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分類 書名 著者名 出版社 刊行年

F-ｲﾜ あるじは信長　下 岩井　三四二　著 埼玉福祉会 202011
F-ｶﾜ ハヅキさんのこと 川上　弘美　著 埼玉福祉会 202005
F-ｷﾀ あんちゃん　（上，下） 北原　亞以子　著 埼玉福祉会 202011
F-ｼｹﾞ 一人っ子同盟　（上，下） 重松　清　著 埼玉福祉会 202011
F-ﾏﾔ 黙示　（上，中，下） 真山　仁　著 埼玉福祉会 202011
F-ﾐﾅ 望郷　（上，下） 湊　かなえ　著 埼玉福祉会 202005
F-ﾓﾘ 祈りの証明　（上，下） 森村　誠一　著 埼玉福祉会 202011

F-ｱｶ 三毛猫ホームズの茶話会　（角川文庫） 赤川　次郎　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202105
F-ｱｻ 白光 朝井　まかて　著 文藝春秋 202107
F-ｱｻ 兵諌 浅田　次郎　著 講談社 202107
F-ｱｿ ＱＵＥＥＮ 麻生　幾　著 角川春樹事務所 202107
F-ｱﾔ セレストブルーの誓約　（メディアワークス文庫） 綾崎　隼　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202107
F-ｱﾝ 闇冥　（ヤマケイ文庫） 馳　星周　選 山と溪谷社 201902
F-ｲｶﾞ 残響 伊兼　源太郎　著 実業之日本社 202108
F-ｲｶﾞ 原因において自由な物語 五十嵐　律人　著 講談社 202107
F-ｲｼ うつくしい子ども　（文春文庫） 石田　衣良　著 文藝春秋 202105
F-ｲﾄ 琉球警察 伊東　潤　著 角川春樹事務所 202107
F-ｲﾄﾞ ここはとても速い川 井戸川　射子　著 講談社 202105

F-ｲﾄ
お狐様の異類婚姻譚　元旦那様は恋狂うと
ころです　（一迅社文庫アイリス）

糸森　環　著 一迅社 202106

F-ｲﾅ 追慕　（光文社文庫） 稲葉　稔　著 光文社 202107
F-ｲﾏ 兇人邸の殺人 今村　昌弘　著 東京創元社 202107
F-ｲﾜ でえれえ、やっちもねえ　（角川ホラー文庫） 岩井　志麻子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202106

図書館に入った本のごあんない

２０２1年９月号

　　

わせみん

《《  大活字本      》》

《《  小説            》》

＊図書館が７月１６日から８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
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F-ｲﾜ 零の晩夏 岩井　俊二　著 文藝春秋 202106
F-ｳｴ テッパン　（小学館文庫） 上田　健次　著 小学館 202103
F-ｳｴ 術策　（光文社文庫） 上田　秀人　著 光文社 202107
F-ｳｻ 恋狂ひ　（ハルキ文庫） 宇佐美　まこと　著 角川春樹事務所 202105
F-ｴﾄﾞ 三角館の恐怖　（江戸川乱歩文庫） 江戸川　乱歩　著 春陽堂書店 201908

F-ｴﾓ 帝都あやかし屋敷の契約花嫁
（ポプラ文庫ピュアフル）

江本　マシメサ　著 ポプラ社 202106

F-ｵｵ 猫弁と鉄の女 大山　淳子　著 講談社 202107
F-ｵｶ Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ　Ｗｏｒｌｄ 岡崎　琢磨　著 双葉社 202108
F-ｵﾘ 花束は毒 織守　きょうや　著 文藝春秋 202107
F-ｶｲ 聖徳太子と蘇我入鹿 海音寺　潮五郎　著 作品社 202107
F-ｶｸﾞ 金四郎の妻ですが　３　（祥伝社文庫） 神楽坂　淳　著 祥伝社 202106
F-ｶｼﾞ 噂を売る男 梶　よう子　著 ＰＨＰ研究所 202108
F-ｶｼ 亜ノ国ヘ 柏葉　幸子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202107
F-ｶﾂ 夜行秘密 カツセ　マサヒコ　著 双葉社 202107
F-ｶﾈ 道化むさぼる揚羽の夢の 金子　薫　著 新潮社 202107
F-ｶﾐ サイレント　黙認 神津　凛子　著 講談社 202107
F-ｶﾜ 百花　（文春文庫） 川村　元気　著 文藝春秋 202107
F-ｷﾀ チンギス紀　１１ 北方　謙三　著 集英社 202107

F-ｷﾇ
ようこそ実力至上主義の教室へ　２年生編
４．５　（ＭＦ文庫Ｊ）

衣笠　彰梧　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202106

F-ｸｼﾞ 洋菓子店アルセーヌ　２　（中公文庫） 九条　菜月　著 中央公論新社 201911
F-ｸﾛ 百花宮のお掃除係　４ 黒辺　あゆみ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202106
F-ｺｼﾞ 愚者の決断 小島　正樹　著 南雲堂 202005
F-ｺｽ 名もなき剣　（幻冬舎時代小説文庫） 小杉　健治　著 幻冬舎 202106
F-ｺﾝ たまごの旅人 近藤　史恵　著 実業之日本社 202108
F-ｺﾝ ロータスコンフィデンシャル 今野　敏　著 文藝春秋 202107
F-ｻｴ 梅花下駄　（文春文庫） 佐伯　泰英　著 文藝春秋 202106
F-ｻｴ 一夜の夢　（文春文庫） 佐伯　泰英　著 文藝春秋 202107
F-ｻﾄ 象の皮膚 佐藤　厚志　著 新潮社 202106
F-ｻﾜ 運命の逆流　（新潮文庫） 沢村　凛　著 新潮社 202011
F-ｻﾜ 朱く照る丘　（新潮文庫） 沢村　凛　著 新潮社 202011

F-ｻﾝ
３分で読める！眠れない夜に読む心ほぐれ
る物語　（宝島社文庫）

『このミステリーがす
ごい！』編集部　編 宝島社 202107

F-ｼｹﾞ ハレルヤ！　（新潮文庫） 重松　清　著 新潮社 202107
F-ｼｽﾞ 霧をはらう 雫井　脩介　著 幻冬舎 202107
F-ｼﾉ 月の淀む処 篠　たまき　著 実業之日本社 202108
F-ｼﾏ 星のように離れて雨のように散った 島本　理生　著 文藝春秋 202107
F-ｼﾕ 捕まらない男　（集英社オレンジ文庫） 愁堂　れな　著 集英社 202106
F-ｼﾖ 隠れの子　（集英社文庫） 小路　幸也　著 集英社 202107
F-ｼﾖ 明日は結婚式 小路　幸也　著 祥伝社 202107
F-ｽｽﾞ 突きの鬼一　饗宴　（小学館文庫） 鈴木　英治　著 小学館 202107
F-ﾀｶ 第四トッカン　（双葉文庫） 鷹樹　烏介　著 双葉社 202103
F-ﾀｶ ガーディアン　（宝島社文庫） 鷹樹　烏介　著 宝島社 201801
F-ﾀｶ ファイアガード　（宝島社文庫） 鷹樹　烏介　著 宝島社 201901
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F-ﾀｶ 警視庁特任捜査官グール 公安のエス
（宝島社文庫） 鷹樹　烏介　著 宝島社 202101

F-ﾀｶ 水たまりで息をする 高瀬　隼子　著 集英社 202107
F-ﾀｶ まぜるな危険 高野　史緒　著 早川書房 202107
F-ﾀﾏ 姫君の賦　（ＰＨＰ文芸文庫） 玉岡　かおる　著 ＰＨＰ研究所 202105
F-ﾀﾏ 紅きゆめみし 田牧　大和　著 光文社 202107
F-ﾁﾈ 硝子の塔の殺人 知念　実希人　著 実業之日本社 202108
F-ﾁﾉ 金の鰯　（双葉文庫） 千野　隆司　著 双葉社 202107
F-ﾁﾊﾞ オーバーヒート 千葉　雅也　著 新潮社 202107
F-ﾂｼﾞ 寒月に立つ　（祥伝社文庫） 辻堂　魁　著 祥伝社 202107
F-ﾂｼﾞ 叛き者　（徳間文庫） 辻堂　魁　著 徳間書店 201901
F-ﾄｳ 転移先は薬師が少ない世界でした　５ 饕餮　著 アルファポリス 202103
F-ﾄｶﾞ 北条氏康　大願成就篇 富樫　倫太郎　著 中央公論新社 202107
F-ﾅｶﾞ 巨鳥の影 長岡　弘樹　著 徳間書店 202107
F-ﾅｶ 革命キッズ 中路　啓太　著 光文社 202107

F-ﾅｶ おとなりの晴明さん　第９集
（メディアワークス文庫） 仲町　六絵　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202106

F-ﾅｶ 能面検事の奮迅 中山　七里　著 光文社 202107

F-ﾆｼ
あの日の恋をかなえるために僕は過去を旅
する　（コスミック文庫）

西澤　保彦　著 コスミック出版 202105

F-ﾊｽ 大阪で生まれた女　（ハルキ文庫） 蓮見　恭子　著 角川春樹事務所 202105
F-ﾊｾ 拙者、妹がおりまして　（１，２）　（双葉文庫） 馳月　基矢　著 双葉社 202107
F-ﾊﾀﾞ Ｐｈａｎｔｏｍ 羽田　圭介　著 文藝春秋 202107
F-ﾊﾀ もういちど 畠中　恵　著 新潮社 202107
F-ﾊﾏ ワラグル 浜口　倫太郎　著 小学館 202107
F-ﾌｸ ツタンカーメンの心臓 福士　俊哉　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202107
F-ﾌｼﾞ 残り香　（文春文庫） 藤井　邦夫　著 文藝春秋 202108
F-ﾌｼﾞ 茶筅の旗　（新潮文庫） 藤原　緋沙子　著 新潮社 202106
F-ﾌﾙ 征服少女 古野　まほろ　著 光文社 202107
F-ﾎﾝ 女は４つの顔で相続する 本郷　尚　著 白揚社 202106
F-ﾏｻ 祝福の子供　（幻冬舎文庫） まさき　としか　著 幻冬舎 202106
F-ﾐﾂ 忌名の如き贄るもの 三津田　信三　著 講談社 202107

F-ﾐﾈ 金沢古妖具屋くらがり堂　夏きにけらし
（ポプラ文庫ピュアフル）

峰守　ひろかず　著 ポプラ社 202107

F-ﾑﾗ コンビニたそがれ堂異聞　千夜一夜
（ポプラ文庫ピュアフル） 村山　早紀　著 ポプラ社 202106

F-ﾓﾘ 文豪Ａの時代錯誤な推理　（富士見Ｌ文庫） 森　晶麿　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 201805
F-ﾔｽﾞ ミラーワールド 椰月　美智子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202107
F-ﾔﾏ コールド・ファイル　（角川文庫） 山邑　圭　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202107
F-ﾕｳ 仮面家族 悠木　シュン　著 双葉社 202108

F-ﾕｳ 鳥居の向こうは、知らない世界でした。　５
（幻冬舎文庫） 友麻　碧　著 幻冬舎 202107

F-ﾖｼ カラスの祈り　（角川文庫） 吉川　英梨　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202107
F-ﾖｼ 余命一年、男をかう 吉川　トリコ　著 講談社 202107
F-ﾖｼ 屋根裏のチェリー 吉田　篤弘　著 角川春樹事務所 202107
F-ﾖｼ ブランド 吉田　修一　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202107
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F-ﾜﾀ アヤとあや 渡辺　優　著 小学館 202108

E-ｵｶ センスのＡＢＣ 岡尾　美代子　著 平凡社 202003
E-ｺﾊﾞ とりあえず、本音を申せば 小林　信彦　著 文藝春秋 202103
E-ｻﾂ 作家と犬 平凡社編集部　編 平凡社 202106
E-ｻﾂ 作家と猫 平凡社編集部　編 平凡社 202103
E-ｼﾝ 新・人間関係のルール 辛酸　なめ子　著 光文社 202106
E-ｽｽﾞ ニッポンのおじさん 鈴木　涼美　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202104
E-ｿﾉ 老いの道楽 曾野　綾子　著 河出書房新社 202107
E-ﾀｶ 「あいだ」の思想 高橋　源一郎　著 大月書店 202106
E-ﾀｶ 作家は時代の神経である 高村　薫　著 毎日新聞出版 202108
E-ﾅｶ 愛は魂の奇蹟的行為である なかにし　礼　著 毎日新聞出版 202104
E-ﾊｼ 渡る世間にやじ馬ばあさん 橋田　壽賀子　著 大和書房 202107
E-ﾊﾏ 蝶の粉 浜島　直子　著 ｍｉｌｌｅ  ｂｏｏｋｓ 202010
E-ﾊﾔ 美女の魔界退治 林　真理子　著 マガジンハウス 202106
E-ﾐﾅ 皆川博子随筆精華　２ 皆川　博子　著 河出書房新社 202107
E-ﾓﾉ 今日もふたり、スキップで ものすごい愛　著 大和書房 202011

007.3
今すぐ使えるかんたんＺｏｏｍビデオ会議や
オンライン授業で活用する本 マイカ　著 技術評論社 202101

007.6 ゼロからのＯＳ自作入門 内田　公太　著 マイナビ出版 202103

007.6
できるＡｃｃｅｓｓパーフェクトブック困った！＆
便利ワザ大全 きたみ　あきこ　著 インプレス 202103

007.6 ＷｏｒｄＰｒｅｓｓ標準デザイン講座 野村　圭　著 翔泳社 201906
007.6 Ｅｘｃｅｌ自動化〈最強〉時短仕事術 守屋　恵一　著 技術評論社 202103
021.4 新世代エディターズファイル 影山　裕樹　編著 ビー・エヌ・エヌ 202103
049 超リテラシー大全 サンクチュアリ出版　編 サンクチュアリ出版 202107

114.2 無駄な死など、どこにもない 山内　志朗　著 未来哲学研究所 202106
124.3 墨子よみがえる　（平凡社ライブラリー） 半藤　一利　著 平凡社 202105
141.9 スピリチュアルズ 橘　玲　著 幻冬舎 202106
143 子どもの発達格差 森口　佑介　著 ＰＨＰ研究所 202106
146.8 「ほんのひと言」に傷つかなくなる本 大嶋　信頼　著 大和書房 202104
147 ｵ 成功する人の秘密 大澤　美樹　著 自由国民社 202107
147 ﾏ パワーストーン大事典 マダム　マーシ　著 学研プラス 202006
150 「倫理の問題」とは何か 佐藤　岳詩　著 光文社 202104
152.2 婚活は「がんばらないほうが」うまくいく 三島　光世　著 秀和システム 202105
157.9 都鄙問答　（中公文庫） 石田　梅岩　著 中央公論新社 202104
159 ｶ ミッドライフ・クライシス 鎌田　實　著 青春出版社 202107
159 ﾀ もっと人生は楽しくなる たぐち　ひさと　著 ダイヤモンド社 202104
159.6 雰囲気がいい人のやっていること 浦郷　栄二　著 総合法令出版 202104
159.6 フランス人女性に学ぶストレスフリーの生き方 谷口　恵津子　著 楓書店 202105
160.4 宗教の本性 佐々木　閑　著 ＮＨＫ出版 202106
160.4 宗教は嘘だらけ 島田　裕巳　著 朝日新聞出版 202106
161.3 宗教の経済学 ロバート　Ｊ．バロー　著 慶應義塾大学出版会 202103

《《  エッセイ        》》

《《  総記            》》

《《  哲学・宗教    》》
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169.1 カルトの子 米本　和広　著 論創社 202103
172 アースダイバー神社編 中沢　新一　著 講談社 202104
175.9 縄文神社　首都圏篇 武藤　郁子　著 飛鳥新社 202106
181.4 地獄絵の日本史 末木　文美士　ほか著 宝島社 202107
188.7 歎異抄救いのことば 釈　徹宗　著 文藝春秋 202010

201.1 グローバル・ヒストリー ゼバスティアン　コンラート　著 岩波書店 202101
204 危機の世界史 ダン　カーリン　著 文藝春秋 202102

205 ＲＥＫＩＨＡＫＵ　００２ 人間文化研究機構国立
歴史民俗博物館　編

人間文化研究機構国
立歴史民俗博物館 202102

209.3 高地文明 山本　紀夫　著 中央公論新社 202106
209.7 駒形丸事件 秋田　茂　著 筑摩書房 202101
209.7 杉原千畝とコルベ神父 早乙女　勝元　著 新日本出版社 202105
210.0 日本史「今日は何の日」事典 吉川弘文館編集部　編 吉川弘文館 202101
210.1 ０から学ぶ「日本史」講義　戦国・江戸篇 出口　治明　著 文藝春秋 202010
210.5 歪められた江戸時代 古川　愛哲　著 エムディエヌコーポレーション 202102

217.6 ヒロシマの空白
中国新聞社報道セン
ターヒロシマ平和メ
ディアセンター　著

中国新聞社 202106

219.9 沖縄戦の子どもたち 川満　彰　著 吉川弘文館 202106
222.8 シルクロード 中村　清次　著 新潮社 202105
225 一冊でわかるインド史 水島　司　監修 河出書房新社 202105
231.1 トロイア戦争 エリック　Ｈ．クライン　著 白水社 202103
233.0 イギリス１９６０年代 小関　隆　著 中央公論新社 202105
281.0 幕末維新英傑伝 菅野　覚明　著 ミネルヴァ書房 202107
288.4 なぜ女系天皇で日本が滅ぶのか 門田　隆将　著 ビジネス社 202107
288.4 名画で読み解くプロイセン王家１２の物語 中野　京子　著 光文社 202105
288.4 美智子さまいのちの旅 渡邉　みどり　著 講談社ビーシー 202104
289.1 ｲ 清六の戦争 伊藤　絵理子　著 毎日新聞出版 202106
289.1 ｵ 信長空白の百三十日 木下　昌輝　著 文藝春秋 202008
289.1 ｶ 九十歳のラブレター 加藤　秀俊　著 新潮社 202106
289.1 ｷ コブのない駱駝　（岩波現代文庫） きたやま　おさむ　著 岩波書店 202106
289.1 ｻ 俺の上には空がある広い空が 桜井　昌司　著 マガジンハウス 202104
289.1 ﾊ 半藤一利の昭和史 文藝春秋 202103
289.1 ﾏ 松岡洋右と日米開戦 服部　聡　著 吉川弘文館 202003
289.3 ﾊ 私たちの真実 カマラ　ハリス　著 光文社 202106
290.8 奇界遺産　３ 佐藤　健寿　編著 エクスナレッジ 202105
291.3 るるぶ栃木　’２２ ＪＴＢパブリッシング 202107

295.0
歩みを止めるな！世界の果てまで９５２日リ
ヤカー奮闘記 吉田　正仁　著 産業編集センター 202105

297.8 北極探検隊の謎を追って ベア　ウースマ　著 青土社 202104

302 世界を知る１０１の言葉 マンディープ　ライ　著 飛鳥新社 202105
304 ｱ 新しい世界 クーリエ　ジャポン　編 講談社 202101
304 ﾋ 無と意識の人類史 広井　良典　著 東洋経済新報社 202106

《《  歴史・地理    》》

《《  社会科学      》》
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304 ﾌﾞ 他者の靴を履く ブレイディみかこ　著 文藝春秋 202106
309.3 真説日本左翼史 池上　彰　著 講談社 202106
311 国家と神話　上　（岩波文庫） カッシーラー　著 岩波書店 202107
312.1 高校生のための人物に学ぶ日本の政治経済史 猪木　武徳　編著 ミネルヴァ書房 202012
312.1 官僚と国家 古賀　茂明　著 平凡社 202104
312.1 「人権」がわからない政治家たち 小林　節　著 日刊現代 202105
312.1 職業政治家小沢一郎 佐藤　章　著 朝日新聞出版 202009
312.2 極東アジアの地政学 川島　博之　著 育鵬社 202107
312.2 中国共産党暗黒の百年史 石　平　著 飛鳥新社 202107
312.2 ミャンマー危機 永杉　豊　著 扶桑社 202107
312.2 金正恩と金与正 牧野　愛博　著 文藝春秋 202106
312.2 「言葉が殺される国」で起きている残酷な真実 楊　逸　著 ビジネス社 202107
316.8 アンチレイシストであるためには イブラム　Ｘ．ケンディ　著 辰巳出版 202106
317.3 霞が関のリアル ＮＨＫ取材班　著 岩波書店 202106
319.1 一次資料で正す現代史のフェイク 有馬　哲夫　著 育鵬社 202107
319.2 「反中」亡国論 富坂　聰　著 ビジネス社 202108
319.8 池上彰の君と考える戦争のない未来 池上　彰　著 理論社 202105
322.1 教養として読んでおきたい「十七条憲法」 永崎　孝文　著 致知出版社 202104
323.1 井上ひさしの憲法指南　（岩波現代文庫） 井上　ひさし　著 岩波書店 202103
324.6 夫婦をやめたい 南　和行　著 集英社 202106
325.2 手にとるようにわかる会社法入門 川井　信之　著 かんき出版 202102
326.9 カランヂル駅 ドラウジオ　ヴァレーラ　著 春風社 202103
331 希望の未来への招待状 マーヤ　ゲーペル　著 大月書店 202106
332.1 日本は小国になるが、それは絶望ではない 加谷　珪一　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202010
332.1 “スカノミクス”に蝕まれる日本経済 浜　矩子　著 青春出版社 202104

333.6 バブルの経済理論 櫻川　昌哉　著
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部 202105

333.6 経済は統計から学べ！ 宮路　秀作　著 ダイヤモンド社 202106

333.8 図解ＳＤＧｓ入門 村上　芽　著
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部 202101

334.4 越えていく人 神里　雄大　著 亜紀書房 202103
335 定年ひとり起業 大杉　潤　著 自由国民社 202103
335 起業は意志が１０割 守屋　実　著 講談社 202105
336.1 大前研一　ＤＸ革命 大前　研一　編著 プレジデント社 202103

336.2
グロービス流「あの人、頭がいい！」と思わ
れる「考え方」のコツ３３ グロービス　著 ダイヤモンド社 202106

336.4 オンライン採用 伊達　洋駆　著
日本能率協会マネジ
メントセンター 202103

336.4 電話応対これができればＯＫです！ 直井　みずほ　監修 ナツメ社 202103
336.8 売上最小化、利益最大化の法則 木下　勝寿　著 ダイヤモンド社 202106

336.8
倒産企業の財務諸表に学ぶフローとストッ
クの安全性分析 堀江　國明　共著 日本法令 202106

338.1 株「会社四季報」の鬼１００則 石井　勝利　著 明日香出版社 202106

338.1 あなたが投資で儲からない理由 大江　英樹　著
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部 202107

338.1 黒字転換２倍株で勝つ投資術 馬渕　磨理子　著 ダイヤモンド社 202106
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338.2 銀行を淘汰する破壊的企業 山本　康正　著 ＳＢクリエイティブ 202107
362.0 資本主義と危機 マルクス　ガブリエル　著 岩波書店 202105
364.4 介護保険が危ない！ 上野　千鶴子　編 岩波書店 202004
365.3 移住。 朝日新聞出版　編著 朝日新聞出版 202106
366.8 日本で働く 伊藤　泰郎　編著 松籟社 202103
366.9 仕事で折れない心のつくり方 名越　康文　著 アルファポリス 202105
367.2 モヤる言葉、ヤバイ人 アルテイシア　著 大和書房 202107
367.2 我は、おばさん 岡田　育　著 集英社 202106

367.4
誰も教えてくれなかった「離婚」しないための
「結婚」の基本 後藤　千絵　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202104

367.6 毒になる親 スーザン　フォワード　著 毎日新聞出版 202103
367.7 定年入門 高橋　秀実　著 ポプラ社 202101
367.7 うらやましい孤独死 森田　洋之　著 三五館シンシャ 202103
368.3 自死遺族として生きる 若林　一美　著 青弓社 202103
368.5 喰うか喰われるか 溝口　敦　著 講談社 202105
368.6 戦前昭和の猟奇事件 小池　新　著 文藝春秋 202106
369.2 高齢者のための健康レクリエーション 斉藤　道雄　編著 成美堂出版 202101
369.3 ふくしま　人のものがたり 渡辺　一枝　著 新日本出版社 202102
369.4 むすびえのこども食堂白書 湯浅　誠　編 本の種出版 202012
371.4 不登校からの進路選択 福本　早穂　著 学びリンク 202105
372 みにろま君とサバイバル 谷本　真由美　著 集英社 202107
374.3 教師増員論 藤森　毅　著 新日本出版社 202104

375.1 賢い子はスマホで何をしているのか 石戸　奈々子　著
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部 202107

377.2 新・大学序列 川村　稲造　著 中央公論新社 202107
379.7 無敵の独学術 ひろゆき　著 宝島社 202107
379.7 世界一やさしい超勉強法１０１ 原　マサヒコ　著 飛鳥新社 202104
379.7 あなたが伸びる学び型 古野　俊幸　著 日経ＢＰ 202104
379.9 ｲ 小学生の勉強法 石田　勝紀　著 新興出版社啓林館 202003

379.9 ﾚ
親から始まる「正解のない時代」を生き抜く
世界基準の子育て

アイシャ　レバイン　著 双葉社 202106

383.8 図説英国王室の食卓史 スーザン　グルーム　著 原書房 202103
385.6 墓じまい・改葬ハンドブック 大橋　理宏　監修 主婦の友社 202103

385.6
図説大切な人が亡くなったあとの届け出・手
続き 曽根　恵子　監修 宝島社 202101

385.9 知らないと損をする男の礼儀作法 諏内　えみ　著 ＳＢクリエイティブ 202106
388.1 山の怪異大事典 朝里　樹　著 宝島社 202106
396.2 経理から見た日本陸軍 本間　正人　著 文藝春秋 202105

404 宇宙研究のつれづれに 池内　了　著 青土社 202102
410.2 数の発明 ケイレブ　エヴェレット　著 みすず書房 202105
414 深遠なる「幾何学」の世界 マイク　ゴールドスミス　著 創元社 202101
417 感染の法則 アダム　クチャルスキー　著 草思社 202103
423 数学ガールの物理ノート 結城　浩　著 ＳＢクリエイティブ 202107

《《  自然科学      》》
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429.5 核融合エネルギーのきほん
「核融合エネルギー
のきほん」出版委員
会　編

誠文堂新光社 202101

448.9 その問題、デジタル地図が解決します 中島　円　著 ベレ出版 202103

451.8 気候で読み解く人物列伝　日本史編 田家　康　著
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部 202102

457 図説化石の文化史 ケン　マクナマラ　著 原書房 202101
459.7 クリエイターの為の宝石事典 飯田　孝一　著 亥辰舎 202009

470.4 ありのまま生きる かわしま　ようこ　著
ライツフォーグリーン
Ｌｉｎｇｋａｒａｎ　ｂｏｏｋｓ 202104

489.6 クジラの骨と僕らの未来 中村　玄　著 理論社 202107
490.1 最高の死に方 近藤　誠　著 宝島社 202106
490.1 生きるための安楽死 シャボットあかね　著 日本評論社 202106
490.1 大丈夫、あなたが一人でも 新田　崇信　著 きれい・ねっと 202106
490.4 四万十の流れのように生きて死ぬ 小笠原　望　著 清流出版 202106
491.3 脳の大統一理論 乾　敏郎　著 岩波書店 202012
491.3 自分を超える心とからだの使い方 下條　信輔　著 朝日新聞出版 202106
491.3 人生を変える賢い腸のつくり方 内藤　裕二　著 ダイヤモンド・ビジネス企画 201603
491.5 ビジュアル「毒」図鑑２００種 齋藤　勝裕　著 秀和システム 202103
492.1 診断 リサ　サンダース　著 ゆみる出版 202103
493.1 そもそも血糖値ってなんですか？ 福田　千晶　著 主婦の友社 202104
493.1 糖尿病の真実 水野　雅登　著 光文社 202106
493.2 心臓弁膜症 加瀬川　均　監修 講談社 202105
493.6 腰痛は１分お腹を押しなさい！ 兼子　ただし　著 あさ出版 202104

493.7 ｲ
なぜ、認知症のある人とうまくかかわれない
のか？ 石原　哲郎　著 中央法規出版 202006

493.7 ｳ 高齢者うつを治す 上田　諭　著 日本評論社 202106
493.7 ｶ 家族のための認知症ケア 繁田　雅弘　監修 ＮＨＫ出版 202103
493.7 ﾊ 認知症の人がその人らしく生きる介護術 速水　ユウ　著 メディカルパブリッシャー 202008
493.8 スピルオーバー デビッド　クアメン　著 明石書店 202103
493.8 今だから知るべき！ワクチンの真実 崎谷　博征　著 秀和システム 202104
493.8 今だから知りたいワクチンの科学 中西　貴之　著 技術評論社 202103
494.5 自分らしく、を生きていく。 ＬＡＶＥＮＤＥＲ　ＲＩＮＧ　編 ハースト婦人画報社 202102
494.8 白髪は防げる！ 辻　敦哉　著 かんき出版 202106
494.9 これが知りたかった血液透析Ｑ＆Ａ 水口　潤　総監修 バリュープロモーション 202106
498.3 ｼﾞ 自己肯定感にいいこと超大全 トキオ　ナレッジ　著 宝島社 202106
498.3 ﾅ 疲れないカラダ大図鑑 夏嶋　隆　著 アスコム 202106
498.3 ﾋ 老い楽のすゝめ 日ノ下　文彦　著 文芸社 202103
498.5 ｶ 鎌田式健康手抜きごはん 鎌田　實　著 集英社 202105
498.5 ﾌ 医者が教える健康断食 ジェイソン　ファン　著 文響社 202106

498.5 ﾔ
やせる！血圧、血糖値が下がる！アズキ毒
出しレシピ マキノ出版 202102

498.6 医師が教える新型コロナワクチンの正体 内海　聡　著 ユサブル 202106
498.6 コロナ対策禍の国と自治体 金井　利之　著 筑摩書房 202105
498.6 もうだまされない新型コロナの大誤解 西村　秀一　著 幻冬舎 202106
499.7 その病気、市販薬で治せます 久里　建人　著 新潮社 202106
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510.9 土木の仕事ガイドブック 柴田　久　編著 学芸出版社 202106
519.0 環境専門家になるには 小熊　みどり　著 ぺりかん社 202106
520.4 丹下健三建築論集　（岩波文庫） 丹下　健三　著 岩波書店 202107

521
一生に一度は見たい日本の歴史的名建築
１００選 後藤　治　監修 宝島社 202108

521.8 日本の歴史的建造物 光井　渉　著 中央公論新社 202102
525.1 Ｊｗ＿ｃａｄ建築詳細図入門 櫻井　良明　著 エクスナレッジ 202103
527 家づくりのプロが教えるスゴ技８８ エクスナレッジ 202007
527 緑と暮らす。 エクスナレッジ 202104

527.1
センスを磨く！住宅デザインの新ルール　イ
ンテリア編 エクスナレッジ 202009

538.9 人類がもっと遠い宇宙へ行くためのロケット入門 小泉　宏之　著 インプレス 202107
538.9 スペース・コロニー宇宙で暮らす方法 向井　千秋　監修　著 講談社 202105
539.6 核のゴミ 古儀　君男　著 合同出版 202106
543.5 廃炉 稲泉　連　著 新潮社 202102
573.2 陶磁考古学入門 野上　建紀　著 勁草書房 202103
584.7 羊皮紙のすべて 八木　健治　著 青土社 202103
589.2 おしゃれな人には理由がある　（知的生きかた文庫） 石田　純子　著 三笠書房 202102
589.2 山本あきこの日本一楽しいおしゃれドリル 山本　あきこ　著 主婦の友社 202105
590 おうち時間が楽しくなる！家事の裏ワザ 生活の達人倶楽部　編著 ロングセラーズ 202107
590.4 ６０歳からのお楽しみ生活 中山　庸子　著 海竜社 202106
590.4 重ねる時間 辺見　えみり　著 大和書房 202106

593.3 かわいい手づくり子ども服
Ｂａｂｙ　＆　Ｋｉｄｓ　Ｈａ
ｎｄｍａｄｅ　著 マイナビ出版 202106

593.3 感じのいい、大人服 美濃羽　まゆみ　著 日本ヴォーグ社 202107
594.9 リカちゃん着せかえソーイングＢＯＯＫ　３ ブティック社 202107
595 奇跡の首なでマッサージ 木村　沙織　著 自由国民社 202102
595.5 ２９歳に見える５５歳のプチプラコスメ 奥田　千鶴　著 マキノ出版 202101
596 志麻さんの魔法のソースレシピ 志麻　著 マガジンハウス 202106

596.0
料理に対する「ねばならない」を捨てたら、う
つの自分を受け入れられた。 阿古　真理　著 幻冬舎 202104

596.0 大衆食堂に行こう　（だいわ文庫） 東海林　さだお　著 大和書房 202104
596.2 パリのひと皿ごはん マリコ　デュプレシ　著 扶桑社 202106
596.2 伝えたい京の暮らし、京の味 松永　佳子　著 京都新聞出版センター 202104
596.3 ｔｈｅ鯨 ミクロブストジャパン 202103
597 暮らしのまんなか　ｖｏｌ．３３ 扶桑社 202106
597.5 断捨離道場 やました　ひでこ　著 講談社 202104
598.2 自分で名付ける 松田　青子　著 集英社 202107
599.0 ４６歳で父になった社会学者 工藤　保則　著 ミシマ社 202103

610.4 農の明日へ 山下　惣一　著 創森社 202107
611.7 森永卓郎の「マイクロ農業」のすすめ 森永　卓郎　著 農山漁村文化協会 202103
615.6 マンガでわかる楽しい草取り 西尾　剛　著 誠文堂新光社 202105
617.3 コーヒーで読み解くＳＤＧｓ Ｊｏｓé　川島良彰　著 ポプラ社 202103

《《  産業            》》

《《  技術・工学    》》
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645.7 ぼくとねこのすれちがい日記 北澤　平祐　著 ホーム社 202106
645.8 うさことば辞典 森山　標子　絵 グラフィック社 202106
648.2 焼肉美味手帖 藤枝　祐太　監修 世界文化社 202103
653.8 竹の文化誌 スザンヌ　ルーカス　著 原書房 202102
666.9 うおづら 森岡　篤　著 大和書房 202009

673.9
管理会社が教える！本当にすごい７人の大
家さん 片平　智也　著 住宅新報出版 202107

673.9
たった４年で１００店舗の美容室を作った僕
の考え方 北原　孝彦　著 横浜タイガ出版 202107

674.3 あたらしい、あしらい。 ｉｎｇｅｃｔａｒ‐ｅ　著 ソシム 202009

689.5
子どもと楽しむ！東京ディズニーリゾート　２
０２１－２０２２

ディズニーファン編集部　編 講談社 202103

689.8 女将は見た温泉旅館の表と裏　（文春文庫） 山崎　まゆみ　著 文藝春秋 202012

718 完本仏像のひみつ 山本　勉　著 朝日出版社 202105
718.5 深大寺の白鳳仏 貴田　正子　著 春秋社 202106
723 悪魔 山田　五郎　著 創元社 202103
723.2 愛を描いたひと 大貫　智子　著 小学館 202106
723.3 ビジネス戦略から読む美術史 西岡　文彦　著 新潮社 202106
723.3 モネのあしあと　（幻冬舎文庫） 原田　マハ　著 幻冬舎 202104
725.5 ３色から始める描こう！リアル色鉛筆 三上　詩絵　著 日貿出版社 202102
726.5 ゆるっとかわいいイラストの描き方 しろくまななみん　著 ワニブックス 202102
726.5 和田誠のたね 和田　誠　著 スイッチ・パブリッシング 202106
726.6 ママン カンタン　グレバン　絵 パイインターナショナル 202104
726.6 ターシャ・テューダー人生の楽しみ方 食野　雅子　著 海竜社 202105

728.2 安達嶽南回顧展 白井　進　編集
安達嶽南回顧展実行
委員会 202103

740.2 お父さん、まだだいじょうぶ？日記 加瀬　健太郎　著 リトルモア 202105
760.8 古くて素敵なクラシック・レコードたち 村上　春樹　著 文藝春秋 202106
775.4 こう見えて元タカラジェンヌです 天真　みちる　著 左右社 202103
778.2 ｵ ディズニーとチャップリン 大野　裕之　著 光文社 202106
778.2 ﾆ 輝け！キネマ　（ちくま文庫） 西村　雄一郎　著 筑摩書房 202106
778.7 シン・エヴァンゲリオン論 藤田　直哉　著 河出書房新社 202106
778.8 ジェンダーで見るヒットドラマ 治部　れんげ　著 光文社 202106
779.9 志村けん１６０の言葉 志村　けん　著 青志社 202008
779.9 終活なんか、するもんか みの　もんた　著 朝日出版社 202106
783.4 楽志が実る日 宮部　真典　著 京都新聞出版センター 202104
783.7 現役引退 中溝　康隆　著 新潮社 202105
788.2 グレート・ムタ伝 武藤　敬司　著 辰巳出版 202105
791.2 茶人のたしなみ和歌・俳句に学ぶ 石塚　修　著 淡交社 202103
797.5 麻雀技術の教科書　何切るドリル 井出　洋介　著 池田書店 202106

801.9 新しい手話　２０２１ 全日本ろうあ連盟　編集 全日本ろうあ連盟 202012

816.6
「育ちのいい人」が使っている添えるだけの
１行文 井垣　利英　著 ＰＨＰ研究所 202107

《《  芸術・体育    》》

《《  語学            》》
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827.8 李姉妹のおしゃべりな中国語 李姉妹　著 昭文社 202103
829.5 ことばは国家を超える 田中　克彦　著 筑摩書房 202104

908 岩波少年文庫のあゆみ 若菜　晃子　編著 岩波書店 202103
911.1 ﾏ 万葉集の散文学 東原　伸明　編著 武蔵野書院 202106

912.7 年鑑代表シナリオ集　’２０
日本シナリオ作家協会「’
２０年鑑代表シナリオ集」
出版委員会　編

日本シナリオ作家協会 202107

913.3 源氏物語を読む 高木　和子　著 岩波書店 202106
913.4 ｺ 古事談　（角川ソフィア文庫） 源　顕兼　原編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202011
916 ﾌ わが米本土爆撃 藤田　信雄　著 毎日ワンズ 202106

933 ｵ 小さきものたちのオーケストラ チゴズィエ　オビオマ　著 早川書房 202107

933 ｼﾞ 公爵家の建築家は逃げだした令嬢
（ラズベリーブックス）

シリア　ジェイムズ　著 竹書房 202102

933 ｽ スクリーム　（ハーパーＢＯＯＫＳ） カリン　スローター　著 ハーパーコリンズ・ジャパン 202106
933 ﾊﾟ 第八の探偵　（ハヤカワ・ミステリ文庫） アレックス　パヴェージ　著 早川書房 202104
933 ﾊﾟ 強盗請負人　（ハヤカワ文庫　ＮＶ） スタン　パリッシュ　著 早川書房 202107
933 ﾎﾞ 巡査さん、フランスへ行く？　（コージーブックス） リース　ボウエン　著 原書房 202002
933 ﾎﾞ 巡査さんを惑わす映画　（コージーブックス） リース　ボウエン　著 原書房 202101

933 ﾗ エンド・オブ・オクトーバー　（上，下）
（ハヤカワ文庫　ＮＶ）

ローレンス　ライト　著 早川書房 202105

933 ﾛ リッツォ家の愛の遺産　（上，下）
（扶桑社ロマンス）

ノーラ　ロバーツ　著 扶桑社 202107

933 ﾛ 死を運ぶ黄金
き ん

の卵　（ヴィレッジブックス） Ｊ．Ｄ．ロブ　著 ヴィレッジブックス 202106

935.7 ﾊ ヴードゥーの神々　（ちくま学芸文庫） ゾラ　ニール　ハーストン　著 筑摩書房 202107
943 ﾍﾞ 狼たちの城　（扶桑社ミステリー） アレックス　ベール　著 扶桑社 202106
949.3 身内のよんどころない事情により ペーター　テリン　著 新潮社 202107
949.5 閉じ込められた女　（小学館文庫） ラグナル　ヨナソン　著 小学館 202107
949.8 狩られる者たち　（小学館文庫） アルネ　ダール　著 小学館 202107
949.8 平凡すぎる犠牲者　（創元推理文庫） レイフ　ＧＷ．ペーション　著 東京創元社 202101
953 ﾄﾞ 風車小屋だより　改版　（岩波文庫） ドーデー　作 岩波書店 202107
953 ﾍﾞ ベケット氏の最期の時間 マイリス　ベスリー　著 早川書房 202107

953 ﾙ われらが痛みの鏡　（上，下）
（ハヤカワ・ミステリ文庫）

ピエール　ルメートル　著 早川書房 202106

953 ﾙ 僕が死んだあの森 ピエール　ルメートル　著 文藝春秋 202105
973 ﾋﾟ ミシンの見る夢 ビアンカ　ピッツォルノ　著 河出書房新社 202103
973 ﾌﾟ 裏切りのシュタージ　（ハーパーＢＯＯＫＳ） アンドレア　プルガトーリ　著 ハーパーコリンズ・ジャパン 202008

R335
中小企業白書　小規模企業白書
２０２１年版（上，下） 中小企業庁　編 日経印刷 202107

R369 子ども白書　２０２１ 日本子どもを守る会　編 かもがわ出版 202108
R502 科学技術・イノベーション白書　令和３年版 文部科学省　編集 インパルスコーポレーション 202106

《《  参考資料      》》

《《  文学            》》

《《  外国文学      》》
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