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0：総　記(いろいろなジャンル）・出版・図書館・本・読書・雑学・新聞

人生を豊かにする学び方 汐見稔幸 著 筑摩書房 2017.10 002-ｼｵ

歴史の読みかた 野家啓一　ほか著 筑摩書房 2018.9 002-ﾁｭ-2-2

学ぶということ 内田樹　ほか著 筑摩書房 2018.8 002-ﾁｭ-2-1

学問のしくみ事典　あらゆる「学」の歴史とつながりがわかる 日本実業出版社 編　茂木健一郎　監修 日本実業出版社 2016.3 002-ﾆﾎ

13歳からの「学問のすすめ」 福澤諭吉 著　齋藤孝 訳・解説 筑摩書房 2017.9 002-ﾌｸ

高校生のための　ゲームで考える人工知能 三宅陽一郎, 山本貴光 著 筑摩書房 2018.3 007.1-ｹﾑ

大人を黙らせるインターネットの歩き方 小木曽健 著 筑摩書房 2017.5 007.3-ｵｷ

ネットカルマ　邪悪なバーチャル世界からの脱出 佐々木閑 [著] KADOKAWA 2018.8 007.3-ｻｻ

1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 デイヴィッド・S・キダー, ノア・D・オッペンハイム 著 文響社 2018.5 033-ｲﾁ

その情報、本当ですか?　ネット時代のニュースの読み解き方 塚田祐之 著 岩波書店 2018.2 070.1-ﾂｶ

郷土資料（京都・南山城の本）

幕末明治・京都遊覧 宇治市歴史資料館 宇治市歴史資料館 2018.9. 291.62-ｱｽ

１：哲　学・心　理・宗　教

なぜと問うのはなぜだろう 吉田夏彦 著 筑摩書房 2017.11 104-ﾖｼ

試験に出る哲学　「センター試験」で西洋思想に入門する 斎藤哲也 著 NHK出版 2018.9 130.2-ｻｲ

声のサイエンス　あの人の声は、なぜ心を揺さぶるのか 山﨑広子 著 NHK出版 2018.4 141.2-ﾔﾏ

〃自分らしさ〄って何だろう?　自分と向き合う心理学 榎本博明 著 筑摩書房 2015.6 141.9-ｴﾉ

夢をかなえる小さな習慣 ヨグマタ相川圭子 著 大和書房 2017.12 159-ｱｲ

その幸運は偶然ではないんです!　夢の仕事をつかむ心の練習問題 J.D.クランボルツ, A.S.レヴィン 著　　 ダイヤモンド社 2005.11 159.4-ｿﾉ

リアル人生ゲーム完全攻略本 架神恭介, 至道流星 著 筑摩書房 2017.10 159.7-ﾘｱ

２：歴　史・人　物・地　理

ヨーロッパ文明の起源　聖書が伝える古代オリエントの世界 池上英洋 著 筑摩書房 2017.11 209.3-ｲｹ

歴史に「何を」学ぶのか 半藤一利 著 筑摩書房 2017.8 210-ﾊﾝ

天災から日本史を読みなおす　先人に学ぶ防災 磯田道史 著 中央公論新社 2014.11 210.1-ｲｿ

日本史の論点　邪馬台国から象徴天皇制まで 中公新書編集部 編 中央公論新社 2018.8 210.1-ﾁｭ

日本史の内幕　戦国女性の素顔から幕末・近代の謎まで 磯田道史 著 中央公論新社 2017.10 210.4-ｲｿ

生きづらい明治社会　不安と競争の時代 松沢裕作 著 岩波書店 2018.9 210.6-ﾏﾂ

10代に語る平成史 後藤謙次 著 岩波書店 2018.7 210.7-ｺﾄ

ベニヤ舟の特攻兵　8・6広島、陸軍秘密部隊(レ)の救援作戦 豊田正義 [著] KADOKAWA 2018.7 210.7-ﾄﾖ

テンプル騎士団 佐藤賢一 著 集英社 2018.7 230.4-ｻﾄ

昭和の怪物七つの謎 保阪正康 著 講談社 2018.7 281-ﾎｻ

榎本武揚と明治維新　旧幕臣の描いた近代化 黒瀧秀久 著 岩波書店 2017.12 289-ｴﾉ

信長公記　戦国覇者の一級史料 和田裕弘 著 中央公論新社 2018.8 289-ｵﾀ

間違う力 高野秀行 [著] KADOKAWA 2018.3 289-ﾀｶ

アンネ・フランクに会いに行く 谷口長世 著 岩波書店 2018.7 289-ﾌﾗ

地球の歩き方　A02　イギリス 地球の歩き方編集室 編集 ダイヤモンド・ビッグ社　ダイヤモンド社2018.8 290-ﾁｷ-A02

北海道・東北地方　都道府県別日本地理　北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 小松陽介, 伊藤徹哉, 鈴木厚志 監修 ポプラ社 2010.3 291-ﾄﾄ

幻獣ムベンベを追え 高野秀行 著 集英社 2003.1 294.4-ﾀｶ

３：社会科学

人間の居場所 田原牧 著 集英社 2017.7 304-ﾀﾊ

自民党秘史　過ぎ去りし政治家の面影 岡崎守恭 著 講談社 2018.1 312.8-ｵｶ

平和をつくるを仕事にする 鬼丸昌也 著 筑摩書房 2018.3 319.8-ｵﾆ

核兵器はなくせる 川崎哲 著 岩波書店 2018.7 319.8-ｶﾜ

司法の現場で働きたい!　弁護士・裁判官・検察官 打越さく良, 佐藤倫子 編 岩波書店 2018.3 327-ｼﾎ

京都発NPO最善戦　共生と包摂の社会へ 平尾剛之, 内田香奈 編著 京都新聞出版センター 2018.6 335.8-ｷﾖ

新しい時代のお金の教科書 山口揚平 著 筑摩書房 2017.12 337-ﾔﾏ

日本の税金 三木義一 著 岩波書店 2018.9 345.2-ﾐｷ

対話する社会へ 暉峻淑子 著 岩波書店 2017.1 361.4-ﾃﾙ
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３：社会科学　　　つづき

本質をつかむ聞く力　ニュースの現場から 松原耕二 著 筑摩書房 2018.6 361.45-ﾏﾂ

男女平等はどこまで進んだか　女性差別撤廃条約から考える 山下泰子, 矢澤澄子 監修　国際女性の地位

協会 編
岩波書店 2018.6 367.1-ｺｸ

ヤングケアラー　介護を担う子ども・若者の現実 澁谷智子 著 中央公論新社 2018.5 367.6-ｼﾌ

富山は日本のスウェーデン　変革する保守王国の謎を解く 井手英策 著 集英社 2018.8 369-ｲﾃ

子どもの脳を傷つける親たち 友田明美 著 NHK出版 2017.8 369.4-ﾄﾓ

「いじめ」や「差別」をなくすためにできること 香山リカ 著 筑摩書房 2017.8 371.4-ｶﾔ

不登校でも大丈夫 末富晶 著 岩波書店 2018.8 371.4-ｽｴ

ブラック校則　理不尽な苦しみの現実 荻上チキ, 内田良 編著 東洋館出版社 2018.7 375.2-ﾌﾗ

性教育はどうして必要なんだろう?　包括的性教育をすすめるための50のQ&A 浅井春夫, 艮香織, 鶴田敦子 編著 大月書店 2018.8 375.4-ｾｲ

ニッポンの肉食　マタギから食肉処理施設まで 田中康弘 著 筑摩書房 2017.12 383.8-ﾀﾅ

愛と狂瀾のメリークリスマス　なぜ異教徒の祭典が日本化したのか 堀井憲一郎 著 講談社 2017.10 386.1-ﾎﾘ

ケルト再生の思想　ハロウィンからの生命循環 鶴岡真弓 著 筑摩書房 2017.10 386.3-ﾂﾙ

驚くべきCIAの世論操作 ニコラス・スカウ 著　 集英社インターナショナル 2018.8 391.6-ｽｶ

４：自然科学

空想科学読本　滅びの呪文で、自分が滅びる! 柳田理科雄 [著] KADOKAWA 2018.7 404-ﾔﾅ

宇宙　（小学館の図鑑 NEO） 　 小学館 2018.6 440-ｼｮ

生物学の基礎はことわざにあり　カエルの子はカエル?トンビがタカを生む? 杉本正信 著 岩波書店 2018.3 460-ｽｷ

絶滅の人類史　なぜ「私たち」が生き延びたのか 更科功 著 NHK出版 2018.1 469.2-ｻﾗ

植物　（小学館の図鑑 NEO） 　 小学館 2018.6 470-ｼｮ

雑草はなぜそこに生えているのか　弱さからの戦略 稲垣栄洋 著 筑摩書房 2018.1 471-ｲﾅ

きのこ　（小学館の図鑑 NEO） 　 小学館 2017.12 474.8-ｼｮ

Owen & Mzee　the language of friendship byIsabellaHatkoff, ; byGraigHatkoff, ;

byPaulaKahumbu; ;photo.byPeterGreste
Scholastic Press 2007. 480-0w

危険生物　（小学館の図鑑 NEO） 　 小学館 2017.6 480-ｼｮ

誰も知らない動物の見かた動物行動学入門　図解雑学　絵と文章でわかりやすい! 今泉忠明 著 ナツメ社 2012.3 481.7-ｲﾏ

わけあって絶滅しました。　世界一おもしろい絶滅したいきもの図鑑 丸山貴史 著　今泉忠明 監修　サトウマサノリ,

ウエタケヨーコ 絵
ダイヤモンド社 2018.7 482-ﾏﾙ

魚　（小学館の図鑑 NEO）
　

小学館 2015.6 487.5-ｼｮ

両生類・はちゅう類　（小学館の図鑑 NEO） 　 小学館 2017.6 487.8-ｼﾖ

鳥　恐竜の子孫たち　（小学館の図鑑 NEO） 　 小学館 2015.6 488-ｼｮ

QOLって何だろう　医療とケアの生命倫理 小林亜津子 著 筑摩書房 2018.2 490.1-ｺﾊ

世界一美しい人体の教科書　カラー新書 坂井建雄 著 筑摩書房 2018.4 491.3-ｻｶ

医療経済の嘘 森田洋之 著 ポプラ社 2018.6 498-ﾓﾘ

スタンフォードのストレスを力に変える教科書 ケリー・マクゴニガル 著 大和書房 2015.11 498.3-ﾏｸ

5：技　術・環　境・生活科学

教養としてのテクノロジー　AI、仮想通貨、ブロックチェーン 伊藤穰一, アンドレー・ウール 著 NHK出版 2018.3 500-ｷｮ

まちづくり都市金沢 山出保 著 岩波書店 2018.9 518.8-ﾔﾏ

乗りもの　鉄道・自動車・飛行機・船　　（小学館の図鑑 NEO）
　

小学館 2013.4 536-ｼｮ

ロボットが家にやってきたら…　人間とAIの未来 遠藤薫 著 岩波書店 2018.2 548.3-ｴﾝ

６：産　業

農学が世界を救う!　食料・生命・環境をめぐる科学の挑戦 生源寺眞一, 太田寛行, 安田弘法 編著 岩波書店 2017.10 610-ﾉｳ

岩合光昭の日本犬図鑑 岩合光昭 文・写真 文溪堂 2018.6 645.6-ｲﾜ

表現の技術 髙崎卓馬 著 中央公論新社 2018.10 674.6-ﾀｶ

SNSを超える「第4の居場所」　インターネットラジオ局「ゆめのたね」がつくる新・コミュニティ 岡田尚起, 佐藤大輔 著 アンノーンブックス　創英社/三省堂

書店
2018.8 699.7-ｴｽ

7：芸　術・スポーツ・芸能

ミュシャのすべて ミュシャ [画]　KADOKAWA 編 KADOKAWA 2016.12 723.3-ﾐｭ

京都・竹笹堂のはじめての木版画　かわいい雑貨をつくる本 竹中健司 著 光村推古書院 2011.6 733-ﾀｹ

スター・ウォーズ空想科学読本 柳田理科雄 著　石蕗永地 絵 講談社 2018.7 778-ﾔﾅ

現場者(もん)　300の顔をもつ男 大杉漣 著 文藝春秋 2018.9 778.2-ｵｵ
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7：芸　術・スポーツ・芸能　つづき

My neighbor Totoro　１ written and directed by Hayao Miyazaki ;

[English translation, Jim Hubbert]
Viz Media 2004 778.7-ﾐﾔ-1

ＭＩＹＡＺＡＫＩ’Ｓ　ＳＰＩＲＩＴＥＤ　ＡＷＡＹ　1 HAYAO MIYAZAKI ＶＩＺ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴ

ＩＯＮＳ
2002.9 778.7-ﾐﾔ-1

Kiki's delivery service　1
[from the novel by Eiko Kadono] ; screenplay written,

directed and produced by Hayao Miyazaki Viz Media 2006 778.7-ﾐﾔ-1

ブラックボランティア 本間龍 [著] KADOKAWA 2018.7 780.6-ﾎﾝ

99%の人が速くなる走り方 平岩時雄 著 筑摩書房 2018.5 782.3-ﾋﾗ

日日是好日　「お茶」が教えてくれた15のしあわせ 森下典子 著 新潮社 2008.11 791-ﾓﾘ

けん玉の技123+ 日本けん玉協会 監修 幻冬舎 2016.4 798-ﾆﾎ

８：言　語

翻訳ってなんだろう?　あの名作を訳してみる 鴻巣友季子 著 筑摩書房 2018.6 801.7-ｺｳ

マンガでわかる!10才までに覚えたい言葉1000　レベルアップ編　●難しい言葉●ことわざ●慣用句●

四字熟語●故事成語●カタカナの言葉
高濱正伸 監修 永岡書店 2017.8 814.3-ﾏﾝ

マンガでわかる!10才までに覚えたい言葉1000　●難しい言葉●ことわざ●慣用句●四字熟語●故事成語●カタカ

ナの言葉
高濱正伸 監修 永岡書店 2016.6 814.3-ﾏﾝ

大人のための国語ゼミ 野矢茂樹 著 山川出版社 2017.7 816-ﾉﾔ

英単語の語源図鑑　見るだけで語彙が増える 清水建二, すずきひろし著　本間昭文イラスト かんき出版 2018.5 834-ｴｲ

９：文学全般

小説は君のためにある　よくわかる文学案内 藤谷治 著 筑摩書房 2018.9 901.3-ﾌｼ

I Love Youの訳し方 望月竜馬 著 雷鳥社 2016.12 902.09-ﾓﾁ

　　文　学　（詩歌）

神様の住所 九螺ささら 著 朝日出版社 2018.6 911.1-ｸﾗ

　　文　学　（日本・外国）

源氏物語の教え　もし紫式部があなたの家庭教師だったら 大塚ひかり 著 筑摩書房 2018.3 913.36-ｵｵ

世にも奇妙な君物語 朝井リョウ [著] 講談社 2018.11 913-ｱｻ

いつか、眠りにつく日 いぬじゅん 著 スターツ出版 2016.4 913-ｲﾇ

Masato 岩城けい 著 集英社 2017.10 913-ｲﾜ

さようなら、オレンジ 岩城けい 著 筑摩書房 2015.9 913-ｲﾜ

十二人の死にたい子どもたち 冲方丁 著 文藝春秋 2018.10 913-ｳﾌ

きらきらひかる 江国香織 著 新潮社 1994.6 913-ｴｸ

刺繍する少女 小川洋子 [著] 角川書店 1999.8 913-ｵｶ

工場 小山田浩子 著 新潮社 2018.9 913-ｵﾔ

本好きの下剋上　第4部[1]～[4]　司書になるためには手段を選んでいられません 香月美夜 著 TOブックス 2018.1 913-ｶｽ-4-1～4

小説　映画聲の形　上・下
川崎美羽 著　大今良時 原作　吉田玲子 脚

本
講談社 2016.9 913-ｶﾜ-1・2

父からの手紙　長編小説 小杉健治 著 光文社 2006.3 913-ｺｽ

ある晴れた夏の朝 小手鞠るい 著 偕成社 2018.8 913-ｺﾃ

きのうの影踏み 辻村深月 [著] KADOKAWA 2018.8 913-ﾂｼ

掟上今日子の備忘録 西尾維新 [著] 講談社 2018.7 913-ﾆｼ-1

本日は、お日柄もよく 原田マハ 著 徳間書店 2013.6 913-ﾊﾗ

ファイナルガール 藤野可織 [著] KADOKAWA 2017.1 913-ﾌｼ

あの家に暮らす四人の女 三浦しをん 著 中央公論新社 2018.6 913-ﾐｳ

光 三浦しをん 著 集英社 2013.10 913-ﾐｳ

ビブリア古書堂の事件手帖～扉子と不思議な客人たち～ 三上延 [著] KADOKAWA 2018.9 913-ﾐｶ-8

ここは退屈迎えに来て 山内マリコ [著] 幻冬舎 2014.4 913-ﾔﾏ

えほん寄席　満員御礼の巻
桂文我, 桂平治, 柳亭市馬, 桂米平 噺　藤枝リュウジ, 荒井良二,

長野ヒデ子, 灘本唯人, 山崎英介 絵 小学館 2007.3 913.7-ｴﾎ

えほん寄席　抱腹絶倒の巻
柳亭市馬, 桂平治, 古今亭菊之丞, 桂宗助, 桂米平 噺　スズキコー

ジ, 唐仁原教久, つちだのぶこ, 玉井詞, 飯野和好 絵 小学館 2007.7 913.7-ｴﾎ

えほん寄席　奇想天外の巻
桂文我, 桂宗助, 古今亭菊之丞, 桂平治, 桂米平 噺　浅賀行雄,

国松エリカ, 松下惠子, 矢吹申彦, 谷口幸三郎 絵 小学館 2007.7 913.7-ｴﾎ

ヒットラーのむすめ ジャッキー・フレンチ 作　さくまゆみこ 訳 鈴木出版 2018.3 933-ﾌﾚ

ヒトラーと暮らした少年 ジョン・ボイン 著　原田勝 訳 あすなろ書房 2018.2 933-ﾎｲ

　　文　学　（エッセイ）

方丈記 鴨長明 著　蜂飼耳 訳 光文社 2018.9 914.4-ｶﾓ

新しいおとな 石井桃子 著 河出書房新社 2018.5 914-ｲｼ
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　　文　学　（エッセイ）つづき

知の体力 永田和宏 著 新潮社 2018.5 914-ﾅｶ

「ない仕事」の作り方 みうらじゅん 著 文藝春秋 2018.10 914-ﾐｳ

夢のような幸福 三浦しをん 著 新潮社 2008.3 914-ﾐｳ

妄想炸裂 三浦しをん 著 新書館 2003.11 914-ﾐｳ

 E: 絵　本

The dot　　 Reynolds, Peter Hamilton Walker 2003 E-Do

A mama for Owen / by Marion Dane Bauer illustrated by John Butler
Butler, John, 1952-　Bauer, Marion

Dane

Simon & Schuster Books for

Young Readers
c2007 E-Ma

てん ピーター・レイノルズ 作　谷川俊太郎 訳 あすなろ書房 2004.1 E-ﾃﾝ

ケーキやけました 彦坂有紀, もりといずみ 作 講談社 2015.10 E-ｹｷ

コロッケできました 彦坂有紀, もりといずみ 作 講談社 2016.9 E-ｺﾛ

スープになりました 彦坂有紀, もりといずみ 作 講談社 2017.9 E-ｽﾌ

パンどうぞ 彦坂有紀, もりといずみ 作 講談社 2014.10 E-ﾊﾝ

じごくのそうべえ　桂米朝・上方落語・地獄八景より 田島征彦 作 童心社 1978.5 E-ｼｺ

おおおかさばき　落語絵本 川端誠 [著] クレヨンハウス 2007.8 E-ｵｵ

じゅげむ　落語絵本 川端誠 [著] クレヨンハウス 1998.4 E-ｼﾕ

ときそば　落語絵本 川端誠 [著] クレヨンハウス 2008.1 E-ﾄｷ

はつてんじん　落語絵本 川端誠 [著] クレヨンハウス 1996.12 E-ﾊﾂ

まんじゅうこわい　落語絵本 川端誠 [著] クレヨンハウス 1996.3 E-ﾏﾝ

　 川端誠 [著] クレヨンハウス 2001.12 E-ﾒｸ

 マ　ン　ガ

Case closed　　←　何かわかりますか？？ story and art by Gosho Aoyama Viz Media 2004 726-ｱｵ-1

進撃の巨人 attack on titan　1　バイリンガル版 諫山創 著　シェルダン・ドルヅカ 訳 講談社 2013.12 726-ｲｻ-1

Slam dunk 　1 story and art by Takehiko Inoue Viz Media 2008 726-ｲﾉ-1

Naruto story & art by Masashi Kishimoto Viz
[2003]-

[2015]
726-ｷｼ-1

君の名は。 your name.　1　バイリンガル版 新海誠 原作　琴音らんまる 漫画　Taylor Engel 英語翻訳　kazuma 英文解説KADOKAWA 2018.3 726-ｷﾐ-1

Kimi ni todoke　from me to you story & art by Karuho Shiina Viz Media [2009]- 726-ｼｲ-1

ちはやふる　1　バイリンガル版
末次由紀 著　スチュウット・ヴァーナム-アットキ

ン, とよざきようこ 訳
講談社 2011.12 726-ｽｴ-1

美少女戦士セーラームーン Pretty Guardian Sailor Moon　1　バイリンガル版 武内直子 著　ウィリアム・フラナガン 訳 講談社 2017.11 726-ﾀｹ-1

Dragon ball　1
story and art by Akira Toriyama ; English

adaptation by Gerard Jones
Viz Communications 2003 726-ﾄﾘ-1

のだめカンタービレ　1　バイリンガル版 二ノ宮知子 著　玉置百合子 訳 講談社インターナショナル 2007.3 726-ﾆﾉ-1

あさきゆめみし　花の章　源氏物語　バイリンガル版
大和和紀 著　ステュウット・アットキン, とよざき

ようこ 訳
講談社インターナショナル 2006.7 726-ﾔﾏ

夜廻り猫　1 深谷かほる 著 講談社 2017.3 726-ﾌｶ-1

 進　路（仕事・資格・進学・学習法など）

宇宙・天文で働く 本田隆行 著 ぺりかん社 2018.10 366-ﾅﾙ-ﾎ20

救急救命士になるには 益田美樹 著 ぺりかん社 2018.10 366-ﾅﾙ-152

つまずきたくない人いまから挽回したい人のための高校の勉強のトリセツ 船登惟希, 山下佳祐 著　伊藤ささみ マンガ 学研プラス 2017.8 376.8-ﾂﾏ

医学部　（中高生のための学部選びガイド） 浅野恵子 著 ぺりかん社 2018.9 376.8-ﾅﾙ

「新書」がたくさん入りました。 

大学の入試・入試後に「新書を読む」課題があり、図書館に 

本を探しに来る人が増えています。「新書」は新書版という、 

文庫本より少し縦長の本です。現代の新しいテーマについて 

専門家以外の人にもわかりやすく書かれています。 

『平成政権史』『体力の正体は筋肉』『給食の歴史』『残念な英語』…
いろいろな分野の新書が続々と出版されています。 

気になるテーマの新書を読んで思考力を鍛えましょう！ 

  
 
 
 
 

   

  NO  IMAGE 
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