
宇治市中央図書館

宇治市東宇治図書館

宇治市西宇治図書館

分類 書名 著者名 出版社 刊行年

F-ｱｵ ロウきゅーぶ！　６～１３　（電撃文庫） 蒼山　サグ　著 アスキー・メディアワークス 2010.10
F-ｱｻ てらさふ 朝倉　かすみ　著 文藝春秋 2014.2
F-ｱｼ スコールの夜 芦崎　笙　著 日本経済新聞出版社 2014.2
F-ｱﾅ 指バラ色に 穴村　久　著 講談社ビジネスパートナーズ 2013.4
F-ｱﾏ 影の王の婚姻　薔薇の待ち人 天海　りく　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.1
F-ｱﾝ おい！山田 安藤　祐介　著 講談社 2014.2
F-ｲｶ 相棒　ｓｅａｓｏｎ９下　（朝日文庫） 碇　卯人　ノベライズ 朝日新聞出版 2013.1

F-ｲｼ おこぼれ姫と円卓の騎士　伯爵の切札
（ビーズログ文庫）

石田　リンネ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.1

F-ｲﾄ あさき夢見し、百華の雪　（角川ビーンズ文庫） 糸森　環　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013.11
F-ｲﾅ 妻恋河岸　（光文社文庫） 稲葉　稔　著 光文社 2012.5
F-ｲﾅ 本所騒乱　（光文社文庫） 稲葉　稔　著 光文社 2014.1
F-ｳｴ カラダ探し　上　（ケータイ小説文庫） ウェルザード　著 スターツ出版 2013.8
F-ｳｴ 血の扇　（光文社文庫） 上田　秀人　著 光文社 2014.1
F-ｳｷ 月の欠片 浮穴　みみ　著 祥伝社 2014.2
F-ｳﾁ 風のなかの櫻香　（徳間文庫） 内田　康夫　著 徳間書店 2014.1
F-ｵｶﾞ 迷宮捜査 緒川　怜　著 光文社 2014.1
F-ｶｼﾞ 立身いたしたく候 梶　よう子　著 講談社 2014.2
F-ｶﾂ 秘事 勝目　梓　著 光文社 2013.11
F-ｶﾄ 水軍遥かなり 加藤　廣　著 文藝春秋 2014.2
F-ｶﾜ 桃ノ木坂互助会 川瀬　七緒　著 徳間書店 2014.2
F-ｷﾀ ぎやまん物語 北原　亞以子　著 文藝春秋 2014.2

F-ｷﾑ 双界幻幽伝　凱旋は右往左往！　（ビー
ズログ文庫） 木村　千世　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.1

F-ｸﾎﾞ よるのふくらみ 窪　美澄　著 新潮社 2014.2

F-ｹｲ つくも神は青春をもてなさんと欲す　（集
英社スーパーダッシュ文庫） 慶野　由志　著 集英社 2013.11

図書館に入った本のごあんない

２０１４年４月号

　　℡  39-9256
　　℡  39-9182
　　℡  39-9226

《《  小説            》》

＊宇治市図書館のホームページ(http://library.city.uji.kyoto.jp)が新しくなっています。
ご活用ください。

＊図書館が２月１６日から３月１５日までに受け入れた本です。そのため、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。（一人一回につき三冊まで）
＊郷土資料・行政資料・参考資料は、貸出できません。
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F-ｺｳ 時槻風乃と黒い童話の夜　（メディアワー
クス文庫） 甲田　学人　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.1

F-ｺｳ 金藍の守護者
カルファヴィーラ

　聖王さまを取り戻せ！

（ビーズログ文庫）
香月　沙耶　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.1

F-ｺﾃﾞ ラブ・オールウェイズ 小手鞠　るい　著 祥伝社 2014.2

F-ｺﾊﾞ
コバルト名作シリーズ書き下ろしアンソ
ロジー　１，２　（コバルト文庫） 集英社 2013.12

F-ｺﾝ 夢の宮　王の苑囿　（コバルト文庫） 今野　緒雪　著 集英社 2012.8
F-ｻｴ 百鬼狩り　（光文社文庫） 佐伯　泰英　著 光文社 2014.1
F-ｻｶ 僕と先生 坂木　司　著 双葉社 2014.2
F-ｻｻ 廃墟に乞う　（文春文庫） 佐々木　譲　著 文藝春秋 2012.1
F-ｻﾄ 元外務省主任分析官・佐田勇の告白 佐藤　優　著 徳間書店 2014.1
F-ｻﾜ 関越えの夜 澤田　瞳子　著 徳間書店 2014.2
F-ｼｹﾞ あすなろ三三七拍子　上，下　（講談社文庫） 重松　清　著 講談社 2014.1
F-ｼﾉ さくらゆき 篠田　真由美　著 講談社 2013.8
F-ｼﾉ 長女たち 篠田　節子　著 新潮社 2014.2
F-ｼﾊﾞ 黄昏の光と影 柴田　哲孝　著 光文社 2014.1
F-ｼﾊﾞ 風巻凍ゆ　（双葉文庫） 芝村　凉也　著 双葉社 2014.1
F-ｼﾏ 大ヱ都ものもふ捜査網　（ビーズログ文庫） 志麻　友紀　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013.11
F-ｼﾏ 代理処罰 嶋中　潤　著 光文社 2014.2
F-ｼﾐ 通りすがりの王子 清水　春乃　著 アルファポリス 2013.7
F-ｼﾖ 幽霊が返した借金　（ＰＨＰ文芸文庫） 翔田　寛　著 ＰＨＰ研究所 2014.1
F-ｽｶﾞ 永遠の曠野　（角川文庫） 須賀　しのぶ　著 角川書店 2013.8
F-ｽﾞｼ アンドロギュヌスの皮膚 図子　慧　著 河出書房新社 2013.12
F-ｾﾋ 毒舌姫と永遠の誓い　（コバルト文庫） せひら　あやみ　著 集英社 2013.2

F-ｾﾋ
皇帝陛下のお気に入り　ついに恋心に
気づく時！　（コバルト文庫）

せひら　あやみ　著 集英社 2014.1

F-ﾀｶ 東京にオリンピックを呼んだ男 高杉　良　著 光文社 2013.8
F-ﾀｶ ドールズ最終章 高橋　克彦　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.2
F-ﾀｶ 首都崩壊 高嶋　哲夫　著 幻冬舎 2014.2
F-ﾄｳ ログ・ホライズン　５ 橙乃　ままれ　著 エンターブレイン 2011.12
F-ﾄｷ 小説ちはやふる　中学生編４ 時海　結以　著 講談社 2013.12
F-ﾄﾊﾞ 剣客春秋　（幻冬舎文庫） 鳥羽　亮　著 幻冬舎 2009.2
F-ﾅｶﾞ 波形の声 長岡　弘樹　著 徳間書店 2014.2
F-ﾅｶﾞ ローラの炎 長野　慶太　著 日本経済新聞出版社 2014.2
F-ﾅﾂ 坑夫　（岩波文庫） 夏目　漱石　作 岩波書店 2014.2
F-ﾅﾘ デュラララ！！　×１３　（電撃文庫） 成田　良悟　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.1
F-ﾆｼ 十津川警部東北新幹線「はやぶさ」の客 西村　京太郎　著 実業之日本社 2014.1
F-ﾆｼ 生死の分水嶺・陸羽東線 西村　京太郎　著 新潮社 2014.1

F-ﾆｼ
十津川警部日本縦断長篇ベスト選集
３２

西村　京太郎　著 徳間書店 2014.1

F-ﾊｷﾞ 極悪 萩　耿介　著 新潮社 2014.2
F-ﾊｼ 半分の月がのぼる空　１　（文春文庫） 橋本　紡　著 文藝春秋 2013.7
F-ﾊﾌﾞ 小説母里太兵衛　（人物文庫） 羽生　道英　著 学陽書房 2013.8
F-ﾊﾏ 公安捜査　２～３　（ハルキ文庫） 浜田　文人　著 角川春樹事務所 2008.8
F-ﾊﾏ 新公安捜査　２～３　（ハルキ文庫） 浜田　文人　著 角川春樹事務所 2009.6
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F-ﾊﾏ 警視庁情報官　サイバージハード　（講談社文庫） 濱　嘉之　著 講談社 2014.1
F-ﾊﾔ ０能者ミナト　７　（メディアワークス文庫） 葉山　透　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.1
F-ﾊﾗ 彼女の家計簿 原田　ひ香　著 光文社 2014.1
F-ﾌｸ 忌談　（角川ホラー文庫） 福澤　徹三　著 角川書店 2013.6

F-ﾏｷ 秘薬の恋を月に誓う　誘惑の謀略者
（角川ビーンズ文庫） 槙　ありさ　著 角川書店 2013.8

F-ﾐｳ 聖剣の刀鍛冶
ブラックスミス

　＃１５～１６　（ＭＦ文庫Ｊ） 三浦　勇雄　著 メディアファクトリー 2013.3

F-ﾐｶ ビブリア古書堂の事件手帖　５　（メディア
ワークス文庫） 三上　延　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.1

F-ﾐﾅ 銃弾　（廣済堂文庫） 南　英男　著 廣済堂出版 2014.1

F-ﾐﾈ 絶対城先輩の妖怪学講座　３　（メディア
ワークス文庫）

峰守　ひろかず　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.1

F-ﾐﾗ 秘め愛 未来　章太郎　著 幻冬舎ルネッサンス 2014.1
F-ﾓﾓ 安堂ロイド　１～３　（角川文庫） 西荻　弓絵　脚本 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013.10
F-ﾓﾓ リーガルハイ　２ｎｄシーズン 古沢　良太　脚本 扶桑社 2013.12
F-ﾓﾛ 相も変わらずきりきり舞い 諸田　玲子　著 光文社 2014.2
F-ﾔｴ プリズム少女　（メディアワークス文庫） 八重野　統摩　著 アスキー・メディアワークス 2013.7
F-ﾔｷﾞ 一千兆円の身代金 八木　圭一　著 宝島社 2014.1
F-ﾔﾏ 約束の海 山崎　豊子　著 新潮社 2014.2

F-ﾕｳ
〈仮〉花嫁のやんごとなき事情　円満離
婚に新たな試練！？　（ビーズログ文庫） 夕鷺　かのう　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.1

F-ﾜｸ 鬼花火　（ハルキ文庫） 和久田　正明　著 角川春樹事務所 2014.1

F-ﾜﾀﾞ 青山骨董通りのダイヤモンド　（ハルキ文庫）
和田　はつ子　著 角川春樹事務所 2014.1

E-ｶﾜ 不良になりました。 川上　弘美　著 平凡社 2014.2
E-ｼﾊﾞ よう知らんけど日記 柴崎　友香　著 京阪神エルマガジン社 2013.9
E-ﾌｸ 美 福原　義春　著 ＰＨＰ研究所 2014.1
E-ﾜｺﾞ 心に湯気をたてて 和合　亮一　著 日本経済新聞出版社 2013.12
E-ﾜﾀ いつまでも男と女 渡辺　淳一　著 新潮社 2014.2

024 ぼくは本屋のおやじさん　（ちくま文庫） 早川　義夫　著 筑摩書房 2013.12
024.0 日本語に生まれて 中村　和恵　著 岩波書店 2013.11
024.0 ジェフ・ベゾス果てなき野望 ブラッド　ストーン　著 日経ＢＰ社 2014.1

121.6 座談の思想 鶴見　太郎　著 新潮社 2013.11
121.6 大西祝選集　２　（岩波文庫） 大西　祝　著 岩波書店 2014.2
135.5 動きすぎてはいけない 千葉　雅也　著 河出書房新社 2013.10
141.5 ゼロ秒思考 赤羽　雄二　著 ダイヤモンド社 2013.12
146.8 ダメなあいつを、なんとかしたい！ 心屋　仁之助　著 廣済堂出版 2013.7
147.5 富と成功の秘訣 ジョー　ギャレンバーガー　著 ハート出版 2013.12
148.5 風水でゼッタイ変わるあなたの運命 はる　著 ロングセラーズ 2013.10
152.1 魅惑の催眠恋愛術 林　貞年　著 現代書林 2010.11

152.1
私たちがプロポーズされないのには、１
０１の理由があってだな

ジェーン　スー　著 ポプラ社 2013.10

《《  エッセイ        》》

《《  総記            》》

《《  哲学・宗教    》》
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155 日本人の原点がわかる「国体」の授業 竹田　恒泰　著 ＰＨＰ研究所 2013.8
159 ｳ 幸福力 海原　純子　著 潮出版社 2014.1
159 ｶ 心の力 姜　尚中　著 集英社 2014.1

159 ｺ
小山薫堂が９０歳のおばあちゃんに学
んだ大切なこと 小山　薫堂　編 ＰＨＰ研究所 2014.1

159 ﾜ 運のいい人の法則　（角川文庫） リチャード　ワイズマン　著 角川書店 2011.10
160.4 歌と宗教 鎌田　東二　著 ポプラ社 2014.1
163.1 日本人は、なぜ富士山が好きか 竹谷　靱負　著 祥伝社 2012.9
175.1 靖国問題の深層 三土　修平　著 幻冬舎ルネッサンス 2013.6
188.8 趙州録提唱 福島　慶道　著 春秋社 2013.3
188.8 心がみるみる晴れる坐禅のすすめ 平井　正修　著 幻冬舎 2014.1
198.2 しあわせは涙のあとに届くもの ジャンヌ　ボッセ　著 メディアファクトリー 2013.7

204 逆説の世界史　１ 井沢　元彦　著 小学館 2014.1
209 世界史１２００人 入澤　宣幸　著 西東社 2013.5
210.2 ここまでわかった！縄文人の植物利用 工藤　雄一郎　編 新泉社 2014.1
210.3 京都の闇 関　裕二　著 講談社 2013.11
210.4 伊達政宗の戦闘部隊 中田　正光　著 洋泉社 2013.2
210.6 戦争という見世物 木下　直之　著 ミネルヴァ書房 2013.11
221.0 古代朝鮮の造瓦と仏教 清水　昭博　著 帝塚山大学出版会 2013.3
235.0 １９世紀パリのサロン・コンサート 福田　公子　著 北星社 2013.9
288.3 藤原氏の悪行 関　裕二　著 講談社 2013.9
289.1 ｱ 毎日、ふと思う　１２ 浅見　帆帆子　著 廣済堂出版 2013.11
289.1 ｲ いばら路を知りてささげし 井出　孫六　著 岩波書店 2013.11
289.1 ｻ ジョブズの料理人 佐久間　俊雄　著 日経ＢＰ社 2013.12
289.1 ｼ 白洲正子 挾本　佳代　著 平凡社 2013.11
289.3 ﾍ ヘンリ８世の迷宮 指　昭博　編 昭和堂 2012.6

290.9
－ＷＯＮＤＥＲ　ＳＰＯＴ－世界の絶景・
秘境１００ 成美堂出版 2013.11

291.0 日本の地名 筒井　功　著 河出書房新社 2011.1
291.5 日本山岳紀行 Ｗ．シュタイニッツァー　著 信濃毎日新聞社 2013.10
291.6 京都てくてくちょっと大人のはんなり散歩 伊藤　まさこ　著 文藝春秋 2013.11
291.9 るるぶ熊本阿蘇天草　’１４ ＪＴＢパブリッシング 2013.8
291.9 るるぶ石垣宮古西表島竹富島　’１４～’１５ ＪＴＢパブリッシング 2014.2
291.9 るるぶ九州　’１４～’１５ ＪＴＢパブリッシング 2014.3
295.3 グランドサークル＆セドナ ダイヤモンド・ビッグ社 2013.12
297.6 ＴＨＩＳ　ＩＳ　ＧＵＩＤＥ　ＢＯＯＫ　ＩＮ　Ｈａｗａｉｉ 赤澤　かおり　著 主婦と生活社 2013.11

304 ｱ 我を超えること 赤堀　芳和　著 講談社ビジネスパートナーズ 2012.8
304 ｸﾞ 人類が絶滅する６のシナリオ フレッド　グテル　著 河出書房新社 2013.9
304 ﾌﾞ 文藝春秋オピニオン２０１４年の論点１００ 文藝春秋 2014.1
311 政治の世界　（岩波文庫） 丸山　眞男　著 岩波書店 2014.2

312.1 ６１人が書き残す政治家橋本龍太郎
「政治家橋本龍太
郎」編集委員会　編

文藝春秋企画出版部 2012.5

《《  歴史・地理    》》

《《  社会科学      》》
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316.1
講座・人権ゆかりの地をたずねて　２０
１１年度講演録

世界人権問題研究
センター　編

世界人権問題研究センター 2013.3

319.2
日本人の恩を忘れた中国人・韓国人の
「心の闇」

呉　善花　著 李白社 2013.12

319.2 侮日論 呉　善花　著 文藝春秋 2014.1
319.8 日本版ＮＳＣとは何か 春原　剛　著 新潮社 2014.1
321.3 法と紛争解決の実証分析 三好　祐輔　著 大阪大学出版会 2013.2
324.7 すぐ役立つもめたら損する遺産相続 大神　深雪　著 ブックマン社 2013.12
332 経済は世界史から学べ！ 茂木　誠　著 ダイヤモンド社 2013.11
332 国家はなぜ衰退するのか　上，下 ダロン　アセモグル　著 早川書房 2013.6
335.1 ゼロからの挑戦 稲盛　和夫　著 ＰＨＰ研究所 2012.11
336.1 データサイエンス超入門 工藤　卓哉　著 日経ＢＰ社 2013.11

336.2
あなたの本当の力が目覚める４倍速仕
事術 小坂　幸彦　著 産学社 2013.1

338.1 金融商品なんでも百科　平成２５・２６年用 伊藤　宏一　監修 金融広報中央委員会 2013.3
338.9 帝国の逆襲 副島　隆彦　著 祥伝社 2013.11
345.1 裁判所は国税局の手先か 税金オンブズマン　編 せせらぎ出版 2013.5

361.6
在特会とは「在日特権を許さない市民
の会」の略称です！ 桜井　誠　著 青林堂 2013.12

365 田舎の実家の片づけ方 赤澤　健一　著 洋泉社 2013.12
365.3 「お金になる家」を買いなさい 川北　義則　著 三笠書房 2013.12
366.5 強い現場の誕生 小池　和男　著 日本経済新聞出版社 2013.6
367.4 地震と独身 酒井　順子　著 新潮社 2014.2
368.7 立ち直り支援として今、何をすべきか 全国少年警察ボランティア協会　編 全国少年警察ボランティア協会 2013.3
369.2 生活保護から考える 稲葉　剛　著 岩波書店 2013.11
369.2 老人ホーム探し５０の法則 上岡　榮信　著 日経ＢＰ社 2013.11
369.3 安全と良心 竹田　正興　著 晶文社 2012.4
369.3 東海・東南海・南海巨大連動地震 高嶋　哲夫　著 集英社 2013.2
369.3 クロネコの恩返し 日経ＢＰビジョナリー経営研究所　編 日経ＢＰ社 2013.9
371.4 成功する子失敗する子 ポール　タフ　著 英治出版 2013.12
374.3 先生！ 池上　彰　編 岩波書店 2013.7

375
現役東大生が教える！頭がよくなる７
つの習慣　（ＰＨＰ文庫） 清水　章弘　著 ＰＨＰ研究所 2013.9

376.1 思い出に残る卒園ソング・ベスト３１ 安藤　真裕子　編曲 ナツメ社 2013.12

379.9 「心が強い子」は母親で決まる！　（知的
生きかた文庫） 和田　秀樹　著 三笠書房 2010.4

386.1
京都近郊の祭礼幕調査報告書　渡来
染織品の部

祇園祭山鉾連合会 2013.3

388.1 説話伝承はおもしろい 山嵜　泰正　著 ふたば書房 2013.7
392.1 防衛ハンドブック　平成２５年版 朝雲新聞社編集局　編著 朝雲新聞社 2013.3
392.5 勝てないアメリカ 大治　朋子　著 岩波書店 2012.9

404 今さら聞けない科学の常識　３ 朝日新聞科学医療部　編 講談社 2014.1
440.4 宇宙を感じる七日間 宮本　延春　著 プレアデス出版 2012.7
454.9 東京凸凹地形案内　３ 今尾　恵介　監修 平凡社 2013.9
457.8 大人のための「恐竜学」 土屋　健　著 祥伝社 2013.10
488 世界の美しい飛んでいる鳥 エクスナレッジ 2013.12

《《  自然科学      》》
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494.5 がん治療「自力」でよくなる最善の選択 内田　均　著 ごま書房新社 2013.6
494.5 余命６カ月からスタートするがん治療 星野　泰三　監修　著 ＣＶＡ出版企画 2013.7
494.5 がんを克服する病院・クリニックガイド 帯津　良一　監修 ビオ・マガジン 2013.7
496.6 自宅で治せるめまいリハビリ 五島　史行　著 金原出版 2013.11
497 よくわかる歯科治療　２０１４年版 日本経済新聞出版社 2013.11
497.2 歯は一日で治る 谷口　清　著 ルネッサンス・アイ 2013.10
498.1 医療事故の法律相談Ｑ＆Ａ 上田　智司　著 法学書院 2013.11
498.1 支出削減して高齢者医療・介護を守る方法 廣瀬　輝夫　著 三冬社 2013.6
498.3 ５０歳から輝く人、３０歳で老ける人 戸澤　明子　著 幻冬舎メディアコンサルティング 2012.11

498.3
６０歳からはじめる１日１０分健康法つ
まずく・転ぶで寝たきりにならない体幹
筋づくり

周東　寛　著 コスモ２１ 2013.12

498.5 酵素シロップでやせる！ 秋葉　睦美　著 大和書房 2013.10

498.5
噛みづらい・飲み込みにくい－困ったと
きの特選レシピ

井藤　英喜　監修 法研 2013.11

498.5 からだの中から美しくなるレシピ 石川　三知　著 永岡書店 2013.5
498.5 寝かせ玄米生活 荻野　芳隆　著 マイナビ 2013.6
498.5 からだの不調が消える！腸を温める食事法 松生　恒夫　著 成美堂出版 2013.8
498.5 「うま味」パワーの活用便利帳 山本　隆　監修 青春出版社 2013.9

501.8 ３Ｄプリンター完全マスター 日経トレンディ編集部　編 日経ＢＰ社 2013.11
519.3 最新図解ＰＭ２．５と大気汚染がわかる本 饒村　曜　著 オーム社 2013.11
527 本当にすごいエコ住宅をつくる方法 野池　政宏　著 エクスナレッジ 2013.11
527 「旧家に住まう」それぞれの理由 旧家再生研究所　編 日本文芸社 2013.5
527 夢のとびら、笑顔のいりぐち。 夢ハウス　著 ＰＨＰ研究所 2013.8
540.9 東電国有化の罠 町田　徹　著 筑摩書房 2012.6
543.1 「スマート日本」宣言 村上　憲郎　著 アスキー・メディアワークス 2011.8
543.5 フタバから遠く離れて 舩橋　淳　著 岩波書店 2012.10
589.2 大人ナチュラルな着やせコーディネート・ノート 石井　あすか　著 大和書房 2013.10
590 心地いい暮らしを作る家仕事 宝島社 2013.1
590 暮らしのヒント集　３ 暮しの手帖社 2013.12

590
阿部絢子のひとりでもハッピーに生きる
技術 阿部　絢子　著 主婦の友社 2013.7

596 日本全国ご飯のとも リトルモア 2013.11

596.4
冷凍・冷蔵ワザで詰めるだけ！らくらく
おせち作り 岩崎　啓子　著 ルックナゥ 2013.11

596.7 コーヒーを楽しむ。 堀内　隆志　著 主婦と生活社 2013.11
597.5 片づかない！どうする我が家、親の家 杉之原　冨士子　著 クラブハウス 2013.9
597.5 毎日がときめく片づけの魔法 近藤　麻理恵　著 サンマーク出版 2014.1
599 子どもが変わる怒らない子育て 嶋津　良智　著 フォレスト出版 2013.8

613.5 放射能除染の土壌科学 宮崎　毅　ほか述 日本学術協力財団 2013.11
625.8 庭先でつくるトロピカルフルーツ 米本　仁巳　著 農山漁村文化協会 2014.1
645.6 待ちつづける動物たち 太田　康介　著 飛鳥新社 2012.3
672.1 街を変える小さな店 堀部　篤史　著 京阪神エルマガジン社 2013.11

673.9
マクドナルドが大切にしてきた「マニュア
ルを超える」３１の方法 鈴木　健一　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013.11

《《  産業            》》
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673.9 繁盛店はこうしてつくれ！ 牧野　友保　著 ＰＨＰ研究所 2013.12

702.1 法隆寺を歩く 上原　和　著 岩波書店 2009.12
708 アートギャラリー　Ｎｏ．２９（２０１４） 寺本　幸敏　監修 ギャラリーシルバー企画 2014.1
726.5 いわさきちひろ　（講談社＋α文庫） 黒柳　徹子　著 講談社 1999.4
757.0 あと１％だけ、やってみよう 水戸岡　鋭治　著 集英社インターナショナル 2013.11
762.8 音楽の名言名句事典 朝川　博　編著 東京堂出版 2012.8
767.7 心にのこる日本の歌１０１選 長田　暁二　著 ヤマハミュージックメディア 2008.5
767.8 ボブ・ディラン 湯浅　学　著 岩波書店 2013.11
767.8 昭和歌謡黄金時代 五木　ひろし　著 ベストセラーズ 2013.12
773.9 千作狂言 ヒロセ　マリコ　写真 アートダイジェスト 2003.8
774.2 神さまからのお福分け 市川　海老蔵　著 講談社 2013.12
777.1 文楽住大夫語り ヒロセ　マリコ　写真 アートダイジェスト 2008.4
778.0 映画で異文化体験 桜木　俊行　著 近代映画社 2013.12
778.2 丁寧に暮らすために。 鈴木　京香　著 講談社 2013.12
779.1 談志の十八番 広瀬　和生　著 光文社 2013.11
779.1 スーパー・ポジティヴ・シンキング 井上　裕介　著 ヨシモトブックス 2013.9
780.6 勝ち抜く力 猪瀬　直樹　著 ＰＨＰ研究所 2014.1
783.7 楽天はなぜ強くなれたのか 野村　克也　著 ＰＨＰ研究所 2014.1
786 体験・遊びナビゲーター 国立青少年教育振興機構　監修 国立青少年教育振興機構 2013.2
788.1 大相撲行司さんのちょっといい話　（双葉文庫） 三十六代木村庄之助　著 双葉社 2014.1
791 茶の湯 宝島社 2013.12

816.8 心の手紙を届けたい。 「恋文大賞」編集委員会　編 ＰＨＰ研究所 2013.5
829.1 身につく！重要韓国語文型１００　上級編 梁　永美　著 国際語学社 2013.2
830 英語は「インド式」で学べ！ 安田　正　著 ダイヤモンド社 2013.9

830.7
大学入試世界一わかりやすい英語の
勉強法 関　正生　著 中経出版 2013.4

837.8
絵で見てパッと言う英会話トレーニング
海外旅行編

Ｎｏｂｕ　Ｙａｍａｄａ　著 学研教育出版 2011.8

910.2 ﾐ 絵本で読みとく宮沢賢治 中川　素子　編 水声社 2013.11
910.2 ﾐ 芝居を愛した作家たち 道又　力　編著 文藝春秋 2013.11
910.2 ﾐ 宮沢賢治の菜食思想 鶴田　静　著 晶文社 2013.6
911.1 白へ 藤田　千鶴　著 ふらんす堂 2013.12
911.3 「一人」のうらに 西川　勝　著 サウダージ・ブックス 2013.10
911.3 おまつりのうた 日航財団　編 ブロンズ新社 2013.2

911.3 １７音の青春　２０１３
神奈川大学広報委
員会　編 ＮＨＫ出版 2013.3

911.4 女子会川柳　２
シティリビング編集
部　編 ポプラ社 2014.1

911.5 てっちゃん 権　徹　著 彩流社 2013.12
913.2 徹底検証古事記 村瀬　学　著 言視舎 2013.10
915.6 ｲ 父の生きる 伊藤　比呂美　著 光文社 2014.1
916 ｵ 生きる 小野田　寛郎　著 ＰＨＰ研究所 2013.10

《《  文学            》》

《《  語学            》》

《《  芸術・体育    》》
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916 ﾎ 刑務所わず。 堀江　貴文　著 文藝春秋 2014.1

929.3 ラオス現代文学選集 二元　裕子　編訳 大同生命国際文化基金 2013.12
929.8 もうひとつの夢　 丹羽　京子　編訳 大同生命国際文化基金 2013.9
933 ｲ 伯爵とじゃじゃ馬花嫁　（マグノリアロマンス） クリスティ　イングリッシュ　著 オークラ出版 2013.4
933 ｶﾞ めくるめく夢の夜を乙女に　（ライムブックス） ローラ　リー　ガーク　著 原書房 2013.8
933 ｷ １１／２２／６３　上，下 スティーヴン　キング　著 文藝春秋 2013.9
933 ｸ 眠り姫の気高き瞳に　（ライムブックス） リサ　クレイパス　著 原書房 2011.10
933 ｸ ふるえる愛の灯火に　（ライムブックス） リサ　クレイパス　著 原書房 2013.4
933 ｹ 拾われた１ペニーの花嫁　（ＭＩＲＡ文庫） カーラ　ケリー　著 ハーレクイン 2014.1
933 ｺ 買われた子爵夫人　（ＭＩＲＡ文庫） キャサリン　コールター　著 ハーレクイン 2010.10
933 ｺ 貴公子と無垢なメイド　（ＭＩＲＡ文庫） ニコラ　コーニック　著 ハーレクイン 2013.9
933 ｺ 恋の訪れは魔法のように キャサリン　コールター　著 二見書房 2014.2
933 ｼ 狼を愛した姫君　（ＭＩＲＡ文庫） デボラ　シモンズ　著 ハーレクイン 2013.11
933 ｼﾞ シーラの黄金を追って　（ヴィレッジブックス） アイリス　ジョハンセン　著 ヴィレッジブックス 2012.10
933 ｼﾞ 結婚も悪くない？　（ＭＩＲＡ文庫） ペニー　ジョーダン　著 ハーレクイン 2013.9
933 ﾁ あったかスープと雪の森の罠　（コージーブックス） ローラ　チャイルズ　著 原書房 2014.1
933 ﾄ イエメンで鮭釣りを ポール　トーディ　著 白水社 2009.4
933 ﾊﾞ 伯爵の告白　（マグノリアロマンス） グレース　バローズ　著 オークラ出版 2012.9

933 ﾊﾞ 黒い瞳にかりそめの愛を誓って　（ラズベリーブックス）
グレース　バローズ　著 竹書房 2014.1

933 ﾌ 古きものたちの墓　（扶桑社ミステリー） ラムジー　キャンベル　著 扶桑社 2013.7
933 ﾌ 凍てつく世界　１，２　（ＳＢ文庫） ケン　フォレット　著 ＳＢクリエイティブ 2014.1

933 ﾌﾞ 少女たちは闇に閉ざされ　上，下　（ヴィレッジブックス）
スーザン　ブロックマン　著 ヴィレッジブックス 2013.12

933 ﾌﾞ 偽りの花嫁と夢の続きを　（ライムブックス）
コニー　ブロック
ウェイ　著 原書房 2014.1

933 ﾍ 公爵シルヴェスターの憂い　（ＭＩＲＡ文庫） ジョージェット　ヘイヤー　著 ハーレクイン 2013.7

933 ﾎﾞ 貧乏お嬢さま、古書店へ行く　（コージーブックス）
リース　ボウエン　著 原書房 2013.11

933 ﾎﾞ ニンジャスレイヤー　＃１，＃２ ブラッドレー　ボンド　著 エンターブレイン 2013.7
933 ﾏ 偽りの求婚に恋の賭けを　（ラズベリーブックス） サラ　マクリーン　著 竹書房 2013.12
933 ﾓ 闇の王子と求め合って　（ヴィレッジブックス） カレン　マリー　モニング　著 ヴィレッジブックス 2013.9
933 ﾗ ヒーローの作り方　（扶桑社ロマンス） リサ　マリー　ライス　著 扶桑社 2013.11
933 ﾘ 凍てつく瞳の炎　（マグノリアロマンス） ローラ　リー　著 オークラ出版 2012.12

933 ﾘ 愛は消せない炎のように　（マグノリアロマ
ンス） ローラ　リー　著 オークラ出版 2013.3

933 ﾘ 蜜色の愛におぼれて　（二見文庫） ローラ　リー　著 二見書房 2013.5
953 ｸﾞ シルトの岸辺　（岩波文庫） ジュリアン　グラック　作 岩波書店 2014.2
973 ｽ 誰も知らないわたしたちのこと シモーナ　スパラコ　著 紀伊國屋書店 2013.11

K289 山宣　第１９号 宇治山宣会　編 宇治山宣会 2013.12
K702 黄檗文華　第１３２号（２０１１－２０１２） 黄檗文化研究所　編 黄檗山万福寺文華殿 2013.7
K909 たんぽぽ　第４号 宇治公民館　児童文学サークル　編 宇治公民館 児童文学サークル 1981.3
K909 たんぽぽ　第５号 宇治公民館　児童文学サークル　編 宇治公民館 児童文学サークル 1982.3
K909 たんぽぽ　第６号 宇治公民館　児童文学サークル　編 宇治公民館 児童文学サークル 1983.3

《《  外国文学      》》
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K909 たんぽぽ　第７号 宇治公民館　児童文学サークル　編 宇治公民館 児童文学サークル 1984.3
K909 たんぽぽ　第８号 宇治公民館　児童文学サークル　編 宇治公民館 児童文学サークル 1985.3
K909 たんぽぽ　第９号 宇治公民館　児童文学サークル　編 宇治公民館 児童文学サークル 1986.3
K909 たんぽぽ　第１０号 宇治公民館　児童文学サークル　編 宇治公民館 児童文学サークル 1987.3
K909 たんぽぽ　第１１号 宇治公民館　児童文学サークル　編 宇治公民館 児童文学サークル 1988.3
K909 たんぽぽ　第１２号 宇治公民館　児童文学サークル　編 宇治公民館 児童文学サークル 1989.3
K909 たんぽぽ　第１４号 宇治公民館　児童文学サークル　編 宇治公民館 児童文学サークル 1994.3
K909 たんぽぽ　第２２号 宇治公民館　児童文学サークル　編 宇治公民館 児童文学サークル 2013.11
K911 花のことづて 沢本　彰子　著 短歌研究社 2013.4

MF216丹後国府と中世都市「府中」
京都府立丹後郷土
資料館　編集

京都府立丹後郷土資料館 2013.10

MF681交通統計　平成２４年（２０１２年）
京都府警察本部交
通企画課　編 京都府警察本部 2013.10

MF709京都の文化財　第３１集
京都府教育庁指導
部文化財保護課
編集

京都府教育委員会 2013.10

MU318宇治市議会定例会会議録　平成２５年９月 宇治市　編 宇治市 2014.2

R390 防衛年鑑　２０１３年版 防衛年鑑刊行会　編著 防衛メディアセンター 2013.5
R901 比較文学辞典 松田　穣　編 東京堂出版 2013.12
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