
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

F-ｱｵ これは経費で落ちません！　７
（集英社オレンジ文庫） 青木　祐子　著 集英社 2020.5

F-ｱｵ 凪に溺れる 青羽　悠　著 ＰＨＰ研究所 2020.7

F-ｱｵ 読書嫌いのための図書室案内
（ハヤカワ文庫　ＪＡ） 青谷　真未　著 早川書房 2020.4

F-ｱｵ 遠縁の女　（文春文庫） 青山　文平　著 文藝春秋 2020.5
F-ｱｶ 二階の沈黙　（双葉文庫） 赤川　次郎　著 双葉社 2020.4
F-ｱｷﾞ 宮廷のまじない師　（ポプラ文庫ピュアフル） 顎木　あくみ　著 ポプラ社 2020.5
F-ｱｻ 九度目の十八歳を迎えた君と 浅倉　秋成　著 東京創元社 2019.6
F-ｱｻ あめつちのうた 朝倉　宏景　著 講談社 2020.6
F-ｱｻ 風を結う あさの　あつこ　著 実業之日本社 2020.7
F-ｱｻ 銀翼の死角　（角川文庫） 麻見　和史　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.5
F-ｱｼ 鶴屋南北の殺人 芦辺　拓　著 原書房 2020.6
F-ｱﾈ 再雇用警察官　〔１〕　（徳間文庫） 姉小路　祐　著 徳間書店 2019.9
F-ｱﾏ 悪魔のウイルス　（祥伝社文庫） 数多　久遠　著 祥伝社 2020.5
F-ｱﾏ あの子の殺人計画 天祢　涼　著 文藝春秋 2020.5
F-ｱﾝ 夢は捨てたと言わないで 安藤　祐介　著 中央公論新社 2020.6
F-ｲｱ 無自覚な恋の水槽の中で イアム　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.11

F-ｲｵ 祈り　（文春文庫） 伊岡　瞬　著 文藝春秋 2020.6
F-ｲｼ 赤い砂を蹴る 石原　燃　著 文藝春秋 2020.7
F-ｲｼﾞ ノボさん　下　（講談社文庫） 伊集院　静　著 講談社 2016.1

F-ｲｽﾞ 謎解き京都
み や こ

のエフェメラル

（ことのは文庫）
泉坂　光輝　著 マイクロマガジン社 2020.4

F-ｲｿ 日本蒙昧前史 磯崎　憲一郎　著 文藝春秋 2020.6
F-ｲﾁ 全部ゆるせたらいいのに 一木　けい　著 新潮社 2020.6

＊図書館が６月１６日から７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２０冊まで CD、DVDは各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
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F-ｲﾁ 動物たちのまーまー　（新潮文庫） 一條　次郎　著 新潮社 2020.3
F-ｲﾄ 囚われの山 伊東　潤　著 中央公論新社 2020.6
F-ｲﾄ かくりよ神獣紀　（角川ビーンズ文庫） 糸森　環　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.5
F-ｲﾊ 足軽仁義　（双葉文庫） 井原　忠政　著 双葉社 2020.2
F-ｲﾊ 旗指足軽仁義　（双葉文庫） 井原　忠政　著 双葉社 2020.4
F-ｲﾜ プリズン・ドクター　（幻冬舎文庫） 岩井　圭也　著 幻冬舎 2020.4
F-ｳｴ 秋霜の撃　決定版　（光文社文庫） 上田　秀人　著 光文社 2020.6
F-ｳｴ 布石　（講談社文庫） 上田　秀人　著 講談社 2020.6
F-ｳｻ ボニン浄土 宇佐美　まこと　著 小学館 2020.6

F-ｳﾁ 小川洋子と読む内田百間アンソロジー
（ちくま文庫） 内田　百間　著 筑摩書房 2020.2

F-ｴﾇ ＮＨＫ国際放送が選んだ日本の名作
（双葉文庫） 朝井　リョウ　著 双葉社 2019.7

F-ｵｵ 夜明けまで眠らない　（双葉文庫） 大沢　在昌　著 双葉社 2020.2
F-ｵｵ 遺品博物館 太田　忠司　著 東京創元社 2020.6
F-ｵｶ 黄昏の決闘　（光文社文庫） 岡本　さとる　著 光文社 2020.6
F-ｵﾉ ピュア 小野　美由紀　著 早川書房 2020.4
F-ｵﾉ 転生したら１５歳の王妃でした　（ビーズログ文庫） 斧名田　マニマニ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.1
F-ｶｲ 会社であった泣ける話　（ファン文庫ＴｅａｒＳ） 石田　空　ほか著 マイナビ出版 2020.6
F-ｶｼﾞ 漣のゆくえ 梶　よう子　著 徳間書店 2020.6
F-ｶｼ 鴨川食堂もてなし　（小学館文庫） 柏井　壽　著 小学館 2020.6
F-ｶﾈ 脱藩さむらい　切り花　（小学館文庫） 金子　成人　著 小学館 2020.6
F-ｶﾉ 明治零年 加納　則章　著 エイチアンドアイ 2020.4
F-ｶﾙ カルデアの事件簿　ｆｉｌｅ．０２ ａｍｐｈｉｂｉａｎ　ほか著 星海社 2020.3
F-ｶﾜ ソードアート・オンライン　２４　（電撃文庫） 川原　礫　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.5
F-ｷｸ 魔界都市ゴデス　女王ミスティ 菊地　秀行　著 創土社 2020.4

F-ｷﾀ ヒーローズ〈株〉！！！　〔正〕
（メディアワークス文庫） 北川　恵海　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.4

F-ｷﾔ 最後の夜　（光文社文庫） 喜安　幸夫　著 光文社 2020.6
F-ｷﾘ 愚者のスプーンは曲がる　（宝島社文庫） 桐山　徹也　著 宝島社 2017.4
F-ｷﾘ ループ・ループ・ループ　（宝島社文庫） 桐山　徹也　著 宝島社 2020.4
F-ｸｼ 虜囚の犬 櫛木　理宇　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.7
F-ｸｼﾞ 晴れ、時々くらげを呼ぶ 鯨井　あめ　著 講談社 2020.6
F-ｸｽ 箱入り娘　（ベスト時代文庫） 楠木　誠一郎　著 ベストセラーズ 2012.8
F-ｸﾗ あがない 倉数　茂　著 河出書房新社 2020.6
F-ｸﾗ かえり花　（幻冬舎時代小説文庫） 倉阪　鬼一郎　著 幻冬舎 2020.6
F-ｸﾙ 桜花姫のおいしい身の上　（ビーズログ文庫） 来栖　千依　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.6
F-ｸﾛ アニーの冷たい朝　（角川文庫） 黒川　博行　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.4
F-ｹｲ 刑事の灯　（双葉文庫） 麻見　和史　ほか著 双葉社 2020.4

F-ｺｲ リーリエ国騎士団とシンデレラの弓音
鳥が遺した勲章　（集英社オレンジ文庫）

瑚池　ことり　著 集英社 2020.4

F-ｺｲ 食いしん坊発明家 小泉　武夫　著 新潮社 2020.4
F-ｺｳ 恋とポテトと夏休み 神戸　遥真　著 講談社 2020.4
F-ｺｽ 同胞の契り　（光文社文庫） 小杉　健治　著 光文社 2019.6
F-ｺｽ 欺きの訴　（光文社文庫） 小杉　健治　著 光文社 2020.6
F-ｺｽ 母の祈り　（祥伝社文庫） 小杉　健治　著 祥伝社 2020.4
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F-ｺﾀﾞ 裏切った女　（小学館文庫） 谺　雄一郎　著 小学館 2011.3
F-ｺﾊﾞ ティンカー・ベル殺し 小林　泰三　著 東京創元社 2020.6
F-ｺﾏ 日本沈没　（上，下）　（角川文庫） 小松　左京　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.4

F-ｺﾐ ゆきうさぎのお品書き　あらたな季節の
店開き　（集英社オレンジ文庫）

小湊　悠貴　著 集英社 2020.6

F-ｺﾝ 夜の向こうの蛹たち 近藤　史恵　著 祥伝社 2020.6
F-ｺﾝ オフマイク 今野　敏　著 集英社 2020.7
F-ｺﾝ 黙示 今野　敏　著 双葉社 2020.6
F-ｻｴ 新酒番船　（光文社文庫） 佐伯　泰英　著 光文社 2020.6
F-ｻｶ あやめ河岸　新装版　（双葉文庫） 坂岡　真　著 双葉社 2020.3
F-ｻｸ 蝉かえる 櫻田　智也　著 東京創元社 2020.7
F-ｻｻ 若君の覚悟　（講談社文庫） 佐々木　裕一　著 講談社 2020.6
F-ｻﾜ やがての蛍　（徳間文庫） 沢田　ふじ子　著 徳間書店 2008.1
F-ｻﾝ ロード・エルメロイⅡ世の事件簿　７　（角川文庫） 三田　誠　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.12

F-ｻﾝ ３分で読める！コーヒーブレイクに読む
喫茶店の物語　（宝島社文庫）

『このミステリーがす
ごい！』編集部　編 宝島社 2020.6

F-ｼｵ ないものねだりの君に光の花束を 汐見　夏衛　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.6

F-ｼｸﾞ ソードアート・オンラインオルタナティブ
ガンゲイル・オンライン　１０　（電撃文庫）

時雨沢　恵一　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.4

F-ｼｼ 南の風　（朝日文庫） 獅子　文六　著 朝日新聞出版 2018.6
F-ｼﾉ 岐山の蝶　（集英社文庫） 篠　綾子　著 集英社 2019.12

F-ｼﾉ からころも　（小学館文庫） 篠　綾子　著 小学館 2020.5
F-ｼﾊﾞ 燃えよ剣 司馬　遼太郎　著 文藝春秋 2020.4
F-ｼﾏ スーベニア しまお　まほ　著 文藝春秋 2020.5
F-ｼﾓ 次郎物語　２　（岩波文庫） 下村　湖人　作 岩波書店 2020.6
F-ｼﾖ 会いに行って 笙野　頼子　著 講談社 2020.6
F-ｾﾉ 翼の帰る処　番外編２ 妹尾　ゆふ子　著 幻冬舎コミックス 2020.4
F-ﾀｶ 明日香さんの霊異記　（潮文庫） 高樹　のぶ子　著 潮出版社 2020.4
F-ﾀｶ 社長の器　（光文社文庫） 高杉　良　著 光文社 2009.2
F-ﾀｶ はなの味ごよみ　願かけ鍋　（角川文庫） 高田　在子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018.8
F-ﾀｶ はなの味ごよみ　夢見酒　（角川文庫） 高田　在子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.7
F-ﾀｶ はなの味ごよみ　七夕そうめん　（角川文庫） 高田　在子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.11

F-ﾀｶ 二度目の過去は君のいない未来
（集英社文庫） 高梨　愉人　著 集英社 2020.3

F-ﾀｶ 秘める恋、守る愛 高見澤　俊彦　著 文藝春秋 2020.4
F-ﾀｹ どうぞ愛をお叫びください 武田　綾乃　著 新潮社 2020.6

F-ﾀｹ さくらい動物病院の不思議な獣医さん
５　（双葉文庫）

竹村　優希　著 双葉社 2020.6

F-ﾀｹ 覇界王～ガオガイガー対ベターマン～　中巻 竹田　裕一郎　著 新紀元社 2020.5
F-ﾀﾆ 二宮繁盛記　〔１〕　（二見サラ文庫） 谷崎　泉　著 二見書房 2018.8
F-ﾀﾔ シャルール　（文芸社文庫ＮＥＯ） 田家　みゆき　著 文芸社 2020.1
F-ﾁﾉ 新・入り婿侍商い帖　遠島の罠１　（角川文庫） 千野　隆司　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.5
F-ﾁﾉ 駆ける百合　（光文社文庫） 知野　みさき　著 光文社 2020.6
F-ﾁﾕ 注文の多い料理小説集　（文春文庫） 柚木　麻子　ほか著 文藝春秋 2020.4
F-ﾂｼﾞ 黙 辻堂　魁　著 光文社 2020.5
F-ﾂﾂ 堕地獄仏法／公共伏魔殿　（竹書房文庫） 筒井　康隆　著 竹書房 2020.4
F-ﾂﾑ サキの忘れ物 津村　記久子　著 新潮社 2020.6
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F-ﾃﾗ 装備製作系チートで異世界を自由に生
きていきます　５ ｔｅｒａ　著 アルファポリス 2020.4

F-ﾄﾞｳ ホーム 堂場　瞬一　著 集英社 2020.6
F-ﾄｵ 破局 遠野　遥　著 河出書房新社 2020.7

F-ﾄｼﾞ いにしえの月　下弦のひかり 都城　ひろみ　著
幻冬舎メディアコン
サルティング 2019.8

F-ﾄﾊﾞ 剣鬼と盗賊　（ハルキ文庫） 鳥羽　亮　著 角川春樹事務所 2020.6
F-ﾄﾊﾞ 攫われた娘　（幻冬舎時代小説文庫） 鳥羽　亮　著 幻冬舎 2020.6
F-ﾄﾘ オクトローグ 酉島　伝法　著 早川書房 2020.7
F-ﾅｶﾞ 秘剣の名医　６　（コスミック・時代文庫） 永井　義男　著 コスミック出版 2020.6
F-ﾅｶﾞ 百鬼あやかし診療所　（ファン文庫） 長尾　彩子　著 マイナビ出版 2019.11

F-ﾅｶﾞ つながりません 長岡　弘樹　著 角川春樹事務所 2020.6
F-ﾅｶ 杏の甘煮　（ハルキ文庫） 中島　久枝　著 角川春樹事務所 2020.5
F-ﾅｶ 鬼人幻燈抄　江戸編 幸福の庭 中西　モトオ　著 双葉社 2019.10

F-ﾅｶ 鬼人幻燈抄　江戸編 残雪酔夢 中西　モトオ　著 双葉社 2020.2
F-ﾅｶ ヒポクラテスの試練 中山　七里　著 祥伝社 2020.6
F-ﾅﾙ エスパーニャのサムライ　（双葉文庫） 鳴神　響一　著 双葉社 2020.4
F-ﾆｼ 未知の鳥類がやってくるまで 西崎　憲　著 筑摩書房 2020.3
F-ﾆｼ 呉・広島ダブル殺人事件 西村　京太郎　著 双葉社 2020.5
F-ﾆｼ 東京オリンピックの幻想 西村　京太郎　著 文藝春秋 2020.4
F-ﾆﾀ 難事件カフェ　（〔１〕，２）　（光文社文庫） 似鳥　鶏　著 光文社 2020.5

F-ﾆﾎ 日本推理作家協会賞受賞作家傑作短
編集　１０　（双葉文庫）

双葉社 2020.6

F-ﾉｸﾞ なんて嫁だ　（集英社文庫） 野口　卓　著 集英社 2020.5
F-ﾉﾅ チーム・オベリベリ 乃南　アサ　著 講談社 2020.6
F-ﾊｼ 九十八歳になった私　（講談社文庫） 橋本　治　著 講談社 2020.1
F-ﾊｽ たこ焼きの岸本　（ハルキ文庫） 蓮見　恭子　著 角川春樹事務所 2020.3
F-ﾊﾀ あしたの華姫 畠中　恵　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.6
F-ﾊﾀ スプラッシュマンション　（ＰＨＰ文芸文庫） 畠山　健二　著 ＰＨＰ研究所 2015.1
F-ﾊﾀ 本所おけら長屋　（６，１４）　（ＰＨＰ文芸文庫） 畠山　健二　著 ＰＨＰ研究所 2016.3,2020.4

F-ﾊﾅ ヒカリ 花村　萬月　著 光文社 2020.6
F-ﾊﾔ 素晴らしき家族旅行　（上，下）　（毎日文庫） 林　真理子　著 毎日新聞出版 2020.6
F-ﾊﾔ 朝顔の花　（学研Ｍ文庫） 早見　俊　著 学研 2007.7
F-ﾊﾞﾝ 影武者八巻卯之吉　（双葉文庫） 幡　大介　著 双葉社 2020.5
F-ﾋｶﾞ 君に読ませたいミステリがあるんだ 東川　篤哉　著 実業之日本社 2020.7
F-ﾌｼﾞ 再縁話　（双葉文庫） 藤井　邦夫　著 双葉社 2020.6
F-ﾌｼﾞ 跳べ、暁！ 藤岡　陽子　著 ポプラ社 2020.7
F-ﾌｼﾞ 来世の記憶 藤野　可織　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.7

F-ﾌｼﾞ 小説家政夫のナギサさん　上
（プティル・ノベルス）

藤咲　あゆな　著 ハーパーコリンズ・ジャパン 2020.4

F-ﾏﾁ ギケイキ　（河出文庫） 町田　康　著 河出書房新社 2018.6
F-ﾏﾁ ５２ヘルツのクジラたち 町田　そのこ　著 中央公論新社 2020.4
F-ﾏﾂ 女副署長　（新潮文庫） 松嶋　智左　著 新潮社 2020.5
F-ﾐｽ 音速の刃 未須本　有生　著 文藝春秋 2020.6
F-ﾐﾔ 黄色い夜 宮内　悠介　著 集英社 2020.7
F-ﾑﾗ せきれいの詩 村木　嵐　著 幻冬舎 2020.6
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F-ﾑﾗ おいしいコーヒーのいれ方　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ９ 村山　由佳　著 集英社 2020.6
F-ﾓﾘ 誘鬼燈　（集英社文庫） 森村　誠一　著 集英社 2020.4
F-ﾓﾛ 女だてら 諸田　玲子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.7
F-ﾔﾏ ロンツーは終わらない　（双葉文庫） 山田　深夜　著 双葉社 2020.5
F-ﾕｷ ＫＩＬＬＴＡＳＫ 行成　薫　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.7
F-ﾕｷ スパイの妻　（講談社文庫） 行成　薫　著 講談社 2020.5
F-ﾕﾒ 大江戸火龍改 夢枕　獏　著 講談社 2020.7
F-ﾖｼ 憂き夜に花を 吉川　永青　著 中央公論新社 2020.6
F-ﾖｼ 贖罪 吉田　喜重　著 文藝春秋 2020.4
F-ﾜﾀﾞ 伊勢海老恋し　（ハルキ文庫） 和田　はつ子　著 角川春樹事務所 2020.6
F-ﾜﾀ うたかた　（集英社文庫） 渡辺　淳一　著 集英社 2009.3

E-ｲｼ 死という最後の未来 石原　慎太郎　著 幻冬舎 2020.6
E-ｲﾂ 漂流者の生きかた 五木　寛之　著 東京書籍 2020.7
E-ｵｵ 町を歩いて、縄のれん　（集英社文庫） 太田　和彦　著 集英社 2020.4
E-ｺﾊﾞ また、本音を申せば 小林　信彦　著 文藝春秋 2020.4
E-ｻｲ 「好き」の因数分解 最果　タヒ　著 リトルモア 2020.2
E-ｻﾜ 沢木耕太郎セッションズ〈訊いて、聴く〉　４ 沢木　耕太郎　編著 岩波書店 2020.6
E-ﾁﾖ ちょこっと、つまみ 阿川　佐和子　ほか著 河出書房新社 2020.3
E-ﾅｷﾞ 根に帰る落葉は 南木　佳士　著 田畑書店 2020.3
E-ﾊｼ そして、みんなバカになった 橋本　治　著 河出書房新社 2020.4
E-ﾋﾗ 五十八歳、山の家で猫と暮らす 平野　恵理子　著 亜紀書房 2020.4
E-ﾑﾗ 村上Ｔ 村上　春樹　著 マガジンハウス 2020.6

E-ﾔﾏ 食堂のおばちゃんの「人生はいつも
崖っぷち」　（光文社知恵の森文庫）

山口　恵以子　著 光文社 2020.3

002.7 もっと！京大変人講座 市岡　孝朗　著 三笠書房 2020.4

002.7 時間をもっと大切にするための小さい
ノート活用術 高橋　拓也　著 玄光社 2020.1

007.3 新しい世界を生きるためのサイバー社
会用語集 一田　和樹　著 原書房 2020.3

007.3 ＬＩＮＥ完全マニュアル 桑名　由美　著 秀和システム 2020.1

007.3 インスタグラムＩｎｓｔａｇｒａｍはじめる＆楽
しむガイドブック 藤田　和重　著 技術評論社 2020.2

007.3 いちばんやさしい６０代からのＬＩＮＥ 増田　由紀　著 日経ＢＰ 2020.4
007.6 ミニマリスト　スマホの中を片付ける 飯島　彩香　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.6
007.6 スペースキーで見た目を整えるのはやめなさい 四禮　静子　著 技術評論社 2020.6
007.6 パーフェクトＥｘｃｅｌ　ＶＢＡ 高橋　宣成　著 技術評論社 2019.12

007.6 スマホの中身も「遺品」です 古田　雄介　著 中央公論新社 2020.1
007.6 小学生と親が楽しむ初めてのプログラミング 米村　貴裕　著 さくら舎 2020.6
007.6 スマホで困ったときに開く本　２０２０－２０２１ 朝日新聞出版 2020.3
010.4 図書館魔女は不眠症 大島　真理　著 郵研社 2020.1
015.9 おはなし聞いて語って 東京子ども図書館　編集 東京子ども図書館 2019.12

019 １００歳まで読書 轡田　隆史　著 三笠書房 2019.11

019.5 子どもの心を動かす読み聞かせの本とは 岡崎　一実　共編 日外アソシエーツ 2019.10

019.5 人生の１冊の絵本 柳田　邦男　著 岩波書店 2020.2

《《  エッセイ        》》
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019.9 ユーカリの木の蔭で 北村　薫　著 本の雑誌社 2020.5
021.2 著作権とは何か 福井　健策　著 集英社 2020.3

021.4 Ｗｏｒｄ　＆　Ｅｘｃｅｌでできる自治会・ＰＴＡ
で役立つ書類のつくり方 ＡＹＵＲＡ　著 技術評論社 2020.2

024 本を売る技術 矢部　潤子　著 本の雑誌社 2020.1

041 高校生と考える日本の論点２０２０－２
０３０

桐光学園中学校
高等学校　編 左右社 2020.4

049 その話、諸説あります。 ナショナルジオグラ
フィック　編

日経ナショナルジオ
グラフィック社 2020.2

070.2 「反権力」は正義ですか 飯田　浩司　著 新潮社 2020.1

102 世界哲学史　（５，６） 伊藤　邦武　責任編集 筑摩書房 2020.5
104 大人が正しく生きるための哲学 小川　仁志　著 ジアース教育新社 2020.2
104 哲学とは何か 竹田　青嗣　著 ＮＨＫ出版 2020.4
121.6 西田幾多郎講演集　（岩波文庫） 西田　幾多郎　述 岩波書店 2020.6
124 諸子百家　（角川ソフィア文庫） 渡辺　精一　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.2
133.9 デイヴィッド・ルイスの哲学 野上　志学　著 青土社 2020.2
141.6 男女がうまくいく心理学辞典 齊藤　勇　監修 朝日新聞出版 2020.2
143.6 夫のトリセツ 黒川　伊保子　著 講談社 2019.10

146.8 親と死別した子どもたちへ ドナ　シャーマン　著 佼成出版社 2020.3
146.8 「繊細さん」の幸せリスト 武田　友紀　著 ダイヤモンド社 2020.4
146.8 ワークシートで学ぶ問題解決療法 平井　啓　著 ちとせプレス 2020.3
159 ｴ 批判力 えらいてんちょう　著 実業之日本社 2020.6

159 ｺ 完訳７つの習慣 スティーブン　Ｒ．コ
ヴィー　著

ＦＣＥパブリッシング
キングベアー出版 2020.1

159 ｺ 哲学の先生と人生の話をしよう　（朝日文庫） 國分　功一郎　著 朝日新聞出版 2020.4
159 ﾀ 大きな嘘の木の下で 田中　修治　著 幻冬舎 2020.4
159 ﾌ 書いて、捨てる！ 筆子　著 大和出版 2020.3
159 ﾍ セルフトーク超入門 シャド　ヘルムステッター　著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2020.5
159 ﾎ スマホ人生戦略 堀江　貴文　著 学研プラス 2020.5
159 ﾏ ４０代から深く生きる人、浅く生きる人 松尾　一也　著 海竜社 2020.4
159 ﾔ 自分を好きになる練習 矢作　直樹　著 文響社 2020.5
159 ﾜ 二枚腰のすすめ 鷲田　清一　著 世界思想社 2020.6
159.4 フルライフ 石川　善樹　著 ニューズピックス 2020.4
159.4 あなたの知らないあなたの強み 古野　俊幸　著 日経ＢＰ 2020.6
159.7 老いの器量 下重　暁子　著 海竜社 2020.4
159.7 定年を病にしない 高田　明和　著 ウェッジ 2020.4
162 人類はなぜ〈神〉を生み出したのか？ レザー　アスラン　著 文藝春秋 2020.2
164.1 変貌する古事記・日本書紀 及川　智早　著 筑摩書房 2020.4
172 日本の神様図鑑 大塚　和彦　著 新星出版社 2019.4
180.4 仏教の智慧が学べる日々のことば 枡野　俊明　著 河出書房新社 2020.5
185.9 鳥瞰ＣＧ・イラストでよくわかる日本の古寺 渋谷　申博　文　構成 学研プラス 2020.4

188.7 親鸞がヤクザ事務所に乗り込んで「悪
人正機」を説いたら 向谷　匡史　著 ベストセラーズ 2018.8

188.8 哲学する仏教 藤田　一照　著 サンガ 2019.11

《《  哲学・宗教    》》
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209 ビジュアルマップ大図鑑世界史 ＤＫ社　編著 東京書籍 2020.5
210.0 だから拙者は負けました。 本郷　和人　監修 宝島社 2020.5
210.1 もう一つ上の日本史　古代～近世篇 浮世　博史　著 幻戯書房 2020.3
210.1 もう一つ上の日本史　近代～現代篇 浮世　博史　著 幻戯書房 2020.4
210.2 縄文文明と中国文明 関　裕二　著 ＰＨＰ研究所 2020.3
210.3 律令国家と隋唐文明 大津　透　著 岩波書店 2020.2
210.3 源氏物語の風景 朧谷　寿　著 吉川弘文館 1999.8
210.3 平安貴族と邸第 朧谷　寿　著 吉川弘文館 2000.11

210.4 日本中世への招待 呉座　勇一　著 朝日新聞出版 2020.2
210.7 ｶ かくされてきた戦争孤児 金田　茉莉　著 講談社 2020.3
210.7 ｺ 五・一五事件 小山　俊樹　著 中央公論新社 2020.4
213.6 地図と写真でわかる江戸・東京 西東社編集部　編 西東社 2020.4
221.0 日本人が知らない朝鮮半島史 ケント　ギルバート　著 ビジネス社 2020.6
222 東アジアの論理 岡本　隆司　著 中央公論新社 2020.3
222.0 石平の裏読み三国志 石　平　著 ＰＨＰ研究所 2020.5
222.0 中華の成立 渡辺　信一郎　著 岩波書店 2019.11

223.1 ベトナム戦争と私 石川　文洋　著 朝日新聞出版 2020.2
235.0 職業別パリ風俗 鹿島　茂　著 白水社 2020.4
256.0 図説マヤ文明 嘉幡　茂　著 河出書房新社 2020.2
281.0 残念な死に方事典 小和田　哲男　監修 ワニブックス 2020.3
281.9 時代を拓いた唐津の先人 宮島　清一　著 海鳥社 2019.10

288.4 藤原彰子 朧谷　寿　著 ミネルヴァ書房 2018.5
288.4 素顔の雅子さま つげ　のり子　著 河出書房新社 2020.1
289.1 ｱ おべんとうの時間がきらいだった 阿部　直美　著 岩波書店 2020.6
289.1 ｳ 大地よ！ 宇梶　静江　著 藤原書店 2020.3
289.1 ｶ 開戦と終戦をアメリカに発した男 福井　雄三　著 毎日ワンズ 2020.4
289.1 ｺ 女帝小池百合子 石井　妙子　著 文藝春秋 2020.5
289.1 ﾄ ゴッドドクター徳田虎雄　（小学館文庫） 山岡　淳一郎　著 小学館 2020.1
289.1 ﾓ あたいと他の愛 もちぎ　著 文藝春秋 2019.11

289.1 ﾖ 吉田茂 保阪　正康　著 朝日新聞出版 2020.4
289.3 ｸﾞ 戦車将軍グデーリアン 大木　毅　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.3
289.3 ｺﾞ ＫＧＢの男 ベン　マッキンタイアー　著 中央公論新社 2020.6
290.1 世界でいちばん虚無な場所 ダミアン　ラッド　著 柏書房 2020.4
290.9 ダークツーリズム拡張 井出　明　著 美術出版社 2018.8
290.9 死ぬまでに行きたい！世界の絶景　ガイド編 詩歩　著 三才ブックス 2019.9

290.9 地球の歩き方　Ａ０１　2020～21　ヨー
ロッパ

「地球の歩き方」編集室　編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2020.3

290.9 地球の歩き方　Ａ０８　2020～21　南仏プ
ロヴァンス　コート・ダジュール＆モナコ

地球の歩き方編集室　編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2020.3

290.9
地球の歩き方　Ａ１６　2020～21　ベルリ
ンと北ドイツ ハンブルク　ドレスデン　ライプツィ
ヒ

地球の歩き方編集室　編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2020.3

290.9 地球の歩き方　Ｂ１１　2020～21　シカゴ 地球の歩き方編集室　編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2020.4

290.9 地球の歩き方　Ｂ１７　2020～21　カナダ
西部 カナディアン・ロッキーとバンクーバー

地球の歩き方編集室　編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2020.3

《《  歴史・地理    》》
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290.9 地球の歩き方　Ｂ２２　2020～21　アルゼ
ンチン　チリ パラグアイ　ウルグアイ

地球の歩き方編集室　編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2020.3

290.9 地球の歩き方　Ｄ１０　2020～21　台湾 『地球の歩き方』編集室　編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2020.4

290.9 地球の歩き方　Ｄ１４　2020～21　モンゴ
ル

地球の歩き方編集室　編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2020.4

290.9
地球の歩き方　Ｄ１６　2020～21　東南ア
ジア タイ／マレーシア／シンガポール／ベトナ
ム／ラオス／カンボジア

地球の歩き方編集室　編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2020.3

290.9 地球の歩き方　Ｄ２４　2020～21　ミャン
マー（ビルマ）

『地球の歩き方』編集室　編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2020.3

290.9 地球の歩き方　Ｄ２８　2020～21　インド 『地球の歩き方』編集室　編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2020.3
290.9 地球の歩き方　Ｄ３７　2020～21　韓国 「地球の歩き方」編集室　編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2020.3

290.9
地球の歩き方　Ｅ１０　2020～21　南アフ
リカ ジンバブエ　ザンビア　ボツワナ　ナミビア
レソト　エスワティニ　モザンビーク

地球の歩き方編集室　編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2020.3

290.9 正直、旅は僕らのコントより面白い 春道　著 産業編集センター 2020.6
291.0 一度は訪ねてみたい日本の水と土 日本水土総合研究所　著 日本水土総合研究所 2020.4
291.0 一度は訪ねてみたい日本の原風景 日本水土総合研究所　著 論創社 2018.2
291.0 地図でみる城下町 野間　晴雄　編 海青社 2020.3
291.0 るるぶ気軽に楽しむ！古代史の旅 ＪＴＢパブリッシング 2020.4
291.3 新島・式根島・神津島 ダイヤモンド・ビッグ社 2020.2
291.6 京都一周トレイル 京都トレイルガイド協会　編著 ナカニシヤ出版 2020.1
291.6 にわか〈京都人〉宣言 校條　剛　著 イースト・プレス 2020.4
291.6 るるぶこどもとあそぼ！関西　’２１ ＪＴＢパブリッシング 2020.3

293.6 旅の賢人たちがつくったスペイン旅行
最強ナビ

山田静ｗｉｔｈひとり旅
活性化委員会　編 辰巳出版 2020.4

295.1 バンクーバー ことりっぷ海外版 昭文社 2018.9
297.7 考える脚 荻田　泰永　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.3

302.2 親中派の嘘 櫻井　よしこ　著 産経新聞出版 2020.5
302.2 上海フリータクシー フランク　ラングフィット　著 白水社 2020.5
302.3 リトアニアを知るための６０章 櫻井　映子　編著 明石書店 2020.3
302.3 ワイルドサイドをほっつき歩け ブレイディみかこ　著 筑摩書房 2020.6
302.4 リビアを知るための６０章 塩尻　和子　編著 明石書店 2020.3
302.5 それを、真の名で呼ぶならば レベッカ　ソルニット　著 岩波書店 2020.1
304 ｻ 言語道断 櫻井　よしこ　著 新潮社 2020.5
311.7 民主主義の非西洋起源について デヴィッド　グレーバー　著 以文社 2020.4
312.1 桂太郎 倉山　満　著 祥伝社 2020.6
312.1 重い扉の向こうに 纐纈　厚　著 緑風出版 2020.1
312.3 裏切りの大統領マクロンへ フランソワ　リュファン　著 新潮社 2020.2
314.1 国会をみよう 上西　充子　著 集英社クリエイティブ 2020.2
316.1 不快な表現をやめさせたい！？ 紙屋　高雪　著 かもがわ出版 2020.4
317.7 ＣＢＲＮＥテロ・災害対処ポケットブック 箱崎　幸也　編集主幹 診断と治療社 2020.2
318 自治体の規模別公共施設マネジメント 上森　貞行　著 学陽書房 2020.3
318.2 東京改造計画 堀江　貴文　著 幻冬舎 2020.5
318.5 自治体の住民説明会の進め方 秋田　将人　著 学陽書房 2018.10

318.5 事例でわかる自治体のための組織で
取り組むハードクレーム対応 横山　雅文　著 第一法規 2020.2

《《  社会科学      》》
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319.2 元韓国陸軍大佐の反日への最後通告 池　萬元　著 ハート出版 2020.4
319.8 核のある世界とこれからを考えるガイドブック 中村　桂子　著 法律文化社 2020.4

324.5 知らないじゃすまされない！中小企業
のための改正民法の使い方 相木　辰夫　著 秀和システム 2020.3

324.6 成年後見人へのそなえ 石川　徹　著 里文出版 2020.2

325.2 ベーシック会社法入門　第８版 宍戸　善一　著
日経ＢＰ日本経済
新聞出版本部 2020.4

327.1 平成重大事件の深層 熊崎　勝彦　著 中央公論新社 2020.1
331.6 武器としての「資本論」 白井　聡　著 東洋経済新報社 2020.4
332.1 強欲「奴隷国家」からの脱却 浜　矩子　著 講談社 2020.3
333.6 新型肺炎発世界大不況 浅井　隆　著 第二海援隊 2020.3
333.6 ～２０２１年「世界経済リスク」入門 渡邉　哲也　著 徳間書店 2019.12

334.3 全予測２０２０年代の日本 河合　雅司　著 講談社 2020.3
334.4 移民と日本社会 永吉　希久子　著 中央公論新社 2020.2
335 新エクセレント・カンパニー トム　ピーターズ　著 早川書房 2020.2
335 慶應義塾大学大学院ＳＤＭ伝説の講義 吉田　篤生　著 日経ＢＰ 2020.1
335.1 ドン・ミンジュ 郭　宏文　著 中国出版トーハン 2020.2
335.1 ポニー・マー 冷　湖　著 中国出版トーハン 2020.2
335.3 家族経営の法律・税金Ｑ＆Ａ 住田　昌弘　編集代表 ぎょうせい 2020.3
335.8 京都発ＮＰＯ最善戦 平尾　剛之　編著 京都新聞出版センター 2018.6
336.1 ベストプラクティスを吹き飛ばせ ジェフ　タフ　著 ファーストプレス 2019.12

336.3 女性リーダーが生まれるとき 野村　浩子　著 光文社 2020.3
336.4 職場の女子のトリセツ 有川　真由美　著 ＰＨＰ研究所 2020.2
336.4 「承認欲求」の呪縛 太田　肇　著 新潮社 2019.2

336.5 実務者のための失敗しないＲＰＡシナリ
オ設計入門

小佐井　宏之　著 秀和システム 2020.5

336.8 プロ直伝！必ずわかる原価計算のしくみと実務 小川　正樹　著 ナツメ社 2020.5
338 すみません、金利ってなんですか？ 小林　義崇　著 サンマーク出版 2020.4
338 キャッシュレス生活、１年やってみた 美崎　栄一郎　著 祥伝社 2020.2

338.1 資産を作るための株式投資　資産を遺
すための株式投資

石川　臨太郎　著 パンローリング 2019.8

338.1 ビジネスエリートになるための教養としての投資 奥野　一成　著 ダイヤモンド社 2020.5
338.1 世界一やさしい米国株の教科書１年生 はちどう　著 ソーテック社 2020.6
338.1 なまけものが得をするワンコインつみたて投資術 山口　京子　著 ダイヤモンド社 2020.3
338.5 なぜ支店長は飛ばされたのか 加藤　直樹　著 廣済堂出版 2020.4
343.7 公共投資をめぐる経済と土木 山本　基　著 亜紀書房 2020.6
345 高校生のための税金入門 小塚　真啓　編著 三省堂 2020.6
345.1 よくわかる税法入門　第１４版 三木　義一　編著 有斐閣 2020.3
345.5 相続税を納め過ぎないための土地評価の本 藤宮　浩　著 現代書林 2019.5
358.0 地域社会の将来人口 西岡　八郎　編 東京大学出版会 2020.2
361.4 ＩＣＴ英語プレゼンテーション 影戸　誠　編著 北樹出版 2020.4
361.4 人を傷つける話し方ほっとさせる話し方 渋谷　昌三　著 新講社 2020.2
361.4 ハーバード流「聞く」技術 パトリック　ハーラン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.3
361.8 閉ざされた扉をこじ開ける 稲葉　剛　著 朝日新聞出版 2020.3
366.2 働くコンパスを手に入れる 田中　翼　著 晶文社 2020.1
366.2 障がい者だからって、稼ぎがないと思うなよ。 姫路　まさのり　著 新潮社 2020.3
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366.3 パパとママの育児戦略 ファザーリング　ジャパン　著 ｒｅｐｉｃｂｏｏｋ 2018.10

367.3 きらいな母を看取れますか？関係がわ
るい母娘の最終章 寺田　和代　著 主婦の友社 2020.3

367.3 つかず離れず婚 和田　秀樹　著 池田書店 2020.3

367.7 死を想え
メ メ ン ト ・ モ リ

！多死社会ニッポンの現場を歩く 中日新聞社会部　編 ヘウレーカ 2020.3

367.7 棄民世代 藤田　孝典　著 ＳＢクリエイティブ 2020.4
367.7 ばぁばニッポン 主婦の友社 2020.2
368.6 あなたのスマホがとにかく危ない 佐々木　成三　著 祥伝社 2020.2
368.6 加害者家族バッシング 佐藤　直樹　著 現代書館 2020.4
369.3 まつろわぬ者たちの祭り 鵜飼　哲　著 インパクト出版会 2020.4
369.3 被災したあなたを助けるお金とくらしの話 岡本　正　著 弘文堂 2020.3
369.4 保育園に通えない子どもたち 可知　悠子　著 筑摩書房 2020.4
369.4 大阪ミナミの子どもたち 金　光敏　著 彩流社 2019.9
370.4 ２２世紀を見る君たちへ 平田　オリザ　著 講談社 2020.3
371.4 子どもが学校に行きたくないと言ったら読む本 菅野　純　監修 主婦の友社 2020.5
372.3 こんなに違う！？ドイツと日本の学校 和辻　龍　著 産業能率大学出版部 2020.3
374.3 先生も大変なんです 江澤　隆輔　著 岩波書店 2020.3
375.1 なぜ、いま学校でプログラミングを学ぶのか 平井　聡一郎　編著 技術評論社 2020.2
375.9 ヨイコドモ 文部省　著 ハート出版 2020.4
375.9 初等科修身 文部省　著 ハート出版 2020.4

376.1 かわいい！たのしい！スケッチブックで
シアターあそび

井上　明美　編著 自由現代社（発売） 2020.3

376.4 留学を考え始めた親と子が読む本 平田　久子　著 コスモピア 2020.2
378.6 知的障害／発達障害のある子の育て方 徳田　克己　監修 講談社 2020.4
378.8 そのママでいい 橋口　亜希子　著 中央法規出版 2020.2
378.8 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 2020.4
379.6 今日から使えるワークショップのアイデア帳 ワークショップ探検部　著 翔泳社 2020.4
379.9 ｵ もう悩まない！自己肯定の幸せ子育て 大日向　雅美　著 河出書房新社 2020.4
379.9 ﾀ 親がやったら、あかん！ 棚原　安子　著 集英社 2020.5
379.9 ﾔ ステップアップ０歳音読 山口　謠司　絵　ことば さくら舎 2020.1
382.1 関西弁で読む遠野物語 柳田　国男　著 エクスナレッジ 2020.3
383.8 食の歴史 ジャック　アタリ　著 プレジデント社 2020.3
383.8 喫茶店の時代　（ちくま文庫） 林　哲夫　著 筑摩書房 2020.4
384.3 江戸の仕事図鑑　（上巻，下巻） 飯田　泰子　著 芙蓉書房出版 2020.1
388.1 ザシキワラシと婆さま夜語り 佐々木　喜善　著 河出書房新社 2020.4
389 ダメになる人類学 吉野　晃　監修 北樹出版 2020.3
392.2 シリア原子炉を破壊せよ ヤーコブ　カッツ　著 並木書房 2020.4
396.7 日本軍と軍用車両 林　譲治　著 並木書房 2019.9

404 感染症、ＡＩ新時代を生き抜く科学知識
の身につけ方 竹内　薫　著 徳間書店 2020.6

404 もっと知りたい！「科学の芽」の世界　ＰＡＲＴ７ 永田　恭介　監修 筑波大学出版会 2020.6
404 天才科学者はこう考える ジョン　ブロックマン　編 ダイヤモンド社 2020.3
418.6 大学生・エンジニアのための関数電卓活用ガイド 遠藤　雅守　著 森北出版 2018.9
421 なぜ時間は存在しないのか ジュリアン　バーバー　著 青土社 2020.2

《《  自然科学      》》

10



421.4 フラクタル ケネス　ファルコナー　著 岩波書店 2020.1
440.4 怖くて眠れなくなる天文学 縣　秀彦　著 ＰＨＰエディターズ・グループ 2020.3
443.9 宇宙は無限か有限か 松原　隆彦　著 光文社 2019.11

451 散歩が楽しくなる空の手帳 森田　正光　監修 東京書籍 2020.4
452.8 見えない絶景 藤岡　換太郎　著 講談社 2020.5

452.9 琵琶湖の科学　２０２０
琵琶湖環境科学研
究センターブックレッ
ト編集委員会　著

滋賀県琵琶湖環境
科学研究センター 2020.3

454.6 黄砂の越境マネジメント 深尾　葉子　著 大阪大学出版会 2018.9
469.0 虫とゴリラ 養老　孟司　著 毎日新聞出版 2020.4
469.4 骨が語る人類史 ブライアン　スウィーテク　著 原書房 2020.2
479.9 たんぽぽの秘密 森乃　おと　著 雷鳥社 2020.3
481.7 先生、大蛇が図書館をうろついています！ 小林　朋道　著 築地書館 2020.4
484.6 考えるナメクジ 松尾　亮太　著 さくら舎 2020.5
488.6 アホウドリからオキノタユウへ 長谷川　博　著 新日本出版社 2020.4
490.1 こどもホスピス 田川　尚登　著 新泉社 2019.12

491.3 女の子が知っておきたい卵子のハナシ。 浅田　義正　著 主婦の友社 2020.4
492.7 倍々効果！足ツボ魔法・リンパマッサージ 五十嵐　康彦　著 青萠堂 2020.2

493.2 血管の専門医が教える『血流』をよくす
る最高の習慣 梅津　拓史　著 総合法令出版 2020.2

493.4 腸内細菌の逆襲 江田　証　著 幻冬舎 2020.5
493.4 膵臓がん・胆道がん 神澤　輝実　監修 主婦の友社 2020.4
493.7 ｶ 認知症を予防する食事 川口　美喜子　著 亜紀書房 2020.4
493.7 ｺ 怪談に学ぶ脳神経内科 駒ケ嶺　朋子　著 中外医学社 2020.4
493.7 ﾌ コロナうつはぷかぷか思考でゆるゆる鎮める 藤野　智哉　著 ワニブックス 2020.6
493.7 ﾜ 「ボケたくない」という病 和田　秀樹　著 世界文化社 2020.4

493.8 呼吸器内科医が解説！新型コロナウイ
ルス感染症－ＣＯＶＩＤ－１９－

粟野　暢康　監修　編集 医療科学社 2020.3

493.8 感染症対人類の世界史 池上　彰　著 ポプラ社 2020.4
493.8 感染症 井上　栄　著 中央公論新社 2020.4

493.8 人類は「パンデミック」をどう生き延びた
か　（青春文庫）

島崎　晋　著 青春出版社 2020.5

493.8 感染症大全 堤　寛　著 飛鳥新社 2020.4
494.6 死ぬまで歩きたい！ 久道　勝也　著 大和書房 2019.3

494.8 世界最高のエビデンスでやさしく伝える
最新医学で一番正しいアトピーの治し方 大塚　篤司　著 ダイヤモンド社 2020.1

496.7 薬なしで鼻の不調を改善する 中川　雅文　著 ＰＨＰ研究所 2019.9
497.7 しあわせ歯ならびのつくり方 浅川　幸子　著 時事通信出版局 2020.1
497.7 健康のすべては「歯」と「口」から始まる 江口　康久万　著 扶桑社 2020.6
498.3 ｲ 不調が消え去る脳バランス体操 石井　克昇　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.4
498.3 ｻ 「一生サビない脳」をつくる生活習慣３５ 齋藤　孝　著 ビジネス社 2020.5

498.3 ﾀ
１０３歳のスーパーおばあちゃん箱石シ
ツイさん健康長寿のヒケツ 高橋　洋樹　著 自由国民社 2020.4

498.3 ﾃ 心を壊さない生き方 Ｔｅｓｔｏｓｔｅｒｏｎｅ　著 文響社 2020.6
498.3 ﾅ 調子いい！がずっとつづくカラダの使い方 仲野　孝明　著 サンクチュアリ出版 2019.7
498.3 ﾊ 老活の愉しみ 帚木　蓬生　著 朝日新聞出版 2020.4
498.3 ﾎ 感染を恐れない暮らし方 本間　真二郎　著 講談社ビーシー 2020.6
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498.5 ｴ 名医が考えた認知症にならない最強の食事術 江部　康二　著 宝島社 2020.6
498.5 ﾅ なにをどれだけ食べたらいいの？ 香川　明夫　監修 女子栄養大学出版部 2020.3
498.6 新型コロナウイルスの真実 岩田　健太郎　著 ベストセラーズ 2020.4

498.6 コロナクライシス 滝田　洋一　著
日経ＢＰ日本経済
新聞出版本部 2020.5

498.7 産後ケア完全理解読本 福島　富士子　監修 財界研究所 2020.3
498.8 社会的うつ 奥田　祥子　著 晃洋書房 2020.4
498.8 図解新型コロナウイルス職場の対策マニュアル 亀田　高志　著 エクスナレッジ 2020.4
498.9 死体は語る　２　（文春文庫） 上野　正彦　著 文藝春秋 2020.2
498.9 女性の死に方 西尾　元　著 双葉社 2019.12

501.6 再エネで地域社会をデザインする 小林　久　編 京都大学学術出版会 2020.3
516.8 ジャイロモノレール 森　博嗣　著 幻冬舎 2018.9
519 地球温暖化「ＣＯ２犯人説」は世紀の大ウソ 丸山　茂徳　ほか著 宝島社 2020.2
520.4 ひとの住処 隈　研吾　著 新潮社 2020.2
523.1 誰かに教えたくなるレトロ建築の話 門井　慶喜　著 潮出版社 2020.3
524.2 トコトンやさしい建築材料の本 大垣　賀津雄　著 日刊工業新聞社 2019.10

526.7 建築でめぐる日本の美術館 土肥　裕司　著 Ｇ．Ｂ． 2020.3
527 猫と住まいの解剖図鑑 いしまる　あきこ　著 エクスナレッジ 2020.3
537.0 ゴーンショック 朝日新聞取材班　著 幻冬舎 2020.5
537.0 「深層」カルロス・ゴーンとの対話 郷原　信郎　著 小学館 2020.4
547.5 最新図解で早わかり５Ｇがまるごとわかる本 水上　貴博　著 ソーテック社 2020.3
547.5 ５Ｇ 森川　博之　著 岩波書店 2020.4
559.1 弾丸が変える現代の戦い方 二見　龍　著 誠文堂新光社 2020.4
588.5 焼酎の履歴書 鮫島　吉廣　著 イカロス出版 2020.6

589.2 カジュアルファッションで決める５０代か
らの男の服選び

大西　陽一　監修 ナツメ社 2020.4

590 １００歳までパリジェンヌ！ 弓　シャロー　著 扶桑社 2020.3
590 働く母の暮らしマネジメント 主婦の友社　編 主婦の友社 2020.6

590 タスカジさんが選んだ本当に使える１０
０均アイテム１００選 タスカジ　監修 主婦の友社 2020.4

590 「もたない暮らし」の始め方 ｒｉａｍｏ　著 すばる舎 2019.12

590.4 おひとりさまのケチじょうず 小笠原　洋子　著 ビジネス社 2019.11

590.4 ＯＫＵＤＡＩＲＡ　ＢＡＳＥ自分を楽しむ衣食住 奥平　眞司　著 誠文堂新光社 2020.5
590.4 毎日、無理なく、機嫌よく。 香菜子　著 すばる舎 2020.5
591 キャッシュレス貧乏にならないお金の整理術 横山　光昭　著 クロスメディア・パブリッシング 2019.12

591 本当の自由を手に入れるお金の大学 両＠リベ大学長　著 朝日新聞出版 2020.6
593.3 女の子と男の子のおでかけ服 かわい　きみ子　著 主婦と生活社 2020.5

593.3 家庭科３だった私がワードローブ１０
０％手作り服になりました。 津田　蘭子　著 ワニブックス 2020.4

593.3 型紙いらずの浴衣リメイク 松下　純子　著 河出書房新社 2020.4
594.2 ステッチイデー　ｖｏｌ．３１ 日本ヴォーグ社 2020.5
594.3 はじめてのニャンドゥティ 千森　麻由　著 ｒｅｐｉｃｂｏｏｋ 2020.5
594.7 わたしのトートバッグ かわい　きみ子　著 家の光協会 2020.5

594.8 固まるハーバリウムで作るインテリア雑
貨とアクセサリー

誠文堂新光社　編 誠文堂新光社 2020.4

《《  技術・工学    》》
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594.9 飾って愉しむミニチュアの和服 秋田　廣子　著 ブティック社 2020.5
596 やせる！キレイになる！ベジたんスープ５０ Ａｔｓｕｓｈｉ　著 小学館 2020.5
596 ありこんだて ａｒｉｋｏ　著 光文社 2020.6
596 今さら聞けない料理のこつ 有元　葉子　著 大和書房 2020.5
596 フライパンひとつでスパイスカレー 印度カリー子　著 ぴあ 2020.3
596 お皿の上の生物学　（角川ソフィア文庫） 小倉　明彦　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.4
596 やわらかいごちそう 川上　文代　著 辰巳出版 2018.10

596 神レンチン 河瀬　璃菜　著 文藝春秋 2020.5
596 志麻さんの何度でも食べたい極上レシピ 志麻　著 マガジンハウス 2018.5
596 あっさり塩煮と、こっくりしょうゆ煮 角田　真秀　著 学研プラス 2019.11

596 がんばらない料理 たなか　れいこ　著 家の光協会 2019.11

596 こまったさんのレシピブック 寺村　輝夫　レシピ原案 あかね書房 2020.2
596 ぐぐっと時短＆もっと絶品！決定版感動の冷凍術 西川　剛史　著 宝島社 2020.6
596 みきママの１００楽レシピ 藤原　美樹　著 扶桑社 2020.5
596 村上祥子のシニア料理教室 村上　祥子　著 女子栄養大学出版部 2020.1
596 家庭料理の手ほどき帖 本谷　惠津子　著 婦人之友社 2020.6
596.0 お肴春秋 辰巳　芳子　著 岩波書店 2020.4
596.0 こんな、季節の味ばなし 平野　恵理子　著 天夢人 2020.4
596.2 にちにいまし 山本　彩香　著 文藝春秋 2020.1
596.6 不思議なお菓子レシピ　サイエンススイーツ 太田　さちか　著 マイルスタッフ 2020.4
596.6 御菓子司聚洸の源氏物語 梶　裕子　著 光村推古書院 2020.5
596.6 おやつとスプーン 川地　あや香　著 パイインターナショナル 2019.12

596.6 世界一ズボラなＢＯＸパン！ 斎藤　ゆかり　著 ワニブックス 2020.5
596.6 魔法のてぬきおやつ てぬキッチン　著 ワニブックス 2020.2

602.1 会社四季報業界地図　２０２０年版 東洋経済新報社　編 東洋経済新報社 2019.9
611.3 捨てられる食べものたち 井出　留美　著 旬報社 2020.7
619 だれでも起業できる農産加工実践ガイド 尾崎　正利　著 農山漁村文化協会 2020.3
626.9 一坪でできる野菜づくり 北条　雅章　監修 ブティック社 2020.4
627 もっと咲かせる園芸「コツ」の科学 上田　善弘　著 講談社 2020.3
627.7 はじめてでも美しく仕上がる庭木・花木の剪定 川原田　邦彦　監修 西東社 2020.4
627.8 グリーン 境野　隆祐　著 翔泳社 2020.3
629.7 キヨミさんのシニアの庭あそびアイデア 長澤　淨美　著 農山漁村文化協会 2019.11

645.7 猫には負ける 佐々木　幹郎　著 亜紀書房 2020.2
666.7 リクガメの飼い方 吉田　誠　著 エムピージェー 2020.3
673.3 ひとこと接客英語 パピヨン麻衣　著 同文舘出版 2020.2

673.9 不動産の価格がわかる本 大和不動産鑑定株
式会社　編著 日経ＢＰ 2020.1

673.9 与儀美容室がお客さまから学んだ美しい生き方 与儀　育子　著 ベストセラーズ 2019.9
674.4 僕たちの広告時代 間宮　武美　著 宣伝会議 2020.3
675 サブスクリプション経営 根岸　弘光　著 日本経済新聞出版社 2020.2

675 ＫＰＩ・目標必達の動画マーケティング成
功の最新メソッド

村岡　雄史　共著
エムディエヌコーポ
レーション 2019.11

675 ６０分でわかる！サブスクリプション リンクアップ　著 技術評論社 2020.2
686.2 １９７０～８０年代京阪電車の記録 諸河　久　著 フォト・パブリッシング 2020.5

《《  産業            》》
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689.6 指名が途切れない通訳ガイドの英語で
日本紹介アイデアブック 島崎　秀定　著 アルク 2020.4

702.1 トラりんと学ぶ日本の美術　２ 京都国立博物館　監修 淡交社 2020.3

704 東大の先生！超わかりやすくビジネス
に効くアートを教えてください！ 三浦　俊彦　著 かんき出版 2020.4

706.9 山内マリコの美術館は一人で行く派展 山内　マリコ　著 東京ニュース通信社 2020.2
709.1 一生に一度は見たい日本の国宝１００選 宝島社 2020.2
719.0 漂流郵便局－お母さんへ－ 久保田　沙耶　著 小学館 2020.4
720.8 美人画ボーダレス　〔１〕 芸術新聞社　監修 芸術新聞社 2017.11

721.3 雪舟決定版 島尾　新　監修 平凡社 2020.2
721.8 北斎になりすました女 檀　乃歩也　著 講談社 2020.3
724.4 花と植物を描く水彩の教科書 中村　愛　著 グラフィック社 2020.4
726.5 猫のいた時間 成瀬　政博　画 新泉社 2020.3
726.6 絵本画家　赤羽末吉 赤羽　茂乃　著 福音館書店 2020.4
727.8 ロゴのつくりかたアイデア帖 遠島　啓介　著 インプレス 2020.3
728.4 漢字のくずし方ハンドブック 浅倉　龍雲　編 日貿出版社 2020.1
748 翡翠 前川　彰一　著 文一総合出版 2020.3
757.0 ウィリアム・モリスのフラワー・パターン ウィリアム　モリス　作 青幻舎インターナショナル 2020.3
757.3 色彩・配色・混色 ベティ　エドワーズ　著 河出書房新社 2020.1
757.3 日本の美しいことばと配色 南雲　治嘉　著 グラフィック社 2020.2
760.4 グルーヴ！ 堀米　ゆず子　著 春秋社 2020.5
760.7 「わらべうた」から始める音楽教育　乳児の遊び編 十時　やよい　著 明治図書出版 2020.4
762.3 ベートーヴェンの愛弟子 かげはら　史帆　著 春秋社 2020.4
762.3 音楽家の食卓 野田　浩資　著 誠文堂新光社 2020.1
762.5 ルース・スレンチェンスカ ルース　スレンチェンスカ　著 平凡社 2019.5
762.8 至高の十大指揮者　（角川ソフィア文庫） 中川　右介　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.1
763.2 ジャズ・ピアノ・アドリブ速習帳　〔２０２０〕 横岡　ゆかり　編著 自由現代社（発売） 2020.1

764.7 定本ライブハウス「ロフト」青春記 平野　悠　著 ルーフトップ／ロフ
トブックス編集部 2020.6

767.8 使ってはいけない言葉 忌野　清志郎　著 百万年書房 2020.5
775.4 タカラヅカの解剖図鑑 中本　千晶　文 エクスナレッジ 2019.12

778.2 ｻ 高峰秀子との二十年　（草思社文庫） 斎藤　明美　著 草思社 2020.4
778.2 ﾁ 監督成瀬巳喜男 千葉　伸夫　著 森話社 2020.2
778.2 ﾅ 旭とルリ子 中平　まみ　著 展望社 2019.12

778.7 『機動戦士ガンダム』の演説に学ぶ人心掌握術 石井　誠　文 集英社 2020.1
778.7 アニメーターはどう働いているのか 松永　伸太朗　著 ナカニシヤ出版 2020.3
778.7 にっぽんアニメ創生記 渡辺　泰　著 集英社 2020.3
778.8 韓国テレビドラマコレクション　２０２０ キネマ旬報社　編 キネマ旬報社 2020.2
779.1 ２１世紀落語史 広瀬　和生　著 光文社 2020.1
779.1 花電車芸人 八木澤　高明　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.3
779.9 ハナ肇を追いかけて 西松　優　著 文芸社 2020.1
780.1 アスリートのメンタルケア 内田　直　編著 大修館書店 2020.4
780.1 スタンフォード式人生を変える運動の科学 ケリー　マクゴニガル　著 大和書房 2020.4

781.4 座り仕事の疲れがぜんぶとれるコリほ
ぐしストレッチ なぁさん　著 ダイヤモンド社 2020.6

《《  芸術・体育    》》
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783.4 何かをやるのに遅いということは決してない。 白石　尚久　著 ダイヤモンド社 2018.7
784.6 翼を羽ばたかせて 田村　明子　著 双葉社 2020.4
786.1 アルパインクライミング教本 笹倉　孝昭　著 山と溪谷社 2020.4

786.3 今すぐはじめたい人のキャンプ完全バ
イブル

コールマンジャパン
株式会社　協力 ナツメ社 2020.4

786.3 いちばんやさしいキャンプ入門 長谷部　雅一　監修 新星出版社 2020.4
788.2 東郷見聞録 ディック東郷　著 彩図社 2020.1
789 上達論 甲野　善紀　著 ＰＨＰエディターズ・グループ 2020.1
793 フラワーアレンジメントの発想と作り方 永塚　慎一　監修 誠文堂新光社 2020.3
795 はじめての囲碁の教科書 吉原　由香里　監修 永岡書店 2020.3
796 羽生善治タイトル９９期、１４３４勝の軌跡 森　鶏二　著 日本将棋連盟 2020.5
796.0 将棋語辞典 香川　愛生　監修 誠文堂新光社 2020.2
796.0 天才の考え方 加藤　一二三　著 中央公論新社 2020.4
796.0 一門 神田　憲行　著 朝日新聞出版 2020.5

807 第二言語習得について日本語教師が
知っておくべきこと

小柳　かおる　著 くろしお出版 2020.3

809.2 超雑談力 五百田　達成　著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2019.12

809.2 ９９％の人が知らない「話し方」のコツ 司　拓也　著 総合法令出版 2020.4

809.2 気くばりがうまい人のものの言い方
（王様文庫） 山崎　武也　著 三笠書房 2019.11

816.5 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 2020.4
835 英文法をこわす 大西　泰斗　著 ＮＨＫ出版 2020.4
835.2 ネイティブの感覚で冠詞が使える ロス典子　著 ベレ出版 2020.3

909.3 もしも桃太郎が少年ジャンプの連載だったら スエヒロ　著 集英社 2020.1
910.2 非国民文学論 田中　綾　著 青弓社 2020.2
910.2 文豪の悪態 山口　謠司　著 朝日新聞出版 2020.5
910.2 ｲ 「井上ひさし」を読む 今村　忠純　ほか述 集英社 2020.3
910.2 ｾ 父、芹沢光治良、その愛 野沢　朝子　著 明窓出版 2020.3
910.2 ﾅ 荷風と戦争 百足　光生　著 国書刊行会 2020.3
910.2 ﾋ 百田尚樹をぜんぶ読む 杉田　俊介　著 集英社 2020.4
911.1 ﾖ アララギの系譜 横山　季由　著 現代短歌社 2020.3
911.3 ｷ 山頭火と遊ぶ 菊地　清　作 春陽堂書店 2020.4
911.3 ｼ 春夏秋冬を楽しむ俳句歳時記 日下野　由季　監修 成美堂出版 2020.2
913.2 面白くて眠れなくなる『古事記』 島崎　晋　著 ＰＨＰエディターズ・グループ 2020.3
913.3 光源氏が見た京都 朧谷　寿　文 学研 2003.5
913.3 はじめて読む源氏物語 藤原　克己　監修 花鳥社 2020.1
913.3 源氏物語を反体制文学として読んでみる 三田　誠広　著 集英社 2018.9
913.4 太平記秘伝理尽鈔　５　（東洋文庫） 今井　正之助　校注 平凡社 2020.6
916 ｸ マリフアナ青春治療 工藤　悠平　著 ベストセラーズ 2020.4
916 ｺ 工学部ヒラノ教授の徘徊老人日記 今野　浩　著 青土社 2020.3
916 ｼ 揺れて歩く 清水　哲男　著 エディション・エフ 2020.4
916 ﾀ お父さんは認知症 田中　亜紀子　著 中央公論新社 2020.5
916 ﾋ 誤作動する脳 樋口　直美　著 医学書院 2020.3
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928 新釈漢文大系　詩人編９　杜牧 明治書院 2020.6
929.1 保健室のアン・ウニョン先生 チョン　セラン　著 亜紀書房 2020.3
931.7 ＴＨＥ　ＬＹＲＩＣＳ　１９６１－１９７３ ボブ　ディラン　著 岩波書店 2020.3
931.7 ＴＨＥ　ＬＹＲＩＣＳ　１９７４－２０１２ ボブ　ディラン　著 岩波書店 2020.3
932.5 心を支えるシェイクスピアの言葉 河合　祥一郎　著 あさ出版 2020.1
933 ｱ 長く暗い魂のティータイム　（河出文庫） Ｄ．アダムス　著 河出書房新社 2018.3
933 ｳ 歌え、葬られぬ者たちよ、歌え ジェスミン　ウォード　著 作品社 2020.3
933 ｳ アンドロメダ病原体－変異－　（上，下） ダニエル　Ｈ．ウィルソン　著 早川書房 2020.5
933 ｹﾞ もし今夜ぼくが死んだら、　（ハヤカワ・ミステリ文庫） アリソン　ゲイリン　著 早川書房 2020.3
933 ﾇ 友だち シーグリッド　ヌーネス　著 新潮社 2020.1
933 ﾊ 影を呑んだ少女 フランシス　ハーディング　著 東京創元社 2020.6
933 ﾊ 探偵コナン・ドイル ブラッドリー　ハーパー　著 早川書房 2020.3
933 ﾌﾟ ゴーストドラム スーザン　プライス　作 サウザンブックス社 2020.2
933 ﾌﾟ ゴーストソング スーザン　プライス　作 サウザンブックス社 2020.2
933 ﾌﾟ ゴーストダンス スーザン　プライス　作 サウザンブックス社 2020.2
933 ﾌﾟ あの本は読まれているか ラーラ　プレスコット　著 東京創元社 2020.4
933 ﾎﾞ 貧乏お嬢さまの結婚前夜　（コージーブックス） リース　ボウエン　著 原書房 2020.5
933 ﾏ 彼女の体とその他の断片 カルメン　マリア　マチャド　著 エトセトラブックス 2020.3
933 ﾗ 真夜中の子供たち　下　（岩波文庫） サルマン　ラシュディ　作 岩波書店 2020.6
949.8 砂男　（上，下）　（扶桑社ミステリー） ラーシュ　ケプレル　著 扶桑社 2020.1
953 ﾏ 縫いながら、紡ぎながら アニエス　マルタン　リュガン　著 ＴＡＣ株式会社出版事業部 2020.2

K751 源氏物語宇治十帖 松林　豊斎　著 朝日焼 2004.5

MU318 職員名簿　令和２年度版 宇治市　編 宇治市 2020

MU334 宇治市人口ビジョン 概要版　第２期
宇治市政策経営部
行政経営課　編 宇治市 2020.3

MU334 宇治市人口ビジョン　第２期 宇治市政策経営部
行政経営課　編 宇治市 2020.3

MU365 消費者行政の概要　令和２年版
宇治市市民環境部
文化自治振興課　編 宇治市 2020.6

MU369 れもねいどメッセージ　２０２０
宇治市認知症アクショ
ンアライアンス“れもね
いど”事務局　編

宇治市認知症アク
ションアライアンス
“れもねいど”事務局

2020.3

MU786 宇治市総合野外活動センター「アクトパ
ル宇治」開所２０周年記念誌

宇治市野外活動セ
ンター　編

宇治市野外活動セ
ンター 2020.3

R317 公務員白書　令和２年版 人事院　編 日経印刷 2020.6
R319 外交青書　第６３号（令和２年版） 外務省　編集 日経印刷 2020.6
R335 中小企業白書　小規模企業白書　（２０２０年版上，下） 中小企業庁　編 日経印刷 2020.6
R351 数字でみる日本の１００年　改訂第７版 矢野恒太記念会　編集 矢野恒太記念会 2020.2
R370 文部科学統計要覧　令和２年版 文部科学省　編集 ブルーホップ 2020.5

R374 学校保健統計　令和元年度 文部科学省総合教育
政策局調査企画課　編 ブルーホップ 2020.5

R451 気象年鑑　２０２０年版 気象業務支援センター　編集 気象業務支援センター 2020.6
R481 海のミクロ生物図鑑 西田　百代　写真と文 仮説社 2020.4
R502 科学技術白書　令和２年版 文部科学省　編集 日経印刷 2020.6
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R505 科学技術要覧　令和元年版 文部科学省科学技術
学術政策局　編集 ブルーホップ 2020.5

R519 環境白書　循環型社会白書／生物多
様性白書　令和２年版

環境省大臣官房環
境計画課　編集 日経印刷 2020.6
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