
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

F-ｱｵ むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳　碧人　著 双葉社 2019.4
F-ｱｶ 戦神 赤神　諒　著 角川春樹事務所 2019.4
F-ｱｷ 居酒屋ぼったくり　１１ 秋川　滝美　著 アルファポリス 2019.3
F-ｱｼ ハムレット殺人事件 芦原　すなお　著 東京創元社 2019.3
F-ｱﾗ この橋をわたって 新井　素子　著 新潮社 2019.4
F-ｱﾗ 神を統べる者　上宮聖徳法王誕生篇 荒山　徹　著 中央公論新社 2019.4
F-ｱﾝ 東京クライシス 安生　正　著 祥伝社 2019.3
F-ｲｶ 相棒　ｓｅａｓｏｎ１６（上，中，下）　（朝日文庫） 碇　卯人　ノベライズ 朝日新聞出版 2018.12

F-ｲｼ 茉莉花官吏伝　５　（ビーズログ文庫） 石田　リンネ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.2
F-ｲｼ 不老虫 石持　浅海　著 光文社 2019.4
F-ｲﾇ 心音 乾　ルカ　著 光文社 2019.4
F-ｲﾏ 秋暮の五人　（ハルキ文庫） 今村　翔吾　著 角川春樹事務所 2019.4
F-ｳｴ リラと戦禍の風 上田　早夕里　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.4
F-ｳｴ 混沌　（徳間文庫） 上田　秀人　著 徳間書店 2019.4
F-ｳｴ 帝国ホテル建築物語 植松　三十里　著 ＰＨＰ研究所 2019.4
F-ｳｿ 嘘と約束 アミの会（仮）　著 光文社 2019.4
F-ｳﾁ 孤道　完結編　（講談社文庫） 内田　康夫　原案 講談社 2019.3
F-ｳﾁ 孤道　（講談社文庫） 内田　康夫　著 講談社 2019.3
F-ｴﾓ 遊牧少女を花嫁に　〔１〕 江本　マシメサ　著 主婦と生活社 2018.11

F-ｵｵ 密原トリカと七億の小人とチョコミント 太田　忠司　著 キノブックス 2019.2
F-ｵﾀﾞ 平安あや解き草紙　（集英社オレンジ文庫） 小田　菜摘　著 集英社 2019.3

F-ｵﾂ
不本意ですが、竜騎士団が過保護です
〔１〕　（ビーズログ文庫）

乙川　れい　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018.6

F-ｶｲ 破れた繭　（岩波文庫） 開高　健　作 岩波書店 2019.4

図書館に入った本のごあんない

２０１９年６月号

　　
わせみん

＊図書館が４月１６日から５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

《《  小説            》》
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F-ｶｷ うちの子が結婚しないので　（新潮文庫） 垣谷　美雨　著 新潮社 2019.4
F-ｶﾐ 心霊探偵八雲　１１ 神永　学　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.3
F-ｶﾔ デルフィニア戦記外伝　２　（中公文庫） 茅田　砂胡　著 中央公論新社 2019.3
F-ｷﾇ ようこそ実力至上主義の教室へ　１０　（ＭＦ文庫Ｊ） 衣笠　彰梧　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.1
F-ｸﾗ 人情料理わん屋　（実業之日本社文庫） 倉阪　鬼一郎　著 実業之日本社 2019.4
F-ｸﾗ 作家の人たち 倉知　淳　著 幻冬舎 2019.4
F-ｺﾊﾞ こばなしけんたろう 小林　賢太郎　著 幻冬舎 2019.2
F-ｺﾏ つくも神会議　（ポプラ文庫ピュアフル） 小松　エメル　著 ポプラ社 2019.3
F-ｻｴ 武士の賦　（文春文庫） 佐伯　泰英　著 文藝春秋 2019.4

F-ｻｸ
転生先が少女漫画の白豚令嬢だった
２　（ビーズログ文庫）

桜　あげは　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018.9

F-ｻｸ 裸の華　（集英社文庫） 桜木　紫乃　著 集英社 2019.3
F-ｻｻ 寝所の刃光　（角川文庫） 佐々木　裕一　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.3
F-ｻｻ 転生 笹本　稜平　著 双葉社 2019.4
F-ｻﾄ 魔法科高校の劣等生　２８　（電撃文庫） 佐島　勤　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.4
F-ｼﾉ 揚げ雲雀　（小学館文庫） 篠　綾子　著 小学館 2019.4
F-ｼﾉ 紫草の縁　（文春文庫） 篠　綾子　著 文藝春秋 2017.2
F-ｼﾏ 人類最年長 島田　雅彦　著 文藝春秋 2019.4

F-ｼﾕ キャスター探偵 愛優一郎の宿敵
（集英社オレンジ文庫）

愁堂　れな　著 集英社 2018.1

F-ｼﾖ アンド・アイ・ラブ・ハー 小路　幸也　著 集英社 2019.4
F-ｼﾖ 掌篇歳時記　春夏 瀬戸内　寂聴　著 講談社 2019.4
F-ｼﾗ 人魚と十六夜の魔法　（創元推理文庫） 白鷺　あおい　著 東京創元社 2018.8
F-ｼﾝ おまえの罪を自白しろ 真保　裕一　著 文藝春秋 2019.4

F-ｽｶﾞ 不見
み ず

の月 菅　浩江　著 早川書房 2019.4

F-ｽｶﾞ あなたの罪を数えましょう　（講談社タイガ） 菅原　和也　著 講談社 2018.12

F-ｽｽﾞ 拝領刀の謎　（双葉文庫） 鈴木　英治　著 双葉社 2019.4
F-ｽｽﾞ ゴーストライダー　（中公文庫） 鈴峯　紅也　著 中央公論新社 2019.3
F-ｾｵ 傑作はまだ 瀬尾　まいこ　著 ソニー・ミュージックエンタテインメント 2019.3
F-ﾀﾞｲ 両刃の斧　（中公文庫） 大門　剛明　著 中央公論新社 2019.2
F-ﾀｶ 落日の轍　（文春文庫） 高杉　良　著 文藝春秋 2019.3
F-ﾀｶ ハート型の雲 高橋　三千綱　著 幻冬舎メディアコンサルティング 2019.3
F-ﾀﾏ 鯖猫長屋ふしぎ草紙　６　（ＰＨＰ文芸文庫） 田牧　大和　著 ＰＨＰ研究所 2019.3
F-ﾁﾈ レゾンデートル　（実業之日本社文庫） 知念　実希人　著 実業之日本社 2019.4
F-ﾂｶ バシレウス 塚本　青史　著 ＮＨＫ出版 2019.4
F-ﾂｼﾞ 本所の女　（光文社文庫） 辻堂　魁　著 光文社 2019.4
F-ﾂｼﾞ 乱雨の如く　（徳間文庫） 辻堂　魁　著 徳間書店 2019.2
F-ﾂﾈ 白昼夢の森の少女 恒川　光太郎　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.4
F-ﾃﾗ 夜が暗いとはかぎらない 寺地　はるな　著 ポプラ社 2019.4
F-ﾄﾞｳ 割れた誇り　（文春文庫） 堂場　瞬一　著 文藝春秋 2019.3

F-ﾄｷ 勘違いの工房主
アトリエマイスター

時野　洋輔　著 アルファポリス 2019.3

F-ﾄﾊﾞ 剣客旗本春秋譚　剣友とともに
（実業之日本社文庫） 鳥羽　亮　著 実業之日本社 2019.4

F-ﾄﾊﾞ 源九郎仇討ち始末　（双葉文庫） 鳥羽　亮　著 双葉社 2019.4
F-ﾄﾊﾞ 福を呼ぶ賊　（文春文庫） 鳥羽　亮　著 文藝春秋 2019.3
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F-ﾅｶﾞ 浮沈・踊子　他三篇　（岩波文庫） 永井　荷風　作 岩波書店 2019.4
F-ﾅｶﾞ 総理に告ぐ　（角川文庫） 永瀬　隼介　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.2
F-ﾅﾅ ドＳ刑事

デ カ

　井の中の蛙大海を知らず殺人事件 七尾　与史　著 幻冬舎 2019.3
F-ﾆｷ ていん島の記 仁木　英之　著 講談社 2019.4
F-ﾇｶ 猫と狸と恋する歌舞伎町　（新潮文庫ｎｅｘ） 額賀　澪　著 新潮社 2018.10

F-ﾉｸﾞ 元禄五芒星 野口　武彦　著 講談社 2019.3
F-ﾊﾀﾞ ポルシェ太郎 羽田　圭介　著 河出書房新社 2019.4
F-ﾊﾏ 捌き屋　罠　（幻冬舎文庫） 浜田　文人　著 幻冬舎 2019.4
F-ﾊﾏ ブルー 葉真中　顕　著 光文社 2019.4
F-ﾊﾔ 裏切老中　（光文社文庫） 早見　俊　著 光文社 2019.3
F-ﾊﾗ おっぱいマンション改修争議 原田　ひ香　著 新潮社 2019.4
F-ﾋﾜ チャイムが鳴った 日和　聡子　著 新潮社 2019.4
F-ﾌｶ 第四の暴力 深水　黎一郎　著 光文社 2019.4
F-ﾌｸ キボウのミライ 福田　和代　著 祥伝社 2019.4
F-ﾌｼﾞ 返討ち　（文春文庫） 藤井　邦夫　著 文藝春秋 2019.4
F-ﾌｼﾞ 指名手配作家 藤崎　翔　著 双葉社 2019.4

F-ﾌｼ
ローウェル骨董店の事件簿　交霊会と
ソルジャーベア　（角川文庫）

椹野　道流　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.11

F-ﾌｼﾞ 淀川八景 藤野　恵美　著 文藝春秋 2019.4
F-ﾌﾀ 暗黒捜査 二上　剛　著 講談社 2019.2
F-ﾌﾙ 偽りの春 降田　天　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.4
F-ﾎｼ ＲＯＣＣＯ 星野　正樹　フォト＆ストーリー 青幻舎 2018.10

F-ﾏｽ 絵師の魂 渓斎英泉 増田　晶文　著 草思社 2019.1
F-ﾏﾂ 転落　（角川文庫） 松下　麻理緒　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.3
F-ﾐｶ 同潤会代官山アパートメント 三上　延　著 新潮社 2019.4
F-ﾐｽﾞ 冷たい手　（光文社文庫） 水生　大海　著 光文社 2019.3
F-ﾐﾂ 白魔の塔 三津田　信三　著 文藝春秋 2019.4
F-ﾐﾔ 偶然の聖地 宮内　悠介　著 講談社 2019.4
F-ﾐﾔ 友達未遂 宮西　真冬　著 講談社 2019.4
F-ﾓﾁ 太秦荘ダイアリー　２　（双葉文庫） 望月　麻衣　著 双葉社 2019.4
F-ﾔｽﾞ もぐら新章 血脈　（中公文庫） 矢月　秀作　著 中央公論新社 2019.3

F-ﾔｽ
出張料亭おりおり堂　夏の終わりのい
なりずし　（中公文庫）

安田　依央　著 中央公論新社 2019.3

F-ﾔﾉ 朝嵐 矢野　隆　著 中央公論新社 2019.4
F-ﾔﾏ あたしたちよくやってる 山内　マリコ　著 幻冬舎 2019.3
F-ﾔﾏ 刑事に向かない女　（角川文庫） 山邑　圭　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.1
F-ﾔﾏ 木乃伊屋敷の秘密　（新潮文庫） 山本　周五郎　著 新潮社 2018.12

F-ﾕｽﾞ 検事の信義 柚月　裕子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.4
F-ﾖｼ 月とコーヒー 吉田　篤弘　著 徳間書店 2019.2
F-ﾖﾆ 世にもふしぎな動物園　（ＰＨＰ文芸文庫） 東川　篤哉　ほか著 ＰＨＰ研究所 2018.11

F-ﾘｸ 医療捜査官一柳清香　（徳間文庫） 六道　慧　著 徳間書店 2018.3

F-ﾜﾀﾞ さくら坂の未来
さ き

へ　（小学館文庫） 和田　はつ子　著 小学館 2019.4

F-ﾜﾀ 砂塵の掟 渡辺　裕之　著 中央公論新社 2019.2

E-ｻｶ おやつが好き 坂木　司　著 文藝春秋 2019.4
《《  エッセイ        》》
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E-ｿﾉ 「人生最期」の処方箋 曽野　綾子　著 三笠書房 2019.2
E-ﾏｴ 幸せを引き寄せる月の満ちかけ物語 前田　まゆみ　文　絵 創元社 2019.4
E-ﾔﾏ 昭和よ、 山藤　章二　著 岩波書店 2019.4

002 学問からの手紙 宮野　公樹　著 小学館 2019.3
002.7 わかりやすさの罠 池上　彰　著 集英社 2019.2
002.7 京大的アホがなぜ必要か 酒井　敏　著 集英社 2019.3
002.7 調べる技術書く技術 佐藤　優　著 ＳＢクリエイティブ 2019.4
007.1 光の量子コンピューター 古澤　明　著 集英社インターナショナル 2019.2
007.6 できるＷｏｒｄ　＆　Ｅｘｃｅｌ　２０１９ 田中　亘　著 インプレス 2019.1
010.2 図書館巡礼 スチュアート　ケルズ　著 早川書房 2019.3
019.5 メルロ＝ポンティと〈子どもと絵本〉の現象学 正置　友子　著 風間書房 2018.10

019.5 絵本は心のへその緒 松居　直　著 ブックスタート 2018.10

024.8 江戸の古本屋 橋口　侯之介　著 平凡社 2018.12

070.2 新文系ウソ社会の研究 長浜　浩明　著 展転社 2019.4

104 〈概念工学〉宣言！ 戸田山　和久　編 名古屋大学出版会 2019.3
113.2 運命論を哲学する 入不二　基義　著 明石書店 2019.4
134.1 モナドロジー　他二篇　（岩波文庫） ライプニッツ　著 岩波書店 2019.4
134.9 〈後期〉ハイデガー入門講義 仲正　昌樹　著 作品社 2019.3
135.5 デリダのポリティカル・エコノミー 田島　樹里奈　著 北樹出版 2019.3
140.4 「好き」を「お金」に変える心理学　（ＰＨＰ文庫） メンタリストＤａｉＧｏ　著 ＰＨＰ研究所 2019.4
141.6 大人の感情コントロール 和田　秀樹　著 新講社 2019.1
146.8 居るのはつらいよ 東畑　開人　著 医学書院 2019.2

146.8
つい「他人軸」になるあなたが７日間で
自分らしい生き方を見つける方法 根本　裕幸　著 あさ出版 2018.6

147 道化師の石
ラピス

　（１，２） ヘルメス　Ｊ　シャンブ　著 ナチュラルスピリット 2019.2

D147 頭がない男 リチャード　ラング　脚本 ナチュラルスピリット 2019.3
147.7 神代文字とインナーチャイルド 丸山　修寛　著 ヒカルランド 2019.1
151.1 徳は知なり ジュリア　アナス　著 春秋社 2019.3
152.1 選ばれる女におなりなさい ラトナ　サリ　デヴィ　スカルノ　著 講談社 2019.2

159 ｶ
年収３００万円の人の悪習慣 年収１００
０万円の人の良習慣 年収１億円の人
のすごい習慣

金川　顕教　著 サンライズパブリッシング 2018.12

159 ｷ 私は私のままで生きることにした キム　スヒョン　著 ワニブックス 2019.3
159 ｺ なれる最高の自分になる 小宮　一慶　著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2018.12

159 ｻ 斎藤一人 絶対、なんとかなる！ 斎藤　一人　著 マキノ出版 2019.3
159 ｽ 頭の中の貧乏神を追い出す方法 菅原　道仁　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.2

159 ｽ
１億円貯める方法をお金持ち１３７１人
に聞きました

トマス　Ｊ．スタンリー　著 文響社 2019.4

159 ﾉ 斎藤一人 自由力 信長　著 信長出版 2018.12

159 ﾎ 情報だけ武器にしろ。 堀江　貴文　著 ポプラ社 2019.3
159 ﾔ 長生きにこだわらない 矢作　直樹　著 文響社 2019.2
159 ﾖ ブチ抜く力 与沢　翼　著 扶桑社 2019.3
159.4 ５０代からの「稼ぐ力」 大前　研一　著 小学館 2019.1

《《  総記            》》

《《  哲学・宗教    》》
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159.4 天才を殺す凡人 北野　唯我　著 日本経済新聞出版社 2019.1
159.4 グッドバイブスご機嫌な仕事 倉園　佳三　著 インプレス 2019.2
159.4 知的生産術 出口　治明　著 日本実業出版社 2019.2
159.6 大人女子力♡検定 横森　理香　著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2018.12

159.8 人生心得帖 藤尾　秀昭　監修 致知出版社 2019.1
160.4 宗教はなぜ人を殺すのか 正木　晃　著 さくら舎 2018.12

169.1 最高の人生のつくり方 高橋　佳子　著 三宝出版 2018.10

188.6 南無阿弥陀仏と南無妙法蓮華経 平岡　聡　著 新潮社 2019.3

209 世界史を「移民」で読み解く 玉木　俊明　著 ＮＨＫ出版 2019.2
210.0 日本史のミカタ 井上　章一　著 祥伝社 2018.9
210.0 天皇の装束 近藤　好和　著 中央公論新社 2019.3
210.0 災害と生きる日本人 中西　進　著 潮出版社 2019.3
210.1 大人のやりなおし日本史 宝島社 2019.3
210.4 楽市楽座はあったのか 長澤　伸樹　著 平凡社 2019.2
210.4 承久の乱 本郷　和人　著 文藝春秋 2019.1
210.6 事大主義 室井　康成　著 中央公論新社 2019.3
210.7 戦場体験者　（ちくま文庫） 保阪　正康　著 筑摩書房 2018.6
213.6 江戸の不動産 安藤　優一郎　著 文藝春秋 2019.3
213.6 近代東京の地政学 武田　尚子　著 吉川弘文館 2019.2

216.2
京都府立大学文学部歴史学科 フィー
ルド調査集報　第５号

京都府立大学文学
部歴史学科　編

京都府立大学文学
部歴史学科 2019.3

216.2
舞鶴の地域連携と世代間交流 井上奥
本家文書調査報告 東　昇　編

京都府立大学文学
部歴史学科 2019.3

216.3 竜王山・忍頂寺の調査　１ 京都府立大学文学
部考古学研究室　編

京都府立大学文学
部考古学研究室 2019.3

221.0 韓国でも日本人は立派だった 喜多　由浩　著 産経新聞出版 2019.3
221.0 今こそ、韓国に謝ろう　（文庫） 百田　尚樹　著 飛鳥新社 2019.3
222.0 「抗日」中国の起源 武藤　秀太郎　著 筑摩書房 2019.2
222.0 文化大革命五十年 楊　継縄　著 岩波書店 2019.1
222.0 独裁の中国現代史 楊　海英　著 文藝春秋 2019.2
280.4 こんな家に住んできた 稲泉　連　著 文藝春秋 2019.2
281.0 いのちの讃歌 神渡　良平　著 致知出版社 2019.1
288.4 天皇の憂鬱 奥野　修司　著 新潮社 2019.3
288.4 美智子さま　その勁き声 工藤　美代子　著 毎日新聞出版 2019.4
288.4 ナポレオン四代 野村　啓介　著 中央公論新社 2019.2
289.1 ｱ これからを生きる君へ 天野　篤　著 毎日新聞出版 2019.3
289.1 ｱ 明智光秀五百年の孤独 宮崎　正弘　著 徳間書店 2019.3
289.1 ｲ 今川氏親と伊勢宗瑞 黒田　基樹　著 平凡社 2019.1
289.1 ｳ 資本主義と闘った男 佐々木　実　著 講談社 2019.3
289.1 ｺ こころの真実 河野　景子　著 世界文化社 2019.3
289.1 ｺ 高坂正尭 服部　龍二　著 中央公論新社 2018.10

289.1 ｻ 三条実美 内藤　一成　著 中央公論新社 2019.2
289.1 ﾀ 鷹見泉石 片桐　一男　著 中央公論新社 2019.2
289.1 ﾅ あまつましみづ 永田　圭介　著 教文館 2018.8

《《  歴史・地理    》》
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289.1 ﾏ 鷹と生きる 谷山　宏典　著 山と溪谷社 2018.12

289.1 ﾑ 僕は庭師になった 村雨　辰剛　著 クラーケン 2019.3
289.1 ﾖ 吉田松陰１９０歳 一坂　太郎　著 青志社 2019.1

289.3 ｿ
天才数学者、ラスベガスとウォール街を
制す　（上，下）

エドワード　Ｏ．ソープ　著 ダイヤモンド社 2019.4

289.3 ﾌ ニュートンに消された男　（角川ソフィア文庫） 中島　秀人　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018.12

290.9 大人の男海外ひとり旅 伊藤　伸平　著 ダイヤモンド・ビッグ社 2019.2
291.0 にっぽん全国たのしい船旅　２０１８－２０１９ イカロス出版 2018.10

291.0 サイハテ交通をゆく イカロス出版 2018.5
291.0 ことりっぷＭａｇａｚｉｎｅ　Ｖｏｌ．２０（２０１９Ｓｐｒｉｎｇ） 昭文社 2019.4
291.6 地図でみる京都 岩田　貢　著 海青社 2019.1
291.6 せつない京都 柏井　壽　著 幻冬舎 2019.3
291.6 ６０歳からのゆるり京都旅 淡交社 2019.3
291.7 るるぶ山陽山陰ベスト　’２０ ＪＴＢパブリッシング 2019.1
297.8 極夜行前 角幡　唯介　著 文藝春秋 2019.2

301 この数字がわかるだけで日本の未来が読める 高橋　洋一　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.3
302.2 なぜ韓国人は借りたお金を返さないのか シンシアリー　著 扶桑社 2019.2
302.3 ドイツ人はなぜ、年２９０万円でも生活が「豊か」なのか 熊谷　徹　著 青春出版社 2019.2
304 ｱ 不安ノ解体 青山　繁晴　著 飛鳥新社 2019.4
304 ｵ 真正保守の反論 小川　榮太郎　著 飛鳥新社 2019.2
304 ｵ ニッポン２０２１－２０５０ 落合　陽一　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018.10

304 ｻ 官房長官 菅義偉の陰謀 佐高　信　著 河出書房新社 2019.1

304 ｼ
大マスコミが絶対書けない事この本読
んだらええねん！ 辛坊　治郎　著 光文社 2019.3

304 ﾂ バカだけど日本のこと考えてみました つるの　剛士　著 ベストセラーズ 2018.6
304 ﾊ 思いつきで世界は進む 橋本　治　著 筑摩書房 2019.2
304 ﾊ 岩盤規制 原　英史　著 新潮社 2019.3
304 ﾏ ハッキリ言わせていただきます！ 前川　喜平　著 集英社 2019.2
304 ﾔ 下から目線 車いす視点から社会を斬る 矢吹　文敏　著 ウインかもがわ 2018.12

312.1 転換期の大正　（岩波文庫） 岡　義武　著 岩波書店 2019.4
312.3 「社会分裂」に向かうフランス 尾上　修悟　著 明石書店 2018.11

312.5 国家分裂
デ ヴ ァ イ デ ッ ド

するアメリカ政治七顛八倒 副島　隆彦　著 秀和システム 2019.3

312.5 大統領とハリウッド 村田　晃嗣　著 中央公論新社 2019.2
313 政治の衰退　（上，下） フランシス　フクヤマ　著 講談社 2018.6
316.8 クルド人を知るための５５章 山口　昭彦　編著 明石書店 2019.1

317.2 会計検査院　平成３１年版
会計検査院事務総
長官房総務課渉外
広報室　編集

会計検査院事務総
長官房総務課渉外
広報室

〔2019〕

318.2 子どものまちのつくり方 泉　房穂　著 明石書店 2019.2
318.2 沖縄県知事翁長雄志の「言葉」 沖縄タイムス社　編 沖縄タイムス社 2018.9
319.1 １３歳からの日本外交 孫崎　享　著 かもがわ出版 2019.4

319.1
日本はなぜ、「基地」と「原発」を止めら
れないのか　（講談社＋α 文庫）

矢部　宏治　著 講談社 2019.2

319.1 日米安保体制史 吉次　公介　著 岩波書店 2018.10

《《  社会科学      》》
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319.2 徴用工と従軍慰安婦 飛鳥新社 2019.1
319.8 いま、〈平和〉を本気で語るには ノーマ　フィールド　著 岩波書店 2018.12

324.1 入門民法総則 安藤　清美　著 法学書院 2018.12

324.1 図解超早わかり１８歳成人と法律 南部　義典　著 シーアンドアール研究所 2019.2

324.8
相続・事業承継・認知症対策のためのい
ちばんわかりやすい家族信託のはなし 川嵜　一夫　著 日本法令 2019.1

327.1 裁判官は劣化しているのか 岡口　基一　著 羽鳥書店 2019.2
327.1 最高裁に告ぐ 岡口　基一　著 岩波書店 2019.3
327.8 あふれでたのはやさしさだった 寮　美千子　著 西日本出版社 2018.12

330
父が娘に語る美しく、深く、壮大で、とん
でもなくわかりやすい経済の話。

ヤニス　バルファキス　著 ダイヤモンド社 2019.3

330 お金を話そう。 藤野　英人　著 弘文堂 2019.3
331.7 新自由主義の展開と破綻 鎌倉　孝夫　編著 社会評論社 2018.12

332.1 カジノミクス 大門　実紀史　著 新日本出版社 2018.12

332.1 日本の「老後」の正体 高橋　洋一　著 幻冬舎 2019.3
333.6 最後のバブルそして金融崩壊 浅井　隆　著 第二海援隊 2018.12

333.6 恐慌と国家破産を大チャンスに変える！ 浅井　隆　著 第二海援隊 2019.2
336.1 ＯＯＤＡ　ＬＯＯＰ チェット　リチャーズ　著 東洋経済新報社 2019.3
336.2 直感と論理をつなぐ思考法 佐宗　邦威　著 ダイヤモンド社 2019.3
336.9 コンサルタントが毎日やっている会計センスの磨き方 長谷川　正人　著 日本経済新聞出版社 2019.4
338.0 お金の正体 松本　大　著 宝島社 2019.4
338.1 世界一安全な株のカラ売り 相場　師朗　著 ぱる出版 2019.1
338.1 さらば１０倍株、短期で狙う２倍株 朝香　友博　著 彩流社 2019.4
338.1 ダンドーのバリュー投資 モニッシュ　パブライ　著 パンローリング 2019.4
338.3 日本銀行「失敗の本質」 原　真人　著 小学館 2019.4
338.6 最後の頭取 河谷　禎昌　著 ダイヤモンド社 2019.2

338.8
お金持ちになった人の１０年投資をマネ
したら、資産が３倍になりました！ 横山　光昭　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.3

339.4 生命保険はヒドい。騙しだ 副島　隆彦　著 幻冬舎 2019.3

345.1
元審判官が教える！！国税・地方税の
審査請求の実務

佐藤　善恵　共著 ぎょうせい 2018.11

345.7 消費税という巨大権益 大村　大次郎　著 ビジネス社 2019.4
361.4 すごい準備 栗原　甚　著 アスコム 2019.4
361.4 コミュ障でも５分で増やせる超人脈術 メンタリストＤａｉＧｏ　著 マキノ出版 2019.3
361.4 つかず離れずいい関係 和田　秀樹　著 新講社 2019.2
364.3 届け出だけでもらえるお金 井戸　美枝　著 プレジデント社 2018.7
365.3 負動産時代 朝日新聞取材班　著 朝日新聞出版 2019.2

365.3
奇跡の不動産屋が教える幸運が舞い
込む部屋探しの秘密 鈴木　誠　著 朝日新聞出版 2019.2

365.3 老いた家衰えぬ街 野澤　千絵　著 講談社 2018.12

367.3 「苦しい親子関係」から抜け出す方法 石原　加受子　著 あさ出版 2018.10

367.6 虐待から子どもを守る！ 加藤　尚子　著 小学館 2017.7
367.7 「人生１００年」老年格差 和田　秀樹　著 詩想社 2019.4
369.2 家族はなぜ介護してしまうのか 木下　衆　著 世界思想社 2019.2
369.2 障害者の傷、介助者の痛み 渡邉　琢　著 青土社 2018.12

369.3 原発事故との伴走の記 池内　了　著 而立書房 2019.2

7



369.3
警察・レスキュー・自衛隊の一番役に立
つ防災マニュアルＢＯＯＫ 二見　龍　著 ダイアプレス 2019.4

D369.9 生きづらいでしたか？ 細川　貂々　著 平凡社 2019.2
371.4 学校は行かなくてもいい 小幡　和輝　著 健康ジャーナル社 2018.7
372.2 ヒマラヤに学校をつくる 吉岡　大祐　著 旬報社 2018.9
376.1 保育のロマン街道 荒井　洌　著 新読書社 2018.12

376.3 学校の「当たり前」をやめた。 工藤　勇一　著 時事通信出版局 2018.12

378.8 発達障害の子のためのハローワーク 鈴木　慶太　監修 合同出版 2017.7
378.8 「気になる子」のわらべうた 山下　直樹　著 クレヨンハウス 2018.9
379.7 超効率勉強法 メンタリストＤａｉＧｏ　著 学研プラス 2019.3
379.9 ちゃんと失敗する子の育て方 高濱　正伸　著 総合法令出版 2018.6
383.8 刺し身とジンギスカン 魚柄　仁之助　著 青弓社 2019.2
384.3 「市」に立つ 山本　志乃　著 創元社 2019.4

385.6 沖縄の宗教・葬送儀礼・戦没者慰霊 上杉　和央　編
京都府立大学文学
部歴史学科 2019.3

386.1 日本の３６５日を愛おしむ 本間　美加子　著 東邦出版 2019.4
396.2 なぜ必敗の戦争を始めたのか 半藤　一利　編　解説 文藝春秋 2019.2

440.4 もしも宇宙に行くのなら 橳島　次郎　著 岩波書店 2018.10

440.4 ビッグ・クエスチョン スティーヴン　ホーキング　著 ＮＨＫ出版 2019.3
443.9 宇宙の果てまで離れていても、つながっている ジョージ　マッサー　著 インターシフト 2019.3
454.9 絵でわかる日本列島の地形・地質・岩石 藤岡　達也　著 講談社 2019.1

465.0
図解身近にあふれる「微生物」が３時間
でわかる本

左巻　健男　編著 明日香出版社 2019.1

487.9 世界の美しいヘビ 海老沼　剛　著 グラフィック社 2018.10

488.0 鳥肉以上、鳥学未満。 川上　和人　著 岩波書店 2019.2
489.5 犬であるとはどういうことか アレクサンドラ　ホロウィッツ　著 白揚社 2018.12

490.1 現代の死に方 シェイマス　オウマハニー　著 国書刊行会 2018.10

490.1 死ぬときに後悔しない生き方 内藤　いづみ　著 総合法令出版 2019.1
490.9 ミドリ薬品漢方堂のまいにち漢方 櫻井　大典　著 ナツメ社 2018.12

491.3 ヒトはなぜ、ゴキブリを嫌うのか？ 養老　孟司　著 扶桑社 2019.3
491.6 １０億分の１を乗りこえた少年と科学者たち マーク　ジョンソン　著 紀伊國屋書店 2018.11

492 受けてもムダな検査　してはいけない手術 室井　一辰　著 洋泉社 2019.1
493.2 １日１分で血圧は下がる！ 加藤　雅俊　著 講談社 2018.5
493.2 心房細動のすべて 古川　哲史　著 新潮社 2018.12

493.4 美しい肌が生まれるところ 山崎　まいこ　著 ワニブックス 2019.4
493.7 自閉症という知性 池上　英子　著 ＮＨＫ出版 2019.3
493.7 うつ消しごはん 藤川　徳美　著 方丈社 2018.11

493.9 子どもの脳は食べ物で変わる 生田　哲　著 ＰＨＰ研究所 2019.4
495.6 胎児のはなし 増崎　英明　著 ミシマ社 2019.2
496.4 ネコで目がよくなる本 日比野　佐和子　監修 マガジン・マガジン 2018.7
496.6 耳鳴り・難聴・めまいを治す最強極意 マキノ出版 2019.3
496.7 鼻は１分でよくなる！ 今野　清志　著 自由国民社 2019.2
496.9 吃音 近藤　雄生　著 新潮社 2019.1
497.9 歯医者さんが書いた「歯は治療するな」 武田　貢　著 廣済堂出版 2019.4

《《  自然科学      》》
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498 京都の訪問診療所おせっかい日誌 渡辺西賀茂診療所　編 幻冬舎メディアコンサルティング 2018.8
498.2 強制不妊 毎日新聞取材班　著 毎日新聞出版 2019.3

498.3
物忘れ・認知症を撃退！脳がよみがえ
るきくち体操 菊池　和子　著 宝島社 2018.12

498.3 アスリート医師が教える最強のアンチエイジング 黒田　愛美　著 文藝春秋 2019.1
498.3 図解１０歳若返る！簡単に頭を鍛える法 高島　徹治　著 三笠書房 2019.3

498.3
ガチガチの肩・首・背中がほぐれる肩甲
骨１０秒ストレッチ 藤縄　理　著 ＰＨＰ研究所 2018.2

498.3 素敵なあの人のすこやか習慣 宝島社 2019.3
498.5 「空腹」こそ最強のクスリ 青木　厚　著 アスコム 2019.2
498.5 なにを食べるかはからだが教えてくれる。 オオニシ　恭子　著 ＰＨＰエディターズ・グループ 2019.3

498.5
赤ちゃんが元気に育つ時期別妊娠中
のおいしい食事２８０品

川名　有紀子　医
学監修　栄養指導 学研プラス 2019.1

498.5 その調理、まだまだ９割の栄養捨ててます！
東京慈恵会医科大
学附属病院栄養部
監修

世界文化社 2019.3

498.5 あなたが太っているのは、栄養不足のせい 濱　裕宣　監修 マガジンハウス 2019.2
499.1 薬剤師の本音 宇多川　久美子　著 宝島社 2019.3

537.0 日産独裁経営と権力抗争の末路 有森　隆　著 さくら舎 2019.3
589.2 大人になったら、着たい服　２０１９春夏 主婦と生活社 2019.4
590 暮らしに必要なものは、自分で決めていい。 一田　憲子　著 秀和システム 2019.1
590 少ない物で「家族みんな」がすっきり暮らす やまぐち　せいこ　著 ワニブックス 2019.2

591
役所は教えてくれない定年前後「お金」
の裏ワザ 荻原　博子　著 ＳＢクリエイティブ 2019.2

593.3 Ｍａｙ　Ｍｅの作って毎日着たい服 伊藤　みちよ　著 主婦と生活社 2018.6
594 かわいい手作りディズニーベビースタイ ブティック社 2019.2
594.3 エコアンダリヤで編むかごバッグと帽子 日本ヴォーグ社 2019.3
594.8 布花の本 Ｙａｓｕｋｏ　Ｙｕｂｉｓｕｉ　著 日本ヴォーグ社 2019.2
596.2 大原千鶴の和食 大原　千鶴　著 高橋書店 2018.2
596.2 京都　食と暮らし暦 小宮　理実　著 青幻舎 2019.3
596.2 最後の料理人 徳岡　孝二　著 飛鳥新社 2019.4
596.2 ちゃんとおぼえたい和食 吉田　麻子　著 秀和システム 2018.2
596.2 和食が簡単！感動レシピ３００品 学研プラス 2019.3
596.4 六甲かもめ食堂の野菜が美味しいお弁当 船橋　律子　著 誠文堂新光社 2019.3
596.6 抹茶と恋する京都 ＪＴＢパブリッシング 2019.4

627.7 多肉植物＆コーデックスＧｕｉｄｅＢｏｏｋ 主婦の友社　編 主婦の友社 2019.2
673.3 メルカリ 奥平　和行　著 日経ＢＰ社 2018.11

673.9 コーヒーショップをつくる 渡部　和泉　著 旭屋出版 2019.3
675 Ｈａｃｋｉｎｇ　Ｇｒｏｗｔｈ ショーン　エリス　著 日経ＢＰ社 2018.10

687.9 空港＆飛行場の不思議と謎 風来堂　編 実業之日本社 2019.1
689.2 観光亡国論 アレックス　カー　著 中央公論新社 2019.3
693.8 切手もの知りＢｏｏｋ 田辺　龍太　著 郵趣サービス社（発売） 2019.1
693.8 さくら日本切手カタログ　２０２０年版 日本郵趣協会 2019.4

《《  技術・工学    》》

《《  産業            》》
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702.0 抽象の力 岡崎　乾二郎　著 亜紀書房 2018.12

723.3 ゴッホ原寸美術館 ゴッホ　画 小学館 2017.8
723.3 もっと知りたいフェルメール 小林　頼子　著 東京美術 2017.8
726.1 これでいいのだ…さよならなのだ 赤塚　不二夫　著 小学館 2018.12

726.1 手塚治虫と戦時下メディア理論 大塚　英志　著 星海社 2018.12

726.6 アタシ、ママの子？ 麻乃　真純　作　絵 創英社 2016.4
728 基本が身につく書道の教科書 青山　浩之　著 池田書店 2018.12

762.3 ショスタコーヴィチ 亀山　郁夫　著 岩波書店 2018.3
778.2 美と破壊の女優　京マチ子 北村　匡平　著 筑摩書房 2019.2

778.2 樹木希林さんからの手紙
ＮＨＫ『クローズアッ
プ現代＋』＋『知る
しん』制作班　著

主婦の友社 2019.4

778.7 ＰＩＸＡＲ ローレンス　レビー　著 文響社 2019.3
779.1 らくご動物園 相羽　秋夫　著 東方出版 2019.2
779.1 その落語家、住所不定。 立川　こしら　著 光文社 2019.1
788.1 大相撲横綱が残す１００の言葉 横綱名言研究会　編 カンゼン 2017.7
788.3 無敗の王者 マイク　スタントン　著 早川書房 2019.1
789.5 基本から応用までアーチェリー上達のポイント５０ 山本　博　監修 メイツ出版 2019.1
795 布石の方向感覚 大橋　成哉　著 日本棋院 2019.3

810 基礎日本語学 衣畑　智秀　編 ひつじ書房 2019.2
816.5 中高生からの論文入門 小笠原　喜康　著 講談社 2019.1
892.3 １００年かけてやる仕事 小倉　孝保　著 プレジデント社 2019.3

902.0 非在の場を拓く 中村　靖子　編 春風社 2019.2
913.7 噺のまくら　（小学館文庫） 三遊亭　圓生　著 小学館 2019.3
915.6 ｼ 世界の家族／家族の世界 椎名　誠　著 新日本出版社 2019.1

930.2 謎とき『風と共に去りぬ』 鴻巣　友季子　著 新潮社 2018.12

933 ｱ ビール職人の醸造と推理　（創元推理文庫） エリー　アレグザンダー　著 東京創元社 2019.3
933 ｲ ビット・プレイヤー　（ハヤカワ文庫  ＳＦ） グレッグ　イーガン　著 早川書房 2019.3
933 ｳﾞ 荒野にて ウィリー　ヴローティン　著 早川書房 2019.3
933 ｼﾞ 迷路の外には何がある？ スペンサー　ジョンソン　著 扶桑社 2019.2
933 ﾁ セイロン・ティーは港町の事件　（コージーブックス） ローラ　チャイルズ　著 原書房 2019.3
933 ﾅ ミゲル・ストリート　（岩波文庫） Ｖ．Ｓ．ナイポール　作 岩波書店 2019.4
933 ﾊﾞ 復讐の連鎖　（マグノリアロマンス） マヤ　バンクス　著 オークラ出版 2019.3
933 ﾌ ブックショップ ペネロピ　フィッツジェラルド　著 ハーパーコリンズ・ジャパン 2019.3
933 ﾎﾞ 巡査さんと村おこしの行方　（コージーブックス） リース　ボウエン　著 原書房 2019.3
933 ﾜ 巨星　（創元ＳＦ文庫） ピーター　ワッツ　著 東京創元社 2019.3
976 ﾏ 弟は僕のヒーロー ジャコモ　マッツァリオール　著 小学館 2017.8

K291
第５学年「ふるさと宇治」をすべての人
にやさしいまちに

宇治市教育委員会　編 宇治市教育委員会 2019.3

K291 第８学年「ふるさと宇治」と生きる 宇治市教育委員会　編 宇治市教育委員会 2019.3
K291 第９学年「ふるさと宇治」の未来 宇治市教育委員会　編 宇治市教育委員会 2019.3

《《  芸術・体育    》》

《《  語学            》》

《《  文学            》》

《《  外国文学      》》

《《  郷土資料      》》

10



K291
ゼンリン住宅地図京都府京都市
（８－〔１〕，８－〔２〕） ゼンリン 2018.12

K291 ゼンリン住宅地図京都府宇治市 ゼンリン 2019.3

K375
新版数学の世界１，２移行用補助教材
２０１９年度第１学年用／２０２０年度第
２学年用

熊蔵　啓之　著 大日本図書 2019.3

K375
新版数学の世界１移行用補助教材　２
０２０年度第１学年用 熊蔵　啓之　著 大日本図書 2019.3

K375
わくわく算数 ４ 移行用補助教材　２０１
９年度第４学年用

清水　静海　ほか著作 新興出版社啓林館 2019.3

K375
わくわく算数 ５ 移行用補助教材　２０１
９年度第５学年用

清水　静海　ほか著作 新興出版社啓林館 2019.3

K375
未来へひろがるサイエンス１ 移行用補
助教材　２０２０年度第１学年用

塚田　捷　ほか著作 新興出版社啓林館 2019.3

K375
未来へひろがるサイエンス１・２ 移行用
補助教材　２０１９年度第１学年用／２０
２０年度第２学年用

塚田　捷　ほか著作 新興出版社啓林館 2019.3

K376 宇治市「中学生の主張」大会まとめ　平成３０年度 宇治市教育委員会　編 宇治市教育委員会 2019.2

MF351 京都府統計書　平成２９年（２０１７年）
京都府政策企画部
企画統計課　編 京都府 2019.3

MU318 宇治市地域コミュニティ再編計画　平成３１年３月

宇治市市民環境部
文化自治振興課
編

宇治市 2019

MU373 宇治市教育の重点　平成３１年度 宇治市教育委員会　編 宇治市教育委員会 2019

R010 日本の図書館　２０１８

日本図書館協会図
書館調査事業委員
会日本の図書館調
査委員会　編集

日本図書館協会 2019.2

R344 会計検査のあらまし　平成３０年
会計検査院事務総
長官房総務課渉外
広報室

2019.3

R349 地方財政白書　平成３１年版 総務省　編 日経印刷 2019.4

R374 学校保健統計　平成３０年度
文部科学省総合教
育政策局調査企画
課　編

双葉レイアウト 2019.4

R498 厚生統計要覧　平成３０年度

厚生労働省政策統
括官（統計　情報政
策、政策評価担当）
編

厚生労働統計協会 2019.4

R518 京都府都市計画地図集　２０１９年版 ジンブン２１　編集 ジンブン２１ 2019.2

《《  行政資料      》》

《《  参考資料      》》
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