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002 メモの魔力 NEWSPICKS BOOK　 前田　裕二／著 東京：幻冬舎

002 何のための「教養」か ちくまプリマー新書　329 桑子　敏雄／著 東京：筑摩書房

007 AI倫理 人工知能は「責任」をとれるのか　 西垣　通／著 東京：中央公論新社

007 VRが変えるこれからの仕事図鑑 赤津　慧／著 東京：光文社

007 ネットで勝つ情報リテラシー あの人はなぜ騙されないのか　 小木曽　健／著 東京：筑摩書房

007 情報セキュリティ白書　2019 新しい基盤、巧妙化する攻撃:未知のリスクに対応する力を　 情報処理推進機構／企画・著作・制作 東京：情報処理推進機構

007 未来のためのあたたかい思考法 小川　和也／著 東京：木楽舎

019 まなの本棚 芦田　愛菜／著 東京：小学館

020 文庫本は何冊積んだら倒れるか ホリイのゆるーく調査　 堀井　憲一郎／著 東京：本の雑誌社

031 日本と世界のランキング大事典 今と昔をくらべよう　 ワード／編 東京：くもん出版

049 たのしいおさんぽ図鑑 おさんぽBINGO　 ブンケン／著 東京：G.B.

049 身のまわりの疑問が解決する雑学の本 話すとウケる意外な話214　 本郷　陽二／著 東京：三笠書房

070 その情報はどこから? ネット時代の情報選別力　 猪谷　千香／著 東京：筑摩書房

092 岡山・玉野の昭和　写真アルバム 樹林社

095 岡山さわら本 さわら料理32レシピ集　 窪田　悟／著 [倉敷]：萌友出版

100 大学4年間の哲学が10時間でざっと学べる 角川文庫　ぬ3-1 貫　成人／[著] 東京：KADOKAWA

112 宇宙はなぜ哲学の問題になるのか ちくまプリマー新書　332 伊藤　邦武／著 東京：筑摩書房

113 「カッコいい」とは何か 講談社現代新書　2529 平野　啓一郎／著 東京：講談社

159 よのなかルールブック メシが食える大人になる!　 高濱　正伸／監修 東京：日本図書センター

159 死ぬこと以外かすり傷 箕輪　厚介／著 東京：マガジンハウス

210 医者が考案した最強の朝ごはん 小林　弘幸／著 東京：家の光協会

302 世界でバカにされる日本人 今すぐ知っておきたい本当のこと　 谷本　真由美／著 東京：ワニブックス

304 誰の味方でもありません 新潮新書　810 古市　憲寿／著 東京：新潮社

312 ドキュメント「令和」制定 中公新書ラクレ　662 日本テレビ政治部／著 東京：中央公論新社

312 ルポ トランプ王国　2 岩波新書 新赤版　1793 金成　隆一／著 東京：岩波書店

312 女性のいない民主主義 岩波新書 新赤版　1794 前田　健太郎／著 東京：岩波書店

319 平和のバトン 広島の高校生たちが描いた8月6日の記憶　 弓狩　匡純／著 東京：くもん出版

327 あふれでたのはやさしさだった 奈良少年刑務所絵本と詩の教室　 寮　美千子／著 吹田：西日本出版社

329 「国境なき医師団」になろう! 講談社現代新書　2540 いとう　せいこう／著 東京：講談社

330 キミのお金はどこに消えるのか　令和サバイバル編 Where Does Your Money Go?　 井上　純一／著 東京：KADOKAWA

331 行動経済学の使い方 岩波新書 新赤版　1795 大竹　文雄／著 東京：岩波書店

332 Q&A日本経済のニュースがわかる!　2020年版 日本経済新聞社／編 東京：日本経済新聞出版社

334 ふるさとって呼んでもいいですか 6歳で「移民」になった私の物語　 ナディ／著 東京：大月書店

334 未来の地図帳 人口減少日本で各地に起きること　 河合　雅司／著 東京：講談社

335 漫画版論語と算盤 渋沢　栄一／原作 東京：講談社

335 未来への道標　2 人生100年時代の健康、教育、働き方を考える　 JBCCホールディングスLink編集室／編著 [東京]：日経BP社

336 私も相手も心地いいオトナ女子の「対応力」 有川　真由美／著 東京：大和出版

361 くらべる日本 東西南北　 おかべ　たかし／文 東京：東京書籍

361 なぜ人は騙されるのか 詭弁から詐欺までの心理学　 岡本　真一郎／著 東京：中央公論新社

2019年　10月　新着図書リスト



分類番号 書名 著者名 出版社

2019年　10月　新着図書リスト

362 日本社会のしくみ 雇用・教育・福祉の歴史社会学　 小熊　英二／著 東京：講談社

364 社会保障再考 <地域>で支える　 菊池　馨実／著 東京：岩波書店

366 AI時代の労働の哲学 講談社選書メチエ　711 稲葉　振一郎／著 東京：講談社

366 チェンジの扉 児童労働に向き合って気づいたこと　 ACE／著 東京：集英社

367 スクールカーストの闇 なぜ若者は便所飯をするのか　 和田　秀樹／著 東京：祥伝社

367 スクールカーストの正体 キレイゴト抜きのいじめ対応　 堀　裕嗣／著 東京：小学館

367 わたし、虐待サバイバー 羽馬　千恵／著 [東京]：ブックマン社

367 精神科医が教える親のトリセツ 中公新書ラクレ　665 保坂　隆／著 東京：中央公論新社

368 ケーキの切れない非行少年たち 新潮新書　820 宮口　幸治／著 東京：新潮社

368 ルポ平成ネット犯罪 ちくま新書　1434 渋井　哲也／著 東京：筑摩書房

369 なぜ人と人は支え合うのか 「障害」から考える　 渡辺　一史／著 東京：筑摩書房

369 自衛隊防災BOOK　2 自衛隊OFFICIAL LIFE HACK CHANNEL　 マガジンハウス／編集 東京：マガジンハウス

370 AIに負けない子どもを育てる 21st Century Children　 新井　紀子／著 東京：東洋経済新報社

371 #8月31日の夜に。 生きるのがつらい10代のあなたへ　 NHK「ハートネットTV」／編 東京：毎日新聞出版

372 2020年からの新しい学力 SB新書　487 石川　一郎／著 東京：SBクリエイティブ

373 文部科学白書　平成30年度 2040年に向けた高等教育のグランドデザイン 激甚化する災害への対応強化　 文部科学省／編集 東京：日経印刷

376 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー The Real British Secondary School Days　 ブレイディみかこ／著 東京：新潮社

376 影踏み 推理小説　 横山　秀夫／著 東京：祥伝社

376 教育激変 2020年、大学入試と学習指導要領大改革のゆくえ　 池上　彰／著 東京：中央公論新社

376 蛍雪時代２０１９年１０月臨時増刊　全国看護・医療・福祉系　大学・短大・専門学校受 0 旺文社

376 蛍雪時代２０１９年９月臨時増刊　全国大学推薦・ＡＯ入試年鑑 推薦・ＡＯガイド　 0 旺文社

376 赤ちゃんはことばをどう学ぶのか 中公新書ラクレ　663 針生　悦子／著 東京：中央公論新社

376 日本が誇る!ていねいな保育 0・1・2歳児クラスの現場から　 大豆生田　啓友／著 東京：小学館

376 幼児教育と「こども環境」 豊かな発達と保育の環境　 氏原　陽子／編著 東京：明石書店

376 幼児理解からはじまる保育・幼児教育方法 第2版　 小田　豊／編集・著 東京：建帛社

377 女子学生のためのキャリア・デザイン 第2版　 宇田　美江／著 [東京]：中央経済社

381 ファッションと哲学 16人の思想家から学ぶファッション論入門　 アニェス・ロカモラ／編 東京：フィルムアート社

385 世界お産 生まれやすい国ニッポンへ!　 きくち　さかえ／文・写真 東京：二見書房

386 世界の祭りと衣装 The festivals and costumes in the world　 パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル

388 文豪たちの怪談ライブ ちくま文庫　ひ21-9 東　雅夫／編著 東京：筑摩書房

402 科学技術の現代史 システム、リスク、イノベーション　 佐藤　靖／著 東京：中央公論新社

404 みんなでつくるAI時代 これからの教養としての「STEAM」　 伊藤　恵理／著 東京：CCCメディアハウス

404 科学と非科学 その正体を探る　 中屋敷　均／著 東京：講談社

404 科学的リテラシーを育成する理科教育の創造 理科教育の価値、教育界の動向、そして科学的リテラシー　 鶴岡　義彦／編著 岡山：大学教育出版

404 日本人にとって自然とはなにか ちくまプリマー新書　330 宇根　豊／著 東京：筑摩書房

407 理系力が身につく週末実験 身近な不思議を読み解く科学　 尾嶋　好美／著 東京：SBクリエイティブ

410 坂田アキラの医療看護系入試数学Ⅰ・Aが面白いほどわかる本 新課程版　 坂田　アキラ／著 東京：KADOKAWA

410 数学にとって証明とはなにか ピタゴラスの定理からイプシロン・デルタ論法まで　 瀬山　士郎／著 東京：講談社

410 東大の先生!文系の私に超わかりやすく数学を教えてください! 西成　活裕／著 東京：かんき出版
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443 ホーキング、宇宙を語る ビッグバンからブラックホールまで　 スティーヴン・W・ホーキング／著 東京：早川書房

446 世界でいちばん素敵な月の教室 The World's Most Wonderful Classroom of the Moon　 浦　智史／監修 東京：三才ブックス

451 地図とデータで見る気象の世界ハンドブック フランソワ=マリー・ブレオン／著 東京：原書房

452 深海-極限の世界 生命と地球の謎に迫る　 藤倉　克則／編著 東京：講談社

460 生きものとは何か 世界と自分を知るための生物学　 本川　達雄／著 東京：筑摩書房

475 コケの国のふしぎ図鑑 ミクロの写真で楽しむ　 左木山　祝一／著 東京：エクスナレッジ

475 コケはなぜに美しい NHK出版新書　588 東京：NHK出版

480 世界のかわいい動物の赤ちゃん パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル

486 とんでもない甲虫 Amazing Beetles　 丸山　宗利／著 東京：幻冬舎

488 トリノトリビア 鳥類学者がこっそり教える野鳥のひみつ　 川上　和人／監修 東京：西東社

490 いのちを問う 臓器移植とニッポン　 向井　嘉之／著 金沢：能登印刷出版部

490 安楽死・尊厳死の現在 最終段階の医療と自己決定　 松田　純／著 東京：中央公論新社

490 安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたいこと 岩波ブックレット　No.1006 安藤　泰至／著 東京：岩波書店

490 安楽死か、尊厳死か あなたならどうしますか?　 大鐘　稔彦／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン

490 死ぬ権利はあるか 安楽死、尊厳死、自殺幇助の是非と命の価値　 有馬　斉／著 横浜：春風社

491 シリーズ人体 遺伝子 健康長寿、容姿、才能まで秘密を解明!　 NHKスペシャル「人体」取材班／著 東京：講談社

491 進化する人体 虫垂、体毛、親知らずはなぜあるのか　 キャロル・アン・リンツラー／著 東京：柏書房

491 人体の構造と機能 実習に役立つ!国家試験に使える!　 中村　裕美／編著 東京：PILAR PRESS

498 60分でわかる!AI医療&ヘルスケア最前線 進化するAIが医療のすべてを変える!　 三津村　直貴／著 東京：技術評論社

498 DNA鑑定 犯罪捜査から新種発見、日本人の起源まで　 梅津　和夫／著 東京：講談社

498 食べても食べても太らない法 読んでるうちに「ムダな食欲」が消えていく!　 菊池　真由子／著 東京：三笠書房

498 食育白書　令和元年版 「食」の知識と選択する力を養う食育を目指して　 農林水産省／編 東京：日経印刷

498 脳が知っている怒らないコツ 加藤　俊徳／著 東京：かんき出版

518 ごみ育 日本一楽しいごみ分別の本　 滝沢　秀一／著 東京：太田出版

518 色彩の手帳 建築・都市の色を考える100のヒント　 加藤　幸枝／著 京都：学芸出版社

519 OUR PLANET 私たちの地球　 アラステア・フォザギル／著 東京：筑摩書房

519 プラスチック・フリー生活 今すぐできる小さな革命　 シャンタル・プラモンドン／著 東京：NHK出版

519 誰でもわかる!!日本の産業廃棄物　[2019]改訂8版 知って得する廃棄物のこと　 環境省／監修 東京：大成出版社

519 地球をめぐる不都合な物質 拡散する化学物質がもたらすもの　 日本環境化学会／編著 東京：講談社

538 月はすごい 資源・開発・移住　 佐伯　和人／著 東京：中央公論新社

539 中学生にもわかる放射線・放射能と原子力発電 安東　醇／著 東京：通商産業研究社

548 ロボット法 AIとヒトの共生にむけて　 平野　晋／著 東京：弘文堂

579 我々は生命を創れるのか 合成生物学が生みだしつつあるもの　 藤崎　慎吾／著 東京：講談社

585 走れ!ダンボルギーニ!! 宮城県石巻“おもしろい復興”をめざすおだづもっこ<お調子者>たち　 今野　英樹／著 東京：方丈社

585 段ボールはたからもの 偶然のアップサイクル　 島津　冬樹／文と絵 東京：柏書房

589 ファッションスタイル・クロニクル イラストで見る“おしゃれ”と流行の歴史　 高村　是州／著 東京：グラフィック社

590 やってもやっても終わらない名もなき家事に名前をつけたらその多さに驚いた。 梅田　悟司／著 東京：サンマーク出版

596 #タピオカコレクション #TAPIOCA COLLECTION　 梅村　実礼／著・監修 東京：一迅社

601 人が集まる場所をつくる サードプレイスと街の再生　 国分　裕正／著 東京：白夜書房
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615 タネの未来 僕が15歳でタネの会社を起業したわけ　 小林　宙／著 東京：家の光協会

629 僕は庭師になった 村雨　辰剛／著 東京：クラーケン

645 愛犬をケガや病気から守る本 犬にも人にも優しい飼い方のメソッド　 愛犬の友編集部／編 東京：誠文堂新光社

645 犬にいいものわるいもの 新装版　 臼杵　新／監修 東京：三才ブックス

645 猫にいいものわるいもの 新装版　 臼杵　新／監修 東京：三才ブックス

673 カスハラ モンスター化する「お客様」たち　 NHK「クローズアップ現代+」取材班／編著 東京：文藝春秋

675 「語り合うマーケティング」が未来を拓く ライフスタイル探検隊　 上野　和夫／著 東京：現代書林

694 データで読み解くスマホ・ケータイ利用トレンド　2018-2019 ケータイ社会白書　 NTTドコモ モバイル社会研究所／著 [東京]：中央経済社

720 日本の美術館で見たい世界の名画と日本の名品100 エル・グレコ、ルーベンス、ピカソから雪舟、若冲、北斎まで　 0 東京：ぴあ

721 酒井抱一 俳諧と絵画の織りなす抒情　 井田　太郎／著 東京：岩波書店

723 366日の西洋美術 1日1ページで世界の名画がわかる　

723 図説名画の歴史 鑑賞と理解完全ガイド　 西岡　文彦／著 東京：河出書房新社

726 「大家さんと僕」と僕 矢部　太郎／ほか著 東京：新潮社

726 大家さんと僕 これから　 矢部　太郎／著 東京：新潮社

726 読解!「ドラえもん」講座 世代・フェミニズム・国際政治・スクールカースト・郊外と家族　 中川　右介／著 東京：イースト・プレス

727 アウトサイド・ジャパン 日本のアウトサイダー・アート　 櫛野　展正／著

727 つくろうよ!アンビグラム 野村　一晟／著 東京：飛鳥新社

764 パワーアップ吹奏楽!からだの使い方 高垣　智／著 東京：ヤマハミュージックエンタテインメン

764 パワーアップ吹奏楽!心とチームワークの育て方 藤重　佳久／著 東京：ヤマハミュージックエンタテインメン

764 パワーアップ吹奏楽!練習計画の立て方 田戸　正彦／著 東京：ヤマハミュージックエンタテインメン

764 読書間奏文 藤崎　彩織／著 東京：文藝春秋

767 リズムから考えるJ-POP史 Real Sound Collection　 imdkm／著 東京：blueprint

770 ジャニーズは努力が9割 新潮新書　824 霜田　明寛／著 東京：新潮社

778 スター・ウォーズスーパーグラフィック インフォグラフィックで旅するはるかかなたの銀河系　 ティム・レオン／著 東京：フィルムアート社

778 怪獣生物学入門 インターナショナル新書　043 倉谷　滋／著 東京：集英社インターナショナル

778 天才の思考 高畑勲と宮崎駿　 鈴木　敏夫／著 東京：文藝春秋

778 日本のアニメーションを築いた人々 新版　 叶　精二／著 東京：復刊ドットコム

779 新・魔法のコンパス 角川文庫　に32-1 西野　亮廣／[著] 東京：KADOKAWA

779 僕の人生には事件が起きない 岩井　勇気／著 東京：新潮社

780 「地元チーム」がある幸福 スポーツと地方分権　 橘木　俊詔／著 東京：集英社

780 指導者のためのスポーツ運動学 朝岡　正雄／編 東京：大修館書店

782 とぶ!夢に向かって ロンドンパラリンピック陸上日本代表・佐藤真海物語　 佐藤　真海／文 東京：学研教育出版

782 可能性は無限大 視覚障がい者マラソン道下美里　 高橋　うらら／文 東京：新日本出版社

783.1 勇気ある一歩で世界が変わる! 車いすバスケ香西宏昭　 光丘　真理／文 東京：新日本出版社

783.4 サッカー日本代表帯同ドクター 女性スポーツドクターのパイオニアとしての軌跡　 土肥　美智子／著 [東京]：時事通信出版局

783.4 ストライカーを科学する サッカーは南米に学べ!　 松原　良香／著 東京：岩波書店

783.4 友情　2 平尾誠二を忘れない　 0 東京：講談社

783.5 テニスの戦い方 7本目までに決着をつける攻撃　 丸山　淳一／著 東京：ベースボール・マガジン社

783.5 乗りこえた壁の先に 車いすテニス三木拓也　 金治　直美／文 東京：新日本出版社
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783.7 なぜ「あと1アウト」から逆転されるのか 田尻　賢誉／著 東京：竹書房

785 バタフライ 17歳のシリア難民少女がリオ五輪で泳ぐまで　 ユスラ・マルディニ／著 東京：朝日新聞出版

785 もっともっと、速くなれる パラ水泳山田拓朗　 沢田　俊子／文 東京：新日本出版社

798 eスポーツのすべてがわかる本 プロゲーマー、業界のしくみからお金の話まで　 黒川　文雄／著 東京：日本実業出版社

798 eスポーツの法律問題Q&A プレイヤー契約から大会運営・ビジネスまで　 eスポーツ問題研究会／編 東京：民事法研究会

798 みんなが知りたかった最新eスポーツの教科書 岡安　学／著 東京：秀和システム

798 世界一美しくて難しい迷路超絶迷宮摩天楼 トーマス・ラドクリフ／作 東京：東京書店

809 5日で学べて一生使える!プレゼンの教科書 ちくまプリマー新書　325 小川　仁志／著 東京：筑摩書房

809 大人の読解力を鍛える 幻冬舎新書　さ-15-2 東京：幻冬舎

810 かなり気になる日本語 SB新書　461 厚切りジェイソン／著 東京：SBクリエイティブ

810 日日是日本語 日本語学者の日本語日記　 今野　真二／著 東京：岩波書店

813 漢字の使い分け辞典 ことば選び辞典　 0 東京：学研プラス

813 情景ことば選び辞典 ことば選び辞典　 0 東京：学研プラス

813 色のことば選び辞典 ことば選び辞典プレミアム　 0 東京：学研プラス

813 美しい日本語選び辞典 ことば選び辞典　 0 東京：学研プラス

813 和の感情ことば選び辞典 ことば選び辞典　 0 東京：学研プラス

816 何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55 鈴木　鋭智／著 東京：KADOKAWA

816 全国大学小論文入試　2020年受験対策 2015～2019　 0 東京：旺文社

816 中高生からの論文入門 講談社現代新書　2511 小笠原　喜康／著 東京：講談社

830 ランク順英検2級英単語1750 単語+熟語・会話表現　 0 東京：学研プラス

830 英語検定試験問題集1級　平成31年度版 全国商業高等学校協会主催　 0 東京：実教出版

830 英語検定試験問題集2級　平成31年度版 全国商業高等学校協会主催　 0 東京：実教出版

833 英語ことば選び辞典 ことば選び辞典　 東京：学研プラス

834 英単語の語源図鑑　続 辞書より面白くて役に立つ　 清水　建二／著 東京：かんき出版

837 解くだけで身につくおもてなし英会話検定 デイビッド・セイン／著 東京：祥伝社

901 物語は人生を救うのか ちくまプリマー新書　326 千野　帽子／著 東京：筑摩書房

902 文學界　2019年9月号　特集「文学なき国語教育」が危うい！ 0 文芸春秋

911.1 イラストでわかる超訳百人一首 中経の文庫　C66 吉田　裕子／監修 東京：KADOKAWA

911.1 ときめき百人一首 河出文庫　こ25-1 小池　昌代／著 東京：河出書房新社

911.1 やさしい小倉百人一首の鑑賞 伊藤　晃／著 東京：文芸社

911.1 楽しく覚える百人一首 あんの　秀子／著 東京：成美堂出版

911.1 実は昼ドラちっくな!?百人一首 撰者・藤原定家の霊が自ら解説!　 関根　尚／著 東京：ベストセラーズ

911.1 深読み百人一首 31文字に秘められた真実　 伊東　眞夏／著 東京：栄光出版社

911.1 図説百人一首 ふくろうの本　 石井　正己／著 東京：河出書房新社

911.1 世界でいちばん素敵な百人一首の教室 The World's Most Wonderful Classroom of the Hundred Poems by One Hundred Poets　 吉海　直人／監修 東京：三才ブックス

911.1 百人一首壮麗図鑑 100人の歌人の素顔や和歌の意味&覚え方、時代背景がよくわかる!　 0 東京：永岡書店

911.1 漫画で楽しく歌を味わう百人一首 Boutiquebooks　 吉海　直人／監修 東京：ブティック社

913.6 この野菜はこう食べる 笠原将弘の和のおかず　 笠原　将弘／著 東京：家の光協会

940 ヴァルター・ベンヤミン 闇を歩く批評　 柿木　伸之／著 東京：岩波書店
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764 ｵ 泣きたくなるほど嬉しい日々に 尾崎　世界観／著 東京：KADOKAWA

910.2 ﾐ 宮沢賢治の地学実習 柴山　元彦／著 大阪：創元社

911.1 ﾀ 朝日とともに 歌集　 田所　翠／著 伊丹：牧歌舎

913.6 ｱ ままならないから私とあなた 文春文庫　あ68-3 朝井　リョウ／著 東京：文藝春秋

913.6 ｱ 希望が死んだ夜に 文春文庫　あ78-1 天祢　涼／著 東京：文藝春秋

913.6 ｱ 君たちは今が世界(すべて) All grown‐ups were once children　 東京：KADOKAWA

913.6 ｱ 私の家 青山　七恵／著 東京：集英社

913.6 ｱ 世にも奇妙な君物語 講談社文庫　あ135-2 朝井　リョウ／[著] 東京：講談社

913.6 ｱ 冬を待つ城 新潮文庫　あ-35-16 安部　龍太郎／著 東京：新潮社

913.6 ｱ 未来を、11秒だけ 青柳　碧人／著 東京：光文社

913.6 ｲ えんの松原 福音館文庫　S-70 伊藤　遊／作 東京：福音館書店

913.6 ｲ きみはだれかのどうでもいい人 伊藤　朱里／著 東京：小学館

913.6 ｲ ブラックリスト 警視庁監察ファイル　 伊兼　源太郎／著 東京：実業之日本社

913.6 ｲ 愛してるって言えなくたって 五十嵐　貴久／著 東京：祥伝社

913.6 ｲ 悪寒 集英社文庫　い84-1 東京：集英社

913.6 ｲ 願うなら、星と花火が降る夜に LINE文庫　い1-1-1 いぬじゅん／著 東京：LINE

913.6 ｵ ライオンのおやつ 小川　糸／著 東京：ポプラ社

913.6 ｵ 小説恐怖新聞 APeS Novels　 大石　圭／著 東京：誠文堂新光社

913.6 ｵ 小箱 小川　洋子／著 東京：朝日新聞出版

913.6 ｵ 9-1 白銀(しろがね)の墟(おか)玄(くろ)の月　1 新潮文庫　お-37-62 小野　不由美／著 東京：新潮社

913.6 ｵ 9-2 白銀(しろがね)の墟(おか)玄(くろ)の月　2 新潮文庫　お-37-63 小野　不由美／著 東京：新潮社

913.6 ｶ ブラックシープ・キーパー BLACK SHEEP KEEPER　 柿本　みづほ／[著] 東京：角川春樹事務所

913.6 ｸ セミオトコ 岡田　惠和／作 東京：トゥーヴァージンズ

913.6 ｺ M 愛すべき人がいて　 小松　成美／著 東京：幻冬舎

913.6 ｺ 海に消えた神々 双葉文庫　 今野　敏／著 東京：双葉社

913.6 ｺ 任俠学園 中公文庫　こ40-19 今野　敏／著 東京：中央公論新社

913.6 ｺ 任俠書房 中公文庫　こ40-23 今野　敏／著 東京：中央公論新社

913.6 ｺ 任俠病院 中公文庫　こ40-22 今野　敏／著 東京：中央公論新社

913.6 ｺ 1 さよならの言い方なんて知らない。　[1] THEME OF THE WATER&BISCUIT　 河野　裕／著 東京：新潮社

913.6 ｺ 2 さよならの言い方なんて知らない。　2 THEME OF THE WATER&BISCUIT　 河野　裕／著 東京：新潮社

913.6 ｻ 1 未だ行ならず　上 書き下ろし長編時代小説　 佐伯　泰英／著 東京：双葉社

913.6 ｻ 2 未だ行ならず　下 書き下ろし長編時代小説　 佐伯　泰英／著 東京：双葉社

913.6 ｼ 1 ぬばたまおろち、しらたまおろち 創元推理文庫　Fし2-1 白鷺　あおい／著 東京：東京創元社

913.6 ｼ 2 人魚と十六夜の魔法 創元推理文庫　Fし2-2 白鷺　あおい／著 東京：東京創元社

913.6 ｼ 3 後宮の烏　3 集英社オレンジ文庫　し1-15 白川　紺子／著 東京：集英社

913.6 ｼ 3 蛇苺の魔女がやってきた 創元推理文庫　Fし2-3 白鷺　あおい／著 東京：東京創元社

913.6 ﾀ オートリバース auto reverse　 高崎　卓馬／著 東京：中央公論新社

913.6 ﾀ 駒姫 三条河原異聞　 武内　涼／著 東京：新潮社

913.6 ﾁ 1 ムゲンのi　上 知念　実希人／著 東京：双葉社



分類番号 書名 著者名 出版社

2019年　10月　新着図書リスト

913.6 ﾁ 2 ムゲンのi　下 知念　実希人／著 東京：双葉社

913.6 ﾅ 鬼人幻燈抄　葛野編 水泡の日々　 中西　モトオ／著 東京：双葉社

913.6 ﾇ 小説空の青さを知る人よ 角川文庫　お74-11 超平和バスターズ／原作 東京：KADOKAWA

913.6 ﾉ HELLO WORLD 集英社文庫　の10-1 野崎　まど／著 東京：集英社

913.6 ﾊ おもかげ橋 幻冬舎時代小説文庫　は-31-1 葉室　麟／[著] 東京：幻冬舎

913.6 ﾊ 風かおる 幻冬舎時代小説文庫　は-31-2 葉室　麟／[著] 東京：幻冬舎

913.6 ﾊ 野伏間の治助 祥伝社文庫　は9-17 長谷川　卓／著 東京：祥伝社

913.6 ﾋ 恋のゴンドラ 実業之日本社文庫　ひ1-4 東野　圭吾／著 東京：実業之日本社

913.6 ﾌ コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命　 金沢　達也／脚本 東京：扶桑社

913.6 ﾌ 綾峰音楽堂殺人事件 藤谷　治／著 東京：ポプラ社

913.6 ﾌ 1 コード・ブルー　[1stシーズン] ドクターヘリ緊急救命　 林　宏司／脚本 東京：扶桑社

913.6 ﾌ 2 コード・ブルー　2ndシーズン ドクターヘリ緊急救命　 林　宏司／脚本 東京：扶桑社

913.6 ﾌ 3-1 コード・ブルー　3rdシーズン上 ドクターヘリ緊急救命　 安達　奈緒子／脚本 東京：扶桑社

913.6 ﾌ 3-2 コード・ブルー　3rdシーズン下 ドクターヘリ緊急救命　 安達　奈緒子／脚本 東京：扶桑社

913.6 ﾏ 人間 又吉　直樹／著 東京：毎日新聞出版

913.6 ﾏ 2 高校事変　2 角川文庫　ま26-606 松岡　圭祐／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ﾏ 3 高校事変　3 角川文庫　ま26-607 松岡　圭祐／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ﾐ いけない 弓投げの崖を見てはいけない　 道尾　秀介／著 東京：文藝春秋

913.6 ﾐ 落日 湊　かなえ／[著] 東京：角川春樹事務所

913.6 ﾓ 12 京都寺町三条のホームズ　12 双葉文庫　も-17-17 望月　麻衣／著 東京：双葉社

913.6 ﾔ 途中下車はできません 富良野線美馬牛駅　 山本　巧次／著 東京：小学館

913.6 ﾕ 『陰陽師』のすべて 文春文庫　ゆ2-31 夢枕　獏／著 東京：文藝春秋

913.6 ﾕ 陰陽師　玉兎ノ巻 文春文庫　ゆ2-35 夢枕　獏／著 東京：文藝春秋

913.6 ﾖ Iの悲劇 Iの悲劇　 米澤　穂信／著 東京：文藝春秋

913.6 ﾖ ホームズの娘 講談社文庫　よ38-9 横関　大／[著] 東京：講談社

913.6 ﾖ 雨に消えた向日葵 吉川　英梨／著 東京：幻冬舎

913.6 ﾖ 森は知っている 幻冬舎文庫　よ-7-3 吉田　修一／[著] 東京：幻冬舎

913.6 ﾖ 真相 双葉文庫　よ-15-01 横山　秀夫／著 東京：双葉社

913.6 ﾖ 太陽は動かない 幻冬舎文庫　よ-7-2 吉田　修一／[著] 東京：幻冬舎

913.68 ｵ おうむの夢と操り人形 創元SF文庫　SFん1-12 大森　望／編 東京：東京創元社

914.6 ｵ 「国語」から旅立って よりみちパン!セ　YP07 温　又柔／著 東京：新曜社

914.6 ｻ 自由で豊かな田舎暮らし、未来へ ローカルに生き、グローバルに考える　 里山　ジイジ／著 東京：朝日出版社

914.6 ｾ 孤独を生ききる 光文社文庫　 瀬戸内　寂聴／著 東京：光文社

914.6 ﾓ 森毅ベスト・エッセイ ちくま文庫　も4-14 森　毅／著 東京：筑摩書房

916 ｲ ママは身長100cm ハフポストブックス　 伊是名　夏子／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン

916 ﾊ いま、絶望している君たちへ パラアスリートで起業家。2枚の名刺で働く　 初瀬　勇輔／著 東京：日本経済新聞出版社

933 ｲ 1 IQ　[1] ハヤカワ・ミステリ文庫　HM 465-1 ジョー・イデ／著 東京：早川書房

933 ｲ 2 IQ　2 ハヤカワ・ミステリ文庫　HM 465-2 ジョー・イデ／著 東京：早川書房

933 ｽ そしてミランダを殺す 創元推理文庫　Mス16-1 ピーター・スワンソン／著 東京：東京創元社
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933 ﾏ 未成年 CREST BOOKS　 イアン・マキューアン／著 東京：新潮社

933 ﾏ 1 落下世界　上 創元SF文庫　SFマ8-1 ウィル・マッキントッシュ／著 東京：東京創元社

933 ﾏ 2 落下世界　下 創元SF文庫　SFマ8-2 ウィル・マッキントッシュ／著 東京：東京創元社

933 ﾓ アウシュヴィッツのタトゥー係 ヘザー・モリス／著 東京：双葉社

936 ｶ 風をつかまえた少年 14歳だったぼくはたったひとりで風力発電をつくった　 ウィリアム・カムクワンバ／著 東京：文藝春秋

951 ﾎﾞ 悪の華 新潮文庫　 ボードレール／[著] 東京：新潮社

953 コ 三つ編み レティシア・コロンバニ／著 東京：早川書房

989 ﾄ 逃亡派 エクス・リブリス　 オルガ・トカルチュク／著 東京：白水社

E おはようおやすみぼくのせかい 評論社の児童図書館・絵本の部屋　 マーガレット・ワイズ・ブラウン／ぶん 東京：評論社

東京：光文社 一度死んだ僕の、車いす世界一周 No Rain No Rainbow　 三代　達也／著


