
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-ｱｻ 風を繍
ぬ

う　（実業之日本社文庫） あさの　あつこ　著 実業之日本社 2019.8

F-ｱﾝ ヴァルキリー 安生　正　著 徳間書店 2020.7
F-ｲｶﾞ Ｓが泣いた日 伊兼　源太郎　著 講談社 2020.7
F-ｲｶﾞ 法廷遊戯 五十嵐　律人　著 講談社 2020.7
F-ｲｽﾞ 夏の迷い子 泉　麻人　著 中央公論新社 2020.6
F-ｲｽﾞ 江戸のおんな大工 泉　ゆたか　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.7
F-ｲﾅ 仮名手本殺人事件 稲羽　白菟　著 原書房 2020.2
F-ｲﾉ そこにはいない男たちについて 井上　荒野　著 角川春樹事務所 2020.7
F-ｲﾜ 事故物件７日間監視リポート　（角川ホラー文庫） 岩城　裕明　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.2
F-ｳｴ 陽眠る 上田　秀人　著 角川春樹事務所 2020.7
F-ｳｴ 総力　（光文社文庫） 上田　秀人　著 光文社 2020.7
F-ｳｴ 勘定侍柳生真剣勝負　２　（小学館文庫） 上田　秀人　著 小学館 2020.8
F-ｶｲ ポーラースター　フィデル出陣 海堂　尊　著 文藝春秋 2020.7
F-ｶｲ コロナ黙示録 海堂　尊　著 宝島社 2020.7
F-ｶﾐ 心霊探偵八雲　１２ 神永　学　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.6
F-ｶﾜ 二重拘束のアリア 川瀬　七緒　著 小学館 2020.8
F-ｷﾀ チンギス紀　８ 北方　謙三　著 集英社 2020.7

F-ｷﾇ
ようこそ実力至上主義の教室へ
　２年生編２　（ＭＦ文庫Ｊ）

衣笠　彰梧　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.6

F-ｸﾗ 双血の墓碑銘
エ ピ タ フ

　２　（ガガガ文庫） 昏式　龍也　著 小学館 2020.1

F-ｺｽ 悲恋歌　（祥伝社文庫） 小杉　健治　著 祥伝社 2020.7
F-ｺﾞﾀﾞ 闇中の星　（ハヤカワ文庫　ＪＡ） 五代　ゆう　著 早川書房 2020.7
F-ｻｴ 鼠異聞　（上，下）　（文春文庫） 佐伯　泰英　著 文藝春秋 2020.7

＊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

２０２０年９月号

　　
わせみん

＊図書館が７月１６日から８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２０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。

《《  小説            》》
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F-ｻｻ 図書館の子 佐々木　譲　著 光文社 2020.7
F-ｻｻ 卑劣犯　（光文社文庫） 笹本　稜平　著 光文社 2020.7
F-ｻｻ 希望の峰マカルー西壁 笹本　稜平　著 祥伝社 2020.7
F-ｻﾉ さよなら世界の終わり　（新潮文庫ｎｅｘ） 佐野　徹夜　著 新潮社 2020.6

F-ｼｶﾞ 京都祇園もも吉庵のあまから帖　２
（ＰＨＰ文芸文庫）

志賀内　泰弘　著 ＰＨＰ研究所 2020.7

F-ｼﾊﾞ 百年と一日 柴崎　友香　著 筑摩書房 2020.7
F-ｼﾓ 次郎物語　３　（岩波文庫） 下村　湖人　作 岩波書店 2020.7
F-ｼﾖ 書店であった泣ける話　（ファン文庫ＴｅａｒＳ） 朝来　みゆか　ほか著 マイナビ出版 2020.6
F-ｽｽﾞ 突きの鬼一　春雷　（小学館文庫） 鈴木　英治　著 小学館 2020.7
F-ｽｽﾞ 光秀の選択 鈴木　輝一郎　著 毎日新聞出版 2020.8
F-ｽﾅ 臆病な都市 砂川　文次　著 講談社 2020.7
F-ﾀｶ はなの味ごよみ　心ちぎり　（角川文庫） 高田　在子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.4
F-ﾀｶ 社内保育士はじめました　２　（光文社文庫） 貴水　玲　著 光文社 2019.1
F-ﾀｶ 首里の馬 高山　羽根子　著 新潮社 2020.7
F-ﾀｹ 谷中びんづめカフェ竹善　３　（集英社オレンジ文庫） 竹岡　葉月　著 集英社 2020.6
F-ﾀｹ これはミステリではない 竹本　健治　著 講談社 2020.7

F-ﾁﾉ 訣別の旗幟
は た

　（双葉文庫） 千野　隆司　著 双葉社 2020.7

F-ﾁﾉ 深川二幸堂菓子こよみ　３　（だいわ文庫） 知野　みさき　著 大和書房 2020.6
F-ﾃﾗ やわらかい砂のうえ 寺地　はるな　著 祥伝社 2020.7
F-ﾃﾞﾝ 電車であった泣ける話　（ファン文庫ＴｅａｒＳ） 浅海　ユウ　ほか著 マイナビ出版 2020.6
F-ﾄﾞｳ ランニング・ワイルド　（文春文庫） 堂場　瞬一　著 文藝春秋 2020.7
F-ﾅｶ 鬼人幻燈抄　幕末編 天邪鬼の理 中西　モトオ　著 双葉社 2020.6
F-ﾅｶ 毒島刑事最後の事件 中山　七里　著 幻冬舎 2020.7
F-ﾅﾅ ケーキ王子の名推理

スペシャ リテ

　５　（新潮文庫ｎｅｘ） 七月　隆文　著 新潮社 2020.7
F-ﾆｲ 彼女たちの事情　（光文社文庫） 新津　きよみ　著 光文社 2020.6
F-ﾆﾎ 日本ＳＦの臨界点　恋愛篇　（ハヤカワ文庫　ＪＡ） 伴名　練　編 早川書房 2020.7
F-ﾆﾚ 食王 楡　周平　著 祥伝社 2020.7
F-ﾉﾑ 『さいごの本やさん』の長い長い終わり 野村　美月　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.6
F-ﾉﾘ ミック・エイヴォリーのアンダーパンツ 乗代　雄介　著 国書刊行会 2020.7
F-ﾊｾ 戻り舟同心　（祥伝社文庫） 長谷川　卓　著 祥伝社 2016.2
F-ﾊﾀ いちねんかん 畠中　恵　著 新潮社 2020.7

F-ﾋﾅ 千夜一恋物語　女神の娘と永遠の約束
（ビーズログ文庫） 日向　そら　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018.10

F-ﾋﾔ カエルの楽園２０２０　（新潮文庫） 百田　尚樹　著 新潮社 2020.6

F-ﾋﾗ セルロイドの海 平野　悠　著 ルーフトップ／ロフ
トブックス編集部 2020.6

F-ﾌｶ
京舞妓「この葉」の花街不思議事件帳
不思議の１

深草　鏡太郎　著 新潮社図書編集室 2020.4

F-ﾌｼﾞ 首一つ　（角川文庫） 藤井　邦夫　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.7
F-ﾌｼﾞ 偽久蔵　（文春文庫） 藤井　邦夫　著 文藝春秋 2020.8

F-ﾌﾟﾆ
悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛され
る　９　（ビーズログ文庫）

ぷにちゃん　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.3

F-ﾎｼ 菓子屋横丁月光荘　文鳥の宿　（ハルキ文庫） ほしお　さなえ　著 角川春樹事務所 2020.6
F-ﾎﾝ オールドタイムズ 本城　雅人　著 講談社 2020.7
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F-ﾏﾐ 捨て猫のプリンアラモード 麻宮　ゆり子　著 角川春樹事務所 2020.7

F-ﾐｶ ビブリア古書堂の事件手帖Ⅱ
（メディアワークス文庫） 三上　延　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.7

F-ﾐｽﾞ ミライヲウム 水沢　秋生　著 小学館 2020.8
F-ﾐｽﾞ 夢をかなえるゾウ　４ 水野　敬也　著 文響社 2020.7
F-ﾐﾂ そこに無い家に呼ばれる 三津田　信三　著 中央公論新社 2020.7
F-ﾐﾅ ブラックウェルに憧れて 南　杏子　著 光文社 2020.7

F-ﾐﾅ ジェットコースター 南樫　創　著 幻冬舎メディアコン
サルティング 2020.1

F-ﾑﾗ 一人称単数 村上　春樹　著 文藝春秋 2020.7

F-ﾓﾁ 哄
わ ら

う北斎 望月　諒子　著 光文社 2020.7

F-ﾓﾘ 四畳半タイムマシンブルース 上田　誠　原案 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.7
F-ﾔﾏ 婚活食堂　３　（ＰＨＰ文芸文庫） 山口　恵以子　著 ＰＨＰ研究所 2020.6
F-ﾔﾏ あなたとオムライス　（ハルキ文庫） 山口　恵以子　著 角川春樹事務所 2020.7
F-ﾔﾏ 俺の残機を投下します 山田　悠介　著 河出書房新社 2020.7
F-ﾕｳ プロジェクト・インソムニア 結城　真一郎　著 新潮社 2020.7
F-ﾕｷ 紅霞後宮物語　第１１幕　（富士見Ｌ文庫） 雪村　花菜　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.6
F-ﾘ 星月夜 李　琴峰　著 集英社 2020.7
F-ﾚﾝ 運命の八分休符　（創元推理文庫） 連城　三紀彦　著 東京創元社 2020.5
F-ﾜﾀ 悪霊じいちゃん風雲録 輪渡　颯介　著 早川書房 2020.7

E-ｲﾉ 小説をめぐって 井上　ひさし　著 岩波書店 2020.7
E-ｿﾉ 人間の義務 曽野　綾子　著 新潮社 2020.6
E-ﾅｼ ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木　香歩　著 岩波書店 2020.7
E-ﾊﾔ 美女ステイホーム 林　真理子　著 マガジンハウス 2020.6
E-ﾖｼ 欲が出ました ヨシタケ　シンスケ　著 新潮社 2020.7
E-ﾖﾌ 夜更けのおつまみ　（ポプラ文庫） 東山　彰良　ほか著 ポプラ社 2020.3

007.3
「こだわり」が収入になる！インスタグラ
ムの新しい発信メソッド 艸谷　真由　著 同文舘出版 2019.5

007.6 ＥＸＣＥＬで簡単プログラミング 小川　公一郎　著 ＣＣＣメディアハウス 2020.6
007.6 Ｅｘｃｅｌ×Ｐｙｔｈｏｎ最速仕事術 金宏　和實　著 日経ＢＰ 2019.11

007.6 スマホの「わからない！」をぜんぶ解決する本 宝島社 2020.4

010.2 東日本大震災あの時の図書館員たち

日本図書館協会
「東日本大震災あ
の時の図書館員た
ち」編集委員会　編

日本図書館協会 2020.3

019.9 物語の海を泳いで 角田　光代　著 小学館 2020.8
019.9 だから古典は面白い 野口　悠紀雄　著 幻冬舎 2020.3

102 世界哲学史　７ 伊藤　邦武　責任編集 筑摩書房 2020.7
116.7 〈現実〉とは何か 西郷　甲矢人　著 筑摩書房 2019.12

141.6 幸福の意外な正体 ダニエル　ネトル　著 きずな出版 2020.2
141.9 ハーバードの個性学入門　（ハヤカワ文庫　ＮＦ） トッド　ローズ　著 早川書房 2019.3

147.9
今こそ知っておくべき地球外生命体と
宇宙の真実

並木　伸一郎　著 辰巳出版 2020.2

《《  哲学・宗教    》》

《《  エッセイ        》》

《《  総記            》》
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148 神様が味方する奇跡のお掃除術 嶋田　美幸　著 今日の話題社 2020.2
159 ｱ 会計の神さまが教えてくれたお金のルール 天野　敦之　著 日本実業出版社 2020.2
159 ｻ 斎藤一人幸せの名言集　（知的生きかた文庫） 斎藤　一人　著 三笠書房 2013.2
159 ｼﾞ １３歳から分かる！７つの習慣 「７つの習慣」編集部　監修 日本図書センター 2020.6
159 ﾀ もうやめよう たぐち　ひさと　著 扶桑社 2020.2
159 ﾜ 人生が変わる！「直感」の磨き方 ワタナベ　薫　著 幻冬舎 2019.6
159.4 もう内向型は組織で働かなくてもいい 堤　ゆかり　著 世界文化社 2020.3
159.6 おしゃれの手引き１１５ 中原　淳一　著 興陽館 2019.5

159.6
生きるのが楽になる「感情整理」のレッ
スン　（王様文庫）

ワタナベ　薫　著 三笠書房 2017.5

159.7 還暦からの底力 出口　治明　著 講談社 2020.5
162.1 梅棹忠夫の「日本人の宗教」 梅棹　忠夫　著 淡交社 2020.5
188.8 宿無し弘文 柳田　由紀子　著 集英社インターナショナル 2020.4
198.6 中国伝道四五年　（東洋文庫） ティモシー　リチャード　著 平凡社 2020.7

210.0 歴史とは靴である 磯田　道史　著 講談社 2020.1
210.2 ヤマト王権の古代学 坂　靖　著 新泉社 2020.2
210.4 関ケ原大乱、本当の勝者 白峰　旬　編著 朝日新聞出版 2020.6
210.6 建国神話の社会史 古川　隆久　著 中央公論新社 2020.1
281.0 サムライ留学生の恋 熊田　忠雄　著 集英社インターナショナル 2020.7
289.1 ｱ 明智光秀と琵琶湖 大沼　芳幸　著 海青社 2019.10

289.1 ｲ ならずもの 森　功　著 講談社 2020.5
289.1 ﾀ 明治を生きた男装の女医 田中　ひかる　著 中央公論新社 2020.7
289.1 ﾌ 藤原道長を創った女たち 服藤　早苗　編著 明石書店 2020.3
292.5 冬の旅 山本　高樹　文　写真 雷鳥社 2020.4

302.5 グローバル資本主義ＶＳアメリカ人 篠原　匡　著 日経ＢＰ 2020.2
304 ﾀ 日本人よ強かになれ 高山　正之　著 ワック 2020.7
311.3 ルポ百田尚樹現象 石戸　諭　著 小学館 2020.6
312.2 わが敵「習近平」 楊　逸　著 飛鳥新社 2020.6
329.6 真相 東野　利夫　著 文藝春秋企画出版部 2019.11

331 現代経済学の直観的方法 長沼　伸一郎　著 講談社 2020.4
333.6 ジム・ロジャーズ世界的投資家の思考法 ジム　ロジャーズ　著 講談社 2020.6
336.4 稼ぐ話術「すぐできる」コツ 金川　顕教　著 三笠書房 2019.12

338.1
父が娘に伝える自由に生きるための３
０の投資の教え

ジェイエル　コリンズ　著 ダイヤモンド社 2020.1

338.1
得する株をさがせ！会社四季報公式ガ
イドブック

会社四季報編集部　編 東洋経済新報社 2020.7

338.1 本気でＦＩＲＥをめざす人のための資産形成入門 穂高　唯希　著 実務教育出版 2020.7

338.2
ソフトバンク崩壊の恐怖と農中・ゆうちょ
に迫る金融危機 黒川　敦彦　著 講談社 2020.3

342.1 日本をダメにした財務省と経団連の欺瞞 三橋　貴明　著 小学館 2020.7
361.4 モヤモヤの正体 尹　雄大　著 ミシマ社 2020.1
367.3 街場の親子論 内田　樹　著 中央公論新社 2020.6

370.4 「これから」の時代
と き

を生きる君たちへ ドメニコ　スキラーチェ　著 世界文化社 2020.5

《《  歴史・地理    》》

《《  社会科学      》》
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371.4 学校に行きたくない君へ　続 全国不登校新聞社　編 ポプラ社 2020.7
374.7 学校のトイレはなぜ臭い 山本　隆三　著 文藝書房 2019.12

375.1 生きる力を育む特別活動 新富　康央　編著 ミネルヴァ書房 2020.4
377.5 定年博士 吉岡　憲章　著 きずな出版 2020.4
379.7 ぼくの「自学ノート」 梅田　明日佳　著 小学館 2020.7
379.9 ﾊ 母　（〔ＶＯＬ．１〕，ＶＯＬ．２） 致知編集部　編集 致知出版社 2020.4
379.9 ﾌ 学ぶ環境のつくり方 深谷　圭助　著 池田書店 2020.4
383.8 茶の世界史 ビアトリス　ホーネガー　著 白水社 2020.4

386.1 祇園祭温故知新 京都市文化市民局
文化財保護課　監 淡交社 2020.4

412 虚数がよくわかる ニュートンプレス 2020.4

420.4
図解身近にあふれる「物理」が３時間で
わかる本

左巻　健男　編著 明日香出版社 2020.7

454.9 絵でわかる世界の地形・岩石・絶景 藤岡　達也　著 講談社 2020.3

471.3 花と昆虫、不思議なだましあい発見記
（ちくま文庫） 田中　肇　文 筑摩書房 2020.4

472.1 知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑 長澤　淳一　著 創元社 2020.4
490.9 パンデミックと漢方 渡辺　望　著 勉誠出版 2020.7

491.3
こんな簡単な事で老化のスピードが大
幅に止まり、２０歳若く見られたものとは

前島　和博　監修 アーク書院 2020.3

491.8 免疫力 藤田　紘一郎　著 ワニ・プラス 2020.7
492.1 からだの検査数値 ニュートンプレス 2020.5
493.7 ｻ 治したくない 斉藤　道雄　著 みすず書房 2020.5
494.7 令和の時代、君たちの背骨は大丈夫か？ 田中　直史　著 文芸社 2020.4

498.3 ｶ
５秒ひざ裏のばして最期の３日前までト
イレに行こう 川村　明　著 主婦の友社 2020.5

498.5 ﾎ １００歳まで元気でボケない食事術 堀江　ひろ子　著 主婦の友社 2020.1
498.6 疫病２０２０ 門田　隆将　著 産経新聞出版 2020.6

499.9 京の学塾
ま な び や

山本読書室の世界 松田　清　著 京都新聞出版センター 2019.12

519 図解でわかる１４歳から知る気候変動 インフォビジュアル研究所　著 太田出版 2020.8
540.9 メーター検針員テゲテゲ日記 川島　徹　著 三五館シンシャ 2020.7
567.0 一に高島、二に端島、三で崎戸の鬼ケ島 中西　徹　編　著 浮游社 2019.10

590 家庭科の基本　改訂版 流田　直　監修 学研教育みらい 2020.4
590 小さく暮らす。 宝島社 2020.6
590.4 ちょっとフレンチなおうち仕事 タサン志麻　著 ワニブックス 2020.6

591
一般論はもういいので、私の老後のお
金「答え」をください！ 井戸　美枝　著 日経ＢＰ 2020.4

594 はじめてでもカンタン！手づくり布マスク 手づくり布マスク編集室　編 理論社 2020.6
594.2 ＷＯＯＬ　ＳＴＩＴＣＨ　新装版 樋口　愉美子　著 マガジンランド 2019.8

594.9
ニューレトロスタイルのドール・コーディ
ネイト・レシピ

Ｃａｌａｌｋａイシワタリアユ　著 グラフィック社 2020.7

595.5 佐伯式艶肌術と心磨き 佐伯　チズ　著 さくら舎 2020.7
595.5 １０秒で顔が引き上がる奇跡の頭ほぐし 村木　宏衣　著 主婦の友社 2020.5
596 絶品おかずはめんつゆで 市瀬　悦子　著 学研プラス 2020.7

《《  自然科学      》》

《《  技術・工学    》》
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596 力尽きレシピ　２ 犬飼　つな　著 光文社 2020.3
596 ＣＯＣＯＣＯＲＯ大西哲也のドヤ飯 大西　哲也　著 大和書房 2020.6

　　　　　　　　　　　　　　　　　はらペコッ

藤井恵の腹凹ごはん
596 スパイスカレーを作る 水野　仁輔　著 パイインターナショナル 2019.6
596 おくるごはん 山本　智香　著 三空出版 2020.2
596.0 ｈａｒｕ＿ｍｉ　ｖｏｌ．５６（２０２０夏） 栗原　はるみ　著 扶桑社 2020発売

596.6 明日もサンドイッチ 進藤　由美子　著 生活情報研究所 2020.4
597 暮らしのまんなか　ｖｏｌ．３０ 扶桑社 2020.1
597.5 ざんねんな収納 おさめ　ますよ　著 パイインターナショナル 2020.6

702.0 現代アートをたのしむ 原田　マハ　著 祥伝社 2020.5
721.8 岩佐又兵衛風絵巻の謎を解く 黒田　日出男　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.4
726.6 猫のミーラ 井上　奈奈　絵と文 堀之内出版 2020.2
764.7 東京バックビート族 林　立夫　著 リットーミュージック 2020.2
767.0 大きな文字で歌いやすいなつかしい歌２６０曲 西東社編集部　編 西東社 2020.5
767.8 黄金の６０代 郷　ひろみ　著 幻冬舎 2020.6
770.4 「あの人」のこと 久世　光彦　著 河出書房新社 2020.3
771 芝居小屋戦記 菱田　信也　著 苦楽堂 2020.4
778.2 ﾏ 拾われた男 松尾　諭　著 文藝春秋 2020.6
780.7 とろふわ筋トレ美女ヂカラ 玉置　達彦　監修 リベラル社 2020.5

783.8
６０歳からでもシングルになれるゴルフ
運動学 川合　武司　著

日経ＢＰ日本経済
新聞出版本部 2020.7

788.3 地上最強の男 百田　尚樹　著 新潮社 2020.6
797.5 必勝！麻雀実戦対局問題集 多井　隆晴　著 竹書房 2020.6

830.7 英語日記ＢＯＹ 新井　リオ　著 左右社 2020.1
833 ウェブスター辞書あるいは英語をめぐる冒険 コーリー　スタンパー　著 左右社 2020.4

910.2 関西の物語
明治安田生命保険
大阪本部関西を考
える会

2020.6

910.2 ｺ いまこそ「小松左京」を読み直す 宮崎　哲弥　著 ＮＨＫ出版 2020.7
910.2 ﾔ 京都に女王と呼ばれた作家がいた 花房　観音　著 西日本出版社 2020.7
911.3 ﾂ まいにちの季語 辻　桃子　著 主婦の友社 2020.5
911.5 ﾀ ベージュ 谷川　俊太郎　著 新潮社 2020.7

912.7 年鑑代表シナリオ集　’１９

日本シナリオ作家
協会「’１９年鑑代
表シナリオ集」出版
委員会　編

日本シナリオ作家協会 2020.7

916 ｼ 仕事本 左右社編集部　編 左右社 2020.6

923 ﾘ 三体　２（〔上〕，〔下〕） 劉　慈欣　著 早川書房 2020.6
929.1 わたしに無害なひと チェ　ウニョン　著 亜紀書房 2020.4
933 ｳ 通い猫アルフィーと海辺の町　（ハーパーＢＯＯＫＳ） レイチェル　ウェルズ　著 ハーパーコリンズ・ジャパン 2018.6
933 ｶ 草地は緑に輝いて アンナ　カヴァン　著 文遊社 2020.2
933 ｻ 愛しているが言えなくて　（二見文庫） リンゼイ　サンズ　著 二見書房 2020.5

596 藤井　恵　著 日経ＢＰ 2020.5

《《  芸術・体育    》》

《《  語学            》》

《《  文学            》》

《《  外国文学      》》
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933 ｽ 破滅のループ　（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 2020.6
933 ﾊ 静寂のララバイ　（ｍｉｒａｂｏｏｋｓ） リンダ　ハワード　著 ハーパーコリンズ・ジャパン 2020.4
933 ﾋﾞ アガサ・レーズンの幽霊退治　（コージーブックス） Ｍ．Ｃ．ビートン　著 原書房 2020.7
934 ﾃ 心おどる昴揚 アリス　テイラー　著 未知谷 2020.6
936 ｸ パトリックと本を読む ミシェル　クオ　著 白水社 2020.4
951.6 ランボー詩集　（岩波文庫） ランボー　著 岩波書店 2020.7

MU318 宇治市議会定例会会議録　令和２年３月 宇治市　編 宇治市 2020

MU318 市民の声　第４８号 令和元年度版
宇治市産業地域振
興部文化自治振興
課市民相談係　編

宇治市産業地域振
興部文化自治振興
課市民相談係

2020.6

MU349 市税のしおり　令和２年度 宇治市　編 宇治市 2020

R317 警察白書　令和２年版 警察庁　編著 日経印刷 2020.7
R369 子ども白書　２０２０ 日本子どもを守る会　編 かもがわ出版 2020.8
R390 防衛年鑑　２０２０年版 防衛年鑑刊行会　編著 防衛メディアセンター 2020.5
R519 公害紛争処理白書　令和２年版 公害等調整委員会　編 蔦友印刷 2020.7
R652 森林・林業白書　令和２年版 林野庁　編 全国林業改良普及協会 2020.7

《《  行政資料      》》

《《  参考資料      》》
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