
宇治市中央図書館     ℡  39-9256
宇治市東宇治図書館 　℡  39-9182
宇治市西宇治図書館 　℡  39-9226

分類 書名 著者名 出版社 刊行年

V480 ｷ きれいな生き物大集合 ＥＮＤＬＥＳＳ 〔2014.7〕

V536 ﾆ ＮＥＷとっきゅう ビジュアル・ケイ 〔2011.12〕

V537 ﾆ ＮＥＷはたらくくるま ビジュアル・ケイ 〔2014.4〕

V775 ｱ 赤毛のアン 浅利　慶太　製作　演出 ＮＨＫエンタープライズ 2011.5

V778 ｱ アンネの日記
ｼﾞｮｰｼﾞ･ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｽ
製作　監督

２０世紀フォックス 〔2005.5〕

V778 ｱ アリス イン ワンダーランド ﾃｨﾑ･ﾊﾞｰﾄﾝ　監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ 〔2010.10〕

V778 ｵ おおきなかぶ 西城　隆詞　監督 北星 〔2008.4〕

V778 ｶﾞ ガタカ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ﾆｺﾙ　監督 ソニー・ピクチャーズ 〔1999.3〕

V778 ｷ きな子 小林　義則　監督 小学館 〔2011.6〕

V778 ｸ くまのがっこう 児玉　徹郎　監督 フロンティアワークス 〔2012.8〕

V778 ｸﾞ グレッグのダメ日記
ﾄｰﾙ･ﾌﾛｲﾃﾞﾝﾀｰﾙ
監督

２０世紀フォックス 〔2011.2〕

V778 ｸ くまのプーさん ブエナビスタ 〔2003.3〕

V778 ﾃ 天使にラブ・ソングを… ｴﾐｰﾙ･ｱﾙﾄﾞﾘｰﾉ　監督 ブエナビスタ 〔200-〕
V778 ﾄ 図書館戦争 佐藤　信介　監督 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 〔2014.1〕

V778 ﾅ ナルニア国物語　第１章 C.S.LEWIS　原作 ブエナビスタ 〔2006.10〕

V778 ﾅ ナイト ミュージアム　２ ｼｮｰﾝ･ﾚｳﾞｨ　監督 ２０世紀フォックス 〔2010.1〕

V778 ﾆ 日本の昔ばなし　こぶとり爺さんほか 鈴木　卓夫　監督 日本コロムビア 2013.1
V778 ﾆ 日本の昔ばなし　浦島太郎ほか 鈴木　卓夫　監督 日本コロムビア 2013.1
V778 ﾆ 日本の昔ばなし　花さか爺さんほか 鈴木　卓夫　監督 日本コロムビア 2013.1
V778 ﾈ 眠れる森の美女 ウォルトディズニースタジオ 〔2009.1〕

V778 ﾊ はらぺこあおむし ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｶﾞﾌ　監督 日本コロムビア 〔2011.10〕

V778 ﾊﾞ バック トゥ・ザ フューチャー ﾛﾊﾞｰﾄ･ｾﾞﾒｷｽ　監督 ユニバーサル・ピクチャーズ 〔2005.7〕

《《  DVD            》》

＊図書館が１１月１６日から１２月１５日までに受け入れた本です。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。
（１人１回につき３冊まで CD、DVDは１点まで）
＊郷土資料・行政資料・参考資料は、貸出できません。
＊CDおよびDVDは、損傷の恐れがあるため、配本所ではお借りいただけません。
＊宇治市図書館のホームページ(http://library.city.uji.kyoto.jp)にも掲載していますの
で、ご利用ください

図書館に入った本のごあんない

２０１８年１月号

　　
わせみん
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V778 ﾊﾞ バンビ ウォルトディズニースタジオ 〔2011.11〕

V778 ﾋﾞ 美女と野獣 ｹﾞｲﾘｰ･ﾄｩﾙｰｽﾃﾞｲﾙ　監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ 〔2010.12〕

V778 ﾌ 舟を編む 石井　裕也　監督 アスミック・エース 〔2014.2〕

V778 ﾌ フォレスト・ガンプ ROBERT　ZEMECKIS　監督 パラマウント 〔2004.2〕

V778 ﾌ フランケンウィニー ﾃｨﾑ･ﾊﾞｰﾄﾝ　監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ 〔2013.7〕

V778 ﾌ ふたつの胡桃 やすみ　哲夫　脚本　総監督 バンダイビジュアル 〔2009.7〕

V778 ﾏ 魔法にかけられて KEVIN　LIMA　監督 ウォルトディズニースタジオ 〔2008.10〕

V778 ﾐ Ｍｒ．インクレディブル ブエナビスタ 〔2005.9〕

V778 ﾓ モンスターズ・インク PETE　DOCTER　監督 ブエナビスタ 〔2003.1〕

V778 ﾖ 用心棒 黒澤　明　監督 東宝 〔2005.8〕

V778 ﾛ ロスト・ワールド ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｽﾋﾟﾙﾊﾞｰｸﾞ　監督 ユニバーサル・ピクチャーズ 〔2006.3〕

F-ｱｵ 嘘つき女さくらちゃんの告白　（集英社文庫） 青木　祐子　著 集英社 2017.1
F-ｱｵ これは経費で落ちません！　３　（集英社オレンジ文庫） 青木　祐子　著 集英社 2017.10

F-ｱｵ
幽落町おばけ駄菓子屋　春まちの花つ
ぼみ　（角川ホラー文庫）

蒼月　海里　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.12

F-ｱｷ 居酒屋ぼったくり　８ 秋川　滝美　著 アルファポリス 2017.10

F-ｱｷ 婚活中毒 秋吉　理香子　著 実業之日本社 2017.12

F-ｱｹ 魔家族　（光文社文庫） 明野　照葉　著 光文社 2017.10

F-ｱｻ 御松茸騒動　（徳間文庫） 朝井　まかて　著 徳間書店 2017.9
F-ｱｻ 宝石王子と五つの謎　（ＳＫＹＨＩＧＨ文庫） あさぎ　千夜春　著 三交社 2017.2
F-ｱｻ おもかげ 浅田　次郎　著 毎日新聞出版 2017.12

F-ｱｽﾞ 京都・舞鶴殺人事件 梓　林太郎　著 徳間書店 2017.9
F-ｱｿ 猫たちの色メガネ 浅生　鴨　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.9
F-ｱﾍﾞ 強くてニューサーガ　９ 阿部　正行　著 アルファポリス 2017.11

F-ｱﾔ あやかし　（ＰＨＰ文芸文庫） 畠中　恵　ほか著 ＰＨＰ研究所 2017.11

F-ｲｶﾞ セブンズ！ 五十嵐　貴久　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.12

F-ｲｹ 虹の向こう 池田　久輝　著 双葉社 2017.11

F-ｲｼ 小鳥冬馬の心像 石川　智健　著 光文社 2017.6

F-ｲｼ
エウレカの確率　経済学捜査員伏見真
守　（講談社文庫）

石川　智健　著 講談社 2016.5

F-ｲﾁ 公開法廷 一田　和樹　著 原書房 2017.10

F-ｲﾂ 不眠症騎士と抱き枕令嬢 一花　カナウ　著 アルファポリス 2017.2
F-ｲﾄ はやく老人になりたいと彼女はいう 伊藤　たかみ　著 文藝春秋 2017.11

F-ｲﾅ 秘剣の辻　（角川文庫） 稲葉　稔　著 角川書店 2010.12

F-ｲﾅ 凄腕の男　（角川文庫） 稲葉　稔　著 角川書店 2010.9
F-ｲﾅ 侍の大義　（角川文庫） 稲葉　稔　著 角川書店 2011.12

F-ｲﾅ 爺子
お や こ

河岸　（光文社文庫） 稲葉　稔　著 光文社 2017.11

F-ｲﾅ 十兵衛推参　（双葉文庫） 稲葉　稔　著 双葉社 2017.10

F-ｲﾅ 問答無用　（徳間文庫） 稲葉　稔　著 徳間書店 2007.5
F-ｲﾌﾞ 地の星 伊吹　有喜　著 ポプラ社 2017.9
F-ｲﾌﾞ 彼方の友へ 伊吹　有喜　著 実業之日本社 2017.11

F-ｲﾏ 残りの秋
と き

　（角川文庫） 今井　絵美子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.10

F-ｳｴ 破滅の王 上田　早夕里　著 双葉社 2017.11

《《  小説            》》
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F-ｳｴ 鳳雛の夢　上，中，下　（光文社文庫） 上田　秀人　著 光文社 2017.11

F-ｳﾁ 異世界チート魔術師
マ ジ シ ャ ン

　６　（ヒーロー文庫） 内田　健　著 主婦の友社 2017.7

F-ｳﾁ ツノハズ・ホーム賃貸二課におまかせを 内山　純　著 東京創元社 2017.11

F-ｳﾌﾞ 戦の国 冲方　丁　著 講談社 2017.10

F-ｴﾄﾞ 江戸川乱歩作品集　１　（岩波文庫） 江戸川　乱歩　著 岩波書店 2017.11

F-ｴﾓ 薬草園で喫茶店を開きます！ 江本　マシメサ　著 アルファポリス 2017.8
F-ｴﾓ 借り暮らしのご令嬢 江本　マシメサ　著 宝島社 2016.10

F-ｵｳ 奔流恐るるにたらず 逢坂　剛　著 講談社 2017.11

F-ｵｵ ＧＯＤＺＩＬＬＡ怪獣黙示録　（角川文庫） 大樹　連司　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.10

F-ｵｵ 万屋大悟のマシュマロな事件簿 太田　忠司　著 ポプラ社 2017.12

F-ｵｶ 花のこみち 岡本　さとる　著 光文社 2016.11

F-ｵｶ 二度の別れ　（祥伝社文庫） 岡本　さとる　著 祥伝社 2017.10

F-ｵｸ リバース＆リバース 奥田　亜希子　著 新潮社 2017.11

F-ｵﾘ 竜騎士のお気に入り　２　（一迅社文庫アイリス） 織川　あさぎ　著 一迅社 2017.7
F-ｶｷ 真夏の島に咲く花は　（中公文庫） 垣根　涼介　著 中央公論新社 2017.6
F-ｶｼﾞ 商い同心　（実業之日本社文庫） 梶　よう子　著 実業之日本社 2016.2

F-ｶﾅ 闇の皇太子　愛からはじまる内幕話
（ビーズログ文庫アリス） 金沢　有倖　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.3

F-ｶﾜ 境界線上のホライゾン　１０上　（電撃文庫） 川上　稔　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.10

F-ｶﾜ ガールズトーク縁と花　（電撃文庫） 川上　稔　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.7
F-ｶﾜ テーラー伊三郎 川瀬　七緒　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.12

F-ｶﾜ アクセル・ワールド　２２　（電撃文庫） 川原　礫　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.11

F-ｷﾀ
弁当屋さんのおもてなし　海薫るホッケ
フライと思い出ソース　（角川文庫）

喜多　みどり　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.10

F-ｷﾀ ビギナーズ・ドラッグ 喜多　喜久　著 講談社 2017.12

F-ｷﾇ ようこそ実力至上主義の教室へ　６　（ＭＦ文庫Ｊ） 衣笠　彰梧　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.5
F-ｷﾉ 極限冷蔵庫　（ＰＨＰ文芸文庫） 木下　半太　著 ＰＨＰ研究所 2017.1
F-ｷﾉ 極楽プリズン　（幻冬舎文庫） 木下　半太　著 幻冬舎 2017.10

F-ｷﾉ 秀吉の活 木下　昌輝　著 幻冬舎 2017.11

F-ｷﾑ ぼくせん 木村　忠啓　著 朝日新聞出版 2017.11

F-ｷﾔ 裏走りの夜　（光文社文庫） 喜安　幸夫　著 光文社 2017.11

F-ｸｻ カネと共に去りぬ 久坂部　羊　著 新潮社 2017.11

F-ｸﾗ 皇帝と拳銃と 倉知　淳　著 東京創元社 2017.11

F-ｸﾜ 京都の甘味処は神様専用です　〔１〕，２　（双葉文庫） 桑野　和明　著 双葉社 2017.10

F-ｹﾂ 決戦！賤ケ岳 木下　昌輝　ほか著 講談社 2017.11

F-ｹﾝ 効率厨魔導師、第二の人生で魔導を極める　５，６ 謙虚なサークル　著 アルファポリス 2016.10

F-ｺｲ 異形のものたち 小池　真理子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.11

F-ｺｶ ざわつく女心は上の空 こかじ　さら　著 双葉社 2017.10

F-ｺｼﾞ 悲しい話は終わりにしよう 小嶋　陽太郎　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.11

F-ｺｽ 隠密同心　幻の孤影 １，２　（角川文庫） 小杉　健治　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.10

F-ｺｽ 裁きの扉　（祥伝社文庫） 小杉　健治　著 祥伝社 2017.10

F-ｺﾄﾞ
コード・ブルー　〔１ｓｔシーズン〕，２ｎｄ
シーズン　（扶桑社文庫）

沢村　光彦　ノベライズ 扶桑社 2017.7

F-ｺﾝ インフルエンス 近藤　史恵　著 文藝春秋 2017.11

F-ｺﾝ 道標 今野　敏　著 角川春樹事務所 2017.12
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F-ｻｲ 銀杏手ならい 西條　奈加　著 祥伝社 2017.11

F-ｻｴ 島抜けの女　（ハルキ文庫） 佐伯　泰英　著 角川春樹事務所 2017.11

F-ｻｴ 浅き夢みし　（光文社文庫） 佐伯　泰英　著 光文社 2017.10

F-ｻｴ 完本密命　巻之２３　（祥伝社文庫） 佐伯　泰英　著 祥伝社 2017.5
F-ｻｴ 冬日淡々　決定版　（文春文庫） 佐伯　泰英　著 文藝春秋 2017.9
F-ｻｶ 恋はかげろう　（祥伝社文庫） 坂岡　真　著 祥伝社 2017.9
F-ｻｸ サーチライトと誘蛾灯 櫻田　智也　著 東京創元社 2017.11

F-ｻｻ 公家武者信平　（講談社文庫） 佐々木　裕一　著 講談社 2017.10

F-ｻﾜ 火定 澤田　瞳子　著 ＰＨＰ研究所 2017.11

F-ｼｹﾞ なぎさの媚薬　上，下　（講談社文庫） 重松　清　著 講談社 2017.10

F-ｼﾊﾞ Ｄの遺言 柴田　哲孝　著 祥伝社 2017.11

F-ｼﾊﾞ ねこ町駅前商店街日々便り 柴田　よしき　著 祥伝社 2017.11

F-ｼﾊﾞ 雷火一閃　（双葉文庫） 芝村　凉也　著 双葉社 2017.10

F-ｼﾖ 駐在日記 小路　幸也　著 中央公論新社 2017.11

F-ｼﾞﾖ 情に泣く　（朝日文庫） 細谷　正充　編 朝日新聞出版 2017.10

F-ｼﾝ 痴漢冤罪 新堂　冬樹　著 祥伝社 2017.11

F-ｼﾝ ダブル・フォールト　（集英社文庫） 真保　裕一　著 集英社 2017.10

F-ｽｽﾞ 斬　（徳間文庫） 鈴木　英治　著 徳間書店 2017.11

F-ｽｽﾞ さよなら、田中さん 鈴木　るりか　著 小学館 2017.10

F-ｽｽﾞ オリエンタル・ゲリラ　（徳間文庫） 鈴峯　紅也　著 徳間書店 2017.11

F-ｾﾄ いのち 瀬戸内　寂聴　著 講談社 2017.12

F-ｿﾒ 悪い夏 染井　為人　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.9
F-ﾀｶ 白磁海岸 高樹　のぶ子　著 小学館 2017.12

F-ﾀｶ クリミア発女性専用寝台列車
プ ラ ツ ・ カ ル ト

高橋　ブランカ　著 未知谷 2017.8

F-ﾀｹ スリーパー浸透工作員 竹内　明　著 講談社 2017.9
F-ﾀｻ 全力片想い　（野いちご文庫） 田崎　くるみ　著 スターツ出版 2017.3
F-ﾀｼﾞ 争議生活者 田島　一　著 新日本出版社 2017.9
F-ﾀﾁ ふなだま 立花　水馬　著 徳間書店 2017.9
F-ﾀﾅ キッチンコロシアム 田中　経一　著 幻冬舎 2017.10

F-ﾀﾅ 私の大阪八景　（角川文庫） 田辺　聖子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.8
F-ﾀﾏ 鯖猫長屋ふしぎ草紙　３　（ＰＨＰ文芸文庫） 田牧　大和　著 ＰＨＰ研究所 2017.9
F-ﾁﾈ 神酒クリニックで乾杯を　（角川文庫） 知念　実希人　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.10

F-ﾁﾈ 甦る殺人者　（新潮文庫ｎｅｘ） 知念　実希人　著 新潮社 2017.11

F-ﾁﾉ 塩の道　（双葉文庫） 千野　隆司　著 双葉社 2017.10

F-ﾁﾉ 雪華燃ゆ　（光文社文庫） 知野　みさき　著 光文社 2017.10

F-ﾂｷ 機龍警察狼眼殺手 月村　了衛　著 早川書房 2017.9
F-ﾂｷ えっ？平凡ですよ？？　９ 月雪　はな　著 アルファポリス 2017.10

F-ﾂｸ コルヌトピア 津久井　五月　著 早川書房 2017.11

F-ﾄｷ 小説ＰとＪＫ 時海　結以　著 講談社 2017.3
F-ﾄﾊﾞ 菊太郎あやうし　（ハルキ文庫） 鳥羽　亮　著 角川春樹事務所 2017.11

F-ﾄﾊﾞ 仇討旅　（幻冬舎時代小説文庫） 鳥羽　亮　著 幻冬舎 2017.6
F-ﾄﾊﾞ 姫夜叉　（光文社文庫） 鳥羽　亮　著 光文社 2017.10

F-ﾄﾊﾞ 荒海を渡る鉄の舟 鳥羽　亮　著 双葉社 2017.11
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F-ﾄﾓ
スープ屋しずくの謎解き朝ごはん　想い
を伝えるシチュー　（宝島社文庫）

友井　羊　著 宝島社 2017.11

F-ﾅｶ 湯島天神坂 お宿如月庵へようこそ　（ポプラ文庫） 中島　久枝　著 ポプラ社 2017.10

F-ﾅｶﾞ
花冠の王国の花嫌い姫　祝福の赤薔
薇　（ビーズログ文庫）

長月　遥　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.10

F-ﾅｶ 逃亡刑事 中山　七里　著 ＰＨＰ研究所 2017.12

F-ﾆｼ 十津川警部山手線の恋人 西村　京太郎　著 講談社 2017.10

F-ﾆｼ 十津川警部予土
ロ ー カ ル

線に殺意が走る 西村　京太郎　著 祥伝社 2017.9

F-ﾆｾ ２０３０年の旅　（中公文庫） 恩田　陸　ほか著 中央公論新社 2017.10

F-ﾆﾚ デッド・オア・アライブ 楡　周平　著 光文社 2017.11

F-ﾇｶ ウズタマ 額賀　澪　著 小学館 2017.11

F-ﾉﾘ 本物の読書家 乗代　雄介　著 講談社 2017.11

F-ﾊｽ 襷を我が手に 蓮見　恭子　著 光文社 2017.11

F-ﾊｾ 漂流街　（徳間文庫） 馳　星周　著 徳間書店 2015.2
F-ﾊﾀ シネマコンプレックス 畑野　智美　著 光文社 2017.11

F-ﾊﾅ 鬼の家 花房　観音　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.9
F-ﾊﾅ くちびる遊び　（新潮文庫） 花房　観音　著 新潮社 2017.11

F-ﾊﾅ 笑う山崎　（ノン・ポシェット） 花村　万月　著 祥伝社 1998.7
F-ﾊﾏ 政治的に正しい警察小説　（小学館文庫） 葉真中　顕　著 小学館 2017.10

F-ﾊﾑ 大獄 葉室　麟　著 文藝春秋 2017.11

F-ﾊﾔ 最高のオバハン　（文春文庫） 林　真理子　著 文藝春秋 2017.10

F-ﾊﾗ ランチ酒 原田　ひ香　著 祥伝社 2017.11

F-ﾊﾝ おばけの遊園地始めました　（メディアワークス文庫） 範乃　秋晴　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.12

F-ﾋｶﾞ
女の子のことばかり考えていたら、１年
が経っていた。 東山　彰良　著 講談社 2017.11

F-ﾋｸﾞ 構造素子 樋口　恭介　著 早川書房 2017.11

F-ﾋｽﾞ 腹へり姫の受難　（コバルト文庫） ひずき　優　著 集英社 2017.4
F-ﾋﾗ はやぶさ新八御用帳　５　新装版　（講談社文庫） 平岩　弓枝　著 講談社 2017.10

F-ﾌｸ 加田伶太郎作品集 福永　武彦　著 小学館 2017.5
F-ﾌｼﾞ 冬椋鳥　（祥伝社文庫） 藤井　邦夫　著 祥伝社 2017.10

F-ﾌｼﾞ ふたご 藤崎　彩織　著 文藝春秋 2017.10

F-ﾌｼﾞ ドレス 藤野　可織　著 河出書房新社 2017.11

F-ﾌｼﾞ 老子収集狂事件　（ポプラ文庫ピュアフル） 藤野　恵美　著 ポプラ社 2015.11

F-ﾌｼﾞ 断層の森で見る夢は 藤本　ひとみ　著 講談社 2017.11

F-ﾌｼﾞ 寒梅　（光文社文庫） 藤原　緋沙子　著 光文社 2017.9
F-ﾌﾅ ポーション頼みで生き延びます！ ＦＵＮＡ　著 講談社 2017.6
F-ﾌﾅ 老後に備えて異世界で８万枚の金貨を貯めます ＦＵＮＡ　著 講談社 2017.6

F-ﾌﾟﾆ
悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛され
る　４　（ビーズログ文庫）

ぷにちゃん　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.10

F-ﾎﾝ 代理人
エ ー ジ ェ ン ト

本城　雅人　著 実業之日本社 2017.11

F-ﾎﾝ ノーマンズランド 誉田　哲也　著 光文社 2017.11

F-ﾏﾂ 生きている理由　（講談社文庫） 松岡　圭祐　著 講談社 2017.10

F-ﾏﾂ 鴎外の婢　（光文社文庫） 松本　清張　著 光文社 2017.10

F-ﾏﾙ オーバーロード　１２ 丸山　くがね　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.9
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F-ﾐｶ 一華後宮料理帖　第２品　（角川ビーンズ文庫） 三川　みり　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.11

F-ﾐｷ 消人屋敷の殺人 深木　章子　著 新潮社 2017.10

F-ﾐｷ 月世界紳士録　（集英社オレンジ文庫） 三木　笙子　著 集英社 2017.6
F-ﾐﾅ Ｕ 皆川　博子　著 文藝春秋 2017.11

F-ﾐﾊ アゲハの公約 三萩　せんや　著 河出書房新社 2017.9
F-ﾐﾔ 呉漢　上，下 宮城谷　昌光　著 中央公論新社 2017.11

F-ﾑﾗ バースデイ・ガール 村上　春樹　著 新潮社 2017.11

F-ﾑﾗ 窓から見える最初のもの 村木　美涼　著 早川書房 2017.11

F-ﾑﾗ ダブル・ファンタジー　上　（文春文庫） 村山　由佳　著 文藝春秋 2011.9
F-ﾓﾁ 京都烏丸御池のお祓い本舗　（双葉文庫） 望月　麻衣　著 双葉社 2017.10

F-ﾓﾛ 森家の討ち入り 諸田　玲子　著 講談社 2017.12

F-ﾔﾏ メガネと放蕩娘 山内　マリコ　著 文藝春秋 2017.11

F-ﾕｳ 飼う人 柳　美里　著 文藝春秋 2017.12

F-ﾕｳ けがれの汀で恋い慕え　（角川ビーンズ文庫） 結城　光流　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.10

F-ﾕｷ 僕らだって扉くらい開けられる 行成　薫　著 集英社 2017.11

F-ﾖｼ 龍の右目 吉川　永青　著 角川春樹事務所 2017.11

F-ﾖｼ ナツノオト 吉成　タダシ　著 文芸社 2017.9
F-ﾜｶ おらおらでひとりいぐも 若竹　千佐子　著 河出書房新社 2017.11

F-ﾜﾀﾞ 虹のかけ橋　（ハルキ文庫） 和田　はつ子　著 角川春樹事務所 2017.9
F-ﾜﾀ 意識のリボン 綿矢　りさ　著 集英社 2017.12

E-ｲﾄ 天命 伊藤　淳二　著 テーミス 2017.9
E-ｲﾉ 穂高の月　（ヤマケイ文庫） 井上　靖　著 山と溪谷社 2016.7
E-ｳｴ ほの暗い永久から出でて 上橋　菜穂子　著 文藝春秋 2017.10

E-ｴﾌ いつか別れる。でもそれは今日ではない Ｆ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.4
E-ｶﾏ 人間の値打ち 鎌田　實　著 集英社 2017.10

E-ｷｼ ５０代からしたくなるコト、なくていいモノ 岸本　葉子　著 中央公論新社 2017.12

E-ｼｵ 逆襲される文明 塩野　七生　著 文藝春秋 2017.9
E-ｼﾉ 一〇五歳、死ねないのも困るのよ 篠田　桃紅　著 幻冬舎 2017.10

E-ｾｵ ファミリーデイズ 瀬尾　まいこ　著 集英社 2017.11

E-ﾀﾜ ありがとうのかんづめ 俵　万智　著 小学館 2017.11

E-ﾄﾞｳ オトコの一理　（集英社文庫） 堂場　瞬一　著 集英社 2017.9
E-ﾉｼﾞ 星戀　（中公文庫） 野尻　抱影　著 中央公論新社 2017.7
E-ﾌｶ 深爪流 深爪　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.11

E-ﾏﾁ スピンクの笑顔 町田　康　著 講談社 2017.10

E-ﾐﾔ 緑の庭で寝ころんで 宮下　奈都　著 実業之日本社 2017.12

E-ﾑﾚ かるい生活 群　ようこ　著 朝日新聞出版 2017.11

E-ﾓﾘ 道なき未知 森　博嗣　著 ベストセラーズ 2017.11

E-ﾓﾘ 太陽と乙女 森見　登美彦　著 新潮社 2017.11

E-ﾔﾏ 昭和を生きて来た　（河出文庫） 山田　太一　著 河出書房新社 2016.3
E-ﾖｼ １００歳の生きじたく 吉沢　久子　著 さくら舎 2017.10

E-ﾖｼ 京都で考えた 吉田　篤弘　著 ミシマ社 2017.11

E-ﾜｶ 街と山のあいだ 若菜　晃子　著 ＫＴＣ中央出版 2017.9
E-ﾜｶ 言葉の贈り物 若松　英輔　著 亜紀書房 2016.11

E-ﾜｶ 言葉の羅針盤 若松　英輔　著 亜紀書房 2017.9

《《  エッセイ        》》
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007.1 ＴｅｎｓｏｒＦｌｏｗで学ぶディープラーニング入門 中井　悦司　著 マイナビ出版 2016.9
007.3 インターネットは自由を奪う アンドリュー　キーン　著 早川書房 2017.8
007.6 プログラミング言語図鑑 増井　敏克　著 ソシム 2017.8
016.2 社史の図書館と司書の物語 高田　高史　著 柏書房 2017.2
018.0 公文書館紀行 長井　勉　著 丸善プラネット 2017.4
019 本棚の本 赤澤　かおり　著 ＫＴＣ中央出版 2017.10

019 偏愛読書トライアングル 瀧井　朝世　著 新潮社 2017.10

019.5 大人が読みたい絵本 三栄書房 2016.4
024.0 アマゾンと物流大戦争 角井　亮一　著 ＮＨＫ出版 2016.9
028 リーダーは歴史観をみがけ 出口　治明　著 中央公論新社 2017.10

041 天地人－三才の世界 尾池　和夫　編著 マニュアルハウス 2014.2
070.2 徹底検証「森友・加計事件」 小川　榮太郎　著 飛鳥新社 2017.10

111 四方対象 グレアム　ハーマン　著 人文書院 2017.9
111 近代の〈物神事実〉崇拝について ブリュノ　ラトゥール　著 以文社 2017.9

114.2 「終活」を考える 浅見　昇吾　編
Ｓｏｐｈｉａ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉ
ｔｙ　Ｐｒｅｓｓ上智大
学出版

2017.3

114.2 死を語る　（ＰＨＰ文庫） 佐藤　優　著 ＰＨＰ研究所 2017.8
115 世界の共同主観的存在構造　（岩波文庫） 廣松　渉　著 岩波書店 2017.11

141.1 神童は大人になってどうなったのか 小林　哲夫　著 太田出版 2017.8
141.5 東大教養学部「考える力」の教室 宮澤　正憲　著 ＳＢクリエイティブ 2017.9
141.9 ひとりぼっちの辞典 勢古　浩爾　著 清流出版 2017.5
145.4 現代洗脳のカラクリ 苫米地　英人　著 ビジネス社 2017.2

146.8
イヤな気分をパッと手放す「自分思考」
のすすめ 玉川　真里　著 誠文堂新光社 2017.8

147 怪談与太話 伊計　翼　著 イカロス出版 2016.8
147 神さまがくれた処方箋 上江洲　義秀　著 青萠堂 2017.6
147 世界文明の「起源は日本」だった　新装版 上森　三郎　著 ヒカルランド 2017.5
147 神仏のなみだ 桜井　識子　著 ハート出版 2017.10

147 ゴールデンアースが起動した！ アニ　セノフ　著 ヒカルランド 2017.3

147
あなたはどの星の《ゴールデンエネル
ギー》なのか アニ　セノフ　著 ヒカルランド 2017.6

147
愛と結婚と永遠の伴侶スピリットメイトと
は何か？ 滝沢　泰平　著 ヒカルランド 2017.7

148.9
ゲッターズ飯田の五星三心占い　２０１
８年版〔１〕

ゲッターズ飯田　著 セブン＆アイ出版 2017.9

152.1 その恋はビジネス的にアウト 久保　裕丈　著 小学館 2017.7
159 ｲ 心と生き方 稲盛　和夫　述 ＰＨＰ研究所 2017.11

159 ｵ モチベーション革命 尾原　和啓　著 幻冬舎 2017.9
159 ｻ 悪魔とのおしゃべり さとう　みつろう　著 サンマーク出版 2017.10

159 ｻ ゼロから最強の人脈をつかむ後輩力 佐藤　大和　著 ポプラ社 2017.10

159 ﾀﾞ 新自分を磨く方法
スティービー　クレ
オ　ダービック　著

ディスカヴァー・トゥエンティワン 2017.11

159 ﾀ そっと無理して、生きてみる 高橋　幸枝　著 小学館 2017.9

《《  哲学・宗教    》》

《《  総記            》》
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159 ﾀ 武田邦彦の科学的人生論 武田　邦彦　著 飯塚書店 2017.12

159 ﾄﾞ 何をしてもうまくいく人のシンプルな習慣 ジム　ドノヴァン　著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2016.12

159 ﾊﾞ 残酷すぎる成功法則 エリック　バーカー　著 飛鳥新社 2017.11

159 ﾌ 仕事も私生活もなぜかうまくいく女性の習慣 麓　幸子　著 日経ＢＰ社 2017.5
159 ﾔ 自分を休ませる練習 矢作　直樹　著 文響社 2017.10

159 ﾖ 明日クビになっても大丈夫！ ヨッピー　著 幻冬舎 2017.9
159 ﾜ もうちょっと「雑」に生きてみないか 和田　秀樹　著 新講社 2017.7
159.6 オトナ女子の気くばり帳 気くばり調査委員会　編 サンクチュアリ出版 2017.4

159.6
たった４日間で潜在意識を変え、お金を
増やす本 斎藤　芳乃　著 ＰＨＰ研究所 2017.9

159.6 好かれる女
ひ と

は、感情の整理がうまい 山本　なつみ　著 フォレスト出版 2017.10

180.4 眠れないほどおもしろい「日本の仏さま」 並木　伸一郎　著 三笠書房 2017.11

188.4 人として生きる 酒井　圓弘　著 ゆいぽおと 2017.6
188.7 浄土真宗仏教・仏事のハテナ？ 東本願寺出版　編集 東本願寺出版 2017.9

210.0 逆説の日本史　２３ 井沢　元彦　著 小学館 2017.10

210.0 日本史の内幕 磯田　道史　著 中央公論新社 2017.10

210.0 元号 山本　博文　編著 悟空出版 2017.9
210.1 日本二千六百年史 大川　周明　著 毎日ワンズ 2017.10

210.4 戦国おもてなし時代 金子　拓　著 淡交社 2017.10

210.4 享徳の乱 峰岸　純夫　著 講談社 2017.10

210.4 南北朝 洋泉社 2017.9
210.5 貧困と自己責任の近世日本史 木下　光生　著 人文書院 2017.10

210.6 明治維新司馬史観という過ち 原田　伊織　著 悟空出版 2017.10

210.7 迷宮歴史倶楽部 モリナガ　ヨウ　著 学研プラス 2017.8
216.2 古都の占領 西川　祐子　著 平凡社 2017.8
219.9 沖縄１９３５ 週刊朝日編集部　編 朝日新聞出版 2017.7
226 中東世界データ地図 ダン　スミス　著 原書房 2017.9
228.5 パレスチナの民族浄化 イラン　パペ　著 法政大学出版局 2017.11

288.1 日本人の名字の大疑問 ベストセラーズ 2017.9
289.1 ｲ 井上円了 竹村　牧男　著 春秋社 2017.10

289.1 ｵ よしもと血風録　（新潮文庫） 常松　裕明　著 新潮社 2017.9
289.1 ｻ 西郷隆盛１０１の謎 幕末維新を愛する会　著 文藝春秋 2017.10

289.1 ﾅ 永山則夫　（講談社文庫） 堀川　惠子　著 講談社 2017.4
289.1 ﾖ 吉本せい　（中経の文庫） 青山　誠　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.8

290 読むだけですっきりわかる世界地理
（宝島ＳＵＧＯＩ文庫） 後藤　武士　著 宝島社 2017.7

290.9 ダークツーリズム入門 風来堂　編 イースト・プレス 2017.9
291.0 ひなびた温泉パラダイス 岩本　薫　著 山と溪谷社 2017.10

291.0 肺がんステージⅣ山好き女の挑戦 渡辺　国男　著 新日本出版社 2017.8
291.2 八甲田・岩木山　山と高原地図 いちのへ　義孝　調査執筆 昭文社 2017
291.2 鳥海山・月山　山と高原地図 斎藤　政広　調査執筆 昭文社 2017
291.2 蔵王　山と高原地図 高橋　金雄　調査執筆 昭文社 2017
291.2 朝日連峰　山と高原地図 高橋　金雄　調査執筆 昭文社 2017
291.2 栗駒・早池峰　山と高原地図 早川　輝雄　調査執筆 昭文社 2017

《《  歴史・地理    》》
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291.2 風と土の秋田 藤本　智士　著 リトルモア 2017.8
291.2 岩手山・八幡平　山と高原地図 藤原　優太郎　調査執筆 昭文社 2017
291.4 福井県の山　新・分県登山ガイド 宮本　数男　著 山と溪谷社 2010.3
291.5 東海道五十三次写真紀行 清永　安雄　撮影 産業編集センター 2014.4
291.5 ぎふの里歩き３０ 吉澤　マモ　著 岐阜新聞社総合メディア局出版室 2017.7
291.6 二十四節気の京都 柏井　壽　著 ＰＨＰ研究所 2017.9

291.6 ちずたび　京都と出会う自転車ＢＯＯＫ

環境市民京都と出
会う自転車ＢＯＯＫ
制作プロジェクト
チーム　編著

西日本出版社 2017.4

291.6 もし京都が東京だったらマップ 岸本　千佳　著 イースト・プレス 2016.9
D291.6 深ぼり京都さんぽ グレゴリ青山　著 集英社インターナショナル 2017.7
291.6 ６５歳からの京都歩き 永江　朗　著 京阪神エルマガジン社 2017.10

292.3 るるぶタイ　バンコク・アユタヤ　’１８ ＪＴＢパブリッシング 2017.2
292.5 アユボワン！スリランカ　（光文社知恵の森文庫） 岩瀬　幸代　著 光文社 2017.9
295.3 運命の正体 浅見　帆帆子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.4
295.3 ニューヨーク　〔２０１７〕　まっぷるマガジン 昭文社 2017.1
297.6 るるぶホノルル　’１８ ＪＴＢパブリッシング 2017.7

302.2 戸籍アパルトヘイト国家・中国の崩壊 川島　博之　著 講談社 2017.10

302.2 新ゴーマニズム宣言ＳＰＥＣＩＡＬ台湾論 小林　よしのり　著 小学館 2008.11

304 ｶ もうすぐやってくる尊皇攘夷思想のために 加藤　典洋　著 幻戯書房 2017.10

304 ｷﾞ
やっと自虐史観のアホらしさに気づい
た日本人　（ＰＨＰ文庫）

ケント　ギルバート　著 ＰＨＰ研究所 2017.11

304 ﾅ
トランプ巨大旋風の奥底は《イルミナ
ティｖｓプーチン》１％寡頭勢力打倒の戦
いである

中丸　薫　著 ヒカルランド 2017.7

310.4 政治の絵本 たかまつ　なな　著 弘文堂 2017.3
311.2 君主論　（光文社古典新訳文庫） マキャヴェッリ　著 光文社 2017.9
312.1 自民党に天罰を！公明党に仏罰を！ 佐高　信　著 七つ森書館 2017.10

312.3 政治経済の生態学 スヴェン　スタインモ　著 岩波書店 2017.8
316.4 家族をテロリストにしないために ドゥニア　ブザール　著 白水社 2017.10

316.8 エルサレムのアイヒマン ハンナ　アーレント　著 みすず書房 2017.8
316.8 人生の同伴者 玄　善允　著 同時代社 2017.8
319.0 世界政治裏側の真実 副島　隆彦　著 日本文芸社 2017.10

319.1 「日米指揮権密約」の研究 末浪　靖司　著 創元社 2017.10

319.2 米中激突 陳　破空　著 文藝春秋 2017.7
323.9 条解行政不服審査法 小早川　光郎　編著 弘文堂 2016.7
332.1 異次元緩和の終焉 野口　悠紀雄　著 日本経済新聞出版社 2017.10

334.3 中国「絶望」家族 メイ　フォン　著 草思社 2017.9
334.4 だから、居場所が欲しかった。 水谷　竹秀　著 集英社 2017.9
334.5 定年後の楽園の見つけ方 太田　尚樹　著 新潮社 2017.10

335.2 巨大ブラック企業 佐高　信　著 河出書房新社 2017.9
336.1 孫社長にたたきこまれたすごい「数値化」仕事術 三木　雄信　著 ＰＨＰ研究所 2017.9
336.2 １０歳でもわかる問題解決の授業 苅野　進　著 フォレスト出版 2017.10

336.3 ダークサイド・スキル 木村　尚敬　著 日本経済新聞出版社 2017.7

《《  社会科学      》》
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336.4 部下のやる気を引き出すワンフレーズの言葉がけ 占部　正尚　著 日本実業出版社 2017.10

336.4 セミナー講師の伝える技術 立石　剛　著 かんき出版 2017.7
336.4 最強のプレゼン段取り術 西脇　資哲　著 総合法令出版 2017.8

336.5
デスクと気持ちの片づけで見違える、わ
たしの仕事時間 Ｅｍｉ　著 ワニブックス 2017.11

336.5 実例で見る！ストレスゼロの超速資料作成術 西脇　資哲　著 あさ出版 2017.7
338.1 空あかり 清武　英利　著 講談社 2017.11

338.1 マネーという名の犬 ボード　シェーファー　著 飛鳥新社 2017.11

338.1 月収１５万円からの株入門 藤川　里絵　著 扶桑社 2017.9
338.9 銀行消滅 副島　隆彦　著 祥伝社 2017.11

361.8 サラリーマン大喜利 水野　敬也　著 文響社 2017.10

364 図解でわかる社会保険いちばん最初に読む本 山田　芳子　著 アニモ出版 2016.3
364.6 貧しい日本の年金の実態、これで良いのか 夏野　弘司　著 本の泉社 2017.7
365.3 町を住みこなす 大月　敏雄　著 岩波書店 2017.7
366.2 集団就職 澤宮　優　著 弦書房 2017.5
367.2 少子化社会と妊娠・出産・子育て 由井　秀樹　編著 北樹出版 2017.4
367.3 母親に、死んで欲しい ＮＨＫスペシャル取材班　著 新潮社 2017.10

367.7 定年バカ 勢古　浩爾　著 ＳＢクリエイティブ 2017.11

367.7 ７０歳、はじめての男独り暮らし 西田　輝夫　著 幻冬舎 2017.10

367.9 １３歳から知っておきたいＬＧＢＴ＋ アシュリー　マーデル　著 ダイヤモンド社 2017.11

368.4 彼女たちの売春
ワ リ キ リ

　（新潮文庫） 荻上　チキ　著 新潮社 2017.11

368.4 ヨコハマメリー 中村　高寛　著 河出書房新社 2017.8
368.5 ヤクザになる理由 廣末　登　著 新潮社 2016.7
368.6 男が痴漢になる理由 斉藤　章佳　著 イースト・プレス 2017.8
369.2 「わがまま」のつながり方 鎌田　實　著 中央法規出版 2017.7

369.2
安心、安全、便利でラクラク　シニアの
ための応援グッズ

ダイヤモンド　ビジ
ネス企画　編　著

ダイヤモンド・ビジネス企画 2017.4

369.2
介護界のアイドルごぼう先生のみんな
を笑顔にする魔法 簗瀬　寛　著 講談社 2017.10

369.3 命を守る水害読本 命を守る水害読本編集委員会　編著 毎日新聞出版 2017.7
369.4 母子世帯の居住貧困 葛西　リサ　著 日本経済評論社 2017.3
377.2 工学部ヒラノ教授の中央大学奮戦記 今野　浩　著 青土社 2017.3
377.2 近大革命 世耕　石弘　著 産経新聞出版 2017.11

379.7 身の丈にあった勉強法 菅　広文　著 幻冬舎 2017.11

379.9 東大脳の育て方 主婦の友社知育　教育取材班　編 主婦の友社 2017.9
382.1 民俗学者が歩いて出会った人生のことば 汽水民俗研究会　編著 創元社 2017.10

386.1 季語になった京都千年の歳事 井上　弘美　著 角川文化振興財団 2017.4
386.1 ニッポンの奇祭 小林　紀晴　著 講談社 2017.8
389 メイキング ティム　インゴルド　著 左右社 2017.10

392.1 丹羽宇一郎　戦争の大問題 丹羽　宇一郎　著 東洋経済新報社 2017.8

392.1
東京と神戸に核ミサイルが落ちたとき
所沢と大阪はどうなる

兵頭　二十八　著 講談社 2017.10

392.5 在日米軍 梅林　宏道　著 岩波書店 2017.6

404 ついに反重力の謎が解けた！ ケイ　ミズモリ　著 ヒカルランド 2017.4
《《  自然科学      》》
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420.2 物理２６００年の歴史を変えた５１のスケッチ ドン　Ｓ．レモンズ　著 プレジデント社 2017.9
421.2 時間とはなんだろう 松浦　壮　著 講談社 2017.9
421.3 １２歳の少年が書いた量子力学の教科書 近藤　龍一　著 ベレ出版 2017.7
421.3 佐藤文隆先生の量子論 佐藤　文隆　著 講談社 2017.9
442.3 スーパー望遠鏡「アルマ」の創造者たち 山根　一眞　著 日経ＢＰコンサルティング 2017.7
443.9 宇宙の誕生と終焉 松原　隆彦　著 ＳＢクリエイティブ 2016.2
D450 あっ！地球が… 尾池　和夫　原案 マニュアルハウス 2016.10

450.9 最後の辺境 水越　武　著 中央公論新社 2017.7
453 ２０３８年南海トラフの巨大地震 尾池　和夫　著 マニュアルハウス 2015.3
453.2 日本列島の巨大地震 尾池　和夫　著 岩波書店 2011.10

453.8 カラー図鑑日本の火山 高田　亮　監修 ナツメ社 2017.10

462 サルは大西洋を渡った アラン　デケイロス　著 みすず書房 2017.11

467.2 君のやる気スイッチをＯＮにする遺伝子の話 村上　和雄　著 致知出版社 2017.7
470 雑草は軽やかに進化する 藤島　弘純　著 築地書館 2017.10

480.4 未確認動物ＵＭＡ生態図鑑 並木　伸一郎　著 学研プラス 2017.9
488.1 鳥さんぽをはじめよう 鳥くん　著 主婦の友社 2017.11

489.5 人を襲うクマ 羽根田　治　著 山と溪谷社 2017.10

490.4 身体知性 佐藤　友亮　著 朝日新聞出版 2017.10

491.3 できない脳ほど自信過剰 池谷　裕二　著 朝日新聞出版 2017.5
491.3 脳 トム　ジャクソン　著 丸善出版 2017.11

491.6 こわいもの知らずの病理学講義 仲野　徹　著 晶文社 2017.9

492.7
なぜ《塩と水》だけであらゆる病気が癒
え、若返るのか！？

ユージェル　アイデミール　著 ヒカルランド 2017.9

492.7
とれない首こり・肩こりは「巻き肩」が原
因だった 福辻　鋭記　著 青春出版社 2017.2

493.2
一番よくわかるタイプ別下肢静脈瘤の
防ぎ方・治し方 池谷　敏郎　著 家の光協会 2017.11

493.7 うつを気楽にいやす本 斎藤　茂太　著 興陽館 2017.10

493.7
自分の「うつ」を薬なしで治した脳科学
医九つの考え方 高田　明和　著 コスモ２１ 2017.7

493.9 ０歳からのスキンケア 友利　新　著 イースト・プレス 2017.4
495.6 出生前診断、受けますか？ ＮＨＫスペシャル取材班　著 講談社 2017.8

496
スーパードクターと学ぶ一生よく見える
目になろう 深作　秀春　著 主婦の友社 2017.9

496.7 後鼻漏が改善！喉スッキリ咳も止まった 嘉島　康二　監修 日正出版 2016.8
498.3 「座りすぎ」が寿命を縮める 岡　浩一朗　著 大修館書店 2017.11

498.3 脳が知っている怒らないコツ 加藤　俊徳　著 かんき出版 2016.10

498.3 死ぬまで歩くにはスクワットだけすればいい 小林　弘幸　著 幻冬舎 2017.10

498.3 呼吸で１０歳若返る。 白澤　卓二　著 ブックマン社 2017.9
498.3 腰の痛み、ひざの痛みが消える！ 竹末　弘実　著 ソレイユ出版 2017.11

498.3 脳を鍛える丹田音読法 松井　和義　著 コスモ２１ 2016.2
498.3 免疫力を高めるアマデウスの魔法の音 和合　治久　著 アチーブメント出版 2017.9
498.3 ３０秒でスッキリ！壁トレ 和田　清香　著 ナツメ社 2017.11

498.4 低気圧女子の処方せん 小越　久美　著 セブン＆アイ出版 2017.9
498.5 残念和食にもワケがある 岩村　暢子　著 中央公論新社 2017.10

498.5 パンと牛乳は今すぐやめなさい！ 内山　葉子　著 マキノ出版 2017.9
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498.5 正しい玄米食、危ない玄米食 鶴見　隆史　著 かざひの文庫 2017.11

498.5 最少の努力でやせる食事の科学 オーガスト　ハーゲスハイマー　著 講談社 2017.8
498.5 医者が教える食事術最強の教科書 牧田　善二　著 ダイヤモンド社 2017.9
498.5 食と健康の一億年史 スティーブン　レ　著 亜紀書房 2017.10

498.5 子どもに「買ってはいけない」「買ってもいい」食品 渡辺　雄二　著 大和書房 2017.11

498.7 伸びる子どもの、からだのつくり方 森本　貴義　著 ポプラ社 2016.2

507.2 パクリ商標 新井　信昭　著 日本経済新聞出版社 2017.10

523.1 いいビルの世界 東京ビルさんぽ　著 大福書林 2017.10

524.2
日本人だからこそ成し遂げられる《木・
呼吸・微生物》超先進文明の創造

船瀬　俊介　ほか著 ヒカルランド 2017.5

527 人生が変わるリフォームの教科書 水越　美枝子　著 講談社 2017.10

527 小さな平屋に暮らす。 山田　きみえ　編 平凡社 2017.10

527 猫のための家づくり エクスナレッジ 2017.9
536 電車の顔図鑑 江口　明男　著 天夢人 2017.9

547.3 はじめてのレコーディング 満田　恒春　著
ヤマハミュージック
エンタテインメント
ホールディングス

2017.9

589.2 基本の８着で人生が変わる大人着回し術 ａｋｋｏ３８３９　著 幻冬舎 2017.10

589.2 おしゃれの道しるべ 鵜飼　弘子　著 主婦と生活社 2017.5
589.2 無駄のないクローゼットの作り方 熊倉　正子　著 講談社 2017.9
589.2 おしゃれはほどほどでいい 野宮　真貴　著 幻冬舎 2017.10

589.2 だれにでもつくれる最強のクローゼット 林　智子　著 ワニブックス 2016.9
589.2 ふだんの服で大人のおしゃれ 福田　栄華　監修 朝日新聞出版 2017.10

589.2 プチプラ３６５ｄａｙｓ プチプラのあや　著 宝島社 2017.2
589.2 大人になったら、着たい服　’１７－’１８秋冬 主婦と生活社 2017.10

589.7 ＳＨＯＥ　ＤＯＧ フィル　ナイト　著 東洋経済新報社 2017.11

590
ＴＨＥ　ＬＩＴＴＬＥ　ＢＯＯＫ　ＯＦ　ＨＹＧＧＥ
３６５日「シンプルな幸せ」のつくり方

マイク　ヴァイキング　著 三笠書房 2017.10

590 心がラクになるドイツのシンプル家事 久保田　由希　著 大和書房 2017.11

590 みんなの暮らし日記 みんなの日記編集部　編 翔泳社 2017.7
590 家事が好きになる暮らしの工夫 中山　あいこ　著 エクスナレッジ 2017.9
590 ゆるく暮らす マキ　著 マイナビ出版 2017.5
590 子どもとセンスよく丁寧に暮らす ｍａｙｕｋｏ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.10

590.4 脱力系ミニマリスト生活 森　秋子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.6

591
定年直前から死んだ後まで。お金の手
続きがすべてわかる本 尾久　陽子　著 主婦と生活社 2016.2

591 １日５００円の小さな習慣 横山　光昭　著 幻冬舎 2017.11

593.3 おしゃれな毎日服 阪西　紀子　著 日本ヴォーグ社 2016.9
593.3 心地いい手ぬいのおしゃれ服 高橋　恵美子　著 主婦と生活社 2017.10

593.8 よくわかるストールの巻き方使い方 石田　純子　監修 主婦の友社 2017.10

594 直線縫いのかんたんこもの ブティック社 2017.2
594.2 ステッチイデー　ＶＯＬ．２６ 日本ヴォーグ社 2017.11

594.3 肌触りのよい糸で編むかわいい色のベビーニット 朝日新聞出版　編著 朝日新聞出版 2017.10

594.3 ニットのクラッチバッグ 主婦と生活社　編 主婦と生活社 2016.10

594.3 日々のあみもの 那須　早苗　著 文化学園文化出版局 2017.10

《《  技術・工学    》》
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594.3 はじめてでもかんたん！大人のかぎ針編み リトルバード　編 西東社 2016.10

594.3 ズパゲッティでざくざく編むクラッチバッグと小物 主婦と生活社 2016.6
594.7 口金づかいのバッグ 越膳　夕香　著 日本ヴォーグ社 2016.8

595
ハリウッド式ワークアウト腹が凹む！神
の７秒間メソッド 北島　達也　著 ワニブックス 2016.5

596 驚きの魅せレシピ 市瀬　悦子　著 家の光協会 2017.11

596 知っておいしい保存食事典 実業之日本社　編 実業之日本社 2017.8
596 毎日ラクするつくりおき献立 ｔａｍｉ　ほか著 学研プラス 2017.10

596 うちごはんのゆる基本 るぅ　著 セブン＆アイ出版 2017.9
596 「きょうの料理」くらべて選べるわが家の味 ＮＨＫ出版 2017.11

596 行列のできる定食屋菱田屋の男メシ！ オレンジページ 2017.12

596.2 デリおき 依田　隆　著 秀和システム 2017.3

D596.3
おひとりさまのあったか１ケ月食費２万
円生活　四季の野菜レシピ おづ　まりこ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.4

596.3
山口はるののかんたん！おいしい！美
的創作「豆腐」レシピ 山口　はるの　著 清流出版 2017.7

596.3 つくりおき野菜ペーストレシピ 横山　剛　著 幻冬舎 2017.10

596.3 減塩でもおいしい野菜のレシピ
日本医療福祉生活
協同組合連合会 2017.10

596.6 パリセヴェイユ 金子　美明　著 柴田書店 2016.9
596.6 あたらしくておいしい和のおかし 黒岩　典子　著 世界文化社 2017.5
596.6 作業時間１０分米粉１００％のパンとレシピ 高橋　ヒロ　著 イカロス出版 2017.10

596.6 ブリスボール 坪井　玲奈　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.5
596.6 キレイをつくる魔法のお菓子ロースイーツレシピ Ｍｉｉ　著 学研プラス 2016.11

596.7 日本茶の教科書 枻出版社 2017.4
596.9 うつわの教科書 枻出版社 2017.1
597 なんでも自分で修理する本 片桐　雅量　著 洋泉社 2017.1
597 インテリアでおもてなし 主婦の友社　編 主婦の友社 2017.11

597 私のカントリー　ＮＯ．１０２ 主婦と生活社 2017.9
597.5 ゆとりが生まれる収納革命　（王様文庫） 飯田　久恵　著 三笠書房 2017.11

597.5 やせる収納 梶ケ谷　陽子　著 主婦の友社 2017.11

597.5 さよさんの「きれいが続く」収納レッスン 小西　紗代　著 講談社 2017.10

597.9 すっきり暮らすための掃除・片づけのコツ 主婦の友社　編 主婦の友社 2017.11

599.0 息子とワタシ、ときどきツレ 細川　貂々　著 新日本出版社 2017.10

619.8 宇治茶と上林一族 上林　春松　著 宮帯出版社 2017.9
627.9 あなたの暮らしに似合う花 平井　かずみ　著 地球丸 2017.7
645.6 やさしいねこ 太田　康介　著 扶桑社 2017.10

645.6 必死すぎるネコ 沖　昌之　著 辰巳出版 2017.10

645.6 ジャック式生活のオキテ ジャック式生活編集部　編 誠文堂新光社 2017.10

670.9
気がつけばバイリンガル　ビジネス英語
の常識Ｑ＆Ａ

ＩＢＣパブリッシング　編 ＩＢＣパブリッシング 2016.9

673.7 ユニクロ潜入一年 横田　増生　著 文藝春秋 2017.10

673.8 百円の男ダイソー矢野博丈 大下　英治　著 さくら舎 2017.10

673.9 世界に広がる日本の職人 青山　玲二郎　著 筑摩書房 2017.9

《《  産業            》》
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673.9
高卒製造業のワタシが３１歳で家賃年
収１７５０万円になった方法！

ふんどし王子　著 ごま書房新社 2017.11

673.9 図解でわかる指名される技術 堀江　貴文　著 ゴマブックス 2016.9
685.9 ヤマト正伝 日経ビジネス　編著 日経ＢＰ社 2017.7
686.7 ＪＲ電車編成表　２０１８冬 ジェー　アール　アール　編 交通新聞社 2017.11

725.2 トリックアート入門 ステファン　パブスト　著 グラフィック社 2017.9
726.5 思い出した訪問 エドワード　ゴーリー　著 河出書房新社 2017.10

728.2 愛の方程式 金澤　翔子　書 新日本出版社 2017.9
740.2 降伏の記録 植本　一子　著 河出書房新社 2017.10

740.2 動物写真家という仕事 前川　貴行　写真　文 新日本出版社 2017.9
743.5 趣味の鉄道写真　鉄日和撮影日記 山井　美希　著 鉄道ジャーナル社 2017.9
748 スティーヴ・マッカリーの「読む時間」 スティーヴ　マッカリー　著 創元社 2017.9
750 メディア工作ワークブック パンタグラフ　著 グラフィック社 2017.4
753 世界の服飾文様図鑑 文化学園服飾博物館　編著 河出書房新社 2017.7
754.9 考える力が育つ魔法の折り紙あそび 杉之原　眞貴　著 ＰＨＰ研究所 2016.4
754.9 ディズニーツムツムグリーティングカード 鈴木　孝美　著 ブティック社 2016.5

764.7 ヘドバン的「メタルの古典」１００枚
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント 2017.5

773.2 無辺光 片山　幽雪　著 岩波書店 2017.10

778.2 銀幕のキノコ雲 川村　湊　著 インパクト出版会 2017.4
778.2 成城映画散歩 高田　雅彦　著 白桃書房 2017.6
778.2 ママを殺した 藤　真利子　著 幻冬舎 2017.11

778.2 オードリー・ヘップバーンの言葉 山口　路子　著 大和書房 2016.8

778.2 映画の間取り ＷＯＷＯＷ「映画の
間取り」編集部　著 扶桑社 2016.10

779.1 十八番の噺 春風亭　昇太　著 フィルムアート社 2017.9
779.1 噺は生きている 広瀬　和生　著 毎日新聞出版 2017.7
779.9 ｅｎｃｏｕｒａｇｅ ＡＫＩＮＯＲＩ　ＩＴＯ　撮影 宝島社 2017.9
779.9 笑うお葬式 野沢　直子　著 文藝春秋 2017.10

780.1
トップアスリートに伝授した怪我をしない
体と心の使いかた 小田　伸午　著 創元社 2016.12

780.7 子どもの運動力は４スタンス理論で引き出せる！ 廣戸　聡一　著 日本文芸社 2016.7
780.7 ５秒腹筋劇的腹やせトレーニング 松井　薫　著 西東社 2017.10

D781.4 すごいストレッチ 崎田　ミナ　著 エムディエヌコーポレーション 2017.3
783.2 最新ソフトバレー・ハンドブック　３訂版 日本ソフトバレーボール連盟　編 大修館書店 2017.7
783.7 壁　（ワニ文庫） 野村　克也　著 ベストセラーズ 2017.3
783.7 いつも、気づけば神宮に 長谷川　晶一　著 集英社 2017.5
783.7 兵隊になった沢村栄治 山際　康之　著 筑摩書房 2016.6
789.3 宮本武蔵の一生 浜田　昭生　著 東洋出版 2017.8
796.0 藤井聡太　天才はいかに生まれたか 松本　博文　著 ＮＨＫ出版 2017.10

798 金子一馬画集　５ 金子　一馬　画 新紀元社 2017.9
798 ＱＵＩＺ　ＪＡＰＡＮ　ｖｏｌ．８ セブンデイズウォー　著　編 セブンデイズウォー 2017.9

798
東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団
ＡｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎからの挑戦状　第１巻

東京大学謎解き制
作集団ＡｎｏｔｈｅｒＶｉ
ｓｉｏｎ　著

扶桑社 2017.5
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809.4 「声を整える」と人生が輝く キリロラ☆　著 東邦出版 2017.10

810.4 できる人の語彙力が身につく本　（知的生きかた文庫） 語彙力向上研究会　著 三笠書房 2017.8

810.4 もっとハゲしく声に出して笑える日本語
（光文社知恵の森文庫）

立川　談四楼　著 光文社 2017.9

811.0 漢字とカタカナとひらがな 今野　真二　著 平凡社 2017.10

814 「美しい日本語」の練習帳　（青春文庫） 知的生産研究会　著 青春出版社 2017.9
816.8 くらしの作文 中日新聞編集局生活部　編 中日新聞社 2017.5

830.7
落ちこぼれだった私がペラペラになれ
たすごい英語勉強法

ミサコ　ロックス　著 アスコム 2017.7

837 天声人語　２０１７秋 朝日新聞論説委員室　編 原書房 2017.11

837.8 海外ドラマはたった３５０の単語でできている Ｃｏｚｙ　著 西東社 2017.5

910.2 愛別十景 窪島　誠一郎　著 アーツアンドクラフツ 2017.9
910.2 ﾉ うそつき 野坂　暘子　著 新潮社 2017.10

911.0 日本の詩歌　（岩波文庫） 大岡　信　著 岩波書店 2017.11

911.1 私の前衛短歌 永田　和宏　著 砂子屋書房 2017.9
911.1 一ケ月反抗期 水源　カエデ　著 市井社 2017.9
911.3 天の川銀河発電所 佐藤　文香　編著 左右社 2017.9
911.3 季語体系の背景 宮坂　静生　著 岩波書店 2017.10

911.5 ホラホラ、これが僕の骨 中原　中也　著 ロゼッタストーン 2017.9

912.7 日本名作シナリオ選　上巻

日本シナリオ作家
協会「日本名作シ
ナリオ選」出版委員
会　編

日本シナリオ作家協会 2016.2

913.2 神訳古事記 荒川　祐二　著 光文社 2017.10

913.2 古事記 梅原　猛　ほか著 新潮社 2017.9
913.3 とりかえばや物語　（文春文庫） 田辺　聖子　訳著 文藝春秋 2015.10

913.3 源氏物語　２　（岩波文庫） 紫式部　著 岩波書店 2017.11

915.6 ｼ 北の空と雲と 椎名　誠　写真と文 ＰＨＰ研究所 2017.12
915.6 ﾃﾞ チェコの十二カ月 出久根　育　著　絵 理論社 2017.12

916 ｲ ブラックボックス 伊藤　詩織　著 文藝春秋 2017.10

916 ﾀ あたらしい無職 丹野　未雪　著 タバブックス 2017.7
916 ﾖ 死を思うあなたへ 吉田　ルカ　著 日本評論社 2017.9

923 ﾁ １３・６７ 陳　浩基　著 文藝春秋 2017.9
923 ﾄ 歩歩驚心　上，下 桐華　著 新書館 2017.1
923 ﾘ 一句頂一万句 劉　震雲　著 彩流社 2017.8

933 ｱ 永遠
と わ

に残るは　上，下　（新潮文庫）
ジェフリー　アーチャー　著 新潮社 2017.11

933 ｲ 日の名残り　（ハヤカワｅｐｉ文庫） カズオ　イシグロ　著 早川書房 2001.5
933 ｲ 遠い山なみの光　（ハヤカワｅｐｉ文庫） カズオ　イシグロ　著 早川書房 2001.9
933 ｲ 浮世の画家　（ハヤカワｅｐｉ文庫） カズオ　イシグロ　著 早川書房 2006.11

933 ｸ 誓いの口づけはヴェールの下で　（ラズベリーブックス） アマンダ　クイック　著 竹書房 2017.6
933 ｸﾞ シンパサイザー ヴィエト　タン　ウェン　著 早川書房 2017.8
933 ｸ ダーク・マター　（ハヤカワ文庫） ブレイク　クラウチ　著 早川書房 2017.10

933 ｸ 涙の婚約指輪　（ハーレクイン文庫） サラ　クレイヴン　著 ハーパーコリンズ・ジャパン 2017.6
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933 ｺ 大統領令嬢のコーヒーブレイク　（コージーブックス） クレオ　コイル　著 原書房 2017.10

933 ｽ 女王のジレンマ　（創元推理文庫） シャンナ　スウェンドソン　著 東京創元社 2017.10

933 ｽ サイレント　上　（ハーパーＢＯＯＫＳ） カリン　スローター　著 ハーパーコリンズ・ジャパン 2017.6
933 ﾃﾞ スティール・キス ジェフリー　ディーヴァー　著 文藝春秋 2017.10

933 ﾊﾞ 浜辺に舞い降りた貴婦人と　（ライムブックス） メアリ　バログ　著 原書房 2017.10

933 ﾊ 幾千もの夜をこえて　（ＭＩＲＡ文庫） リンダ　ハワード　著 ハーパーコリンズ・ジャパン 2017.10

933 ﾊﾞ 復讐と愛のはざまで　（マグノリアロマンス） マヤ　バンクス　著 オークラ出版 2017.10

933 ﾋﾟ 雪と毒杯　（創元推理文庫） エリス　ピーターズ　著 東京創元社 2017.9
933 ﾌﾟ 隣接界 クリストファー　プリースト　著 早川書房 2017.10

933 ﾍﾟ その日の後刻に グレイス　ペイリー　著 文藝春秋 2017.8
933 ﾓ 星降る街のシンデレラ　（ＭＩＲＡ文庫） サラ　モーガン　著 ハーパーコリンズ・ジャパン 2017.7
933 ﾛ 夕陽に染まるキス　上，下　（扶桑社ロマンス） ノーラ　ロバーツ　著 扶桑社 2017.10

933 ﾛ 歪んだ絆の刻印　（ヴィレッジブックス） Ｊ．Ｄ．ロブ　著 ヴィレッジブックス 2017.9
936 ｸ 息子が殺人犯になった スー　クレボルド　著 亜紀書房 2017.7
963 ｱ 失われた遺骨　上，下　（マグノリアブックス） マティルデ　アセンシ　著 オークラ出版 2017.10

MU349
宇治市一般会計予算書および予算説
明書　平成２９年度 宇治市　編 宇治市 2017

MU349
宇治市特別会計予算書および予算説
明書　平成２９年度 宇治市　編 宇治市 2017

MU349 予算の概要　平成２９年度 宇治市　編 宇治市 2017
MU349 市税概要　平成２８年度 宇治市　編 宇治市 2017.11

MU369
宇治市これからの高齢者の暮らしに関
する調査報告書

宇治市健康長寿部
介護保険課　編 宇治市 2017.6

MU373 宇治市の教育　平成２９年度版 宇治市教育委員会　編 宇治市教育委員会 2017.10

R031 現代用語の基礎知識　２０１８ 自由国民社　編集 自由国民社 2018.1
R334 土地白書　平成２９年版 国土交通省　編集 勝美印刷 2017.11

R403 理科年表　第９１冊（平成３０年） 国立天文台　編 丸善出版 2017.11

R440 天文年鑑　２０１８年版 天文年鑑編集委員会　編 誠文堂新光社 2017.11

R498 厚生労働白書　平成２９年版 厚生労働省　編 日経印刷 2017.11
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