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ショートカットキー時短ワザ大全　早く帰るコ
ツは“手元”にあった!

辻村司/著
ＳＢクリエイティ
ブ

2019
007.634ﾂ
ｼ

語ってあげてよ!子どもたちに　お話の語り方ガ
イドブック

マーガレット・
リード・マクド
ナルド/著

編書房 2002 015.8ﾏｸ

人生ではじめて出会う絵本100　あかちゃんの
ための50冊おとなのための50冊

横山真佐子/[ほ
か]編

平凡社 2002 019.53ﾖｺ

稼ぐ力 大前研一/著 小学館 2013 159.4ｵｵ

13歳からの世界征服 中田考/著 百万年書房 2019 159.7ﾅｶ

秘録退位改元　官邸VS.宮内庁の攻防1000日
朝日新聞取材班
/著

朝日新聞出版 2019 288.41ｱｻ

旅人類　北海道の旅情報　Vol.01創刊号　函
館・釧路あたり

吉田類/責任編
集

あるた出版 2015 H291.1ﾀﾋ

欲望の世界を超えて　“やすらぎ”の国はいず
こに

赤堀芳和/著
講談社エディトリ
アル

2017 304ｱｶ

反日種族主義　日韓危機の根源 李栄薫/編著 文藝春秋 2019 319.210ｲ

未来を変える目標SDGsアイデアブック
Think the
Earth/編著

紀伊國屋書店 2018 333.8ｼﾝ

漫画版論語と算盤 渋沢栄一/原作 講談社 2019 335.13ｼﾌ

最軽量のマネジメント　マネジャーにすべてを
背負わせるのはもうやめよう。

山田理/著 サイボウズ 2019 336.3ﾔﾏ

第2通貨「シルバーマネー」が日本の危機を救
う

山口克也/著 現代書林 2019 367.7ﾔﾏ

アイヌ関連総合研究等助成事業研究報告　　第
18号上巻

アイヌ民族文化
財団/編集

アイヌ民族文化財
団

2019 H382.1ｱｲ

アイヌ関連総合研究等助成事業研究報告　　第
18号下巻

アイヌ民族文化
財団/編集

アイヌ民族文化財
団

2019 H382.1ｱｲ

踊り　白老･新冠編　ウポポ･ホリッパ･リムセ -
アイヌ民族文化財
団

2018 H382.1ｱｲ

おはなしの知恵 河合隼雄/著 朝日新聞社 2000 388ｶﾜ

頭がよくなる数学パズル 逢沢明/著 PHP研究所 2000 410.79ｱｲ

ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑 柴山元彦/著 創元社 2015 459ｼﾊ

４　　自然科学

2020年1月の新しい本

1　　哲学・思想

２　　歴史・地理

３　　社会科学

０　　総　　　記
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野鳥観る撮るハンドブック
堀内洋助/写
真・文

東京新聞 2019 488.1ﾎﾘ

みんなの臓活　五臓をのぞき、活かす 尹生花/著 ワニブックス 2019 490.9ｲﾝ

ヒトはどうして老いるのか　老化・寿命の科学 田沼靖一/著 筑摩書房 2002
491.358ﾀ
ﾇ

統合失調症 村井俊哉/著 岩波書店 2019
493.763ﾑ
ﾗ

酢タマネギでやせる!病気が治る!　高血圧、糖尿
病を撃退する特効食

- マキノ出版 2015
498.583ｽ
ﾀ

もち麦ダイエットレシピ　お腹いっぱい食べて
も、しっかりやせる!

山下春幸/著 アスコム 2016
498.583ﾔ
ﾏ

医者が教える正しい病院のかかり方 山本健人/著 幻冬舎 2019 498ﾔﾏ

Twitter完全マニュアル　ビジネスにも役立つ! 八木重和/著 秀和システム 2019
547.483ﾔ
ｷ

おさよさんの無理なくつづく家事ぐせ　手間を
かけずにスッキリ感が1.5倍↑

おさよさん/著 主婦の友社 2017 590ｵｻ

スタイリスト石田純子の作って着回すおしゃれ
術

石田純子/著
文化学園文化出版
局

2016 593.36ｲｼ

大人のかんたんソーイング　2018夏 - ブティック社 2018 593.36ｵﾄ

おしゃれな普段着とバッグ 丸屋米子の着物地
で、いつも着たい服

丸屋米子/著 日本ヴォーグ社 2013 593.36ﾏﾙ

着心地のよい、暮らしの服
美濃羽まゆみ/
著

日本ヴォーグ社 2018 593.36ﾐﾉ

押花の基礎と保管　押花・ここが知りたいQ&A - 日本ヴォーグ社 1997 594.85ｵｼ

楽しい小物の作り方　押花・ここが知りたい
Q&A

- 日本ヴォーグ社 1998 594.85ｵｼ

押花アート　11色46人の世界
多比良桂子/監
修

ケイ・フラワーデ
ザインサークル

2001 594.85ｵｼ

小花デザイン帳　かわいい押し花パターン188
と応用作品

- 日本ヴォーグ社 2002 594.85ｺﾊ

押花ブック　Part1　改訂版 杉野宣雄/著 日本ヴォーグ社 1999 594.85ｽｷ

押花ブック　Part2　改訂版 杉野宣雄/著 日本ヴォーグ社 1999 594.85ｽｷ

押し花レッスン テキスト 杉野宣雄/著 日本ヴォーグ社 2004 594.85ｽｷ

花と風景の押し花
ワールド・プレ
ス・フラワー協
会/作

雄鶏社 2001 594.85ﾊﾅ

夢押し花　押し花作家8人集
森井幸子/ほか
著

日本ヴォーグ社 2003 594.85ﾓﾘ

私の花生活　押し花の本　No.20 - 日本ヴォーグ社 2004 594.85ﾜﾀ

私の花生活　押し花の本　No.21 - 日本ヴォーグ社 2004 594.85ﾜﾀ

かわいいフェルトのマスコット 既刊掲載人気作
品集

- ブティック社 2003 594.9ｶﾜ

５　　工　　　業
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赤ちゃんがよろこぶ布おもちゃ　0・1・2歳型
紙つき

大江委久子/著 成美堂出版 2008 594ｵｵ

新米ママもらくらく作れるかわいいベビーグッ
ズ

- 主婦と生活社 2014 594ｼﾝ

いつものごはんは、きほんの10品あればいい 寿木けい/著 小学館 2019 596ｽｽ

もう迷わない！レシピのことば - オレンジページ 2005 596ﾓｳ

あたりまえだけどなかなかできない接客のルー
ル

山岸和実/著 明日香出版社 2005 673.3ﾔﾏ

高森明画集 高森明/画 清水久美子 2019 723.1ﾀｶ

アイヌの美しき手仕事　柳宋悦と芹沢銈介のコ
レクションから

北海道立近代美
術館/編

アイヌ民族文化財
団

2019 H753.7ｱｲ

私のドールハウス　Vol.2　特集/ビギナーのた
めの手作りテキスト

- 学研 1995 759ﾜﾀ

私のドールハウス　Vol.3　粘土を使っておい
しい食べ物づくり

- 学研 1996 759ﾜﾀ

私のドールハウス　Vol.4　あなたのミニチュ
アを素敵に飾るハウスづくり

- 学研 1996 759ﾜﾀ

私のドールハウス　Vol.5　ビギナー大集合・
みんなで作るともっと楽しい

- 学研 1996 759ﾜﾀ

風姿花伝 世阿弥/著 岩波書店 2003 773ｾｱ

なぜ韓国は、パチンコを全廃できたのか 若宮健/著 祥伝社 2010 797.9ﾜｶ

追悼の達人 嵐山光三郎/著 新潮社 2002 910.26ｱﾗ

純粋な幸福 辺見庸/著 毎日新聞出版 2019 911.56ﾍﾝ

田辺聖子の古事記 田辺聖子/著 集英社 1996 913.2ﾀﾅ

絵草紙 源氏物語 田辺聖子/文 角川書店 1984 913.36ﾀﾅ

平家物語の女たち　大力・尼・白拍子 細川涼一/著 講談社 1998
913.434ﾎ
ｿ

七人の安倍晴明 夢枕獏/編著 文藝春秋 2001 913.68ｼﾁ

戦国秘史　歴史小説アンソロジー 伊東潤/著 KADOKAWA 2016 913.68ｾﾝ

息吹
テッド・チャン
/著

早川書房 2019 933ﾁﾔ

流れは、いつか海へと
ウォルター・モ
ズリイ/著

早川書房 2019 933ﾓｽ

ミレニアム６上　死すべき女
ダヴィド・ラー
ゲルクランツ/
著

早川書房 2019 949ﾗｹ

７　　芸術・スポーツ

９　　文　　　学

６　　産　　　業
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ミレニアム６下　死すべき女
ダヴィド・ラー
ゲルクランツ/
著

早川書房 2019 949ﾗｹ

山河果てるとも 伊東潤/著 角川書店 2012 BFｲﾄ

おはん 宇野千代/著 新潮社 1965 BFｳﾉ

博士の愛した数式 小川洋子/著 新潮社 2005 BFｵｶ

小説　シライサン 乙一/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019 BFｵﾂ

炎環 永井路子/著 文藝春秋 1978 BFﾅｶ

阿弥陀堂だより 南木佳士/著 文藝春秋 2002 BFﾅｷ

樹下の想い 藤田宜永/著 講談社 2000 BFﾌｼ

出町の柳 水上勉/著 文藝春秋 1992 BFﾐﾅ

凶学の巣 森村誠一/著 新潮社 1984 BFﾓﾘ

奸婦にあらず 諸田玲子/著 文藝春秋 2009 BFﾓﾛ

卒都婆小町が死んだ 山村美紗/著 講談社 1995 BFﾔﾏ

泥の銃弾 上 吉上亮/著 新潮社 2019 BFﾖｼ

泥の銃弾 下 吉上亮/著 新潮社 2019 BFﾖｼ

ボトルネック 米澤穂信/著 新潮社 2009 BFﾖﾈ

風の岬　上 渡辺淳一/著 角川書店 1991 BFﾜﾀ

風の岬　下 渡辺淳一/著 角川書店 1991 BFﾜﾀ

medium　霊媒探偵城塚翡翠 相沢沙呼/著 講談社 2019 Fｱｲ

約束された移動 小川洋子/著 河出書房新社 2019 Fｵｶ

まち 小野寺史宣/著 祥伝社 2019 Fｵﾉ

チンギス紀 六 断金 北方謙三/著 集英社 2019 Fｷﾀ

トリニティ 窪美澄/著 新潮社 2019 Fｸﾎ

桃源 黒川博行/著 集英社 2019 Fｸﾛ

東夷　秀吉の朝鮮出兵令に叛いた関東の暴れ馬
多賀谷重経の生涯

毛矢一裕/著 郁朋社 2017 Fｹﾔ

戦って候　不屈の武将・山上道牛 近衛龍春/著 KADOKAWA 2016 Fｺﾉ

武士道 鍋島直茂 近衛龍春/著 実業之日本社 2019 Fｺﾉ
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忠臣蔵の姫 阿久利 佐々木裕一/著 小学館 2019 Fｻｻ

抵抗都市 佐々木譲/著 集英社 2019 Fｻｻ

GAP　ゴーストアンドポリス 佐野晶/著 小学館 2019 Fｻﾉ

稚児桜　能楽ものがたり 澤田瞳子/著 淡交社 2019 Fｻﾜ

看守の流儀 城山真一/著 宝島社 2019 Fｼﾛ

嵐を呼ぶ男!　 NOBUNAGA 杉山大二郎/著 徳間書店 2019 Fｽｷ

遠の眠りの 谷崎由依/著 集英社 2019 Fﾀﾆ

人面瘡探偵 中山七里/著 小学館 2019 Fﾅｶ

小説「安楽死特区」 長尾和宏/著 ブックマン社 2019 Fﾅｶ

わたしの美しい庭 凪良ゆう/著 ポプラ社 2019 Fﾅｷ

勿忘草の咲く町で　安曇野診療記 夏川草介/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019 Fﾅﾂ

鉄の楽園 楡周平/著 新潮社 2019 Fﾆﾚ

ブルーブラッド 藤田宜永/著 徳間書店 2019 Fﾌｼ

黒武御神火御殿　三島屋変調百物語六之続 宮部みゆき/著 毎日新聞出版 2019 Fﾐﾔ

ぷくぷく 森沢明夫/著 小学館 2019 Fﾓﾘ

高野山 山本音也/著 小学館 2019 Fﾔﾏ

灘校物語 和田秀樹/著 サイゾー 2019 Fﾜﾀ

博学王　13 1/2のビックリ大図鑑　おどろき
の事実が1000以上!

DK社/編集 集英社 2019 J033ﾄﾘ

古代遺跡のサバイバル 1　秦の始皇帝陵編 1 洪在徹/文 朝日新聞出版 2019 J202ﾎﾝ

津田梅子　六歳でアメリカに留学した女子教育
のパイオニア

津田塾大学津田
梅子資料室/監
修

小学館 1997 J289ﾂﾀ

ノーベル賞とアルフレッド・ノーベル
こどもくらぶ/
編

岩崎書店 2019 J377ﾉﾍ

青鬼　ジェイルハウスの怪物 黒田研二/著 ＰＨＰ研究所 2018 J913ｸﾛ

青鬼　廃校の亡霊 黒田研二/著 ＰＨＰ研究所 2018 J913ｸﾛ

パンのずかん 大森裕子/作 白泉社 2018 Eｵｵ

E　　絵　　　本

J　　児 童 書
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おすしのずかん 大森裕子/作 白泉社 2016 Eｵｵ

おいし〜い
くわざわゆうこ
/絵

くもん出版 2014 Eｸﾜ

おおにしせんせい 長谷川義史/作 講談社 2019 Eﾊｾ

どしゃぶり
はたこうしろう
/え

講談社 2018 Eﾊﾀ

ごみじゃない! minchi/作・絵 ＰＨＰ研究所 2018 Eﾐﾝ

なんだろうなんだろう
ヨシタケシンス
ケ/著

光村図書出版 2019 Eﾖｼ

クマと森のピアノ
デイビッド・
リッチフィール
ド/作

ポプラ社 2017 Eﾘﾂ
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