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死ぬほど読めて忘れない高速読書 上岡正明/著 アスコム 2019 019.12ｶﾐ

人生を変える記録の力
メンタリストＤ
ａｉＧｏ/著

実務教育出版 2019 140ﾀｲ

漫画バビロン大富豪の教え　「お金」と「幸
せ」を生み出す五つの黄金法則

ジョージ・S・
クレイソン/原
作

文響社 2019 159ｸﾚ

いろはで学ぶ!くずし字・古文書入門 小林正博/著 潮出版社 2019
210.029ｺ
ﾊ

持続可能な地域のつくり方　未来を育む「人と
経済の生態系」のデザイン

筧裕介/著 英治出版 2019 318.6ｶｹ

自分のことは話すな　仕事と人間関係を劇的に
よくする技術

吉原珠央/著 幻冬舎 2019
361.454ﾖ
ｼ

障害のある子が将来にわたって受けられるサー
ビスのすべて

渡部伸/監修 自由国民社 2019 369.27ｼﾖ

疲れない大百科　女性専門の疲労外来ドクター
が教える

工藤孝文/著 ワニブックス 2019 498.3ｸﾄ

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 サンマーク出版 2019 590ｳﾒ

時間(とき)の花束　幸せな出逢いに包まれて 三浦百惠/著 日本ヴォーグ社 2019 594.9ﾐｳ

何歳からでも美肌になれる!　奇跡の62歳、美
的GRAND編集長“逆転の”美肌術

天野佳代子/著 小学館 2019 595.5ｱﾏ

日本の文様解剖図鑑
筧菜奈子/文・
絵

エクスナレッジ 2019 727ｶｹ

日本刀 本間順治/著 岩波書店 1939 756.6ﾎﾝ

ラグビーまあまあおもろいで!　あなたの知らな
い楕円球の世界

大畑大介/著 潮出版社 2019 783.48ｵｵ

「作家」と「魔女」の集まっちゃった思い出 角野栄子/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019 914.6ｶﾄ

ドン・フアン　本人が語る
ペーター・ハン
トケ/著

三修社 2011 943ﾊﾝ

５　　工　　　業

７　　芸術・スポーツ

９　　文　　　学

2019年11月の新しい本

０　　総　　　記

1　　哲学・思想

２　　歴史・地理

３　　社会科学

４　　自然科学
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白銀の墟 玄の月 1 小野不由美/著 新潮社 2019 BFｵﾉ

白銀の墟 玄の月 2 小野不由美/著 新潮社 2019 BFｵﾉ

若殿八方破れ　1 鈴木英治/著 徳間書店 2012 BFｽｽ

木曽の神隠し　若殿八方破れ2 鈴木英治/著 徳間書店 2012 BFｽｽ

姫路の恨み木綿　若殿八方破れ3 鈴木英治/著 徳間書店 2012 BFｽｽ

安芸の夫婦貝　若殿八方破れ4 鈴木英治/著 徳間書店 2012 BFｽｽ

久留米の恋絣　若殿八方破れ5 鈴木英治/著 徳間書店 2012 BFｽｽ

萩の逃れ路　若殿八方破れ6 鈴木英治/著 徳間書店 2013 BFｽｽ

岡山の闇烏　若殿八方破れ7 鈴木英治/著 徳間書店 2013 BFｽｽ

彦根の悪業薬　若殿八方破れ8 鈴木英治/著 徳間書店 2014 BFｽｽ

駿府の裏芝居　若殿八方破れ9 鈴木英治/著 徳間書店 2014 BFｽｽ

江戸の角隠し　若殿八方破れ10 鈴木英治/著 徳間書店 2015 BFｽｽ

首代一万両　無言殺剣3 鈴木英治/著 徳間書店 2016 BFｽｽ

野盗薙ぎ　無言殺剣4 鈴木英治/著 徳間書店 2016 BFｽｽ

妖気の山路　無言殺剣5 鈴木英治/著 徳間書店 2016 BFｽｽ

獣散る刻(とき)　無言殺剣6 鈴木英治/著 徳間書店 2016 BFｽｽ

妖かしの蜘蛛　無言殺剣7 鈴木英治/著 徳間書店 2016 BFｽｽ

百忍斬り　無言殺剣8 鈴木英治/著 徳間書店 2017 BFｽｽ

正倉院の闇　無言殺剣9 鈴木英治/著 徳間書店 2017 BFｽｽ

柳生一刀石　無言殺剣10 鈴木英治/著 徳間書店 2017 BFｽｽ

どうしても生きてる 朝井リョウ/著 幻冬舎 2019 Fｱｻ

十三の海鳴り　蝦夷太平記 安部龍太郎/著 集英社 2019 Fｱﾍ

カナダ金貨の謎 有栖川有栖/著 講談社 2019 Fｱﾘ

頂上捜査 安東能明/著 KADOKAWA 2019 Fｱﾝ

天保十四年のキャリーオーバー 五十嵐貴久/著 PHP研究所 2019 Fｲｶ

明日の僕に風が吹く 乾ルカ/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019 Fｲﾇ

最果ての決闘者 逢坂剛/著 中央公論新社 2019 Fｵｳ
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ライオンのおやつ 小川糸/著 ポプラ社 2019 Fｵｶ

異端者 勝目梓/著 文藝春秋 2016 Fｶﾂ

名残の花 澤田瞳子/著 新潮社 2019 Fｻﾜ

盲剣楼奇譚 島田荘司/著 文藝春秋 2019 Fｼﾏ

新蔵唐行き 志水辰夫/著 双葉社 2019 Fｼﾐ

ムゲンのｉ　上 知念実希人/著 双葉社 2019 Fﾁﾈ

ムゲンのｉ　下 知念実希人/著 双葉社 2019 Fﾁﾈ

天上の麒麟 光秀に啼く 茶屋二郎/著 ボイジャー 2019 Fﾁﾔ

ツナグ　想い人の心得 辻村深月/著 新潮社 2019 Fﾂｼ

巡礼の家 天童荒太/著 文藝春秋 2019 Fﾃﾝ

夕焼けポスト
ドリアン助川/
著

ポプラ社 2019 Fﾄﾘ

鬼人幻燈抄 2　江戸編 幸福の庭 中西モトオ/著 双葉社 2019 Fﾅｶ

ヴェールドマン仮説 西尾維新/著 講談社 2019 Fﾆｼ

背中の蜘蛛 誉田哲也/著 双葉社 2019 Fﾎﾝ

人間 又吉直樹/著 毎日新聞出版 2019 Fﾏﾀ

トリガー　上 真山仁/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019 Fﾏﾔ

トリガー　下 真山仁/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019 Fﾏﾔ

生命式 村田沙耶香/著 河出書房新社 2019 Fﾑﾗ

風になる日 山田深夜/著 双葉社 2019 Fﾔﾏ

逃亡小説集 吉田修一/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019 Fﾖｼ

アエイウエオ青 六条菜子/著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2019 Fﾛｸ

研究って楽しい　探究心の育て方
関和之/マン
ガ・イラスト

旺文社 2019 J002ｾｷ

プログラミングって何?　IT社会のしくみ
関和之/マン
ガ・イラスト

旺文社 2019 J007ｾｷ

東大名誉教授がおしえるやばい世界史 本村凌二/監修 ダイヤモンド社 2019 J280ﾄｳ

こども六法 山崎聡一郎/著 弘文堂 2019 J320ﾔﾏ

発表がうまくなる　スピーチからプレゼンテー
ションまで

室木おすし/マ
ンガ・イラスト

弘文堂 2019 J809ﾑﾛ

J　　児 童 書
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言葉の力　語彙で広がる世界
オゼキイサム/
マンガ・イラス
ト

旺文社 2019 J810ｵｾ

映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつの
コ

角田貴志(ヨー
ロッパ企画)/著

KADOKAWA 2019 J913ｽﾐ

かぐや様は告らせたい　天才たちの恋愛頭脳戦
映画ノベライズ

はのまきみ/著 集英社 2019 J913ﾊﾉ

ゾンビのホラーちゃん　1　ハロウィン大作戦
バルバラ・カン
ティーニ/作

文化出版局 2019 J973ｶﾝ

ゾンビのホラーちゃん　2　わがままデーモン
バルバラ・カン
ティーニ/作

文化出版局 2019 J973ｶﾝ

せかいいちしあわせなクマのぬいぐるみ
サム・アッ
シャー/絵

徳間書店 2019 Eｱﾂ

いろいろクリスマツリー
おおでゆかこ/
著

アリス館 2019 Eｵｵ

ノラネコぐんだんカレーライス 工藤ノリコ/著 白泉社 2019 Eｸﾄ

あめふりぼうず
せなけいこ/
作・絵

金の星社 2019 Eｾﾅ

スライムぴぴぴ 原ペコリ/作
スクウェア・エ
ニックス

2019 Eﾊﾗ

へんしん!いろいろれっしゃ
ふくながじゅん
ぺい/作

交通新聞社 2019 Eﾌｸ

ぐる〜りすいぞくかん
モリナガヨウ/
作

ほるぷ出版 2019 Eﾓﾘ

のりものプップー！
おおいじゅんこ
/作・絵

教育画劇 2017 Kｵｵ

いろいろめしあがれ！
マリマリマーチ
/作・絵

教育画劇 2017 Kﾏﾘ

江戸前の旬　69～100 さとう輝/劇画 日本文芸社
2013
～
2019

Cｻﾄ

江戸前の旬　旬の寿司ダネ100選 さとう輝/監修 日本文芸社 2012 Cｻﾄ

釣り師青海 さとう輝/著 日本文芸社 2017 Cｻﾄ

虹のひとさら　1 さとう輝/劇画 日本文芸社 2017 Cｻﾄ

虹のひとさら　2 さとう輝/劇画 日本文芸社 2017 Cｻﾄ

釣り人生活　1 さとう輝/著 日本文芸社 2018 Cｻﾄ

釣り人生活　2 さとう輝/著 日本文芸社 2018 Cｻﾄ

激釣り大物スペシャル　さとう輝釣り奮戦記 さとう輝/著 日本文芸社 2013 Cｻﾄ

海釣りスペシャル　さとう輝釣り傑作選 さとう輝/著 日本文芸社 2007 Cｻﾄ

E　　絵　　　本

K　　紙 芝 居

C　　コ ミ ッ ク
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海釣り磯釣りスペシャル　さとう輝釣り傑作選 さとう輝/著 日本文芸社 2007 Cｻﾄ
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