
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-ｱｲ ファンクション７　（実業之日本社文庫） 相場　英雄　著 実業之日本社 202104
F-ｱｵ コーチ！　（講談社文庫） 青木　祐子　著 講談社 202103

F-ｱｵ これは経費で落ちません！　８
（集英社オレンジ文庫） 青木　祐子　著 集英社 202104

F-ｱｵ レンタルフレンド 青木　祐子　著 集英社 202105
F-ｱｵ スカイツリーの花嫁花婿 青柳　碧人　著 光文社 202105

F-ｱｶ 太陽の門 赤神　諒　著
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部 202105

F-ｱｶ キネマの天使　メロドラマの日 赤川　次郎　著 講談社 202105
F-ｱｶ 霧にたたずむ花嫁 赤川　次郎　著 実業之日本社 202102
F-ｱｷ ヒソップ亭　２ 秋川　滝美　著 講談社 202105
F-ｱｼ 神の悪手 芦沢　央　著 新潮社 202105
F-ｱｽﾞ 華の譜 梓澤　要　著 新潮社 202105
F-ｱﾈ 再雇用警察官　完敗捜査　（徳間文庫） 姉小路　祐　著 徳間書店 202102
F-ｱﾔ 死にたがりの君に贈る物語 綾崎　隼　著 ポプラ社 202105
F-ｱﾘ 旅立ちの虹　（光文社文庫） 有馬　美季子　著 光文社 202105

F-ｱﾜ 奇術探偵曾我佳城全集　（上，下）
（創元推理文庫） 泡坂　妻夫　著 東京創元社 202001

F-ｱﾝ 六畳間のピアノマン　（角川文庫） 安藤　祐介　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202101
F-ｲｼ いたずらにモテる刑事の捜査報告書　（講談社文庫） 石川　智健　著 講談社 202104
F-ｲｼ あるヤクザの生涯 石原　慎太郎　著 幻冬舎 202105
F-ｲﾁ スモールワールズ 一穂　ミチ　著 講談社 202104
F-ｲﾉ 晩夏　（中公文庫） 井上　靖　著 中央公論新社 202012
F-ｳｴ 本懐　（光文社文庫） 上田　秀人　著 光文社 202104
F-ｳｴ 継争　（徳間文庫） 上田　秀人　著 徳間書店 202104

図書館に入った本のごあんない

２０２１年７月号

　　

わせみん

＊図書館が５月１６日から６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

《《  小説            》》
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F-ｴﾀﾞ 武士とジェントルマン 榎田　ユウリ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202104
F-ｵｳ 地獄への近道　（集英社文庫） 逢坂　剛　著 集英社 202105
F-ｵｵ 烙印の森　（集英社文庫） 大沢　在昌　著 集英社 202001
F-ｵｵ 覆面作家 大沢　在昌　著 講談社 202004
F-ｵｵ 漂砂の塔 大沢　在昌　著 光文社 202009
F-ｵｶ 貴方のために綴る１８の物語 岡崎　琢磨　著 祥伝社 202105
F-ｵｶ 相弟子　（光文社文庫） 岡本　さとる　著 光文社 202105
F-ｵｶ 私立図書館・黄昏堂の奇跡　（宝島社文庫） 岡本　七緒　著 宝島社 202104
F-ｵｷ 雲雀坂の魔法使い　（実業之日本社文庫） 沖田　円　著 実業之日本社 202104
F-ｵｸ 流転の中将 奥山　景布子　著 ＰＨＰ研究所 202106
F-ｵﾉ 片見里荒川コネクション 小野寺　史宜　著 幻冬舎 202105
F-ｵﾝ 薔薇のなかの蛇 恩田　陸　著 講談社 202105
F-ｶｲ 医学のひよこ 海堂　尊　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202105
F-ｶｼﾞ 産業医・渋谷雅治の事件カルテ　（角川文庫） 梶永　正史　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202104
F-ｶｽﾞ 本好きの下剋上　第５部〔５〕 香月　美夜　著 ＴＯブックス 202105

F-ｶｽﾞ
にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚約者
８　（一迅社文庫アイリス）

香月　航　著 一迅社 202105

F-ｶﾂ 終活の準備はお済みですか？ 桂　望実　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202105
F-ｶﾄﾞ なぜ秀吉は 門井　慶喜　著 毎日新聞出版 202105
F-ｶﾈ アンソーシャルディスタンス 金原　ひとみ　著 新潮社 202105
F-ｶﾒ 暗黒自治区　（宝島社文庫） 亀野　仁　著 宝島社 202103
F-ｶﾔ 天使たちの課外活動　８ 茅田　砂胡　著 中央公論新社 202104
F-ｶﾜ うらんぼんの夜 川瀬　七緒　著 朝日新聞出版 202106

F-ｷﾀ 弁当屋さんのおもてなし　しあわせ宅配篇２
（角川文庫） 喜多　みどり　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202104

F-ｷﾘ インドラネット 桐野　夏生　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202105
F-ｸﾗ 忘れられたその場所で、 倉数　茂　著 ポプラ社 202105
F-ｸﾛ 絵が殺した　（角川文庫） 黒川　博行　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202104
F-ｺｽ 隠密同心　闇の密約 （１，２）　（角川文庫） 小杉　健治　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 201810
F-ｺｽ 邂逅　（集英社文庫） 小杉　健治　著 集英社 202104
F-ｺﾊﾞ まだ人を殺していません 小林　由香　著 幻冬舎 202105
F-ｺﾝ 宗棍 今野　敏　著 集英社 202106
F-ｻｴ 初詣で　（文春文庫） 佐伯　泰英　著 文藝春秋 202104
F-ｻｴ 己丑の大火 佐伯　泰英　著 文藝春秋 202105
F-ｻｴ 己丑の大火　（文春文庫） 佐伯　泰英　著 文藝春秋 202105
F-ｻｶ 目白鮫　（双葉文庫） 坂岡　真　著 双葉社 202105
F-ｻｶﾞ 舞踏会 佐川　恭一　著 書肆侃侃房 202104
F-ｻｸ 殺した夫が帰ってきました　（小学館文庫） 桜井　美奈　著 小学館 202104
F-ｻｻ 春風同心十手日記　２　（小学館文庫） 佐々木　裕一　著 小学館 202101
F-ｻｻ 新・浪人若さま新見左近　７　（双葉文庫） 佐々木　裕一　著 双葉社 202105
F-ｻﾄ 最終飛行 佐藤　賢一　著 文藝春秋 202105
F-ｻﾄ 敵討ちか主殺しか　（講談社文庫） 佐藤　雅美　著 講談社 202104
F-ｻﾜ 星落ちて、なお 澤田　瞳子　著 文藝春秋 202105
F-ｼｶﾞ 博覧男爵 志川　節子　著 祥伝社 202105
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F-ｼｽﾞ クランツ竜騎士家の箱入り令嬢　２
（一迅社文庫アイリス） 紫月　恵里　著 一迅社 202102

F-ｼﾉ たまもかる　（小学館文庫） 篠　綾子　著 小学館 202010
F-ｼﾉ くさまくら　（小学館文庫） 篠　綾子　著 小学館 202105
F-ｼﾉ 紫式部の娘。賢子がまいる！ 篠　綾子　作 静山社 201607
F-ｼﾉ 紫式部の娘。賢子はとまらない！ 篠　綾子　作 静山社 201709
F-ｼﾉ 後宮に星は宿る　（角川文庫） 篠原　悠希　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 201612
F-ｼﾉ 後宮に月は満ちる　（角川文庫） 篠原　悠希　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 201706
F-ｼﾉ 後宮に日輪は蝕す　（角川文庫） 篠原　悠希　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 201711
F-ｼﾉ 幻宮は漠野に誘う　（角川文庫） 篠原　悠希　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 201804
F-ｼﾉ 青春は探花を志す　（角川文庫） 篠原　悠希　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 201809
F-ｼﾉ 湖宮は黄砂に微睡む　（角川文庫） 篠原　悠希　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 201902
F-ｼﾉ 妖星は闇に瞬く　（角川文庫） 篠原　悠希　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 201907
F-ｼﾉ 鳳は北天に舞う　（角川文庫） 篠原　悠希　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202001
F-ｼﾉ 臥竜は漠北に起つ　（角川文庫） 篠原　悠希　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202009
F-ｼﾉ 比翼は万里を翔る　（角川文庫） 篠原　悠希　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202102
F-ｼﾊﾞ スクールカースト復讐デイズ　（宝島社文庫） 柴田　一成　著 宝島社 202102
F-ｼﾊﾞ 幕末紀 柴田　哲孝　著 角川春樹事務所 202105
F-ｼﾊﾞ 統計外事態　（ハヤカワ文庫　ＪＡ） 芝村　裕吏　著 早川書房 202102

F-ｼﾐ 禁じられた遊び　（ディスカヴァー文庫） 清水　カルマ　著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン 201906

F-ｼﾓ
えんま様のもっと！忙しい４９日間　新宿中
央公園の幽霊　（小学館文庫）

霜月　りつ　著 小学館 202011

F-ｼﾓ 白医 下村　敦史　著 講談社 202105
F-ｼﾕ 諦めない男　（集英社オレンジ文庫） 愁堂　れな　著 集英社 202003
F-ｼﾕ 許せない男　（集英社オレンジ文庫） 愁堂　れな　著 集英社 202008
F-ｼﾕ 抗えない男　（集英社オレンジ文庫） 愁堂　れな　著 集英社 202101
F-ｼﾖ 猫沼 笙野　頼子　著 ステュディオ・パラボリカ 202102
F-ｼﾗ ミステリー・オーバードーズ 白井　智之　著 光文社 202105
F-ｼﾗ ファウンテンブルーの魔人たち 白石　一文　著 新潮社 202105
F-ｼﾝ 電車のおじさん 辛酸　なめ子　著 小学館 202103
F-ｼﾝ 空の王 新野　剛志　著 中央公論新社 202105
F-ｾｷ 精密と凶暴 関　俊介　著 光文社 202105
F-ﾀｶ 観念結晶大系 高原　英理　著 書肆侃侃房 202011
F-ﾀｹ 向こうの果て　（幻冬舎文庫） 竹田　新　著 幻冬舎 202104
F-ﾀﾅ 関西怪談　（竹書房怪談文庫） 田辺　青蛙　著 竹書房 202003
F-ﾀﾆ 神さまのいうとおり 谷　瑞恵　著 幻冬舎 202105
F-ﾀﾏ 檸檬先生 珠川　こおり　著 講談社 202105
F-ﾁﾉ 銘酒の真贋　（講談社文庫） 千野　隆司　著 講談社 202104
F-ﾁﾉ 出世商人　３　（文春文庫） 千野　隆司　著 文藝春秋 202105
F-ﾁﾉ しのぶ彼岸花　（光文社文庫） 知野　みさき　著 光文社 202105
F-ﾂｷ 非弁護人 月村　了衛　著 徳間書店 202104
F-ﾂｼﾞ 二十面相暁に死す 辻　真先　著 光文社 202103
F-ﾃﾗ 声の在りか 寺地　はるな　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202105
F-ﾃﾝ 京都丸太町の恋衣屋さん　（双葉文庫） 天花寺　さやか　著 双葉社 202104

3



F-ﾄﾞｳ ピットフォール　（講談社文庫） 堂場　瞬一　著 講談社 202105
F-ﾄﾞｳ 赤の呪縛 堂場　瞬一　著 文藝春秋 202105
F-ﾄｳ 宮廷医の娘　２　（メディアワークス文庫） 冬馬　倫　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202010
F-ﾄｶﾞ 捜査一課ＯＢ 富樫　倫太郎　著 中央公論新社 202105

F-ﾅｶﾞ Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　２６
（ＭＦ文庫Ｊ） 長月　達平　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202103

F-ﾅｶ カード師 中村　文則　著 朝日新聞出版 202105
F-ﾅｶ ヒポクラテスの悔恨 中山　七里　著 祥伝社 202105
F-ﾅﾝ 血染めの旅籠　（創元推理文庫） 南條　範夫　著 東京創元社 201908
F-ﾆｼ 掟上今日子の鑑札票 西尾　維新　著 講談社 202104
F-ﾆｼ 石北本線殺人の記憶 西村　京太郎　著 文藝春秋 202104
F-ﾇｶ 風は山から吹いている 額賀　澪　著 二見書房 202105
F-ﾈｽﾞ 看取り医　独庵　（小学館文庫） 根津　潤太郎　著 小学館 202104
F-ﾊｾ 姉上は麗しの名医　（小学館文庫） 馳月　基矢　著 小学館 202004
F-ﾊﾀ メガバンク全面降伏　（幻冬舎文庫） 波多野　聖　著 幻冬舎 202104
F-ﾊﾔ 葉山嘉樹短篇集　（岩波文庫） 葉山　嘉樹　著 岩波書店 202105

F-ﾊﾔ 最強同心剣之介　まぼろしの梅花
（コスミック・時代文庫） 早見　俊　著 コスミック出版 202104

F-ﾊﾗ リボルバー 原田　マハ　著 幻冬舎 202105
F-ﾋｲ おばさん探偵ミス・メープル　（小学館文庫） 柊坂　明日子　著 小学館 202103
F-ﾋｶﾞ クロウ・ブレイン　（宝島社文庫） 東　一眞　著 宝島社 202103
F-ﾋｶﾞ 野球が好きすぎて 東川　篤哉　著 実業之日本社 202106
F-ﾋｶﾞ 同級生　（講談社文庫） 東野　圭吾　著 講談社 199608
F-ﾋｶﾞ マスカレード・ナイト　（集英社文庫） 東野　圭吾　著 集英社 202009
F-ﾋｽﾞ 上意返し　（二見時代小説文庫） 氷月　葵　著 二見書房 202002
F-ﾋﾕ 薬屋のひとりごと　１１　（ヒーロー文庫） 日向　夏　著 主婦の友インフォス 202105
F-ﾋﾗ 甘美なる誘拐　（宝島社文庫） 平居　紀一　著 宝島社 202104
F-ﾋﾗ 本心 平野　啓一郎　著 文藝春秋 202105
F-ﾋﾗ 報復の密室 平野　俊彦　著 講談社 202102
F-ﾋﾛ 京都やわらぎ聞香処　（スターツ出版文庫） 広瀬　未衣　著 スターツ出版 202012
F-ﾋﾛ 平和的ダンジョン生活。　３ 広瀬　煉　著 フロンティアワークス 202008
F-ﾌｸ 破滅の刑死者　４　（メディアワークス文庫） 吹井　賢　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202009
F-ﾌｸ そのひと皿にめぐりあうとき 福澤　徹三　著 光文社 202105
F-ﾌｼﾞ 隠れ蓑 藤井　邦夫　著 文藝春秋 202105
F-ﾌｼﾞ 金の角持つ子どもたち　（集英社文庫） 藤岡　陽子　著 集英社 202105
F-ﾌｼﾞ 守護霊刑事　（ポプラ文庫） 藤崎　翔　著 ポプラ社 202104
F-ﾌｼ 男ふたり夜ふかしごはん 椹野　道流　著 プランタン出版 202104

F-ﾌｼﾞ おいしい診療所の魔法の処方箋
レ シ ピ

　２　（双葉文庫）
藤山　素心　著 双葉社 202104

F-ﾌｼﾞ 色なき風　（双葉文庫） 藤原　緋沙子　著 双葉社 202104

F-ﾌﾟﾆ
悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される
１１　（ビーズログ文庫）

ぷにちゃん　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202101

F-ﾌﾐ 依存 文縞　絵斗　著 講談社 202103

F-ﾎｼ 紙屋ふじさき記念館　物語ペーパー
（角川文庫）

ほしお　さなえ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202009

F-ﾎｼ 東京のぼる坂くだる坂 ほしお　さなえ　著 筑摩書房 202105
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F-ﾎｼ 植物忌 星野　智幸　著 朝日新聞出版 202105
F-ﾏｲ 監察医朝顔　（上，下）　（扶桑社文庫） 蒔田　陽平　ノベライズ 扶桑社 201910
F-ﾏﾂ 匣の人 松嶋　智左　著 光文社 202104
F-ﾏﾅ もしも徳川家康が総理大臣になったら 眞邊　明人　著 サンマーク出版 202103
F-ﾏﾔ プリンス 真山　仁　著 ＰＨＰ研究所 202106
F-ﾐﾁ 雷神 道尾　秀介　著 新潮社 202105
F-ﾐﾅ 反骨魂　（光文社文庫） 南　英男　著 光文社 202103
F-ﾐﾅ 謀殺遊戯　（実業之日本社文庫） 南　英男　著 実業之日本社 202102

F-ﾐﾈ 学芸員・西紋寺唱真の呪術蒐集録　２
（メディアワークス文庫）

峰守　ひろかず　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202103

F-ﾑﾈ 棟居刑事と七つの事件簿 森村　誠一　ほか著 論創社 202012
F-ﾑﾗ 姉の島 村田　喜代子　著 朝日新聞出版 202106
F-ﾔｽﾞ もぐら新章　青嵐　（中公文庫） 矢月　秀作　著 中央公論新社 202104
F-ﾔﾂ 吉宗の星 谷津　矢車　著 実業之日本社 202105
F-ﾔﾏ エラー 山下　紘加　著 河出書房新社 202105
F-ﾔﾏ 菜種晴れ　（小学館文庫） 山本　一力　著 小学館 202104
F-ﾔﾖ 風よ僕らの前髪を 弥生　小夜子　著 東京創元社 202105
F-ﾕｷ 稲荷町グルメロード　（ハルキ文庫） 行成　薫　著 角川春樹事務所 202104
F-ﾕｽﾞ 踊る彼女のシルエット　（双葉文庫） 柚木　麻子　著 双葉社 202104
F-ﾕｽﾞ 月下のサクラ 柚月　裕子　著 徳間書店 202105
F-ﾖｼ 感染捜査 吉川　英梨　著 光文社 202105
F-ﾖﾈ 黒牢城 米澤　穂信　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202106
F-ﾜﾀ 遠足はたまごサンド　（ハルキ文庫） 渡辺　淳子　著 角川春樹事務所 202102

E-ｲﾂ マイナスの効用 五木　寛之　著 祥伝社 202011
E-ｵｶﾞ グリーンピースの秘密　（幻冬舎文庫） 小川　糸　著 幻冬舎 202102
E-ｺｳ 鴻上尚史のますますほがらか人生相談 鴻上　尚史　著 朝日新聞出版 202104
E-ｻﾄ ベンチの足 佐藤　雅彦　著 暮しの手帖社 202103
E-ｼﾏ 家族って しまお　まほ　著 河出書房新社 202103
E-ｼﾐ 三人三昧 清水　ミチコ　著 中央公論新社 202104
E-ﾀｹ ポップス大作戦 武田　花　著 文藝春秋 202006
E-ﾂﾒ もはや僕は人間じゃない 爪　切男　著 中央公論新社 202102
E-ﾅｲ 限りなく繊細でワイルドな森の生活 内藤　里永子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202102
E-ﾊﾝ 人間であることをやめるな 半藤　一利　著 講談社 202104
E-ﾓｴ 夢に迷って、タクシーを呼んだ 燃え殻　著 扶桑社 202103

002.7 一瞬でできる！頭の整理力 齋藤　孝　著 ゴマブックス 202104
007.1 トコトンやさしい量子コンピュータの本 山崎　耕造　著 日刊工業新聞社 202101
007.3 ＧＡＦＡＭ　ｖｓ．中国Ｂｉｇ４ 大西　康之　著 文藝春秋 202103
007.3 ネット中傷駆け込み寺 佐藤　佳弘　著 武蔵野大学出版会 202104
007.3 「動画制作」プロの仕掛け５２ 鎮目　博道　著 日本実業出版社 202102
007.3 ネットワーク時代の落とし穴 御池　鮎樹　著 工学社 202103
007.6 スマホがあれば広がる世界 岡嶋　裕史　講師 宝島社 202009
007.6 ｉＰｈｏｎｅ芸人かじがや卓哉のスゴいｉＰｈｏｎｅ　１２ かじがや　卓哉　著 インプレス 202102
019.0 読書の歴史を問う 和田　敦彦　著 文学通信 202008

《《  エッセイ        》》

《《  総記            》》
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019.1 難しい本をどう読むか 齋藤　孝　著 草思社 202104
019.9 時代を撃つノンフィクション１００ 佐高　信　著 岩波書店 202103
021.3 取材・執筆・推敲 古賀　史健　著 ダイヤモンド社 202104
024.0 本屋と図書館の間にあるもの 伊藤　清彦　著 郵研社 202102
049 乙女のサバイバル手帖 五月女　ケイ子　著 平凡社 202102

130.2 哲学と人類 岡本　裕一朗　著 文藝春秋 202101
133.4 功利主義　（岩波文庫） Ｊ．Ｓ．ミル　著 岩波書店 202105
140.4 未来は決まっており、自分の意志など存在しない。 妹尾　武治　著 光文社 202103
141.2 手の倫理 伊藤　亜紗　著 講談社 202010
141.6 生贄探し 中野　信子　著 講談社 202104

146.8
うまくいっている人がしている自己肯定感を
味方にするレッスン 中島　輝　著 ＰＨＰ研究所 202103

147 ｻ 神様のためにあなたができること 桜井　識子　著 ＰＨＰ研究所 202105
158 私は正しい 安藤　俊介　著 産業編集センター 202103
159 ｸ 不機嫌のトリセツ 黒川　伊保子　著 河出書房新社 202104
159 ｻ 純烈人生相談室 酒井　一圭　著 中央公論新社 202104
159.4 ワーママはるのライフシフト習慣術 尾石　晴　著 フォレスト出版 202104
159.4 卒サラの教科書 木村　拓也　著 秀和システム 202101

159.4 レジリエンスで心が折れない自分になる 久世　浩司　監修
日本能率協会マネジ
メントセンター 202104

159.4
友達０のコミュ障が「一人」で稼げるように
なったぼっち仕事術 末岐　碧衣　著 アルファポリス 202103

159.4 仕事と人生 西川　善文　著 講談社 202103
159.7 ５５歳、大人のまんなか 広瀬　裕子　著 ＰＨＰエディターズ・グループ 202103
159.7 ６０代から心と体がラクになる生き方 和田　秀樹　著 朝日新聞出版 202104
175.9 ほっとする神社とお寺図鑑 八木　透　監修 リベラル社 202101
185.9 お寺の日本地図 鵜飼　秀徳　著 文藝春秋 202104
188.7 しあわせを呼ぶ１０８の智恵 川村　妙慶　著 海竜社 202104
188.8 となりの一休さん 伊野　孝行　絵と文 春陽堂書店 202103
197.6 落ち穂を拾う 坂岡　隆司　著 いのちのことば社 202104
198.9 人生、何を成したかよりどう生きるか 内村　鑑三　著 文響社 202102

209.5 怒りの時代 パンカジ　ミシュラ　著 草思社 202103
210.0 毒親の日本史 大塚　ひかり　著 新潮社 202103
210.0 面白く読めてビジネスにも効く日本のしくじり史 大中　尚一　著 総合法令出版 202008

210.3 飛鳥への招待
飛鳥学冠位叙任試験
問題作成委員会　著 中央公論新社 202103

210.3 東大寺の考古学 鶴見　泰寿　著 吉川弘文館 202103
210.4 図説享徳の乱 黒田　基樹　著 戎光祥出版 202104
210.4 城郭考古学の冒険 千田　嘉博　著 幻冬舎 202101
210.7 ｵ 「暮し」のファシズム 大塚　英志　著 筑摩書房 202103
216.2 京都はユダヤ人秦氏がつくった 田中　英道　著 育鵬社 202102
227 〈イスラーム世界〉とは何か　（講談社学術文庫） 羽田　正　著 講談社 202102
230.5 〈弱者〉の帝国 ジェイソン　Ｃ．シャーマン　著 中央公論新社 202101

《《  哲学・宗教    》》

《《  歴史・地理    》》
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281.0 ざんねんな日本史 本郷　和人　著 宝島社 202101

289.1 ｼ
渋沢栄一９２年の生涯
（夏の巻，秋の巻，冬の巻） 白石　喜太郎　著 国書刊行会 202103

289.1 ｼ 渋沢栄一人間の礎 童門　冬二　著 集英社 201910
289.1 ﾀ 「アイヌ新聞」記者高橋真 合田　一道　著 藤原書店 202103
289.1 ﾀ 帰ってきた日々ごはん　８ 高山　なおみ　著 ＫＴＣ中央出版 202101
289.1 ﾄ 人を育てる道 神渡　良平　著 致知出版社 202103
289.3 ｱ ウィリアム・アダムス フレデリック　クレインス　著 筑摩書房 202102
289.3 ﾉ フォン・ノイマンの哲学 高橋　昌一郎　著 講談社 202102
290 旅客機から見る世界の名山 須藤　茂　編著 イカロス出版 202104

290.9 ヤマザキマリの世界逍遥録 ヤマザキ　マリ　著
ＪＡＬブランドコミュニ
ケーション 202103

291.0
関西・名古屋から行くオートキャンプ場ガイ
ド　２０２１ 実業之日本社 202104

291.1 ３６５日北海道絶景の旅 いろは出版　編集 いろは出版 202009
291.5 安曇野 松本　マニマニ　改訂２版 ＪＴＢパブリッシング 201907
291.6 おひとりからのひみつの京都 柏井　壽　著 ＳＢクリエイティブ 202103
291.6 大人の日帰り旅　２０２２ ＪＴＢパブリッシング 202104
291.9 たけとみの島々 地球の歩き方 202102

293.8 やっぱりかわいくないフィンランド
（幻冬舎文庫） 芹澤　桂　著 幻冬舎 202102

302.1 池上彰の今さら聞けない日本のこと 池上　彰　著 海竜社 202101
302.2 アジア遊学　２５４ 勉誠出版（発売） 202102
302.5 現代カナダを知るための６０章 飯野　正子　総監修 明石書店 202103
302.5 「アメリカ」の終わり 山中　泉　著 方丈社 202102
304 ｻ 総理大臣菅義偉の大罪 佐高　信　著 河出書房新社 202012
304 ｼ Ｎｕｍｂｅｒｓ　Ｄｏｎ’ｔ　Ｌｉｅ バーツラフ　シュミル　著 ＮＨＫ出版 202103
304 ﾄ パンデミック以後 エマニュエル　トッド　著 朝日新聞出版 202102
311.4 「保守主義者」宣言 小川　榮太郎　著 育鵬社 202103
312.1 内閣総理大臣 大下　英治　著 エムディエヌコーポレーション 202104
312.1 石橋湛山の６５日 保阪　正康　著 東洋経済新報社 202104
312.1 平成の宰相たち 宮城　大蔵　編著 ミネルヴァ書房 202103
316.1 プライバシーという権利 宮下　紘　著 岩波書店 202102
316.8 世界を動かす変革の力 アリシア　ガーザ　著 明石書店 202101
316.8 ブルースだってただの唄　（ちくま文庫） 藤本　和子　著 筑摩書房 202011
318.3 公務員の働き方デザイン 島田　正樹　著 学陽書房 202102

318.5 自治体職員現場のお悩み解決Ｑ＆Ａ
静岡県市町行財政総
合相談窓口　編著 ぎょうせい 202101

318.6 本気で、地域を変える 岩崎　達也　著 晃洋書房 202102
318.6 まちづくり幻想 木下　斉　著 ＳＢクリエイティブ 202103
318.7 新型コロナとまちづくり 足立　基浩　著 晃洋書房 202102
319.1 いま救国 青山　繁晴　著 扶桑社 202102
319.1 捏造メディアが報じない真実 大高　未貴　著 ワック 202104
319.1 対米従属の構造 古関　彰一　著 みすず書房 202012
319.2 中国が抱える９つの国際問題 宮家　邦彦　著 ビジネス教育出版社 202103

《《  社会科学      》》
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323.9 行政裁量と内部規範 高橋　正人　著 晃洋書房 202102
324.7 Ｑ＆Ａでわかる！デジタル遺産の相続 笹川　豪介　ほか著 きんざい 202102
326.5 現代刑務所の作法 河合　幹雄　監修 Ｇ．Ｂ． 202103
326.5 塀の中の残念なおとな図鑑 美達　大和　著 主婦の友社 202104

327.1
すぐに役立つ債権回収から継続取引、遺
言、信託まで改正対応公正証書のしくみと
実践書式集

森　公任　監修 三修社 202101

327.6 冤罪と人類　（ハヤカワ文庫　ＮＦ） 管賀　江留郎　著 早川書房 202105
332.1 地域衰退 宮崎　雅人　著 岩波書店 202101
332.2 ソーシャルメディアと経済戦争 深田　萌絵　著 育鵬社 202105
335 死なないように稼ぐ。 堀江　貴文　著 ポプラ社 202103
335.1 渋沢栄一と岩崎弥太郎 河合　敦　著 幻冬舎 202103
335.1 積極精神に生きる 樋口　武男　編著 ＰＨＰ研究所 202104
335.7 地方自治体への営業 伊藤　健太郎　著 みらいパブリッシング 202102
336.2 脱！残念な考え方 幸本　陽平　著 自由国民社 202104
336.4 もし、部下が適応障害になったら 森下　克也　著 ＣＣＣメディアハウス 202102

336.8 ビジネススクールで身につける会計×戦略思考 大津　広一　著
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部 202101

338.0 億万長者だけが知っている教養としての数学 ヒュー　バーカー　著 ダイヤモンド社 202104
338.1 今さら聞けない投資の超基本 泉　美智子　著 朝日新聞出版 202103

338.1
どん底サラリーマンが株式投資で２億円　い
ま息子に教えたいお金と投資の話 ＤｏｋＧｅｎ　著 ダイヤモンド社 202104

338.1 株の稼ぎ技２２３　２０２１年版 スタンダーズ 202104

339.4 生命保険は「入るほど損」？！ 後田　亨　著
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部 202104

349.5 ビジュアル地目認定 山本　一清　著 ぎょうせい 202007

361.5 日本大衆文化論アンソロジー
日文研大衆文化研究
プロジェクト　編 太田出版 202102

361.8 絶望死 ニコラス　Ｄ．クリストフ　著 朝日新聞出版 202103
365.3 不動産大異変 太田垣　章子　著 ポプラ社 202104
365.3 ゆたかなＵＲ団地暮らしを求めて 増永　理彦　著 クリエイツかもがわ 202102
365.3 元人気マンガ家のマンション管理人の日常 元人気マンガ家Ｔ　著 興陽館 202104
366.0 日本人が知らない世界標準の働き方 谷本　真由美　著 ＰＨＰエディターズ・グループ 202104
366.1 会社に人生を振り回されない武器としての労働法 佐々木　亮　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202103
366.9 あなたの大切なひとを守るために 中野　淑子　著 旬報社 202101

367.3 夫婦
め お

トレ はあちゅう　著 光文社 202104

367.6 親をおりる 明石　紀久男　著 彩流社 202103

367.7
自由と豊かさを手に入れる６０歳からの暮ら
し方 浅沼　静華　著

幻冬舎メディアコンサ
ルティング 202102

367.7
家族に迷惑をかけたくないあなたが認知症
になる前に準備しておきたいこと

海老原　佐江子　著 ＷＡＶＥ出版 202102

367.7 ゆる終活のための親にかけたい５５の言葉 奥山　晶子　著 オークラ出版 202104
367.7 老いの福袋 樋口　恵子　著 中央公論新社 202104
367.7 おひとりさまの認知症 高瀬　義昌　監修 主婦の友社 202103
367.9 性の教育ユニバーサルデザイン 小栗　正幸　著 金剛出版 202102
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368.5
塀の中の元極道ＹｏｕＴｕｂｅｒが明かすヤク
ザの裏知識 懲役　太郎　著 宝島社 202006

368.8 麻薬と人間 ヨハン　ハリ　著 作品社 202102
369 アドボカシーってなに？ 栄留　里美　著 解放出版社 202104
369.1 非正規介護職員ヨボヨボ日記 真山　剛　著 三五館シンシャ 202105
369.2 おひとりさま介護 村田　くみ　著 河出書房新社 202102

369.2 知っていますか？認知症介護実践者等養
成事業

東北福祉会認知症介
護研究・研修仙台セ
ンター

202103

369.3 いないことにされる私たち 青木　美希　著 朝日新聞出版 202104
369.3 子どもの命と未来を守る！「防災」新常識 奥村　奈津美　著 辰巳出版 202103

369.3 ＴＨＥ ＧＯＡＬ ＩＳ ＹＯＵＲ ＳＭＩＬＥ
スポーツこころのプロ
ジェクト　編

スポーツこころのプロ
ジェクト 202103

369.3 おしゃれ防災アイデア帖 Ｍｉｓａ　著 山と溪谷社 202103
369.3 わかな十五歳 わかな　著 ミツイパブリッシング 202103
369.4 赤ちゃんポストの真実 森本　修代　著 小学館 202007
374.1 密にならないクラスあそび１２０ 樋口　万太郎　編著 学陽書房 202101
374.6 保護者のお悩み解決します！ くま　ゆうこ　著 東洋館出版社 202103
375.1 ＧＩＧＡスクール構想で変える！ 樋口　万太郎　著 明治図書出版 202102

376.1
すぐできる０・１・２歳児の手あそび＆ピアノ
伴奏 阿部　直美　編著 中央法規出版 202101

379.9 ｵ 楽々かあさんの伝わる！声かけ変換 大場　美鈴　著 あさ出版 202006
379.9 ﾔ 尖った子どもに育てなさい 柳沢　幸雄　著 中央公論新社 202104
383.8 茶粥・茶飯・奈良茶碗 鹿谷　勲　著 淡交社 202102
383.9 寝室の歴史 ミシェル　ペロー　著 藤原書店 202102
384.5 ぼくらの６０～７０年代宝箱 黒沢　哲哉　著 いそっぷ社 202102
385.9 最新困ったときにすぐひけるマナー大事典 現代マナー　作法の会　編著 西東社 202102
385.9 社会人１年生からの正しいマナー事典 プレジデント社 202011
389 はみだしの人類学 松村　圭一郎　著 ＮＨＫ出版 202004

392.3 古代ローマ帝国軍非公式マニュアル
（ちくま学芸文庫）

フィリップ　マティザック　著 筑摩書房 202011

402.1 私の科学者ライフ
女性科学者に明るい
未来をの会　編 日本評論社 202103

404 考える、書く、伝える生きぬくための科学的思考法 仲野　徹　著 講談社 202103
417 レジの行列が早く進むのは、どっち！？ サトウ　マイ　著 総合法令出版 202102
419.1 和算 小川　束　著 中央公論新社 202101
431.1 図解身近にあふれる「元素」が３時間でわかる本 左巻　健男　編著 明日香出版社 202105
448.9 地図づくりの現在形 宇根　寛　著 講談社 202101

453 首都直下地震と南海トラフ 鎌田　浩毅　著
エムディエヌコーポ
レーション 202102

457.8 日本のアンモナイト 大八木　和久　著 築地書館 202104
467.2 寿命遺伝子 森　望　著 講談社 202103
468.0 生態学者の目のツケドコロ 伊勢　武史　著 ベレ出版 202101
471.1 子どもと一緒に覚えたい木の実の名前 小南　陽亮　監修 マイルスタッフ 202104
480.4 誰かに話したくなる摩訶不思議な生きものたち 岡部　聡　著 文藝春秋 202104

《《  自然科学      》》
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486 美しき小さな虫たちの図鑑 原　有正　写真　文 山と溪谷社 202009
486.4 バッタの大発生の謎と生態 田中　誠二　編 北隆館 202104
490.2 ０番目の患者 リュック　ペリノ　著 柏書房 202012
491.6 もしも、私が「がん」になったら。 藤田　紘一郎　著 光文社 202104

492.7 身体構造力 伊東　義晃　著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング 202008

493.1 糖尿病が怖いので、最新情報を取材してみた 堀江　貴文　著 祥伝社 202105
493.2 心不全 小室　一成　著 主婦の友社 202102

493.7 ｲ
日々のちょっとした工夫で認知症はグングン
よくなる！ 犬山　康子　著 平原社 202012

493.7 ｻ 躁鬱大学 坂口　恭平　著 新潮社 202104
493.7 ﾊ あなたもきっと依存症 原田　隆之　著 文藝春秋 202103
493.7 ﾏ 誰がために医師はいる 松本　俊彦　著 みすず書房 202104
493.8 新型コロナとワクチンのひみつ 近藤　誠　著 ビジネス社 202104

493.8 グレート・インフルエンザ　（上，下）
（ちくま文庫）

ジョン　バリー　著 筑摩書房 202101

494.5
緩和ケア医から、ひとりで死ぬのだって大丈
夫　（朝日文庫）

奥野　滋子　著 朝日新聞出版 202102

494.5 やはり死ぬのは、がんでよかった 中村　仁一　著 幻冬舎 202103
494.7 側弯症は自分で治せる！ 石原　周　著 マキノ出版 202105
495.4 もう我慢しない！おしもの悩み 増田　美加　著 オークラ出版 202104
496.3 まぶたが下がる「眼瞼下垂」はこうして改善する 小栗　章弘　著 ＰＨＰ研究所 202010
496.6 ＡＰＤ〈聴覚情報処理障害〉がわかる本 小渕　千絵　監修 講談社 202103
496.7 副鼻腔炎 文響社 202011
497.9 死ぬまで噛んで食べる 五島　朋幸　著 光文社 202102

498 病理医が明かす死因のホント 榎木　英介　著
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部 202105

498 生きること終うこと寄り添うこと 矢野　博文　著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング 202101

498.0 養老先生、病院へ行く 養老　孟司　著 エクスナレッジ 202104
498.1 日本再生のための「プランＢ」 兪　炳匡　著 集英社 202103
498.3 ｱ ＨＡＰＰＹ　ＳＴＲＥＳＳ 青砥　瑞人　著 ＳＢクリエイティブ 202104

498.3 ｺ 整える習慣　（日経ビジネス人文庫） 小林　弘幸　著
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部 202102

498.3 ｽ 働く人の疲れをリセットする快眠アイデア大全 菅原　洋平　著 翔泳社 202103
498.3 ﾔ 老けない人は何が違うのか 山岸　昌一　著 合同フォレスト 202105
498.5 ﾌﾞ 分子調理の日本食 石川　伸一　著 オライリー・ジャパン 202104
498.5 ﾌ 心と体を強くする！メガビタミン健康法 藤川　徳美　著 方丈社 202011
498.5 ﾐ 心の不調の９割は食事で治る 溝口　徹　著 フォレスト出版 202104
498.6 分水嶺 河合　香織　著 岩波書店 202104

501.8 はじめてでもよくわかる！図面の描き方 飯島　晃良　著 成美堂出版 202106
511.7 よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 岩瀬　泰己　著 秀和システム 202101

519 図解でわかる１４歳からの脱炭素社会
インフォビジュアル研
究所　著 太田出版 202105

527 京都でかなえる家づくり　２０２１年度版 京都リビング新聞社 202105

《《  技術・工学    》》

10



536 ＪＲ全車両大図鑑　改訂第２版 原口　隆行　編著 世界文化社 202102
538.9 中国が宇宙を支配する日 青木　節子　著 新潮社 202103
538.9 るるぶ宇宙 林　公代　監修 ＪＴＢパブリッシング 202104
547.5 ５Ｇ 岡嶋　裕史　著 講談社 202007
548.2 「スパコン富岳」後の日本 小林　雅一　著 中央公論新社 202103
548.2 富岳　世界４冠スパコンが日本を救う 日経クロステック　編集 日経ＢＰ 202103
589.2 パリのマダムは今日もおしゃれ ｓｍｉｌｅ　ｅｄｉｔｏｒｓ　編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202012
589.2 大人になったら、着たい服　２０２１春夏 主婦と生活社 202104
589.2 これからの私が似合う服　〔ＶＯＬ．０１〕 扶桑社 202010

590 あるものでまかなう生活 井出　留美　著
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部 202010

590 ものは捨てても、ワタシは「好き」を捨てられない ｍａｍｉ　著 インプレス 202101
590 もっとラクに生きる！暮らしの整理術１００ 吉川　永里子　著 エクスナレッジ 202011
590 暮らしのおへそ　Ｖｏｌ．３１ 主婦と生活社 202102
590.4 「めんどう」を楽しむ衣食住のレシピノート 美濃羽　まゆみ　著 主婦と生活社 202105
591 すごい！家計の自衛策 清水　克彦　著 小学館 202102
591 ゆるっとお金と暮らしを整える本 日経ＷＯＭＡＮ編集部　編 日経ＢＰ 202010
593.3 自由に遊ぶ、ヴィンテージライクな服 泉谷　恭子　著 文化学園文化出版局 201905

593.3
ＡＴＥＬＩＥＲ　ｔｏ　ｎａｎｉ　ＩＲＯ季節をまとう一
年の服 伊藤　尚美　著 文化学園文化出版局 202103

593.3 作り続けたい大人のワードローブ 坂内　鏡子　著 ブティック社 202105
593.3 雰囲気のある大人服 飛田　美穂　著 日本ヴォーグ社 202105
594.2 ステッチイデー　ｖｏｌ．３３ 日本ヴォーグ社 202105
594.7 進化する手作りエコバッグ ブティック社 202104
595 グラマラスレンダー習慣 さくま　みお　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202103
595.5 正しい知識がわかる美肌事典 永松　麻美　執筆 高橋書店 202103
596 僕の献立 麻生　要一郎　著 光文社 202011
596 石原洋子の２品献立 石原　洋子　著 世界文化ブックス 202104
596 おうちで楽しむスパイス料理とカレー 一条　もんこ　著 池田書店 202006
596 １人前食堂のからだリセットごはん Ｍａｉ　著 マガジンハウス 202103
596 家庭料理１００のきほん おいしい健康　編 マガジンハウス 202001

596
志麻さんのベストおかず　プレミアムなほぼ
１００円おかず編 タサン志麻　著 扶桑社 202102

596 ３ＳＴＥＰ冷凍コンテナごはん ろこ　著 徳間書店 202101
596 １０年かかって地味ごはん。 和田　明日香　著 主婦の友社 202105
596 クックパッドの２０分献立 宝島社 202106
596.0 ひみつのたべもの 松井　玲奈　著 マガジンハウス 202104
596.3 梅干しを漬けてわかること 有元　葉子　著 文化学園文化出版局 202103
596.3 豚こま１００レシピ 市瀬　悦子　著 ワン・パブリッシング 202102
596.3 イチバン親切な小麦粉料理の教科書 川上　文代　著 新星出版社 202103

596.3
Ｓａｌａｄ　Ｃａｆｅのとっておきサラダベストセレ
クション

ケンコーマヨネーズ株
式会社　レシピ制作 東京書店 202105

596.4 焚き火料理の本 小雀　陣二　著 山と溪谷社 202104
596.6 もっと！魔法のてぬきおやつ てぬキッチン　著 ワニブックス 202102
596.6 しあわせパンの旅 昭文社 202105
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596.7 無職、ときどきハイボール 酒村　ゆっけ、　著 ダイヤモンド社 202103
596.7 関西酒場のろのろ日記 スズキ　ナオ　著 Ｐヴァイン 202010
596.7 おうちでかんたんごちそう抹茶ドリンク 山政小山園　著 淡交社 202104
596.7 ＬＤＫコーヒーの便利帖　よりぬきお得版 晋遊舎 202101

598.3
ママとパパの赤ちゃんと子どもの病気・ホー
ムケア事典 岡本　光宏　監修 朝日新聞出版 202103

599 こどもおうちあそび大全 横山　洋子　著 永岡書店 202102

599.9
子どものイヤイヤこんなときどうする？１００
のヒント 中田　馨　文 実務教育出版 202103

611.9 地獄の田舎暮らし 柴田　剛　著 ポプラ社 202103
626.9 あの懐かしい味の野菜を自分でつくる 岩崎　政利　文 新潮社 202101
627.6 チューリップの文化誌 シーリア　フィッシャー　著 原書房 202011
627.7 庭木の「困った！」解決ナビ 船越　亮二　著 主婦の友社 202103
627.8 はじめての野の草花寄せ植え 都築　ますみ　監修 成美堂出版 202104
629.7 庭にほしい木と草の本 草木屋　著 農山漁村文化協会 202103
646.2 ダチョウはアホだが役に立つ 塚本　康浩　著 幻冬舎 202103
646.8 長生きする鳥の育てかた 細川　博昭　著 誠文堂新光社 202103

648.1 酪農かあさんが教える台所チーズ
スローライフミルク研
究会　編 農山漁村文化協会 202103

659 狩猟を仕事にするための本 東雲　輝之　著 秀和システム 202103
659 狩猟に生きる男たち・女たち 高桑　信一　著 つり人社 202104
666.9 楽しい金魚の飼い方 長尾　桂介　監修 12 202104
670 電子契約の教科書 宮内　宏　編著 日本法令 202101
670.9 ビジネスメール文例大全 平野　友朗　監修 ナツメ社 202103
673.9 相続したボロ物件どうする？ 渡邊　浩滋　著 税務経理協会 202104

681.6
物流業界のしくみとビジネスがこれ１冊で
しっかりわかる教科書

ロジ　ソリューション株
式会社　著 技術評論社 202102

686.2 戦時下の地下鉄 枝久保　達也　著 青弓社 202102
686.5 駅スタンプの世界 坪内　政美　著 天夢人 202103
686.7 ＪＲ電車編成表　２０２１夏 ジェー　アール　アール　編 交通新聞社 202105
693.0 郵政腐敗　日本型組織の失敗学 藤田　知也　著 光文社 202104

702.1 桃山の美とこころ 倉澤　行洋　著
日本の伝統文化をつ
なぐ実行委員会 202103

702.3 東京藝大で教わる西洋美術の見かた 佐藤　直樹　著 世界文化社 202102
713.0 かたわらに 沢田　英男　著 亜紀書房 202103
721.2 鳥獣戯画のすべて 上野　憲示　監修 宝島社 202103
721.2 鳥獣戯画のヒミツ 宮川　禎一　著 淡交社 202102

721.9 刻
と き

を描く 田渕　俊夫　著 求龍堂 202101

723.3 モネへの招待 朝日新聞出版　編 朝日新聞出版 202103
723.3 ゴッホ作品集 ゴッホ　画 東京美術 202101
723.3 ゴヤの手紙　上　（岩波文庫） ゴヤ　著 岩波書店 202105
726.1 「鬼滅の暗号」解読の書 瀧音　能之　監修 宝島社 202101
726.1 一度きりの大泉の話 萩尾　望都　著 河出書房新社 202104

《《  産業            》》

《《  芸術・体育    》》
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726.1 ヤマザキマリ対談集 ヤマザキ　マリ　ほか著 集英社 202103
727 フラクタル オリヴァー　リントン　著 創元社 202102
748 ａｓ ｉｔ ｉｓ 川内　倫子　写真　文 ｔｏｒｃｈ　ｐｒｅｓｓ 202009

748 全日本失敗写真選手権 『全日本失敗写真選手
権』製作委員会　編 ワニ・プラス 202104

750.4 蒐集物語　（中公文庫） 柳　宗悦　著 中央公論新社 201405
753.3 遊牧民と村々のラグ 前田　慎司　編著 グラフィック社 202102

754.9
孫の心をわしづかみおもしろ！ビックリ！お
りがみ手品 小林　一夫　著 ＰＨＰ研究所 202012

754.9
５つの力が身につく！１０歳までの「育脳」折
り紙あそび 杉之原　眞貴　著 ＰＨＰ研究所 202101

761 西洋音楽の正体 伊藤　友計　著 講談社 202102

762.8 音楽家の名言 檜山　乃武　編　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

201907

763 ｍｙ楽器ｍｙパートナー バンドジャーナル　編 音楽之友社 202104

763.2 チェルニー活用法 佐藤　卓史　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

202103

763.4 初心者のヴァイオリン基礎教本　〔２０２１〕 長嶺　安一　編著 自由現代社（発売） 202101
764.7 タンゴの真実 小松　亮太　著 旬報社 202104
767.0 心の歌よ！ 伊藤　千尋　著 新日本出版社 202102
769.9 松浦景子のバレエあるある 松浦　景子　著 マキノ出版 202105
778.2 ｶ 時代劇聖地巡礼 春日　太一　著 ミシマ社 202104
778.2 ｷ 岸惠子自伝 岸　惠子　著 岩波書店 202105
778.2 ﾅ ＴＨＥやんごとなき雑談 中村　倫也　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202103
778.2 ﾔ その悩みの答え、アカデミー賞映画にあります 山下　トシキ　著 清流出版 202104
778.7 緑の牢獄 黄　インイク　著 五月書房新社 202103
778.8 ダンとアンヌとウルトラセブン 森次　晃嗣　著 小学館 202102
779.1 幸福論 中田　敦彦　著 徳間書店 202008
779.1 柳家さん喬一門本 さん喬と弟子たち　著 秀和システム 202101
780 スポーツ観戦を楽しむ本 成美堂出版編集部　編 成美堂出版 202104

781.4
かたおか気象予報士の毎朝１０秒！楽しく
「お天気ストレッチ」 片岡　信和　著 幻冬舎 202103

782.3 私が欲しかったもの 原　裕美子　著 双葉社 202103
783.7 戦士の食卓 落合　博満　著 岩波書店 202104
783.7 あの夏の正解 早見　和真　著 新潮社 202103
783.8 マスターズ 本條　強　著 筑摩書房 202103
784.6 私のスケート愛 浅田　真央　著 文藝春秋 202104
787.1 「アユの友釣り」完全教書 瀬田　匡志　著 つり人社 202103
788.1 世界のおすもうさん 和田　靜香　文 岩波書店 202103
791.5 茶の自由やきものの自由 実方　浩信　著 朱鳥社 201212
791.6 水屋の研究 飯島　照仁　著 淡交社 202102
793 はじめよう花のある暮らし 真子　やすこ　著　監修 日東書院本社 202011
795 囲碁・模様消し完全ガイド 足立　泰彦　著 マイナビ出版 202101
798.5 ファミコン発売中止ゲーム図鑑 鯨武　長之介　著 三才ブックス 202104
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816 三行で撃つ 近藤　康太郎　著 ＣＣＣメディアハウス 202012

830.7
ＮＨＫの英語講座だけで驚くほど英語が話
せる勉強法 川本　佐奈恵　著 明日香出版社 202103

831.1 あいうえおフォニックス　２ スーパーファジー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202011
834 日本人が勘違いしているカタカナ英語１２０ キャサリン　Ａ．クラフト　著 中央公論新社 201902
834 くらべて覚える英単語 清水　建二　著 青春出版社 202105
837 天声人語　２０２１春 朝日新聞論説委員室　編 原書房 202105

901.2 ミステリーの書き方 柏田　道夫　著 言視舎 202102
901.3 小説家になって億を稼ごう 松岡　圭祐　著 新潮社 202103
908 ひきこもり図書館 頭木　弘樹　編 毎日新聞出版 202102
910.2 「女」が語る平安文学 原　豊二　編 和泉書院 202101
910.2 ﾐ 流転の海読本　（新潮文庫） 堀井　憲一郎　著 新潮社 202104
910.2 ﾓ 森鴎外の現代小説 原　貴子　著 花鳥社 202103

910.4 講義日本文学
東京大学文学部国文
学研究室　編 東京大学出版会 202103

910.4 野の古典 安田　登　著 紀伊國屋書店 202101
911.1 ｱ つながる短歌１００ あんの　秀子　著 朝日新聞出版 202102
911.1 ﾃ 大伴旅人 鉄野　昌弘　著 吉川弘文館 202103
911.5 ｴ エノグ屋の言葉集 月光荘画材店　著 産業編集センター 202103
911.5 ｷ 今日は誰にも愛されたかった 谷川　俊太郎　著 ナナロク社 201912
911.5 ﾀ どこからか言葉が 谷川　俊太郎　著 朝日新聞出版 202106
912.5 歌舞伎十八番の内勧進帳 郡司　正勝　校注 岩波書店 202105
912.7 居眠り磐音　劇場版００ 佐伯　泰英　小説著 出版社不明
913.2 新釈全訳日本書紀　上巻 神野志　隆光　校注 講談社 202103

913.3 源氏物語花筐 岸本　久美子　著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング 202101

913.3 源氏物語と平安時代文学 田坂　憲二　著 和泉書院 202101
913.4 『宇治拾遺物語』夢説話の研究 趙　智英　著 金壽堂出版 202012
913.5 曲亭馬琴と『水滸傳』 孫　琳浄　著 汲古書院 202104
915.6 ｺ 縁もゆかりもあったのだ こだま　著 太田出版 202104
916 ｵ 母親を失うということ 岡田　尊司　著 光文社 202102
916 ｽ 発達系女子とモラハラ男 鈴木　大介　著 晶文社 202103

929.1 大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした クルベウ　著 ダイヤモンド社 202104
929.1 ミカンの味 チョ　ナムジュ　著 朝日新聞出版 202104
929.1 もう死んでいる十二人の女たちと パク　ソルメ　著 白水社 202103
930.2 大きな森の小さな家 ちば　かおり　著 新紀元社 202101
930.2 小説読解入門 廣野　由美子　著 中央公論新社 202104
933 ｳﾞ 少女と少年と海の物語 クリス　ヴィック　著 東京創元社 202105
933 ｵ 仮面の陰に ルイザ　メイ　オルコット　著 幻戯書房 202103
933 ｷ 任務の終わり　（上，下）　（文春文庫） スティーヴン　キング　著 文藝春秋 202102
933 ｷ アウトサイダー　（上，下） スティーヴン　キング　著 文藝春秋 202103
933 ｸ ミステリアム　（ハーパーＢＯＯＫＳ） ディーン　クーンツ　著 ハーパーコリンズ・ジャパン 202104

《《  語学            》》

《《  文学            》》

《《  外国文学      》》
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933 ｻ ハイランダー戦士の結婚条件　（二見文庫） リンゼイ　サンズ　著 二見書房 202105
933 ｽ 幸運は死者に味方する　（創元推理文庫） スティーヴン　スポッツウッド　著 東京創元社 202103
933 ﾁ 葬られた勲章　上　（講談社文庫） リー　チャイルド　著 講談社 202008
933 ﾃﾞ オクトーバー・リスト　（文春文庫） ジェフリー　ディーヴァー　著 文藝春秋 202103
933 ﾊ 解錠師　（ハヤカワ・ミステリ文庫） スティーヴ　ハミルトン　著 早川書房 201212
933 ﾊ 過ぎにし夏、マーズ・ヒルで エリザベス　ハンド　著 東京創元社 202104

933 ﾌ 消失の惑星
ほ し

ジュリア　フィリップス　著 早川書房 202102

933 ﾍﾞ 復縁は甘くひそやかに　（ライムブックス） ベサニー　ベネット　著 原書房 202104
933 ﾒ ロックダウン　（ハーパーＢＯＯＫＳ） ピーター　メイ　著 ハーパーコリンズ・ジャパン 202101
933 ﾘ 塔の上の婚約者　（ｍｉｒａｂｏｏｋｓ） ジョアンナ　リンジー　著 ハーパーコリンズ・ジャパン 202104
933 ﾛ レディ・ジャスティスの裁き　（ヴィレッジブックス） Ｊ．Ｄ．ロブ　著 ヴィレッジブックス 202102
936 ﾀ 三人の女たちの抗えない欲望 リサ　タッデオ　著 早川書房 202103
943 ｸﾞ 夜ふけに読みたい動物たちのグリム童話 グリム兄弟　著 平凡社 202101
943 ﾉ 森の中に埋めた　（創元推理文庫） ネレ　ノイハウス　著 東京創元社 202010
943 ﾍ レストラン「ドイツ亭」 アネッテ　ヘス　著 河出書房新社 202101
949.8 メッセージ トーベ　ヤンソン　著 フィルムアート社 202103
983 ﾄ 戦争と平和　（４，５）　（光文社古典新訳文庫） トルストイ　著 光文社 202105

K521
重要文化財萬福寺法堂ほか六棟保存修理
工事報告書

京都府教育庁指導部
文化財保護課 202103

MF351 統計でみる府民のくらし　令和２年度
京都府政策企画部企
画統計課　編集

京都府政策企画部調
査統計課 202102

Mu349
宇治市一般会計予算書および予算説明書
令和３年度 宇治市　編 宇治市 202100

MU349
宇治市特別会計予算書および予算説明書
令和３年度 宇治市　編 宇治市 201900

MU351 宇治市統計書　令和２年 政策総務課　編 宇治市 202103

MU367 宇治市男女共同参画計画
宇治市人権環境部男
女共同参画課　編 宇治市 202103

MU367 宇治市男女共同参画計画　概要版
宇治市人権環境部男
女共同参画課　編 宇治市 202103

MU368 宇治市第４次防犯推進計画 宇治市総務部総務課　編 宇治市 202103

MU369
宇治市障害福祉計画　第６期(令和３年度→
令和５年度) 宇治市　編

宇治市福祉こども部
障害福祉課 202103

MU369 宇治子育て情報誌　２０２１
宇治市地域子育て支
援基幹センター　編 宇治市 202004

MU369 宇治市 高齢者保健福祉計画 第８期介護保
険事業計画

健康長寿部　健康生
きがい課　介護保険
課　編

健康長寿部　健康生
きがい課　介護保険
課

202103

MU518
宇治市水道事業ビジョン・経営戦略
令和３年３月

宇治市上下水道部　編 宇治市上下水道部 202103

MU518
宇治市水道事業ビジョン・経営戦略
概要版　令和３年３月

宇治市上下水道部　編 宇治市上下水道部 202103

MU518
宇治市公共下水道事業経営戦略
令和３年３月

宇治市上下水道部下
水道計画課　編 宇治市 202103

《《  行政資料      》》

《《  郷土資料      》》
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R010 日本の図書館　２０２０
日本図書館協会図書館調
査事業委員会日本の図書
館調査委員会　編集

日本図書館協会 202105

R334
世帯土地統計確報集計結果　平成３０年第
１巻全国編

国土交通省不動産　建設
経済局情報活用推進課
編集

国土交通省不動産・建設
経済局情報活用推進課 202009

R334
世帯土地統計確報集計結果　平成３０年第
２巻都道府県編関東

国土交通省不動産　建設
経済局情報活用推進課
編集

国土交通省不動産・建設
経済局情報活用推進課 202009

R334
世帯土地統計確報集計結果　平成３０年第
２巻都道府県編近畿

国土交通省不動産　建設
経済局情報活用推進課
編集

国土交通省不動産・建設
経済局情報活用推進課 202009

R334
世帯土地統計確報集計結果　平成３０年第
２巻都道府県編九州・沖縄

国土交通省不動産　建設
経済局情報活用推進課
編集

国土交通省不動産・建設
経済局情報活用推進課 202009

R334
世帯土地統計確報集計結果　平成３０年第
２巻都道府県編中国、四国

国土交通省不動産　建設
経済局情報活用推進課
編集

国土交通省不動産・建設
経済局情報活用推進課 202009

R334
世帯土地統計確報集計結果　平成３０年第
２巻都道府県編北海道、東北

国土交通省不動産　建設
経済局情報活用推進課
編集

国土交通省不動産・建設
経済局情報活用推進課 202009

R334
世帯土地統計確報集計結果　平成３０年第
２巻都道府県編北陸、中部

国土交通省不動産　建設
経済局情報活用推進課
編集

国土交通省不動産・建設
経済局情報活用推進課 202009

R334
世帯土地統計確報集計結果　（平成３０年
第３巻政令指定都市・県庁所在市編その
１，その２）

国土交通省不動産　建設
経済局情報活用推進課
編集

国土交通省不動産・建設
経済局情報活用推進課 202009

R334
法人土地・建物基本調査確報集計結果　平
成３０年第１巻全国編

国土交通省不動産　建設
経済局情報活用推進課
編集

国土交通省不動産・建設
経済局情報活用推進課 202009

R334
法人土地・建物基本調査確報集計結果　平
成３０年第２巻都道府県編関東

国土交通省不動産　建設
経済局情報活用推進課
編集

国土交通省不動産・建設
経済局情報活用推進課 202009

R334
法人土地・建物基本調査確報集計結果　平
成３０年第２巻都道府県編近畿

国土交通省不動産　建設
経済局情報活用推進課
編集

国土交通省不動産・建設
経済局情報活用推進課 202009

R334
法人土地・建物基本調査確報集計結果　平
成３０年第２巻都道府県編九州・沖縄

国土交通省不動産　建設
経済局情報活用推進課
編集

国土交通省不動産・建設
経済局情報活用推進課 202009

R334
法人土地・建物基本調査確報集計結果　平
成３０年第２巻都道府県編中国、四国

国土交通省不動産　建設
経済局情報活用推進課
編集

国土交通省不動産・建設
経済局情報活用推進課 202009

R334
法人土地・建物基本調査確報集計結果　平
成３０年第２巻都道府県編北海道、東北

国土交通省不動産　建設
経済局情報活用推進課
編集

国土交通省不動産・建設
経済局情報活用推進課 202009

R334
法人土地・建物基本調査確報集計結果　平
成３０年第２巻都道府県編北陸、中部

国土交通省不動産　建設
経済局情報活用推進課
編集

国土交通省不動産・建設
経済局情報活用推進課 202009

R334
法人土地・建物基本調査確報集計結果
（平成３０年第３巻政令指定都市・県庁所在
市編その１，その２）

国土交通省不動産　建設
経済局情報活用推進課
編集

国土交通省不動産・建設
経済局情報活用推進課 202009

R334 土地基本調査総合報告書　平成３０年
国土交通省不動産　建設
経済局情報活用推進課
編集

国土交通省不動産・建設
経済局情報活用推進課 202103

R351 日本国勢図会　２０２１／２２ 矢野恒太記念会　編集 矢野恒太記念会 202106

《《  参考資料      》》
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