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分類 書名 著者名 出版社 刊行年

F-ｱｹ わたし、定時で帰ります。　ライジング 朱野　帰子　著 新潮社 202104
F-ｱｻ 六人の嘘つきな大学生 浅倉　秋成　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202103
F-ｱｻ にぎやかな落日 朝倉　かすみ　著 光文社 202104
F-ｱｻ 日向を掬う 朝倉　宏景　著 双葉社 202104
F-ｱｻ 放課後バス停　（スターツ出版文庫） 麻沢　奏　著 スターツ出版 202103
F-ｱｻ 神様の御用人　１０　（メディアワークス文庫） 浅葉　なつ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202103
F-ｱｻ あやかし宿の幸せご飯　（スターツ出版文庫） 朝比奈　希夜　著 スターツ出版 201912
F-ｱｻ 茨の墓標　（角川文庫） 麻見　和史　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202103
F-ｱﾍﾞ 烏百花　白百合の章 阿部　智里　著 文藝春秋 202104
F-ｲｶﾞ リフレイン　（幻冬舎文庫） 五十嵐　貴久　著 幻冬舎 202103
F-ｲｹ おっさんたちの黄昏商店街　（潮文庫） 池永　陽　著 潮出版社 202104
F-ｲｼ 元カレの猫を、預かりまして。　（双葉文庫） 石田　祥　著 双葉社 202102
F-ｲﾅ 武士の流儀　５　（文春文庫） 稲葉　稔　著 文藝春秋 202104
F-ｲﾉ 百合中毒 井上　荒野　著 集英社 202104
F-ｳｴ 結盟　（角川文庫） 上田　秀人　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202103
F-ｳﾁ 南紀殺人事件 内田　康夫　著 光文社 202103
F-ｳﾁ 小さな神たちの祭り 内館　牧子　著 潮出版社 202103
F-ｴﾀﾞ 宮廷神官物語　１２　（角川文庫） 榎田　ユウリ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202103
F-ｴﾌ なぜ銅の剣までしか売らないんですか？ エフ　著 実業之日本社 202102
F-ｵｵ 冬華 大倉　崇裕　著 祥伝社 202104
F-ｵｵ めぐりんと私。 大崎　梢　著 東京創元社 202104
F-ｵｵ 悪魔には悪魔を 大沢　在昌　著 毎日新聞出版 202104
F-ｵｶ 雪見酒　（幻冬舎時代小説文庫） 岡本　さとる　著 幻冬舎 202104
F-ｵｶ 質屋の娘　（講談社文庫） 岡本　さとる　著 講談社 202102

＊図書館が４月１６日から５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人につき２０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

《《  小説            》》

図書館に入った本のごあんない

２０２1年６月号

　　

わせみん
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F-ｵﾔ 小島 小山田　浩子　著 新潮社 202104
F-ｶｼﾞ 彼女は弊社の泥酔ヒロイン　（新潮文庫ｎｅｘ） 梶尾　真治　著 新潮社 202003
F-ｶｾﾞ 眠れない凶四郎　５　（文春文庫） 風野　真知雄　著 文藝春秋 202103
F-ｶﾄ この場所であなたの名前を呼んだ 加藤　千恵　著 講談社 202104

F-ｶﾄﾞ 汝
き み

想いて斬　２　（徳間文庫） 門田　泰明　著 徳間書店 202103

F-ｶﾔ 天使たちの課外活動　７ 茅田　砂胡　著 中央公論新社 202103
F-ｷﾖ 京都であった泣ける話　（ファン文庫ＴｅａｒＳ） 朝比奈　歩　ほか著 マイナビ出版 202101
F-ｸｻ ＭＲ 久坂部　羊　著 幻冬舎 202104

F-ｸﾗ 双血の墓碑銘
エ ピ タ フ

　３　（ガガガ文庫） 昏式　龍也　著 小学館 202101

F-ｸﾛ 必殺闇同心 四匹の殺し屋　（祥伝社文庫） 黒崎　裕一郎　著 祥伝社 202008
F-ｺｽ 面影　（角川文庫） 小杉　健治　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 201911
F-ｺｽ 寝ず身の子　（祥伝社文庫） 小杉　健治　著 祥伝社 202104
F-ｻｲ 曲亭の家 西條　奈加　著 角川春樹事務所 202104
F-ｻｶ さらさら鰹茶漬け　（ハルキ文庫） 坂井　希久子　著 角川春樹事務所 202104
F-ｻｻ 再興への道　（角川文庫） 佐々木　裕一　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202103
F-ｻｻ 義士切腹 佐々木　裕一　著 小学館 202104
F-ｻﾄ メイジアン・カンパニー　２　（電撃文庫） 佐島　勤　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202104
F-ｼｵ スイッチ 潮谷　験　著 講談社 202104

F-ｼｶﾞ 京都祇園もも吉庵のあまから帖　３
（ＰＨＰ文芸文庫） 志賀内　泰弘　著 ＰＨＰ研究所 202103

F-ｼﾉ 氷室の華　（朝日文庫） 篠　たまき　著 朝日新聞出版 202103
F-ｼﾉ 田舎のポルシェ 篠田　節子　著 文藝春秋 202104
F-ｼﾉ マッサゲタイの戦女王 篠原　悠希　著 光文社 202011
F-ｼﾊﾞ 春の雪　（双葉文庫） 芝村　凉也　著 双葉社 202104
F-ｼﾕ ブックキーパー脳男 首藤　瓜於　著 講談社 202104
F-ｼﾖ グッバイ・イエロー・ブリック・ロード 小路　幸也　著 集英社 202104
F-ｼﾝ われらの世紀 真藤　順丈　著 光文社 202104
F-ﾀｶ 破天荒 高杉　良　著 新潮社 202104
F-ﾀｶ 上流階級　其の３　（小学館文庫） 高殿　円　著 小学館 202103
F-ﾀｹ 飛び立つ君の背を見上げる 武田　綾乃　著 宝島社 202102
F-ﾀﾅ 信長島の惨劇　（ハヤカワ時代ミステリ文庫） 田中　啓文　著 早川書房 202012
F-ﾀﾆ 額装師の祈り　（新潮文庫ｎｅｘ） 谷　瑞恵　著 新潮社 202012
F-ﾁﾊ ひきなみ 千早　茜　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202104
F-ﾄﾞｳ 沈黙の終わり　（上，下） 堂場　瞬一　著 角川春樹事務所 202104
F-ﾄｳ 宮廷医の娘　〔１〕　（メディアワークス文庫） 冬馬　倫　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202004
F-ﾄｵ 緑陰深きところ 遠田　潤子　著 小学館 202104
F-ﾄﾊﾞ 鬼神の叫び　（双葉文庫） 鳥羽　亮　著 双葉社 202104
F-ﾅｶ しあわせ大根　（ハルキ文庫） 中島　久枝　著 角川春樹事務所 202104
F-ﾅｶﾞ 最後の相棒　（文春文庫） 永瀬　隼介　著 文藝春秋 202104
F-ﾅﾂ 臨床の砦 夏川　草介　著 小学館 202104
F-ﾆｼ 十津川警部四国土讃線を旅する女と男 西村　京太郎　著 小学館 202103
F-ﾊﾀ 本所おけら長屋　１６　（ＰＨＰ文芸文庫） 畠山　健二　著 ＰＨＰ研究所 202104
F-ﾊﾀ 新入社員、社長になる　（小学館文庫） 秦本　幸弥　著 小学館 202102
F-ﾊﾅ 対になる人 花村　萬月　著 集英社 202104
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F-ﾊﾔ 小説８０５０ 林　真理子　著 新潮社 202104
F-ﾌｸ 破滅の刑死者　３　（メディアワークス文庫） 吹井　賢　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202003
F-ﾌｾ 転生したらスライムだった件　１８ 伏瀬　著 マイクロマガジン社 202104
F-ﾌﾙ 最高のアフタヌーンティーの作り方 古内　一絵　著 中央公論新社 202104
F-ﾎｼ 言葉の園のお菓子番　（だいわ文庫） ほしお　さなえ　著 大和書房 202103
F-ﾏｴ セゾン・サンカンシオン 前川　ほまれ　著 ポプラ社 202104
F-ﾏｽ ジュリーの世界 増山　実　著 ポプラ社 202104
F-ﾏﾂ 高校事変　１０　（角川文庫） 松岡　圭祐　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202103

F-ﾏﾂ
男の子になりたかった女の子になりたかっ
た女の子 松田　青子　著 中央公論新社 202104

F-ﾐｳ エレジーは流れない 三浦　しをん　著 双葉社 202104
F-ﾐﾅ 掠奪　（光文社文庫） 南　英男　著 光文社 202009
F-ﾓﾝ 記憶翻訳者　みなもとに還る　（創元ＳＦ文庫） 門田　充宏　著 東京創元社 202102
F-ﾔﾏ 鷹の城 山本　巧次　著 光文社 202104
F-ﾕｳ メイデーア転生物語　４　（富士見Ｌ文庫） 友麻　碧　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202012
F-ﾕﾒ 小説ゆうえんち　（１，２） 夢枕　獏　小説 秋田書店 202101
F-ﾕﾒ 白鯨 夢枕　獏　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202104
F-ﾖｼ 僕のヒーローアカデミア雄英白書　祝 誉司　アンリ　ノベライズ・著 集英社 202009
F-ﾖｼ うかれ十郎兵衛 吉森　大祐　著 講談社 202104

E-ｼﾓ 自分をまるごと愛する７つのルール 下重　暁子　著 小学館 202104
E-ｼﾖ マスクは踊る 東海林　さだお　著 文藝春秋 202101
E-ﾋﾀﾞ おとなになってはみたけれど 飛田　和緒　著 扶桑社 202103
E-ﾋﾗ 見えないものとの対話 平川　克美　著 大和書房 202004

E-ﾏｴ 品格ある勇気
Ｎｏｒｉｋｏ“Ｄａｉｓｙ　Ｌｉｎ”
Ｍａｅｄａ　著

ハースト婦人画報社 202012

E-ﾓﾘ 老いる意味 森村　誠一　著 中央公論新社 202102
E-ﾔﾏ おしゃべりな人見知り 山本　ゆり　著 扶桑社 202103

007.3 Ｔｗｉｔｔｅｒ集客のツボ９８ アフィラ　著 ソシム 202104
019.5 新・絵本はこころの処方箋 岡田　達信　著 瑞雲舎 202103
023.0 文春の流儀 木俣　正剛　著 中央公論新社 202103
070.2 政治と報道 上西　充子　著 扶桑社 202103

141.2 ドレミファソラシは虹の七色？ 伊藤　浩介　著 光文社 202103
141.5 悩む力 メンタリストＤａｉＧｏ　著 きずな出版 202104
141.5 東大教授の考え続ける力がつく思考習慣 西成　活裕　著 あさ出版 202104

146.8
自衛隊メンタル教官が教える心をリセットす
る技術 下園　壮太　著 青春出版社 202102

147 ｵ 波動の秘密 越智　啓子　著 徳間書店 202011
147 ｵ 妻は見えるひとでした 小野寺Ｓ一貴　著 扶桑社 202103
148.8 幸せ上手さん習慣 星　ひとみ　著 小学館 202103
152.1 恋愛無双♥になる方法 吉沢　詩乃　著 大和出版 202012
152.2 結婚は「だから、好き」より「だけど、好き」。 ＤＪあおい　著 幻冬舎 202011
159 ｳ どうして、わたしはわたしなの？ トミ　ウンゲラー　著 現代書館 202102

《《  エッセイ        》》

《《  総記            》》

《《  哲学・宗教    》》
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159 ｶ お前のために生きてないから大丈夫です カマたく　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202103
159 ｻ 斎藤一人我慢しない生き方 斎藤　一人　著 ぴあ 202003

159 ﾄ
精神科医Ｔｏｍｙが教える運を良くするたった
ひとつの正しい方法

精神科医Ｔｏｍｙ　著 日本文芸社 202103

159 ﾆ 人間の器 丹羽　宇一郎　著 幻冬舎 202103
159 ﾊ 生き方革命 橋下　徹　著 徳間書店 202103

210.0 教会と千歳飴 上野　誠　著 小学館 202104
210.0 日本史は逆から学べ 河合　敦　著 光文社 202102
210.0 日本の装束解剖図鑑 八條　忠基　著 エクスナレッジ 202103
210.1 日本二千六百年史　増補版 大川　周明　著 毎日ワンズ 202102
210.3 古代日本の官僚 虎尾　達哉　著 中央公論新社 202103
210.5 江戸問答 田中　優子　著 岩波書店 202101
222.0 証言天安門事件を目撃した日本人たち 六四回顧録編集委員会　編 ミネルヴァ書房 202010
289.1 ｱ 天職 天野　篤　著 プレジデント社 202103
289.1 ｼﾞ 今川のおんな家長寿桂尼 黒田　基樹　著 平凡社 202102

290.9 世界はもっと！ほしいモノにあふれてる　２
ＮＨＫ「世界はほしい
モノにあふれてる」制
作班　監修　協力

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202103

291.0 常宿にしたい温泉宿　２０２１年版 旅行読売出版社 202103

291.6
京都の歴史を足元からさぐる　宇治・筒木・
相楽の巻 森　浩一　著 学生社 201902

293.5 フランスの小さくて温かな暮らし３６５日 荻野　雅代　著 自由国民社 202103
296.1 混迷の国ベネズエラ潜入記 北澤　豊雄　著 産業編集センター 202103

302.3 ロシアを決して信じるな 中村　逸郎　著 新潮社 202102
304 ｻ 佐藤優というタブー 佐高　信　著 旬報社 202103
304 ﾀ 世界を破壊するものたちの正体 高山　正之　著 徳間書店 202102
309 ニュー・アソシエーショニスト宣言 柄谷　行人　著 作品社 202102
312.1 主権者のいない国 白井　聡　著 講談社 202103
312.2 習近平 父を破滅させた鄧小平への復讐 遠藤　誉　著 ビジネス社 202104
312.3 メルケル仮面の裏側 川口マーン惠美　著 ＰＨＰ研究所 202103
312.5 裏切られたトランプ革命 副島　隆彦　著 秀和システム 202104

316.8
在日ウイグル人が明かすウイグル・ジェノサ
イド ムカイダイス　著 ハート出版 202103

317.7 完落ち 赤石　晋一郎　著 文藝春秋 202104
319 世界はいつでも不安定 内藤　陽介　著 ワニブックス 202104
321.1 法の哲学　下　（岩波文庫） ヘーゲル　著 岩波書店 202104
331 行動経済学 阿部　誠　監修 新星出版社 202103
336.2 すぐ動けない人のための時間割仕事術 藤井　孝一　著 朝日新聞出版 202102
336.5 ミスしない大百科 飯野　謙次　著 ＳＢクリエイティブ 202103
338.1 稼ぎ方革命 杉村　太蔵　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202104

338.1 初めての人のための資産運用ガイド 内藤　忍　著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン 202011

338.2 ルワンダ中央銀行総裁日記 服部　正也　著 中央公論新社 200911
338.7 サラ金の歴史 小島　庸平　著 中央公論新社 202102

《《  歴史・地理    》》

《《  社会科学      》》
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345.1 税をむさぼる人々 森口　朗　著 扶桑社 202101

365 狙われる１８歳！？
日本弁護士連合会消
費者問題対策委員会
著

岩波書店 202103

366.0 世界で学ぶ、働くことは生きること 生田　博子　編著 書肆侃侃房 202103
367.1 エマ・ワトソンの国連スピーチを英語で読む 畠山　雄二　著 開拓社 202101
367.3 なんで家族を続けるの？ 内田　也哉子　著 文藝春秋 202103
367.3 「ふつうの家族」にさようなら 山口　真由　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202102
367.7 おとなの週刊現代　２０２１Ｖｏｌ．２ 講談社 202103
367.9 日本の包茎 澁谷　知美　著 筑摩書房 202102
367.9 誰かの理想を生きられはしない 吉野　靫　著 青土社 202010
368.2 コロナ禍、貧困の記録 雨宮　処凛　著 かもがわ出版 202104
368.2 西成で生きる 花田　庚彦　著 彩図社 202104
368.6 令和元年のテロリズム 磯部　涼　著 新潮社 202103
369.0 マイノリティデザイン 澤田　智洋　著 ライツ社 202101
369.2 男が介護する 津止　正敏　著 中央公論新社 202102

369.2 老いを分かち合う 徳田　かやの　著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング 202102

369.3 お空から、ちゃんと見ててね。 あしなが育英会　編 朝日新聞出版 202102
369.3 キャンプ×防災のプロが教える新時代の防災術 寒川　一　監修 学研プラス 202103
369.3 潜匠 矢田　海里　著 柏書房 202102
369.4 「大丈夫？」より「ごはん食べよう！」 寺内　順子　著 日本機関紙出版センター 202011
379.9 ｽ 良家の子育て 諏内　えみ　著 毎日新聞出版 202102
383.8 朝日文左衛門の食卓 大下　武　著 ゆいぽおと 202101
388.1 病と妖怪 東郷　隆　著 集英社インターナショナル 202104

388.3
夜ふけに読みたい神秘なアイルランドのお
とぎ話

長島　真以於　監修 平凡社 202010

392.1 尖閣諸島を自衛隊はどう防衛するか 兵頭　二十八　著 徳間書店 202103

404 探究する精神 大栗　博司　著 幻冬舎 202103
404 迷走生活の方法 福岡　伸一　著 文藝春秋 202103
404 科学の歳時記 渡辺　政隆　文 教育評論社 202103
407 「役に立たない」研究の未来 初田　哲男　著 柏書房 202104
407 科学絵本の世界１００ 平凡社 202103
410.4 計算する生命 森田　真生　著 新潮社 202104
441.1 三体問題 浅田　秀樹　著 講談社 202103
442 天体観測に魅せられた人たち エミリー　レヴェック　著 原書房 202103
469.4 私の顔はどうしてこうなのか 溝口　優司　著 山と溪谷社 202103
470 野の花拡大図鑑 岩槻　秀明　著 日本文芸社 202103
470 道草の解剖図鑑 金田　初代　著 エクスナレッジ 202103
470 やけに植物に詳しい僕の街のスキマ植物図鑑 瀬尾　一樹　著 大和書房 202012
480.9 はじめての動物倫理学 田上　孝一　著 集英社 202103
481.1 つのじまんつのくらべ 小宮　輝之　文　写真 メディアパル 202103
488.0 鳥類学は、あなたのお役に立てますか？ 川上　和人　著 新潮社 202103
488.0 草木鳥鳥文様 梨木　香歩　文 福音館書店 202103
492.1 シリコンバレー最大の捏造スキャンダル全真相 ジョン　キャリールー　著 集英社 202102

《《  自然科学      》》
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493.2 下肢静脈瘤 文響社 202103
493.7 ｻ 心を病んだらいけないの？ 斎藤　環　著 新潮社 202005
493.7 ﾆ マンガ認知症 ニコ　ニコルソン　著 筑摩書房 202006
494.6 脊柱管狭窄症を自分で治す！ 大谷内　輝夫　著 主婦の友社 202007
496.9 専門医が教える声が出にくくなったら読む本 渡邊　雄介　著 あさ出版 202101
497 世界の一流はなぜ歯に気をつかうのか 森下　真紀　著 ダイヤモンド社 202007
498.0 日本の医療崩壊をくい止める 本田　宏　著 泉町書房 202102
498.1 ヤンデル先生のようこそ！病理医の日常へ 市原　真　著 清流出版 202103
498.2 「現代優生学」の脅威 池田　清彦　著 集英社インターナショナル 202104

498.3 ｱ
がんを克服した糖尿病医が考案！弱った体
を修復する内臓リセット健康法 青木　厚　著 アスコム 202010

498.3 ｶ 精神科医が見つけた３つの幸福 樺沢　紫苑　著 飛鳥新社 202103
498.3 ｺ 自律神経を整える「長生き呼吸法」 小林　弘幸　著 アスコム 202005
498.8 ストレス社会で「考えなくていいこと」リスト 井上　智介　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202103

507.7 技術英語の基本を学ぶ例文３００ 中山　裕木子　著 研究社 202010
516.2 美しき鉄道橋の世界 武田　元秀　著 天夢人 202102
518.2 うんちの行方 神舘　和典　著 新潮社 202101
519.4 海洋プラスチックごみ問題の真実 磯辺　篤彦　著 化学同人 202007
525.5 ？で考えれば人生は１００倍おもしろい 佐田　時信　著 ＰＨＰエディターズ・グループ 202102

527
リノベとリフォームの、何ができない何がで
きるのすべてがわかる本 主婦の友社　編 主婦の友社 202103

543.5 私の反原発人生と「福島プロジェクト」の足跡 安斎　育郎　著 かもがわ出版 202103
543.5 東電原発事故１０年で明らかになったこと 添田　孝史　著 平凡社 202102
543.5 フクシマ戦記　（上，下） 船橋　洋一　著 文藝春秋 202102
588.5 粕取焼酎 田崎　聡　著 楽園計画 202102
590 名もなき家事で疲れない毎日のつくり方 梅田　悟司　監修 宝島社 202003
590 わが家の家事シェア 暮しの手帖社 202012
591 あなたのウチの埋蔵金 荻原　博子　著 朝日新聞出版 202103
594.3 ころんとカワイイ！かぎ針で編む巾着ポーチ アップルミンツ 202103
594.7 まいにちのエコバッグ 青木　恵理子　著 朝日新聞出版 202103
594.9 まんまる織りのアクセサリーと暮らしこもの 蔭山　はるみ　著 誠文堂新光社 202103
594.9 ドール服づくりの基礎のきそ 関口　妙子　著 グラフィック社 202103
595 神崎ＣＡＲＥ 神崎　恵　著 ワニブックス 202011
595 りんくまがじん 久間田　琳加　著 集英社 202006
595.6 ほぐピラＷＯＲＫＯＵＴ 星野　由香　著 講談社 202101
596.0 作家の手料理 秋山　十三子　ほか著 平凡社 202102
596.0 悪魔の食べ合わせレシピ 鈴木　隆一　著 講談社 202103
596.0 くらしのための料理学 土井　善晴　著 ＮＨＫ出版 202104
596.0 家族の味 平野　レミ　著 ポプラ社 202103
596.2 お魚とお寿司のナイショ話 岡本　浩之　著 朝日新聞出版 202102
596.2 世界に教えたい日本のごはんＷＡＳＨＯＫＵ 川村　淳平　画 淡交社 202101
596.3 おうちでヴィーガン Ｎａｔｓｕｋｉ　著 幻冬舎 202102

626.9 無農薬菜園はじめよう 麻生　健洲　著 家の光協会 202103

《《  技術・工学    》》
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645.2 人と共に生きる日本の馬 高草　操　著 里文出版 202004
689.8 ゲストハウスプレス ゲストハウスプレス編集部　著 ワンダラーズ出版 202001
693.8 さくら日本切手カタログ　２０２２年版 日本郵趣協会 202104

704 芸術の補助線 酒井　忠康　著 みすず書房 202103
723.1 ちひろ、らいてう、戦没画学生の命を受け継ぐ 小森　陽一　著 かもがわ出版 202103
726.5 １２色の色鉛筆で描くちいさなイラスト手習い帖 Ａｔｅｌｉｅｒ　ＲｉＬｉ　著 インプレス 202102
728.2 これでおしまい 篠田　桃紅　著 講談社 202103
748 ピリカ 半田　菜摘　著 エイアンドエフ 202101
750.2 京の美の継承 下出　祐太郎　著 京都新聞出版センター 202103
751.1 やきもの文様事典 陶工房編集部　編 誠文堂新光社 202102

767.7 こまった時はわらべうた　うれしい時もわら
べうた

わらべうたネットワー
クうたぼっこの森　編
著

ひとなる書房 202103

767.8 清春 清春　著
シンコーミュージック・
エンタテイメント 202011

767.8 ＳＨＯＣＫ　ＥＹＥの強運思考 ＳＨＯＣＫ　ＥＹＥ　著 ダイヤモンド社 202103

767.8
ボクは食器洗いをやっていただけで、家事
をやっていなかった。 土屋　礼央　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202103

778.2 ﾜ 流れゆくままに 渡　哲也　著 青志社 202103
779.1 経験 上田　晋也　著 ポプラ社 202102
779.1 和牛の一歩ずつ、一歩ずつ。 和牛　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202103
780.2 アスリートの心を磨く言葉と魂を揺さぶる絶景 鈴木　颯人　著 パイインターナショナル 202007
780.7 ロジカル筋トレ 清水　忍　著 幻冬舎 202103
783.7 明徳義塾・馬淵史郎のセオリー 田尻　賢誉　著 ベースボール・マガジン社 202103
783.7 補欠のミカタ 元永　知宏　著 徳間書店 202102
786.5 栗村修のツール・ド・フランス２０２０ 栗村　修　著 辰巳出版 202104
791 数寄の真髄 潮田　洋一郎　著 世界文化社 202103
795 すぐに使える！囲碁ＡＩ流の奇襲・仕掛け集 安斎　伸彰　著 マイナビ出版 202103
796.0 名人を獲る 田丸　昇　著 国書刊行会 202103

811.2 難読漢字の奥義書 円満字　二郎　著 草思社 202102

901.3 書きたい人のためのミステリ入門 新井　久幸　著 新潮社 202012
904 日々翻訳ざんげ 田口　俊樹　著 本の雑誌社 202102
910.2 ｲ されく魂 池澤　夏樹　著 河出書房新社 202102
910.2 ﾑ 少しぐらいの嘘は大目に　（新潮文庫） 向田　邦子　著 新潮社 202104
911.1 ｻ 万葉集の歌とことば 佐佐木　隆　著 青土社 202104
911.1 ﾀ 春日懐紙の書誌学 田中　大士　著 平凡社 202103
911.3 ﾑ フルーツポンチ村上健志の俳句修行 村上　健志　著 春陽堂書店 202104
915.6 ｲ 四分の一世界旅行記 石川　宗生　著 東京創元社 202104
916 ｻ 東京ディストピア日記 桜庭　一樹　著 河出書房新社 202104

923 ｳ 複眼人 呉　明益　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202104
923 ｵ 曹操　５ 王　暁磊　著 曹操社 202104
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929.1 花を見るように君を見る ナ　テジュ　著 かんき出版 202012
930.2 初歩からのシャーロック・ホームズ 北原　尚彦　著 中央公論新社 202011
933 ｳﾞ 白が５なら、黒は３ ジョン　ヴァーチャー　著 早川書房 202102

933 ﾀ
夢遊病者と消えた霊能者の奇妙な事件
（上，下） リサ　タトル　著 新紀元社 202104

933 ﾁ 葬られた勲章　下　（講談社文庫） リー　チャイルド　著 講談社 202008
933 ﾊﾞ 小公子　（光文社古典新訳文庫） バーネット　著 光文社 202103
933 ﾛ グッバイ、コロンバス フィリップ　ロス　著 朝日出版社 202103
944 ﾍﾞ パサージュ論　３　（岩波文庫） ヴァルター　ベンヤミン　著 岩波書店 202104
949.7 王の没落　（岩波文庫） イェンセン　作 岩波書店 202104
949.8 つけ狙う者　（上，下）　（扶桑社ミステリー） ラーシュ　ケプレル　著 扶桑社 202101
953 ｶ ペスト　（岩波文庫） カミュ　作 岩波書店 202104
953 ﾛ グレゴワールと老書店主 マルク　ロジェ　著 東京創元社 202102

973 ﾃﾞ 戻ってきた娘
ドナテッラ　ディ　ピエ
トラントニオ　著 小学館 202103

R349 地方財政白書　令和３年版 総務省　編 日経印刷 202104

R498 地方財政白書　令和３年版
厚生労働省政策統括
官（統計　情報政策担
当）　編

厚生労働統計協会 202104
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