
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-ｶﾄﾞ 新選組颯爽録　（上，下） 門井　慶喜　著 埼玉福祉会 2019.11

493.3 長生きしたければのどを鍛えなさい 大谷　義夫　著 ＳＢクリエイティブ 2020.1

F-ｱｷ ヒソップ亭 秋川　滝美　著 講談社 2020.5
F-ｱﾍﾞ パラ・スター　Ｓｉｄｅ百花　（集英社文庫） 阿部　暁子　著 集英社 2020.2
F-ｱﾍﾞ パラ・スター　Ｓｉｄｅ宝良　（集英社文庫） 阿部　暁子　著 集英社 2020.3
F-ｱﾏ 紅蓮浄土 天野　純希　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.6
F-ｱﾔ まだ温かい鍋を抱いておやすみ 彩瀬　まる　著 祥伝社 2020.5
F-ｱﾝ 水使いの森　（創元推理文庫） 庵野　ゆき　著 東京創元社 2020.3
F-ｲｶﾞ 事件持ち 伊兼　源太郎　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.5
F-ｲｼ うめももさくら 石田　香織　著 朝日新聞出版 2020.5
F-ｲｼ 死者との対話 石原　慎太郎　著 文藝春秋 2020.5
F-ｲｽﾞ おっぱい先生 泉　ゆたか　著 光文社 2020.5
F-ｲﾁ 新選組のレシピ　（ＰＨＰ文芸文庫） 市宮　早記　著 ＰＨＰ研究所 2019.7
F-ｲﾂ 銀色の国 逸木　裕　著 東京創元社 2020.5
F-ｲﾏ じんかん 今村　翔吾　著 講談社 2020.5
F-ｳｴ 日雇い浪人生活録　９　（ハルキ文庫） 上田　秀人　著 角川春樹事務所 2020.5
F-ｳｴ 熾火　決定版　（光文社文庫） 上田　秀人　著 光文社 2020.5
F-ｵｵ さよなら願いごと 大崎　梢　著 光文社 2020.5
F-ｵｵ 鏡の顔　（講談社文庫） 大沢　在昌　著 講談社 2020.4
F-ｵﾉ よこどり 小野　一起　著 講談社 2020.4
F-ｵﾉ 食っちゃ寝て書いて 小野寺　史宜　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.5
F-ｵﾔ おやこ　（朝日文庫） 細谷　正充　編 朝日新聞出版 2020.4

F-ｶｽﾞ
にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚
約者　６　（一迅社文庫アイリス）

香月　航　著 一迅社 2020.4

《《  小説            》》

＊図書館が５月１６日から６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は各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

《《  大活字本      》》

図書館に入った本のごあんない

２０２０年７月号

　　
わせみん
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F-ｶﾂ 昨日壊れはじめた世界で 香月　夕花　著 新潮社 2020.5
F-ｶﾂ 結婚させる家 桂　望実　著 光文社 2020.5
F-ｷｽﾞ 絆を紡ぐ　（新潮文庫） 池波　正太郎　ほか著 新潮社 2020.2
F-ｷﾀ 化学探偵Ｍｒ．キュリー　９　（中公文庫） 喜多　喜久　著 中央公論新社 2020.4
F-ｷﾀ 不良 北野　武　著 集英社 2020.6
F-ｸｻ 生かさず、殺さず 久坂部　羊　著 朝日新聞出版 2020.6
F-ｸｻ 大阪環状線 草薙　秀一　著 新日本出版社 2020.2

F-ｸﾛ 警視庁心理捜査官　純粋なる殺人
（徳間文庫） 黒崎　視音　著 徳間書店 2020.4

F-ｸﾛ 組曲わすれこうじ 黒田　夏子　著 新潮社 2020.5
F-ｺｽ 遺文　（双葉文庫） 小杉　健治　著 双葉社 2020.4
F-ｺｽ 仮想真実　（朝日文庫） 小杉　健治　著 朝日新聞出版 2020.5
F-ｺﾊﾞ 代表取締役アイドル 小林　泰三　著 文藝春秋 2020.6
F-ｺﾝ 任侠シネマ 今野　敏　著 中央公論新社 2020.5
F-ｻｶ 鬼役　２９　（光文社文庫） 坂岡　真　著 光文社 2020.4
F-ｻｷ 五年後に 咲沢　くれは　著 双葉社 2020.5
F-ｻｸ 家族じまい 桜木　紫乃　著 集英社 2020.6
F-ｻｻ 疑う眼差し　（角川文庫） 佐々木　裕一　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.3
F-ｻｻ 新・浪人若さま新見左近　５　（双葉文庫） 佐々木　裕一　著 双葉社 2020.5

F-ｻﾄ 白バイガール　爆走！五輪大作戦
（実業之日本社文庫） 佐藤　青南　著 実業之日本社 2020.4

F-ｻﾝ ロード・エルメロイⅡ世の事件簿　６　（角川文庫） 三田　誠　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.10

F-ｼﾓ えんま様のもっと！忙しい４９日間　（小学館文庫） 霜月　りつ　著 小学館 2020.4
F-ｼﾗ 後宮の烏　４　（集英社オレンジ文庫） 白川　紺子　著 集英社 2020.4
F-ﾀｶ グール　（宝島社文庫） 鷹樹　烏介　著 宝島社 2020.5

F-ﾀｶ 業平 高樹　のぶ子　著
日経ＢＰ日本経済
新聞出版本部 2020.5

F-ﾀｶ 紅い砂　（幻冬舎文庫） 高嶋　哲夫　著 幻冬舎 2020.4
F-ﾀﾆ 語らいサンドイッチ 谷　瑞恵　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.6
F-ﾀﾜ 星に仄めかされて 多和田　葉子　著 講談社 2020.5
F-ﾂｷ 奈落で踊れ 月村　了衛　著 朝日新聞出版 2020.6
F-ﾂｼﾞ たかが殺人じゃないか 辻　真先　著 東京創元社 2020.5

F-ﾃﾗ
装備製作系チートで異世界を自由に生
きていきます　４ ｔｅｒａ　著 アルファポリス 2019.11

F-ﾃﾗ 水を縫う 寺地　はるな　著 集英社 2020.5
F-ﾃﾝ 迷子のままで 天童　荒太　著 新潮社 2020.5
F-ﾄｳ 転移先は薬師が少ない世界でした　３ 饕餮　著 アルファポリス 2020.4
F-ﾄﾞｳ ダブル・トライ 堂場　瞬一　著 講談社 2020.5
F-ﾄｶﾞ 警視庁ＳＭ班　２　（角川文庫） 富樫　倫太郎　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.5
F-ﾄﾊﾞ 居合の女　（双葉文庫） 鳥羽　亮　著 双葉社 2020.4
F-ﾅｶ カインの傲慢 中山　七里　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.5
F-ﾊｾ 少年と犬 馳　星周　著 文藝春秋 2020.5
F-ﾊﾏ 捌き屋　行って来い　（幻冬舎文庫） 浜田　文人　著 幻冬舎 2020.5
F-ﾊﾔ 私はスカーレット　２　（小学館文庫） 林　真理子　著 小学館 2020.4
F-ﾋｶﾞ 素敵な日本人　（光文社文庫） 東野　圭吾　著 光文社 2020.4
F-ﾋﾛ 失せ物屋お百　（ポプラ文庫） 廣嶋　玲子　著 ポプラ社 2020.2
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F-ﾌｸ 侠
おとこ

飯　６　（文春文庫） 福澤　徹三　著 文藝春秋 2020.4

F-ﾌｸ 侵略者
ア グ レ ッ サ ー

福田　和代　著 光文社 2020.5

F-ﾌｼﾞ あなたに会えて困った 藤崎　翔　著 双葉社 2020.5
F-ﾌｼﾞ ほたる茶屋 藤原　緋沙子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.6
F-ﾌﾙ 新任警視 古野　まほろ　著 新潮社 2020.5

F-ﾎﾝ 妖
あやかし

の掟 誉田　哲也　著 文藝春秋 2020.5

F-ﾏｷ 抜き打つ剣　（二見時代小説文庫） 牧　秀彦　著 二見書房 2015.7
F-ﾏｷ 不殺の剣　（二見時代小説文庫） 牧　秀彦　著 二見書房 2016.7
F-ﾏﾂ 高校事変　７　（角川文庫） 松岡　圭祐　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.5
F-ﾏﾂ 持続可能な魂の利用 松田　青子　著 中央公論新社 2020.5
F-ﾏﾘ 縄紋 真梨　幸子　著 幻冬舎 2020.5
F-ﾏﾙ オーバーロード　１４ 丸山　くがね　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.3
F-ﾐﾅ カケラ 湊　かなえ　著 集英社 2020.5
F-ﾐﾅ いのちの停車場 南　杏子　著 幻冬舎 2020.5
F-ﾐﾔ きたきた捕物帖 宮部　みゆき　著 ＰＨＰ研究所 2020.6

F-ﾑﾗ コンビニたそがれ堂　花時計
（ポプラ文庫ピュアフル） 村山　早紀　著 ポプラ社 2020.3

F-ﾓﾘ おいしくて泣くとき 森沢　明夫　著 角川春樹事務所 2020.6
F-ﾔｽﾞ こんぱるいろ、彼方 椰月　美智子　著 小学館 2020.5

F-ﾔｽ
出張料亭おりおり堂　ほこほこ芋煮と秋
空のすれ違い　（中公文庫）

安田　依央　著 中央公論新社 2020.4

F-ﾔﾏ 軍艦島へ 山形　暁子　著 日本民主主義文学会 2020.2
F-ﾔﾏ 月の客 山下　澄人　著 集英社 2020.6
F-ﾖｼ 流星シネマ 吉田　篤弘　著 角川春樹事務所 2020.5

E-ｲﾉ 芝居とその周辺 井上　ひさし　著 岩波書店 2020.5
E-ｵｳ どうせカラダが目当てでしょ 王谷　晶　著 河出書房新社 2019.7
E-ｵｸ 愉快な青春が最高の復讐！ 奥田　亜希子　著 集英社 2020.5
E-ｺｳ 鴻上尚史のもっとほがらか人生相談 鴻上　尚史　著 朝日新聞出版 2020.5
E-ｼﾓ 人間の品性 下重　暁子　著 新潮社 2020.4
E-ﾑｺ 向田邦子ベスト・エッセイ　（ちくま文庫） 向田　邦子　著 筑摩書房 2020.3
E-ﾔﾏ Ｔｈｅ　Ｙｏｕｎｇ　Ｗｏｍｅｎ’ｓ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ 山内　マリコ　著 光文社 2020.6
E-ﾔﾏ かわいい夫　（河出文庫） 山崎　ナオコーラ　著 河出書房新社 2020.2

007.1 ＡＩで私の仕事はなくなりますか？ 田原　総一朗　著 講談社 2018.7
007.3 サイバーセキュリティ入門 羽室　英太郎　著 慶應義塾大学出版会 2018.10

007.3 共感ＳＮＳ ゆうこす　著 幻冬舎 2019.5
016.2 オランダ公共図書館の挑戦 吉田　右子　著 新評論 2018.9
019 本屋を守れ 藤原　正彦　著 ＰＨＰ研究所 2020.3
019.5 絵本のひみつ　２ 余郷　裕次　著 岐阜新聞社 2020.1

104 世界のエリートが学んでいる哲学・宗教の授業 佐藤　優　著 ＰＨＰ研究所 2018.10

146.8
１０代から身につけたいギリギリな自分
を助ける方法 井上　祐紀　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.5

159 ﾄ 資本主義ハック 冨田　和成　著 ＳＢクリエイティブ 2019.9

《《  エッセイ        》》

《《  総記            》》

《《  哲学・宗教    》》
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159.4
専業主婦が就職するまでにやっておく
べき８つのこと

薄井　シンシア　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.7

159.4
日本の小さなパンツ屋が世界の一流に

愛される理由
ワ ケ 野木　志郎　著 あさ出版 2019.1

165 神秘主義　（岩波文庫） 鈴木　大拙　著 岩波書店 2020.5
188.5 大安寺伽藍縁起并流記資財帳を読む 菅谷　文則　著 東方出版 2020.2

188.5
看護師僧侶の妙憂さん！「いい死に
方」ってなんですか？ 玉置　妙憂　著 大和書房 2020.4

188.8 良寛逸話館絵本 曽根　英一　文　絵 良寛逸話館 2017.11

210.4 天下分け目の関ケ原の合戦はなかった 乃至　政彦　著 河出書房新社 2018.5
216.0 椿井文書 馬部　隆弘　著 中央公論新社 2020.3
219.9 証言沖縄スパイ戦史 三上　智恵　著 集英社 2020.2
222.4 台湾の歴史と文化 大東　和重　著 中央公論新社 2020.2
270 太平洋諸島の歴史を知るための６０章 石森　大知　編著 明石書店 2019.12

289.1 ｱ 明智光秀の生涯 諏訪　勝則　著 吉川弘文館 2019.12

289.1 ｻ まとまらない人 坂口　恭平　著 リトルモア 2019.11

291.0 伊能図探検 河出書房新社編集部　編 河出書房新社 2018.9
291.3 小笠原　地球の歩き方ＪＡＰＡＮ ダイヤモンド・ビッグ社 2020.4
295.3 若き数学者のアメリカ　改版　（新潮文庫） 藤原　正彦　著 新潮社 2003.9

302.2 アジア燃ゆ 近藤　大介　著 エムディエヌコーポレーション 2020.4

311.2
近代人の自由と古代人の自由・征服の
精神と簒奪　他一篇　（岩波文庫）

コンスタン　著 岩波書店 2020.5

315.1 共産党入党宣言 小松　泰信　著 新日本出版社 2020.4
319.0 不安定化する世界 藤原　帰一　著 朝日新聞出版 2020.3
319.1 「反日謝罪男と捏造メディア」の正体 大高　未貴　著 ワック 2020.3
319.1 日中戦後外交秘史 加藤　徹　著 新潮社 2020.3
319.2 韓国人、韓国を叱る 赤石　晋一郎　著 小学館 2020.4
331 義理と人情の経済学 山村　英司　著 東洋経済新報社 2020.4
332.0 やさしい日本と世界の経済の話 熊野　剛雄　著 新日本出版社 2019.10

332.0 無形資産が経済を支配する ジョナサン　ハスケル　著 東洋経済新報社 2020.1
332.1 日本・破綻寸前 藤巻　健史　著 幻冬舎 2020.3
334.3 ２０５０年世界人口大減少 ダリル　ブリッカー　著 文藝春秋 2020.2
336.1 ＬＯＯＮＳＨＯＴＳ サフィ　バーコール　著 日経ＢＰ 2020.1

336.3 教養としての「貞観政要」講義
（光文社知恵の森文庫） 田口　佳史　著 光文社 2019.8

336.5 コクヨのシンプル整理術 コクヨ株式会社　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.10

336.8 世界一楽しい決算書の読み方 大手町のランダムウォーカー　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.3
336.8 ８０分でマスター！ガチ速決算書入門 金川　顕教　著 扶桑社 2020.4
341 ＭＭＴとケインズ経済学 永濱　利廣　著 ビジネス教育出版社 2020.3
349.3 自治体のための債権回収Ｑ＆Ａ 青田　悟朗　著 第一法規 2020.1
350.9 データブックオブ・ザ・ワールド　Ｖｏｌ．３２（２０２０） 二宮書店 2020.1
361.4 京都まみれ 井上　章一　著 朝日新聞出版 2020.4
367.3 毒親 中野　信子　著 ポプラ社 2020.3
367.5 男らしさの終焉 グレイソン　ペリー　著 フィルムアート社 2019.12

《《  歴史・地理    》》

《《  社会科学      》》
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367.7 「最期まで自宅」で暮らす６０代からの覚悟と準備 大久保　恭子　著 主婦の友社 2020.1
367.9 母ふたりで“かぞく”はじめました。 小野　春　著 講談社 2020.3
369.2 プロフェッショナル介護人 木下　博之　著 幻冬舎メディアコンサルティング 2018.7
369.3 聞き書き南相馬 渡辺　一枝　著 新日本出版社 2020.3
375.8 小学校英語のジレンマ 寺沢　拓敬　著 岩波書店 2020.2
377.2 おとなが学ぶ京都の大学活用ガイド 淡交社 2020.1

404 銀河の片隅で科学夜話 全　卓樹　著 朝日出版社 2020.2
417 文系でもわかる統計分析 須藤　康介　著 朝日新聞出版 2018.9
430.4 図解身近にあふれる「化学」が３時間でわかる本 齋藤　勝裕　著 明日香出版社 2020.5
459 鉱物のテラリウム・レシピ さとう　かよこ　著 玄光社 2018.7
460.4 幸福感に関する生物学的随想 本庶　佑　著 祥伝社 2020.4
462.2 天空のアリ植物 盛口　満　著 八坂書房 2020.2

490.1 死にゆく人の身体
か ら だ

と心に起こること 玉置　妙憂　著 宝島社 2020.4

491.3 脳は嘘をつく、心は嘘がつけない 高田　明和　著 春秋社 2017.10

491.3
男たちよ、ウエストが気になり始めた
ら、進化論に訊け！

リチャード　ブリビエ
スカス　著 インターシフト 2018.10

493.7 ﾃ 適応障害のことがよくわかる本 貝谷　久宣　監修 講談社 2018.10

493.8 感染症は実在しない 岩田　健太郎　著 集英社インターナショナル 2020.4

494.2 意識と感覚のない世界
ヘンリー　ジェイ　プ
リスビロー　著 みすず書房 2019.12

496.3 ウルトラ図解白内障・緑内障 ビッセン宮島弘子　監修 法研 2018.8
496.4 近視のメガネは外しましょう 中川　皓夫　著 竹内書店新社 2018.7
498.1 マトリ 瀬戸　晴海　著 新潮社 2020.1
498.3 ｺ 最後の日まで笑って歩けるため息スクワット 小林　弘幸　著 集英社 2020.3
498.5 ｲ 長生き朝ごはん 今津　嘉宏　著 ワニブックス 2020.4
498.5 ﾏ ウイルスにもガンにも野菜スープの力 前田　浩　著 幻冬舎 2020.4

509.2 熊本地震と地域産業 伊東　維年　編著 日本評論社 2018.8

519 地球に住めなくなる日
デイビッド　ウォレス
ウェルズ　著 ＮＨＫ出版 2020.3

519 脱プラスチックへの挑戦 堅達　京子　著 山と溪谷社 2020.2
519.7 図解産業廃棄物処理がわかる本　最新３版 ユニバース　著 日本実業出版社 2018.10

527 人生１００年時代の家づくりのヒミツ 風間　保由　著 ＷＡＶＥ出版 2019.12

576.7 トコトンやさしい化粧品の本 福井　寛　著 日刊工業新聞社 2020.1
589.2 おしゃれの魔法１８人の物語 石田　純子　監修 主婦の友社 2019.7
589.2 新大人の普段着　春～秋編 金子　敦子　著 主婦と生活社 2020.3
590 暮らしのおへそ　Ｖｏｌ．２９ 主婦と生活社 2020.2
593.3 すっきり見えてゆったり着られる大人服 藤塚　未紀　著 日本ヴォーグ社 2020.4
593.3 刺繍でいろどる女の子の服 ｌäｐｉｌäｐｉ　著 誠文堂新光社 2020.2
593.5 ２８文字の片づけ ｙｕｒ．３　著 主婦の友社 2019.11

593.8 きものが着たい 群　ようこ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.6

594.7
Ｐｏｐ‐Ｕｐ　Ａｐｐｌｉｑｕéフェルトで作る立
体的な絵のバッグ 岩野　知美　著 文化学園文化出版局 2020.2

594.7 かたちがステキな和布のバッグ ブティック社 2019.9
595.5 一週間であなたの肌は変わります 石井　美保　著 講談社 2020.4

《《  自然科学      》》

《《  技術・工学    》》
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595.6 １分おしり筋を伸ばすだけで劇的ペタ腹！ Ｎａｏｋｏ　著 学研プラス 2020.4
596 やみつき小鍋 大友　育美　著 学研プラス 2018.10

596 男子ごはんの本　その１２ 国分　太一　著 エム・シィオー 2020.4
596 これがほんとの料理のきほん しらい　のりこ　著 成美堂出版 2020.3
596 カレンの台所 滝沢　カレン　文　料理 サンクチュアリ出版 2020.4
596 すぐめし献立 ｎｏｚｏｍｉ　著 光文社 2020.4
596 村上祥子の電子レンジでシニアごはん 村上　祥子　著 宝島社 2020.3
596 ｓｙｕｎｋｏｎカフェごはん　７ 山本　ゆり　著 宝島社 2020.5
596.2 Ｍｉｚｕｋｉの今どき和食 Ｍｉｚｕｋｉ　著 学研プラス 2020.3

596.3
ホテルオークラ元総料理長の夫と料理
家の妻、わが家のおかずサラダ 根岸　規雄　著 世界文化社 2019.7

596.7 日本茶レシピ 本間　節子　著 世界文化社 2018.7
599 子育てのイライラがスーっと消える魔法の絵本 加藤　史子　著 学研プラス 2018.8

626.9 だれでもできるベランダで野菜づくり　新版 麻生　健洲　著 家の光協会 2020.1
645.2 「馬」が動かした日本史 蒲池　明弘　著 文藝春秋 2020.1

674.7
千客万来！地域・施設に人を集めるコ
ピーとグラフィックス

パイインターナショナル　編著 パイインターナショナル 2020.1

686.2 テツ旅は準備から 鈴木　翔　著 ミヤオビパブリッシング 2018.9
686.2 鉄道のドイツ史 鴋澤　歩　著 中央公論新社 2020.3
686.2 旅する親子鉄 堀内　重人　著 交通新聞社 2019.12

686.7 ＪＲ電車編成表　２０２０夏 ジェー　アール　アール　編 交通新聞社 2020.5
689.2 アニメ聖地巡礼の観光社会学 岡本　健　著 法律文化社 2018.9
689.2 間違いだらけの日本のインバウンド 中村　正人　著 扶桑社 2020.1

702.0 洞窟壁画を旅して 布施　英利　著 論創社 2018.9
718.3 三十三間堂護法神像の謎 山田　泰弘　著 創英社 2016.6
720.8 美人画ボーダレス　２ 芸術新聞社　監修 芸術新聞社 2020.1

723.1
奈良美智：ＳＥＬＦ－ＳＥＬＥＣＴＥＤ
ＷＯＲＫＳ－ＰＡＩＮＴＩＮＧＳ 奈良　美智　著 青幻舎 2015.3

723.3 エドゥアール・マネ 三浦　篤　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018.10

726.1 手塚治虫の戦争反対の情熱 藤原　義一　著 飛鳥出版室 2020.3
D726.1 アメリカン・ボーン・チャイニーズ ジーン　ルエン　ヤン　作 花伝社 2020.2
726.1 諸星大二郎 河出書房新社 2018.5
726.5 ネット絵史 虎硬　著 ビー・エヌ・エヌ新社 2019.10

726.6 わたしの兄の本 モーリス　センダック　著 集英社 2017.10

743 カメラ１年生　デジタル一眼カメラ編 矢島　直美　著 インプレス 2018.9
748 ノースウッズ 大竹　英洋　著 クレヴィス 2020.2
754.9 １２か月の楽しい折り紙 木村　良寿　著 日貿出版社 2020.1
761.5 そうだったのか！コード理論　〔２０２０〕 田熊　健　編著 自由現代社（発売） 2020.1
775.1 いいことだけ考える 沢部　ひとみ　著 文藝春秋 2019.12

778.2 ｳ 三國連太郎、彷徨う魂へ 宇都宮　直子　著 文藝春秋 2020.4
778.2 ｼ 希林のコトダマ 椎根　和　著 芸術新聞社 2020.4
779.1 東京百景　（角川文庫） 又吉　直樹　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.4
D782 マンガでわかる新しいランニング入門 中野　ジェームズ修一　著 池田書店 2017.10

784.6 羽生結弦を生んだ男　都築章一郎の道程 宇都宮　直子　著 集英社 2020.1

《《  産業            》》
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809.4 話し方が上手くなる！声まで良くなる！１日１分朗読 魚住　りえ　著 東洋経済新報社 2020.3
816 文章読本　（中公文庫） 三島　由紀夫　著 中央公論新社 2020.3
837 天声人語　２０２０春 朝日新聞論説委員室　編 原書房 2020.5

910.2 日本文学を読む・日本の面影 ドナルド　キーン　著 新潮社 2020.2
910.2 ﾅ 夏目漱石と帝国大学 大山　英樹　著 晃洋書房 2020.3
910.2 ﾐ 三島由紀夫 熊野　純彦　著 清水書院 2020.2
911.1 ｷ 信天翁 木村　草弥　著 澪標 2020.3
911.3 ｵ 小倉一郎のゆるりとたのしむ俳句入門 小倉　一郎　著 日本実業出版社 2020.2
911.3 ｶ わたしの芭蕉 加賀　乙彦　著 講談社 2020.1
911.6 こちら、苦手レスキューＱＱＱ！ 小島　ケイタニーラブ　文 白水社 2020.3
913.3 宇治十帖の新世界 横井　孝　編 武蔵野書院 2018.3
915.6 ｶ サガレン 梯　久美子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.4
915.6 ｷ いやよいやよも旅のうち　（集英社文庫） 北大路　公子　著 集英社 2020.4
915.6 ｻ 人生論あなたは酢ダコが好きか嫌いか 佐藤　愛子　著 小学館 2020.5
916 ｶ 感謝離 河崎　啓一　著 双葉社 2020.3

929.1 死にたいけどトッポッキは食べたい ペク　セヒ　著 光文社 2020.1
930.2 イギリス文学を旅する６０章 石原　孝哉　編著 明石書店 2018.8
933 ｱ 蒼玉のセイレーン　（ｍｉｒａｂｏｏｋｓ） イローナ　アンドルーズ　著 ハーパーコリンズ・ジャパン 2020.3
933 ｻ 明けない夜を逃れて　（ｍｉｒａｂｏｏｋｓ） シャロン　サラ　著 ハーパーコリンズ・ジャパン 2020.4
933 ｼ 過去からの密使　（ハーパーＢＯＯＫＳ） ダニエル　シルヴァ　著 ハーパーコリンズ・ジャパン 2020.4
933 ﾊﾞ 束の間のバカンスを伯爵と　（ライムブックス） メアリ　バログ　著 原書房 2020.2
933 ﾗ 真夜中の子供たち　上　（岩波文庫） サルマン　ラシュディ　作 岩波書店 2020.5
933 ﾜ 幸福な王子　他八篇　（岩波文庫） オスカー　ワイルド　作 岩波書店 2020.5
989.8 ウィッチャー　（１～３）　（ハヤカワ文庫  ＦＴ） アンドレイ　サプコフスキ　著 早川書房 2018.5

K386 京都の祭り・行事
京都ふるさと伝統
行事普及啓発実行
委員会　編集

京都ふるさと伝統
行事普及啓発実行
委員会

2019.3

K488 宇治でみられる野鳥 京都宇治はやぶさ隊　編 京都宇治はやぶさ隊 2020.4

MF019
京都府子どもの読書活動推進計画（第
四次推進計画）　令和２年３月

京都府教育委員会　編 京都府教育委員会 2020.3

MF351 統計でみる府民のくらし　令和元年度
京都府政策企画部
企画統計課　編集

京都府政策企画部
調査統計課 2020.1

MU318 宇治市議会先例集　令和２年３月発行 宇治市議会事務局　編 宇治市 2020.3
MU318 宇治市議会関係例規集　令和２年３月発行 宇治市議会事務局　編 宇治市議会事務局 2020.3

R290 今がわかる時代がわかる世界地図　２０２０年版 成美堂出版編集部　編集 成美堂出版 2020.1
R291 今がわかる時代がわかる日本地図　２０２０年版 成美堂出版編集部　編集 成美堂出版 2020.1
R351 日本国勢図会　２０２０／２１ 矢野恒太記念会　編集 矢野恒太記念会 2020.6
R499 お薬事典　２０２１年版 郷　龍一　執筆 ユーキャン学び出版 2020.5

《《  行政資料      》》

《《  参考資料      》》

《《  語学            》》

《《  文学            》》

《《  外国文学      》》
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