ 戦国十二刻　始まりのとき　（光文社文庫） 木下　昌輝　著 光文社 2019.8
F-ｷﾖ 今昔百鬼拾遺　鬼　（講談社タイガ） 京極　夏彦　著 講談社 2019.4
F-ｸｻ 老父よ、帰れ 久坂部　羊　著 朝日新聞出版 2019.8

F-ｸｼﾞ
魔法学者はひきこもり！　完璧王子が
四六時中お傍にいます　（ビーズログ文庫）

紅城　蒼　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018.11

F-ｸｼﾞ
魔法学者はひきこもり！　完璧王子が
私の追っかけでした　（ビーズログ文庫）

紅城　蒼　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018.6

F-ｺｽ おとっつあん　（角川文庫） 小杉　健治　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.7
F-ｺｽ 虚ろ陽　（祥伝社文庫） 小杉　健治　著 祥伝社 2019.7
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F-ｺﾉ 将軍家康の女影武者 近衛　龍春　著 新潮社 2019.6
F-ｻｴ 鑓騒ぎ　（文春文庫） 佐伯　泰英　著 文藝春秋 2019.8
F-ｻｶ 鬼役　２７　（光文社文庫） 坂岡　真　著 光文社 2019.8
F-ｻｹ 酒処あやめ　（メゾン文庫） 酒処　のん平　著 一迅社 2018.11

F-ｻﾄ ナポレオン　（１，２） 佐藤　賢一　著 集英社 2019.9
F-ｻﾉ 小説アルキメデスの大戦　（講談社文庫） 佐野　晶　著 講談社 2019.6
F-ｻﾗ 勘違い魔女は討伐騎士に愛される。 更紗　著 アルファポリス 2018.9
F-ｼｲ あやかし双子のお医者さん　７　（富士見Ｌ文庫） 椎名　蓮月　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.3

F-ｼｵ お伽話のつづき、はじめました。　３
（ビーズログ文庫） 汐邑　雛　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.4

F-ｼｸﾞ キノの旅　２２　（電撃文庫） 時雨沢　恵一　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.7
F-ｼｽﾞ 犯人に告ぐ　３ 雫井　脩介　著 双葉社 2019.8
F-ｼﾉ 黎明の書　巻之６ 篠田　真由美　著 徳間書店 2019.7
F-ｼﾏ 盲剣楼奇譚 島田　荘司　著 文藝春秋 2019.8

F-ｼﾓ えんま様の忙しい４９日間　光る藤の頃
（小学館文庫） 霜月　りつ　著 小学館 2019.7

F-ｼﾖ 黙秘犯 翔田　寛　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.8

F-ｼﾛ 虚構推理　スリーピング・マーダー
（講談社タイガ） 城平　京　著 講談社 2019.6

F-ｼﾝ 小説天気の子　（角川文庫） 新海　誠　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.7
F-ｽｽﾞ 神に愛された子　３ 鈴木　カタル　著 アルファポリス 2019.8
F-ｽﾄﾞ 警視庁潜入捜査官イザヨイ　（角川文庫） 須藤　靖貴　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.7
F-ｿﾈ 腸詰小僧 曽根　圭介　著 光文社 2019.8
F-ｿﾒ 震える天秤 染井　為人　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.8
F-ﾀｶ あきない世傳金と銀　７　（ハルキ文庫） 高田　郁　著 角川春樹事務所 2019.8
F-ﾀｷ 虹にすわる 瀧羽　麻子　著 幻冬舎 2019.8

F-ﾀｹ
おいしいベランダ。　返事は７日後のラ
ンチで聞かせて　（富士見Ｌ文庫）

竹岡　葉月　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.8

F-ﾀｹ
さくらい動物病院の不思議な獣医さん
３　（双葉文庫）

竹村　優希　著 双葉社 2019.7

F-ﾀﾁ タンポポ 日月　香子　作 小学館スクウェア 2019.7
F-ﾀﾏ 転生しまして、現在は侍女でございます。　４ 玉響　なつめ　著 フロンティアワークス 2019.7
F-ﾁﾉ 無人の稲田　（双葉文庫） 千野　隆司　著 双葉社 2019.8
F-ﾂｶ 流星のソード 柄刀　一　著 祥伝社 2019.8
F-ﾂｷ 欺す衆生 月村　了衛　著 新潮社 2019.8
F-ﾂｼﾞ 天満橋まで　（祥伝社文庫） 辻堂　魁　著 祥伝社 2019.8
F-ﾂｼﾞ 家族シアター　（講談社文庫） 辻村　深月　著 講談社 2018.4
F-ﾄﾞｳ 不信の鎖　（講談社文庫） 堂場　瞬一　著 講談社 2019.8
F-ﾄｶﾞ スカーフェイス　３　（講談社文庫） 富樫　倫太郎　著 講談社 2019.8

F-ﾄｷ 勘違いの工房主
アトリエマイスター

　２ 時野　洋輔　著 アルファポリス 2019.7

F-ﾄﾊﾞ 居酒屋宗十郎剣風録　（光文社文庫） 鳥羽　亮　著 光文社 2019.2
F-ﾄﾊﾞ 幼なじみ　（双葉文庫） 鳥羽　亮　著 双葉社 2019.8
F-ﾄﾓ 無実の君が裁かれる理由 友井　羊　著 祥伝社 2019.8
F-ﾅｶ 昭和天皇の声 中路　啓太　著 文藝春秋 2019.8
F-ﾅｶ 神奈川宿雷屋 中島　要　著 光文社 2019.8
F-ﾅｶ おとなりの晴明さん　第５集　（メディアワークス文庫） 仲町　六絵　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.7
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F-ﾆｼ ヴェールドマン仮説 西尾　維新　著 講談社 2019.7

F-ﾆｼ
十津川警部坂本龍馬と十津川郷士中
井庄五郎

西村　京太郎　著 集英社 2019.3

F-ﾆﾂ アイガー北壁・気象遭難　改版　（新潮文庫） 新田　次郎　著 新潮社 2004.1
F-ﾇｸ 罪と祈り 貫井　徳郎　著 実業之日本社 2019.9
F-ﾊｽ ＭＧＣ 蓮見　恭子　著 光文社 2019.8
F-ﾊﾂ ホークアイ　（双葉文庫） 初瀬　礼　著 双葉社 2019.6
F-ﾊﾏ 国境の銃弾　（文春文庫） 濱　嘉之　著 文藝春秋 2019.8
F-ﾊﾔ 恩讐の香炉　（二見時代小説文庫） 早見　俊　著 二見書房 2019.8
F-ﾊﾗ ２０　ＣＯＮＴＡＣＴＳ 原田　マハ　著 幻冬舎 2019.8
F-ﾊﾗ 銀座の紙ひこうき はらだ　みずき　著 中央公論新社 2019.8
F-ﾊﾝ なめらかな世界と、その敵 伴名　練　著 早川書房 2019.8
F-ﾋｶﾞ 伊勢佐木町探偵ブルース 東川　篤哉　著 祥伝社 2019.8
F-ﾌｸ Ｓ霊園　（角川ホラー文庫） 福澤　徹三　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.7
F-ﾌｼﾞ 新参者　（文春文庫） 藤井　邦夫　著 文藝春秋 2019.8
F-ﾌｼﾞ 陽だまりのひと　（祥伝社文庫） 藤岡　陽子　著 祥伝社 2019.4

F-ﾌｼﾞ バチカン奇跡調査官　アダムの誘惑
（角川ホラー文庫） 藤木　稟　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.7

F-ﾌｼ
時をかける眼鏡　魔術師の金言と眼鏡
の決意　（集英社オレンジ文庫）

椹野　道流　著 集英社 2019.6

F-ﾌｼﾞ 鬼の鈴　（幻冬舎時代小説文庫） 藤原　緋沙子　著 幻冬舎 2019.8
F-ﾌﾙ ラッコの家 古川　真人　著 文藝春秋 2019.7
F-ﾎﾝ 穴掘り 本城　雅人　著 双葉社 2019.8
F-ﾏｷ 評定所留役秘録　３　（二見時代小説文庫） 牧　秀彦　著 二見書房 2019.8
F-ﾏｽ 栄光へのノーサイド 増田　久雄　著 河出書房新社 2019.7
F-ﾏﾂ 決戦！広島城 松永　弘高　著 朝日新聞出版 2019.7
F-ﾏﾐ 世話を焼かない四人の女 麻宮　ゆり子　著 光文社 2019.8
F-ﾏﾔ トリガー　（上，下） 真山　仁　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.8
F-ﾏﾘ 三匹の子豚 真梨　幸子　著 講談社 2019.8
F-ﾐﾅ 落日 湊　かなえ　著 角川春樹事務所 2019.9
F-ﾐﾅ 傭兵と小説家 南海　遊　著 星海社 2019.7
F-ﾐﾅ サイレント・ブレス　（幻冬舎文庫） 南　杏子　著 幻冬舎 2018.7

F-ﾐﾔ 財務捜査官岸一真　ヘルメスの相続
（幻冬舎文庫） 宮城　啓　著 幻冬舎 2019.8

F-ﾓﾓ ３１番目のお妃様　２　（ビーズログ文庫） 桃巴　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018.11

F-ﾔｽﾞ 警視庁特例捜査班　（角川文庫） 矢月　秀作　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.8
F-ﾔﾉ 至誠の残滓 矢野　隆　著 集英社 2019.8
F-ﾔﾏ 南方十字星　（新潮文庫） 山本　周五郎　著 新潮社 2019.2

F-ﾕｳ 現代編・遠の眠りのみな目覚め
（角川ビーンズ文庫） 結城　光流　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018.12

F-ﾕｳ あやかしお宿に帰りましょう。　（富士見Ｌ文庫） 友麻　碧　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.8
F-ﾕｷ ブルシャーク 雪富　千晶紀　著 光文社 2019.8
F-ﾖｺ ルパンの帰還　（講談社文庫） 横関　大　著 講談社 2019.7
F-ﾖｼ レッド・イカロス　（宝島社文庫） 吉川　英梨　著 宝島社 2019.8
F-ﾘ 五つ数えれば三日月が 李　琴峰　著 文藝春秋 2019.7
F-ﾘﾌ 無職転生　２２ 理不尽な孫の手　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.7
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F-ﾜﾀﾞ タカラモノ　（双葉文庫） 和田　裕美　著 双葉社 2019.6

E-ｲｹ ことば事始め 池内　紀　著 亜紀書房 2019.6
E-ｲﾉ 井上ひさしベスト・エッセイ　（ちくま文庫） 井上　ひさし　著 筑摩書房 2019.6
E-ｵｶ これからはソファーに寝ころんで 岡崎　武志　著 春陽堂書店 2019.5
E-ｸﾛ 老いのゆくえ 黒井　千次　著 中央公論新社 2019.6
E-ｺﾃﾞ 空から森が降ってくる 小手鞠　るい　著 平凡社 2019.9
E-ｺﾎﾟ こぽこぽ、珈琲 阿川　佐和子　ほか著 河出書房新社 2017.10

E-ｻｶ 世を観よ 坂井　音重　著 幻冬舎メディアコンサルティング 2018.11

E-ｻｶ センス・オブ・シェイム 酒井　順子　著 文藝春秋 2019.8
E-ｾﾄ 命あれば 瀬戸内　寂聴　著 新潮社 2019.8
E-ﾊﾚ はればれ、お寿司 嵐山　光三郎　ほか著 河出書房新社 2019.3
E-ﾌｼﾞ 昭和キッズ物語 藤　あきら　著 鳥影社 2018.12

E-ﾌｼﾞ 私は幽霊を見ない 藤野　可織　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.8

E-ﾏﾘ おひとり様作家、いよいよ猫を飼う。
（幻冬舎文庫） 真梨　幸子　著 幻冬舎 2019.4

E-ﾔﾏ こたつの上の水滴 山本　萠　著 コールサック社 2019.4

002.7 学び効率が最大化するインプット大全 樺沢　紫苑　著 サンクチュアリ出版 2019.8
024.0 ホホホ座の反省文 山下　賢二　著 ミシマ社 2019.6
070.2 慰安婦報道「捏造」の真実 植村裁判取材チーム　編 花伝社 2018.12

111 日常世界を哲学する 倉田　剛　著 光文社 2019.8
115.3 非合理性 リサ　ボルトロッティ　著 岩波書店 2019.7
134.9 ニーチェの顔　他十三篇　（岩波文庫） 氷上　英廣　著 岩波書店 2019.8
141.9 色と性格の心理学 ポーポー　ポロダクション　著 日本文芸社 2018.10

143.5 心理学でわかる女子の人間関係・感情辞典 石原　加受子　監修 朝日新聞出版 2019.4
143.7 ５０歳からのむなしさの心理学 榎本　博明　著 朝日新聞出版 2019.7
143.7 老いへの不安　（中公文庫） 春日　武彦　著 中央公論新社 2019.6

146.8
頑張りすぎちゃうお仕事女子の心をラク
にする６８のこと 服部　結子　著 あさ出版 2019.4

147
世界平和とシンクロニシティの不思議
（上巻，中巻，下巻） 柳澤　由理　著 デザインエッグ 2019.8

152.1 最高の恋愛・結婚がかなう話し方 山名　裕子　著 廣済堂出版 2019.6
159 ﾀ 悩む人 高橋　秀実　著 文藝春秋 2019.5
159 ﾅ ビル・ゲイツの幸せになる質問 中谷　昌文　著 日本実業出版社 2019.7
159 ﾈ ココロクエスト式「引っ込み思案さん」の教科書 ねこひげ先生　著 光文社 2019.7

159 ﾋ
すぐやるコツすぐやめるコツで全部うま
くいく！　（知的生きかた文庫）

平本　あきお　著 三笠書房 2019.8

159.4 ０秒で動け 伊藤　羊一　著 ＳＢクリエイティブ 2019.8

159.6
「また会いたい」と言われるオトナ女子
がしていること

有川　真由美　著 ＰＨＰ研究所 2019.3

159.7 独学のススメ 若宮　正子　著 中央公論新社 2019.5
188.7 親鸞「六つの顔」はなぜ生まれたのか 大澤　絢子　著 筑摩書房 2019.8
193.0 書き換えられた聖書　（ちくま学芸文庫） バート　Ｄ．アーマン　著 筑摩書房 2019.6

《《  エッセイ        》》

《《  総記            》》

《《  哲学・宗教    》》
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209 世界史の新常識 文藝春秋　編 文藝春秋 2019.3
210.2 境界の日本史 森先　一貴　著 朝日新聞出版 2019.4
210.3 古田武彦・古代史コレクション　１７ 古田　武彦　著 ミネルヴァ書房 2013.9
210.4 世界史のなかの天正遣欧使節 伊川　健二　著 吉川弘文館 2017.10

210.6 歴史戦と思想戦 山崎　雅弘　著 集英社 2019.5
210.6 日本の戦争　３ 山田　朗　著 新日本出版社 2019.7
213.6 大名屋敷「謎」の生活　（ＰＨＰ文庫） 安藤　優一郎　著 ＰＨＰ研究所 2019.2
219.9 沖縄と核 松岡　哲平　著 新潮社 2019.4
230.3 ケルトの魂 鶴岡　真弓　著 平凡社 2019.4
239.3 パンと野いちご 山崎　佳代子　著 勁草書房 2018.5
288.4 消えたお妃候補たちはいま 小田桐　誠　著 ベストセラーズ 2019.6
289.1 ｲ 座右の銘はない 石毛　直道　著 日本経済新聞出版社 2019.7
289.1 ｳ そのうちなんとかなるだろう 内田　樹　著 マガジンハウス 2019.7
289.1 ﾀ 田中角栄の「戦争と平和」 別冊宝島編集部　編 宝島社 2019.5
289.1 ﾜ ペニスカッター 和田　耕治　著 方丈社 2019.2
289.3 ｵ マイ・ストーリー ミシェル　オバマ　著 集英社 2019.8
289.3 ｼﾞ ジャンヌ・ダルク　（講談社学術文庫） 竹下　節子　著 講談社 2019.6
289.3 ﾏ 教師人生 フランク　マコート　著 国書刊行会 2019.7

290.9 地球の歩き方　Ａ０７　’19‐’20
パリ＆近郊の町

「地球の歩き方」編集室　編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2019.6

290.9 地球の歩き方　Ａ１３　’19‐’20
南イタリアとシチリア

「地球の歩き方」編集室　編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2018.10

290.9 地球の歩き方　Ａ３０　’19‐’20
バルトの国々 エストニア　ラトヴィア　リトアニア

「地球の歩き方」編集室　編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2019.6

290.9 地球の歩き方　Ｂ０６　’19‐’20
ニューヨーク マンハッタン＆ブルックリン

地球の歩き方編集室　編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2019.6

291.3 横浜　’２０　まっぷるマガジン 昭文社 2019.2
291.5 るるぶ河口湖山中湖富士山麓御殿場　’２０ ＪＴＢパブリッシング 2019.4
291.6 兵庫県の山 加藤　芳樹　著 山と溪谷社 2019.6
291.6 底抜けオオサカ観光局 神田　剛　著 朝日新聞出版 2019.6
291.6 仲野教授のそろそろ大阪の話をしよう 仲野　徹　著 ちいさいミシマ社 2019.8
291.6 駅からはじまるハイキングブック　２ 交通新聞社 2019.3
291.7 地図で楽しむすごい広島 都道府県研究会　著 洋泉社 2019.6
291.9 九州　〔２０１９〕改訂２版　楽楽 ＪＴＢパブリッシング 2019.6
292.3 るるぶミャンマー　〔２０１９〕 ＪＴＢパブリッシング 2019.5
293.0 母とヨーロッパへ行く 太田　篤子　著 講談社 2018.11

302.2 北朝鮮を知るための５５章 石坂　浩一　編著 明石書店 2019.4
302.5 ニカラグアを知るための５５章 田中　高　編著 明石書店 2016.6
304 ｸ 黒幕の興亡関西闇社会の血の掟 一ノ宮　美成　著 さくら舎 2019.7
304 ﾀ 事実ｖｓ本能 橘　玲　著 集英社 2019.7
304 ﾄﾞ 同調圧力 望月　衣塑子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.6
304 ﾐ 未来への大分岐 マルクス　ガブリエル　著 集英社 2019.8
304 ﾛ 日本への警告 ジム　ロジャーズ　著 講談社 2019.7
312.1 令和をダメにする１８人の亡国政治家 乾　正人　著 ビジネス社 2019.7

《《  歴史・地理    》》

《《  社会科学      》》
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312.1 国会追及直及勝負 たつみ　コータロー　著 清風堂書店 2019.4
312.1 令和日本・再生計画 藤井　聡　著 小学館 2019.6

312.9
図解いちばんやさしい地政学の本
２０１９－２０年度版 沢辺　有司　著 彩図社 2019.5

313.6 天皇制のデザイン 上山　春平　著 法藏館 2019.4
317.6 公文書は誰のものか？ 榎澤　幸広　編集代表 現代人文社 2019.4
318 事例で学べる行政判断　係長編 自治体行政判断研究会　編 公職研 2019.5

318.4 自治体議会の取扱説明書
ト リ セ ツ

金井　利之　著 第一法規 2019.5

318.6 持続可能な地域のつくり方 筧　裕介　著 英治出版 2019.5
319.1 親日を巡る旅 井上　和彦　著 小学館 2019.8
322.1 火付盗賊改 高橋　義夫　著 中央公論新社 2019.2
329.6 ある「ＢＣ級戦犯」の手記 冬至　堅太郎　著 中央公論新社 2019.7
331.1 ゲーム理論入門の入門 鎌田　雄一郎　著 岩波書店 2019.4
332.1 国家の統計破壊 明石　順平　著 集英社インターナショナル 2019.6
335 会社を辞めずに収入を月５０万円増やす！ 船ケ山　哲　著 集英社 2019.7
335.2 倒産の前兆 帝国データバンク情報部　著 ＳＢクリエイティブ 2019.8
335.4 ＩＰＯの経済分析 金子　隆　著 東洋経済新報社 2019.8
336.1 両利きの経営 チャールズ　Ａ．オライリー　著 東洋経済新報社 2019.2
336.2 論理思考大全 西村　克己　著 ＰＨＰエディターズ・グループ 2019.8
336.9 税理士のための百箇条　続々 関根　稔　著 財経詳報社 2019.1
338.1 株の鬼１００則 石井　勝利　著 明日香出版社 2019.6

338.1
２０年勝ち続ける伝説のトレーダーに１
０倍大化け株の見つけ方をこっそり教
わってきました。

坂本　慎太郎　著 ＳＢクリエイティブ 2019.6

338.1 賢者に学ぶ有望株の選び方 鈴木　一之　著 日本経済新聞出版社 2019.7
338.1 株主優待ハンドブック　２０１９－２０２０年版 日本経済新聞出版社　編 日本経済新聞出版社 2019.7
338.1 ウォール街のランダム・ウォーカー バートン　マルキール　著 日本経済新聞出版社 2019.7
338.9 金融ダークサイド 猫組長　著 講談社 2019.7
345.7 消費税を払う奴はバカ！ 大村　大次郎　著 ビジネス社 2019.8
349 そもそもがわかる自治体の財政 初村　尤而　著 自治体研究社 2019.4

349.5
債権徴収一元化時代の市町村税・保険
料徴収実務マニュアル 高橋　陽平　著 第一法規 2019.8

361.4 ハーバードの日本人論 佐藤　智恵　著 中央公論新社 2019.6
361.8 上級国民／下級国民 橘　玲　著 小学館 2019.8
361.8 アンダークラス 橋本　健二　著 筑摩書房 2018.12

366.3 本業はオタクです。 劇団雌猫　著 中央公論新社 2019.7
366.3 ハラスメントの境界線 白河　桃子　著 中央公論新社 2019.5
366.6 暴君 牧　久　著 小学館 2019.4

367.1
「男の子の育て方」を真剣に考えてたら
夫とのセックスが週３回になりました 田房　永子　著 大和書房 2019.7

367.2 女たちのテロル ブレイディみかこ　著 岩波書店 2019.5
367.3 貧困専業主婦 周　燕飛　著 新潮社 2019.7
367.7 ２０００万円もってないオレたちはどう生きるか 岡　久　著 自由国民社 2019.7
367.7 老いる前の整理はじめます！ コンシューマーズ京都　監修 クリエイツかもがわ 2019.8
367.9 見えない性的指向アセクシュアルのすべて ジュリー　ソンドラ　デッカー　著 明石書店 2019.4
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368.0 世界の危険思想 丸山　ゴンザレス　著 光文社 2019.5
369.2 開けられたパンドラの箱 月刊『創』編集部　編 創出版 2018.7
369.2 なんとなくは、生きられない。 野澤　和弘　編著 ぶどう社 2019.2
369.2 介護ヘルパーはデリヘルじゃない 藤原　るか　著 幻冬舎 2019.7
369.2 看取り犬・文福の奇跡 若山　三千彦　著 東邦出版 2019.8
369.3 シニアのための防災手帖 三平　洵　監修 産業編集センター 2019.5
369.4 待機児童対策 八田　達夫　編著 日本評論社 2019.5

369.4
子どもの貧困／不利／困難を考える
（１，３） ミネルヴァ書房 2019.6

371.4 思春期の心とからだ図鑑 ロバート　ウィンストン　監修 三省堂 2019.9

375.1
小学校担任が安心して取り組めるプロ
グラミング教育 鷲見　辰美　著 学事出版 2019.6

375.1 「教えない授業」の始め方 山本　崇雄　著 アルク 2019.3

375.8
授業が必ず盛り上がる！小学校英語
ゲームベスト５０ 瀧沢　広人　著 学陽書房 2019.5

375.8 小学校英語内容論入門 樋口　忠彦　編著 研究社 2019.5

376.4 農業高校へ行こう！
全国農業高等学校
長協会　監修 家の光協会 2019.8

379.9 非認知能力を育てるあそびのレシピ 大豆生田　啓友　著 講談社 2019.6
379.9 思いどおりになんて育たない アリソン　ゴプニック　著 森北出版 2019.7

383.8
食事作りに手間暇かけないドイツ人、
手料理神話にこだわり続ける日本人 今村　武　著 ダイヤモンド・ビッグ社 2019.5

391.2 独ソ戦 大木　毅　著 岩波書店 2019.7
391.3 大戦略論 ジョン　ルイス　ギャディス　著 早川書房 2018.11

407
科学を伝え、社会とつなぐサイエンスコ
ミュニケーションのはじめかた

国立科学博物館　編 丸善出版 2017.9

412 虚数はなぜ人を惑わせるのか 竹内　薫　著 朝日新聞出版 2019.8
414.7 ベクトル解析入門 壁谷　喜継　著 共立出版 2019.3
417 高校生が感動した確率・統計の授業 山本　俊郎　著 ＰＨＰ研究所 2017.9
457.8 恐竜まみれ 小林　快次　著 新潮社 2019.6
463.9 皮膚はすごい 傳田　光洋　著 岩波書店 2019.6
481.1 脚・ひれ・翼はなぜ進化したのか マット　ウィルキンソン　著 草思社 2019.2
486.0 蟲の饗宴 奥本　大三郎　著 世界文化社 2017.10

490.1 安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたいこと 安藤　泰至　著 岩波書店 2019.7
491.3 睡眠の科学 櫻井　武　著 講談社 2017.8
493.0 からだの無意識の治癒力 山口　創　著 さくら舎 2019.7

493.1
国立国際医療研究センター病院の一生
役立つ糖尿病レシピ４１０ 大杉　満　監修 西東社 2019.5

493.2 減塩のすべて 日本高血圧学会減
塩委員会　編集 南江堂 2019.5

493.9 食事でよくなる！子供の発達障害 ともだ　かずこ　著 マキノ出版 2019.3
494.6 坐骨神経痛は自分で治せる！ 酒井　慎太郎　著 学研プラス 2019.4
498.0 国民衛生の動向　２０１９／２０２０ 厚生労働統計協会　編集厚生労働統計協会 2019.8

498.0 国境の医療者
メータオ　クリニック
支援の会　編 新泉社 2019.4

《《  自然科学      》》
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498.1 羅針盤としての政策史 猪飼　周平　編著 勁草書房 2019.2

498.3
会社では教えてもらえない集中力があ
る人のストレス管理のキホン 川野　泰周　著 すばる舎 2019.5

498.3 カラダのおくすり体操 中村　格子　著 ワニブックス 2019.4
498.5 そろそろ、からだにいいことを考えてみよう 伊藤　まさこ　著 朝日新聞出版 2019.7
498.5 内臓脂肪がストン！と落ちる食事術 江部　康二　著 ダイヤモンド社 2019.5

498.5
やせる！糖尿病、高血圧に特効！タマ
ネギ最強レシピ マキノ出版 2019.4

499.0 知ってはいけない薬のカラクリ 谷本　哲也　著 小学館 2019.4

501.6 エネルギーの人類史　（上，下） バーツラフ　シュミル　著 青土社 2019.4
519.7 プラスチック・フリー生活 シャンタル　プラモンドン　著 ＮＨＫ出版 2019.5
536 関西の鉄道車両図鑑 来住　憲司　著 創元社 2017.9
547.0 ファーウェイと米中５Ｇ戦争 近藤　大介　著 講談社 2019.7
588.5 ビールの教科書　（講談社学術文庫） 青井　博幸　著 講談社 2019.6
588.5 発酵野郎！ 鈴木　成宗　著 新潮社 2019.7
589.2 頑張らないおしゃれ 板倉　直子　著 主婦と生活社 2019.5
589.2 マダム・チェリーの「人生が楽しくなるおしゃれ」 マダム　チェリー　著 講談社 2019.6
589.7 岩田さん 岩田　聡　述 ほぼ日 2019.7
591 一生楽しく浪費するためのお金の話 劇団雌猫　著 イースト・プレス 2019.3
592.4 サリー流「効率家事」 神原　サリー　著 宝島社 2018.10

593.3 世界中で愛されるフランスの子ども服　〔１〕
アストリッド　ル＝プ
ロヴォスト　著 大和書房 2018.11

594.2 シックな色の糸とビーズで、花の刺繍ブローチ 小林　彩乃　著 文化学園文化出版局 2018.12

594.3 ラメルヘン・テープでつくるお気に入りのバッグ 横倉　節子　著 日本ヴォーグ社 2019.5
594.7 主婦のミシンおもしろい仕掛けの布こもの 主婦のミシン　著 ブティック社 2019.6

594.9
オビツ１１の型紙の教科書　１１ｃｍサイ
ズの女の子服 荒木　さわ子　著 ホビージャパン 2019.4

594.9 時間
と き

の花束 三浦　百惠　著 日本ヴォーグ社 2019.8

595.5 すべてを手に入れた女には３つの顔がある 小田切　ヒロ　著 小学館 2019.2
595.5 きれいはげんき 小林　照子　著 宝島社 2019.8
596 うれしい副菜 瀬尾　幸子　著 新星出版社 2017.10

596 そこそこきちんと、まいにち作れるおいしい献立 高山　かづえ　著 マイナビ出版 2019.3
596 飛田和緒のおうち鍋 飛田　和緒　著 世界文化社 2017.10

596 凍ったまますぐ使える１人分冷凍パック 村上　祥子　著 大和書房 2019.7
596.0 おつまミステリー 浅暮　三文　著 柏書房 2019.7
596.0 おいしいとはどういうことか 中東　久雄　著 幻冬舎 2019.7
596.0 頑張らない台所 村上　祥子　著 大和書房 2018.12

596.7 京都コーヒースタンダーズ 田中　慶一　監修 淡交社 2019.4
596.9 働く台所 エクスナレッジ 2018.12

597.5 週末３日でかなう片づけ術 石阪　京子　監修 宝島社 2018.12

597.5
無印良品でつくる「性格」「クセ」「好み」
に合ったマイフィット収納

梶ケ谷　陽子　著 ＣＣＣメディアハウス 2019.7

597.5 魔法のつっぱり棒でお部屋が変わる 竹内　香予子　著 扶桑社 2019.3

《《  技術・工学    》》
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597.9
予約の取れない家政婦タスカジさんの
ラク家事ＢＯＯＫ タスカジ　監修 扶桑社 2018.11

619.8 お抹茶のすべて　増補改訂 桑原　秀樹　著 誠文堂新光社 2019.5
645.6 くぅとしの 晴　著 辰巳出版 2019.6

645.7
ジャクソン・ギャラクシーの猫を幸せに
する飼い方

ジャクソン　ギャラクシー　著 エクスナレッジ 2018.11

645.7 寄りそう猫 佐竹　茉莉子　著 辰巳出版 2019.7
648.2 証言ＢＳＥ問題の真実 唐木　英明　編著 食の安全・安心財団 2018.12

670.9 英文契約書を読むための基礎知識と頻出表現 臼井　俊雄　著 ベレ出版 2019.5
673.9 年収１０００万円を超えたら読む資産防衛の本 笠原　章嗣　著 ダイヤモンド社 2019.7
686.5 女性のための鉄道旅行入門 蜂谷　あす美　著 天夢人 2019.7

702.3 レオナルド・ダ・ヴィンチ　（上，下） ウォルター　アイザックソン　著 文藝春秋 2019.3
713.0 はしもとみお猫を彫る はしもと　みお　著 辰巳出版 2018.12

723 感動を約束する！名画の読み方 西岡　文彦　編著 宝島社 2018.6
D726.1 傘寿まり子　（２，３） おざわ　ゆき　著 講談社 2017.5
726.5 あの日からの或る日の絵とことば 筒井　大介　編 創元社 2019.3
726.5 私のイラストレーション史 南　伸坊　著 亜紀書房 2019.6
764.7 星野源　ふたりきりで話そう 星野　源　著 朝日新聞出版 2019.8
767.8 七〇年目の風に吹かれ 中川　五郎　著 平凡社 2019.6
768.5 うたかた 鶴澤　寛治　述 関西学院大学出版会 2019.2
778.2 パリの「赤いバラ」といわれた女 遠藤　突無也　著 さくら舎 2019.8
778.8 テレビドラマでわかる平成社会風俗史 影山　貴彦　著 実業之日本社 2019.7
778.8 テレビの国から 倉本　聰　著 産経新聞出版 2019.8
783.5 心を強くする サーシャ　バイン　著 飛鳥新社 2019.7
783.7 虎とバット ウィリアム　Ｗ．ケリー　著 ダイヤモンド社 2019.6
786.1 山小屋ガールの癒されない日々 吉玉　サキ　著 平凡社 2019.6
788.1 真・輪島伝 武田　頼政　著 廣済堂出版 2019.7
788.1 知れば知るほど行司・呼出し・床山 「相撲」編集部　編著 ベースボール・マガジン社 2019.5
788.2 ぼくの週プロ青春記　（朝日文庫） 小島　和宏　著 朝日新聞出版 2019.4
791.2 茶道史ゆかりの地を歩く 森　恭彦　著 淡交社 2019.5
796 将棋「観る将になれるかな」会議 高野　秀行　著 扶桑社 2019.7

816 読みたいことを、書けばいい。 田中　泰延　著 ダイヤモンド社 2019.6
834.5 くらべてわかる英単語　（だいわ文庫） 清水　建二　著 大和書房 2019.7
837 天声人語　２０１９夏 朝日新聞論説委員室　編 原書房 2019.8
837.8 カタカナでおぼえるかんたん英会話・英単語 有田　桂子　著 講談社エディトリアル 2018.11

837.8 １分間英語で自分のことを話してみる 浦島　久　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.6

902.7 ＮＨＫラジオ深夜便絶望名言 頭木　弘樹　著 飛鳥新社 2018.12

910.2 ﾅ 中川李枝子 中川　李枝子　著 平凡社 2019.5
911.0 日本詩の古代から現代へ 網谷　厚子　著 国文社 2019.6
911.1 体感訳万葉集 上野　誠　著 ＮＨＫ出版 2019.7
911.1 ラプソディーとセレナーデ 鷺沢　朱理　著 短歌研究社 2018.8

《《  産業            》》

《《  芸術・体育    》》

《《  語学            》》

《《  文学            》》
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915.6 ｼ この道をどこまでも行くんだ 椎名　誠　著 新日本出版社 2019.9

916 ｲ ママは身長１００ｃｍ 伊是名　夏子　著
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン 2019.5

916 ｳ ストーカーとの七〇〇日戦争 内澤　旬子　著 文藝春秋 2019.5
916 ｾ 戦争が立っていた 暮しの手帖社 2019.5
916 ﾅ なんにもなかった 暮しの手帖社 2019.7
918.6 久米正雄作品集　（岩波文庫） 久米　正雄　著 岩波書店 2019.8
918.6 問はずがたり・吾妻橋　他十六篇　（岩波文庫） 永井　荷風　作 岩波書店 2019.8

923 ﾁ ディオゲネス変奏曲 陳　浩基　著 早川書房 2019.4
929.1 言葉の品格 イ　ギジュ　著 光文社 2018.12

929.8 インド神話物語マハーバーラタ　（上，下）
デーヴァダッタ　パ
トナーヤク　文　画 原書房 2019.5

929.9 神の書　（東洋文庫） アッタール　著 平凡社 2019.8
933 ｳ ザ・ボーダー　（上，下）　（ハーパーＢＯＯＫＳ） ドン　ウィンズロウ　著 ハーパーコリンズ・ジャパン 2019.7
933 ｷ 危険なヴィジョン　３　（ハヤカワ文庫　ＳＦ） ハーラン　エリスン　編 早川書房 2019.8
933 ｷ 放蕩貴族と恋迷路　（ＭＩＲＡ文庫） キャンディス　キャンプ　著 ハーパーコリンズ・ジャパン 2019.3
933 ｸﾞ 危険な弁護士　（上巻，下巻）　（新潮文庫） ジョン　グリシャム　著 新潮社 2019.7
933 ｺ 訣別　（上，下）　（講談社文庫） マイクル　コナリー　著 講談社 2019.7
933 ｺ シークレット・エージェント　（光文社古典新訳文庫） コンラッド　著 光文社 2019.6
933 ｻ 忘れえぬ夜を抱いて　（二見文庫） リンゼイ　サンズ　著 二見書房 2019.8
933 ｽ ドールマン　（上，下）　（講談社文庫） テイラー　スティーヴンス　著 講談社 2014.7

933 ﾀﾞ
ごきげんいかが、ワトスン博士
（上，下）　（創元推理文庫）

キャロル　ネルソン　ダグラス　著 東京創元社 2019.6

933 ﾄ モスクワの伯爵 エイモア　トールズ　著 早川書房 2019.5
933 ﾊ カリ・モーラ　（新潮文庫） トマス　ハリス　著 新潮社 2019.8
933 ﾊ ｉレイチェル　（小学館文庫） キャス　ハンター　著 小学館 2019.7
933 ﾌﾞ 侯爵と内気な壁の花　（ラズベリーブックス） クリスティーナ　ブリトン　著 竹書房 2019.8
933 ﾍﾟ 公爵と秘密の鍵　（マグノリアロマンス） スカーレット　ペッカム　著 オークラ出版 2019.7
933 ﾍﾞ 掃除婦のための手引き書 ルシア　ベルリン　著 講談社 2019.7
933 ﾎﾞ 貧乏お嬢さま、イタリアへ　（コージーブックス） リース　ボウエン　著 原書房 2019.7
933 ﾏ 情況証拠　（上，下）　（日経文芸文庫） スティーヴ　マルティニ　著 日本経済新聞出版社 2013.10

933 ﾚ エレベーター ジェイソン　レナルズ　著 早川書房 2019.8
934 ﾁ マシューの見てきた世界 マシュー　チョジック　著 Ｐヴァイン 2019.3
943 ｸﾞ 刺青の殺人者　（創元推理文庫） アンドレアス　グルーバー　著 東京創元社 2017.4
946 ｼ 「欠陥だらけの子ども」と言われて サンドラ　シュルツ　著 岩波書店 2019.4
949.8 世界を救う１００歳老人 ヨナス　ヨナソン　著 西村書店 2019.7
953 ｴ パリ警視庁迷宮捜査班 ソフィー　エナフ　著 早川書房 2019.5
953 ｼﾞ 無垢なる者たちの煉獄　（上，下）　（竹書房文庫） カリーヌ　ジエベル　著 竹書房 2019.2
953 ｿﾞ 黒人小屋通り ジョゼフ　ゾベル　著 作品社 2019.3
953 ﾃﾞ 千霊一霊物語　（光文社古典新訳文庫） アレクサンドル　デュマ　著 光文社 2019.5
959.9 ダイヤモンド広場　（岩波文庫） マルセー　ルドゥレダ　作 岩波書店 2019.8
963 ﾊﾟ 犬を愛した男 レオナルド　パドゥーラ　著 水声社 2019.4

K619 茶の事典 大森　正司　編 朝倉書店 2017.9

《《  外国文学      》》

《《  郷土資料      》》
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R010 図書館年鑑　２０１９
日本図書館協会図
書館年鑑編集委員
会　編集

日本図書館協会 2019.7

R317 警察白書　令和元年版 警察庁　編著 日経印刷 2019.7
R350 世界国勢図会　２０１９／２０ 矢野恒太記念会　編集 矢野恒太記念会 2019.9
R365 レジャー白書　２０１９ 日本生産性本部　編集 日本生産性本部 2019.8
R367 女性白書　２０１９ 日本婦人団体連合会　編 ほるぷ出版 2019.8
R369 障害者白書　令和元年版 内閣府　編集 勝美印刷（印刷） 2019.7
R369 高齢社会白書　令和元年版 内閣府　編集 日経印刷 2019.7
R369 防災白書　令和元年版 内閣府　編集 日経印刷 2019.7
R373 文部科学白書　平成３０年度 文部科学省　編集 日経印刷 2019.7
R376 保育白書　２０１９年版 全国保育団体連絡会　編 ちいさいなかま社 2019.8
R519 公害紛争処理白書　令和元年版 公害等調整委員会　編 蔦友印刷 2019.8
R601 国土交通白書　２０１９ 国土交通省　編 日経印刷 2019.8
R681 交通安全白書　令和元年版 内閣府　編集 勝美印刷（印刷） 2019.7

《《  参考資料      》》
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