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分類 書名 著者名 出版社 刊行年

F-ｱｶ 立花三将伝 赤神　諒　著 講談社 2020.4
F-ｱｶ 恋ひとすじに 赤川　次郎　著 双葉社 2020.2
F-ｱｶ 終電へ三〇歩　（中公文庫） 赤川　次郎　著 中央公論新社 2014.2

F-ｱｻ 輪舞曲
ロ　ン　ド

朝井　まかて　著 新潮社 2020.4

F-ｱﾋﾞ 修羅の家 我孫子　武丸　著 講談社 2020.4
F-ｱﾍﾞ 迷宮の月 安部　龍太郎　著 新潮社 2020.4

F-ｱﾘ 濱地健三郎の幽
かくれ

たる事件簿 有栖川　有栖　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.5

F-ｲｻ 逆ソクラテス 伊坂　幸太郎　著 集英社 2020.4
F-ｲｼ 赤ちゃんをわが子として育てる方を求む 石井　光太　著 小学館 2020.4
F-ｲｼﾞ 親方と神様 伊集院　静　著 あすなろ書房 2020.2
F-ｲﾁ １日１０分のごほうび　（双葉文庫） 赤川　次郎　ほか著 双葉社 2020.3
F-ｲﾅ 激闘　（光文社文庫） 稲葉　稔　著 光文社 2020.3
F-ｲﾅ 武士の流儀　３　（文春文庫） 稲葉　稔　著 文藝春秋 2020.4
F-ｳｴ 破斬　（光文社文庫） 上田　秀人　著 光文社 2020.4
F-ｳｴ 決別　（徳間文庫） 上田　秀人　著 徳間書店 2020.4
F-ｳﾁ 悪魔の種子　（講談社文庫） 内田　康夫　著 講談社 2015.3
F-ｴｶﾞ トロイの木馬　（朝日文庫） 江上　剛　著 朝日新聞出版 2020.3
F-ｵｵ ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい 大前　粟生　著 河出書房新社 2020.3
F-ｵｶ 熱血一刀流　２　（ハルキ文庫） 岡本　さとる　著 角川春樹事務所 2020.4
F-ｵｶ 運命の人を見つけた、ら 岡本　貴也　著 小学館 2020.3
F-ｵﾘ 竜騎士のお気に入り　７　（一迅社文庫アイリス） 織川　あさぎ　著 一迅社 2020.4
F-ｶｾﾞ 潜入味見方同心　１　（講談社文庫） 風野　真知雄　著 講談社 2020.3
F-ｶﾅ 公爵令嬢ティアレシアの復讐　（ビーズログ文庫） 奏　舞音　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.11

図書館に入った本のごあんない

２０２０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-ｶﾐ 浮雲心霊奇譚　血縁の理 神永　学　著 集英社 2020.2
F-ｷﾀ 化学探偵Ｍｒ．キュリー　８　（中公文庫） 喜多　喜久　著 中央公論新社 2019.6
F-ｷﾘ フラウの戦争論 霧島　兵庫　著 新潮社 2020.2
F-ｺｳ あきんど　（角川文庫） 幸田　真音　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.1
F-ｺｽ 結願　（集英社文庫） 小杉　健治　著 集英社 2020.4
F-ｺﾄﾞ ビルマに見た夢 古処　誠二　著 双葉社 2020.4
F-ｺﾝ 焦眉 今野　敏　著 幻冬舎 2020.4
F-ｺﾝ 変幻　（講談社文庫） 今野　敏　著 講談社 2019.10

F-ｻｴ おこん春暦　（文春文庫） 佐伯　泰英　著 文藝春秋 2020.4
F-ｻｴ 照葉ノ露　決定版　（文春文庫） 佐伯　泰英　著 文藝春秋 2020.4
F-ｻｸ 春、死なん 紗倉　まな　著 講談社 2020.2
F-ｻﾄ 魔法科高校の劣等生　３１　（電撃文庫） 佐島　勤　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.4
F-ｻﾜ 駆け入りの寺 澤田　瞳子　著 文藝春秋 2020.4
F-ｼﾉ 恋愛未満 篠田　節子　著 光文社 2020.4
F-ｼﾏ スノードロップ 島田　雅彦　著 新潮社 2020.4
F-ｼﾓ 法の雨 下村　敦史　著 徳間書店 2020.4
F-ｼﾓ 次郎物語　１　（岩波文庫） 下村　湖人　作 岩波書店 2020.4
F-ｼﾖ イエロー・サブマリン 小路　幸也　著 集英社 2020.4
F-ｽｽﾞ 江戸湊の軛　（双葉文庫） 鈴木　英治　著 双葉社 2020.4
F-ｿﾉ 空ニ吸ハレシ１５ノココロ 園田　由紀子　著 ＰＨＰエディターズ・グループ 2019.7
F-ﾁﾉ 大酒の合戦　（講談社文庫） 千野　隆司　著 講談社 2020.4
F-ﾂｷ 暗鬼夜行 月村　了衛　著 毎日新聞出版 2020.4
F-ﾂｼﾞ 風雪挽歌　（光文社文庫） 辻堂　魁　著 光文社 2020.4
F-ﾂｼﾞ あの日の交換日記 辻堂　ゆめ　著 中央公論新社 2020.4
F-ﾄｵ 銀花の蔵 遠田　潤子　著 新潮社 2020.4
F-ﾄﾊﾞ 新火盗改鬼与力　御用聞き殺し　（角川文庫） 鳥羽　亮　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.5
F-ﾄﾊﾞ 餓狼剣　（文春文庫） 鳥羽　亮　著 文藝春秋 2020.3
F-ﾅｶﾞ 霧島から来た刑事　（光文社文庫） 永瀬　隼介　著 光文社 2020.2
F-ﾅｶ 逃亡者 中村　文則　著 幻冬舎 2020.4
F-ﾅｶ 合唱 中山　七里　著 宝島社 2020.5
F-ﾅｶ 逃げるな新人外科医　（幻冬舎文庫） 中山　祐次郎　著 幻冬舎 2020.4
F-ﾅﾐ 盲目の公爵令嬢に転生しました 波湖　真　著 アルファポリス 2020.4
F-ﾆｼ 掟上今日子の設計図 西尾　維新　著 講談社 2020.3

F-ﾆﾉ
紳士と淑女のコロシアム「競技ダンス」
へようこそ 二宮　敦人　著 新潮社 2020.3

F-ﾆﾍﾞ
村人召喚？お前は呼んでないと追い出
されたので気ままに生きる　２ 丹辺　るん　著 アルファポリス 2020.3

F-ﾉｸﾞ 廻り道　（角川文庫） 野口　卓　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.2
F-ﾊｾ 四神の旗 馳　星周　著 中央公論新社 2020.4

F-ﾊﾅ
シングルファーザーの年下彼氏の子ど
も２人と格闘しまくって考えた「家族とは
何なのか問題」のこと

花田　菜々子　著 河出書房新社 2020.3

F-ﾊﾏ 捌き屋　伸るか反るか　（幻冬舎文庫） 浜田　文人　著 幻冬舎 2020.4
F-ﾊﾔ 糸　（幻冬舎文庫） 林　民夫　著 幻冬舎 2019.12

F-ﾋｶﾞ 十字屋敷のピエロ　（講談社文庫） 東野　圭吾　著 講談社 1992.2
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F-ﾋﾅ
千夜一恋物語　異世界トリップと七人の
求愛者　（ビーズログ文庫）

日向　そら　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018.4

F-ﾌｼﾞ
下級巫女、行き遅れたら能力上がって
聖女並みになりました 富士　とまと　著 アルファポリス 2020.3

F-ﾌｼﾞ 小糠雨　（文春文庫） 藤井　邦夫　著 文藝春秋 2020.4
F-ﾌｾ 転生したらスライムだった件　１６ 伏瀬　著 マイクロマガジン社 2020.4
F-ﾌﾐ 月華鬼　（ビーズログ文庫） 文里　荒城　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018.6
F-ﾌﾙ おおきな森 古川　日出男　著 講談社 2020.4
F-ﾎﾀ じい様が行く　７ 蛍石　著 アルファポリス 2019.12

F-ﾏﾂ 江戸の夢びらき 松井　今朝子　著 文藝春秋 2020.4
F-ﾐﾂ 令嬢はまったりをご所望。　４ 三月　べに　著 アルファポリス 2019.11

F-ﾐﾅ ゆめこ縮緬　（角川文庫） 皆川　博子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.9
F-ﾑﾗ 魔女たちは眠りを守る 村山　早紀　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.4
F-ﾑﾗ 心にいつも猫をかかえて 村山　早紀　著 エクスナレッジ 2020.4
F-ﾓﾘ 北帰行　（二見時代小説文庫） 森　詠　著 二見書房 2020.3
F-ﾓﾘ 小さな理由　（双葉文庫） 森　浩美　著 双葉社 2011.1
F-ﾔｸ 告解 薬丸　岳　著 講談社 2020.4
F-ﾔﾏ クロス 山下　紘加　著 河出書房新社 2020.4

F-ﾔﾏ 君が今夜もごはんを食べますように
（集英社オレンジ文庫） 山本　瑶　著 集英社 2019.11

F-ﾕｷ 永遠の夏をあとに 雪乃　紗衣　著 東京創元社 2020.4
F-ﾖｼ 長崎 吉田　修一　著 文藝春秋 2020.3
F-ﾘｸ 警視庁特殊詐欺追跡班　（徳間文庫） 六道　慧　著 徳間書店 2020.4

E-ｱﾙ
離婚しそうな私が結婚を続けている２９
の理由　（幻冬舎文庫）

アルテイシア　著 幻冬舎 2020.2

E-ｲﾄ 道行きや 伊藤　比呂美　著 新潮社 2020.4
E-ｲﾉ 社会とことば 井上　ひさし　著 岩波書店 2020.4
E-ｶﾈ パリの砂漠、東京の蜃気楼 金原　ひとみ　著 ホーム社 2020.4
E-ｹﾞﾝ なりゆきを生きる 玄侑　宗久　著 筑摩書房 2020.5
E-ｻﾀﾞ さだの辞書 さだ　まさし　著 岩波書店 2020.4
E-ｻﾜ 沢木耕太郎セッションズ〈訊いて、聴く〉　３ 沢木　耕太郎　編著 岩波書店 2020.4
E-ﾋﾔ １０１人の、泣いて、笑って、たった一言物語。 志賀内　泰弘　監修 ごま書房新社 2020.3
E-ﾑﾗ 猫を棄てる 村上　春樹　著 文藝春秋 2020.4
E-ﾑﾗ すべての男は消耗品である。　最終巻 村上　龍　著 幻冬舎 2018.9

007.0 未来をつくる言葉 ドミニク　チェン　著 新潮社 2020.1
007.6 アウトルック最速仕事術 森　新　著 ダイヤモンド社 2019.3
019.1 頭がいい人の読書術 尾藤　克之　著 すばる舎 2020.2
070.4 記者失格 柳澤　秀夫　著 朝日新聞出版 2020.3

102 世界哲学史　４ 伊藤　邦武　責任編集 筑摩書房 2020.4
104 哲学シンキング 吉田　幸司　著 マガジンハウス 2020.2
116 論理パラドクス　心のワナ編　（二見文庫） 三浦　俊彦　著 二見書房 2019.3
121.0 日本思想史 末木　文美士　著 岩波書店 2020.1
136 大衆の反逆　（岩波文庫） オルテガ　イ　ガセット　著 岩波書店 2020.4

《《  エッセイ        》》

《《  総記            》》

《《  哲学・宗教    》》
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141.5 まどわされない思考
デヴィッド　ロバート
グライムス　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.3

143 自分をコントロールする力 森口　佑介　著 講談社 2019.11

146.1 人間の本性 アルフレッド　アドラー　著 興陽館 2020.2
159 ｴ ＲＡＮＧＥ デイビッド　エプスタイン　著 日経ＢＰ 2020.3
159 ﾀﾞ 超客観力 メンタリストＤａｉＧｏ　著 ｒｅｐｉｃｂｏｏｋ 2020.4
159 ﾆ １％の努力 ひろゆき　著 ダイヤモンド社 2020.3
159 ﾊ じゃない、幸せ。 はあちゅう　著 秀和システム 2020.1
159 ﾎ 理不尽に逆らえ。 堀江　貴文　著 ポプラ社 2020.4
159 ﾖ 時間もお金も増える習慣 米山　彩香　著 廣済堂出版 2020.2
159.4 勝者の思考回路 柴田　陽子　著 幻冬舎 2020.2
159.4 謙虚力 松井　住仁　著 幻冬舎メディアコンサルティング 2019.9

159.6
最後の講義完全版　女の子の人生で
覚えていてほしいこと

西原　理恵子　著 主婦の友社 2020.3

159.7 ８０歳からの人生の楽しみ方 櫻井　秀勲　著 きずな出版 2020.3
159.7 めざせ、命日が定年 弘兼　憲史　著 幻冬舎 2020.4
169.1 幸福の科学との訣別 宏洋　著 文藝春秋 2020.3
182.1 詳説日本仏教１３宗派がわかる本 正木　晃　著 講談社 2020.3
188.8 良寛逸話館絵本 曽根　英一　文　絵 良寛逸話館 2017.11

210.0 元号と天皇から日本史を読む方法
（ＫＡＷＡＤＥ夢文庫） 内藤　博文　著 河出書房新社 2018.6

210.0 武器が語る日本史 兵頭　二十八　著 徳間書店 2019.10

210.0 空白の日本史 本郷　和人　著 扶桑社 2020.1
213.5 海上他界のコスモロジー　大寺山洞穴の舟葬墓 岡本　東三　著 新泉社 2020.3
219.9 琉球王国は誰がつくったのか 吉成　直樹　著 七月社 2020.1
223 日本人が誤解している東南アジア近現代史 川島　博之　著 扶桑社 2020.3
281.0 危ない日本史 本郷　和人　著 講談社 2020.3
288.4 「王」と呼ばれた皇族 赤坂　恒明　著 吉川弘文館 2020.1
288.4 入門「女性天皇」と「女系天皇」はどう違うのか 竹田　恒泰　著 ＰＨＰエディターズ・グループ 2020.3
289.1 ﾅ 無敗の男 常井　健一　著 文藝春秋 2019.12

289.1 ﾆ 八本脚の蝶　（河出文庫） 二階堂　奥歯　著 河出書房新社 2020.2
289.1 ﾑ 最後の社主 樋田　毅　著 講談社 2020.3
289.2 ﾄﾞ パンと牢獄 小川　真利枝　著 集英社クリエイティブ 2020.3
289.3 ｽ スノーデン独白 エドワード　スノーデン　著 河出書房新社 2019.11

291.6 熊野古道巡礼の旅 高森　玲子　編著 説話社 2017.5

291.6 奈良学研究の現在
帝塚山大学奈良学
研究推進室　編

帝塚山大学出版会 2019.3

295.3 俺のアラスカ 伊藤　精一　著 作品社 2020.1

302.2 習近平ｖｓ．中国人 宮崎　紀秀　著 新潮社 2020.3
302.3 池上彰の世界の見方　イギリスとＥＵ 池上　彰　著 小学館 2019.12

304 ｼ 日本再生への羅針盤 辛坊　治郎　著 光文社 2020.3
304 ﾋ バカの国 百田　尚樹　著 新潮社 2020.4
312.5 アメリカ民主党の崩壊２００１－２０２０ 渡辺　惣樹　著 ＰＨＰ研究所 2020.1
322.9 世界を変える日本式「法づくり」 国際協力機構　編 文藝春秋企画出版部 2018.6

《《  歴史・地理    》》

《《  社会科学      》》
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332.1
低金利時代、低迷経済を打破する最強
の資産倍増術 植草　一秀　著 コスミック出版 2020.3

332.5
スティグリッツＰＲＯＧＲＥＳＳＩＶＥ　ＣＡＰＩ
ＴＡＬＩＳＭプログレッシブキャピタリズム

ジョセフ　Ｅ．スティ
グリッツ　著 東洋経済新報社 2020.1

333.6 世界経済の潮流　２０１９年２
内閣府政策統括官
（経済財政分析担
当）　編集

日経印刷 2020.4

336.5 言葉ダイエット 橋口　幸生　著 宣伝会議 2020.1
338 金融入門 日本経済新聞社　編 日本経済新聞出版社 2020.3
338.5 地銀支店長という仕事 中西　務　著 近代セールス社 2020.3
338.9 勝率８７．５％鉄壁ＦＸ 笹田　喬志　著 ぱる出版 2020.3
349 市民と議員のための自治体財政 森　裕之　著 自治体研究社 2020.1
361.4 ぼくが見つけたいじめを克服する方法 岩田　健太郎　著 光文社 2020.4
361.4 プロパガンダの見破り方 ケント　ギルバート　著 清談社Ｐｕｂｌｉｃｏ 2020.3

361.4
元ＦＢＩ捜査官が教える「心を支配する」
方法　（だいわ文庫）

ジャック　シェーファー　著 大和書房 2019.9

361.5 日本文化の核心 松岡　正剛　著 講談社 2020.3
367.2 女子の選択 橘木　俊詔　著 東洋経済新報社 2020.2
367.2 マスコミ・セクハラ白書 ＷｉＭＮ　編著 文藝春秋 2020.2
367.6 育てられない母親たち 石井　光太　著 祥伝社 2020.2
367.7 おひとりさまの老後対策 大村　大次郎　著 小学館 2020.4
369.3 孤塁 吉田　千亜　著 岩波書店 2020.1
371.4 不登校・ひきこもりの９割は治せる 杉浦　孝宣　著 光文社 2019.7
374.9 学校の感染症対策 岡田　晴恵　著 東山書房 2019.3
382.1 奈良山里の生活図誌 永井　清繁　画　解説 帝塚山大学出版会 2019.3
384.9 百年の色街飛田新地 土井　繁孝　撮影 光村推古書院 2020.1
385.6 平成の挽歌 葬送の自由をすすめる会　編 共同通信社 2020.2
385.9 「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内　えみ　著 ダイヤモンド社 2020.2
391.2 ノモンハン責任なき戦い 田中　雄一　著 講談社 2019.8

404 ハウ・トゥー ランドール　マンロー　著 早川書房 2020.1

410.4 その悩み、僕らなら数学で解決できます！
はなお＆でんがん
と仲間たち　著 河出書房新社 2020.4

450.1 地磁気逆転と「チバニアン」 菅沼　悠介　著 講談社 2020.3
480 悪のいきもの図鑑 竹内　久美子　著 平凡社 2020.3
480.7 京都市動物園飼育係ものがたり 高橋　鉄雄　著 京都新聞出版センター 2019.12

488.9 カラスは飼えるか 松原　始　著 新潮社 2020.3
490.1 エンド・オブ・ライフ 佐々　涼子　著 集英社インターナショナル 2020.2
491.1 ｉＰＳ細胞の研究室 志田　あやか　著 東京書籍 2020.4
493.4 疲れがとれない原因は副腎が９割 御川　安仁　著 フォレスト出版 2020.3
493.6 １０秒胸椎のばし 酒井　慎太郎　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.2
493.7 ｿ ダメ人間だと思ったらＨＳＰでした！ 染井　アキ　著 産業編集センター 2020.4
493.9 子育てはだいたいで大丈夫 森戸　やすみ　著 内外出版社 2020.3

494.5 がん免疫療法の突破口
ブ レ イ ク ス ル ー

チャールズ　グレーバー　著 早川書房 2020.3

494.5 がんの原因は汚血の爆発にある 蔡　篤俊　著 幻冬舎 2020.3

《《  自然科学      》》
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494.8 間違いなく育毛がかなう本 東田　雪子　著 現代書林 2020.1
495.1 女性ホルモンは賢い マーティー　ヘイゼルトン　著 インターシフト 2020.4
498.1 ナラティブ・ホスピタルへの手紙 森田　理惠子　著 みずほ出版新社 2019.4
498.3 ﾌ 心臓によい運動、悪い運動 古川　哲史　著 新潮社 2020.2
498.5 ｷ 母・岸朝子が楽しんだ９０歳のごはん 岸　伸子　著 幻冬舎 2019.11

498.5 ｷ 科学が暴く「食べてはいけない」の嘘 アーロン　キャロル　著 白揚社 2020.3
498.9 暗黒との対話 大曲　清　著 忘羊社 2019.4

501.6 日本のエネルギーが危ない！ 櫻井　よしこ　監修 ワック 2020.3

519 図解でわかる１４歳からの水と環境問題
インフォビジュアル
研究所　著 太田出版 2020.4

523.1 にっぽん建築散歩 小林　泰彦　著 山と溪谷社 2019.11

565.8 レアメタルの地政学 ギヨーム　ピトロン　著 原書房 2020.3
588.5 ビール語辞典 リース恵実　著 誠文堂新光社 2016.6
589.2 明日はもっと面白くなるかもしれないじゃない？ 我妻　マリ　著 幻冬舎 2020.3
589.2 着せる女 内澤　旬子　著 本の雑誌社 2020.2
589.7 京都　紙と文具 淡交社編集局　編 淡交社 2020.3
590 自分の機嫌は「家事」でとる 主婦の友社　編 主婦の友社 2020.4
590 オトナ女子の暮らしレシピ ｎａｍｙｔｏｎｅ　著 インプレス 2020.1
590.4 暮らしの中に終わりと始まりをつくる 一田　憲子　著 幻冬舎 2020.4
595 冨永愛　美の法則 冨永　愛　著 ダイヤモンド社 2020.3
595.6 まさか！の高脂質食ダイエット グラント　ピーターセン　著 きずな出版 2019.12

596 うおつか流食べつくす！ 魚柄　仁之助　著 農山漁村文化協会 2020.3
596 手づくり調味料のある暮らし 荻野　恭子　著 暮しの手帖社 2020.3
596 最高のおにぎりの作り方 樋口　直哉　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.3
596 六甲かもめ食堂野菜が美味しい季節の献立 船橋　律子　著 誠文堂新光社 2020.1
596 手作りミールキットで平日夜ラクごはん 武蔵　裕子　著 家の光協会 2020.3
596 素材の出会いで、美味しい一皿。 マガジンハウス 2020.4
596 肉・魚・野菜のおかず２００ マガジンハウス 2020.5
596.0 アガワ家の危ない食卓 阿川　佐和子　著 新潮社 2020.3

596.0
ｈａｒｕ＿ｍｉ　（ｖｏｌ．５４(２０２０冬)，ｖｏｌ．
５５(２０２０春)） 栗原　はるみ　著 扶桑社 2020発売

596.2 台北日帰り弾丸旅　食べまくり！１年１２回 門司　紀子　著 小学館 2019.3
597.5 ずっときれいな部屋づくり ｓａｋｋｏ　著 海竜社 2020.3

611.9 半農半林で暮らしを立てる 市井　晴也　著 築地書館 2020.3
645.7 しあわせはノラネコが連れてくる イ　シナ　著 文藝春秋 2020.3
686.2 私の地方私鉄探訪 小林　武　著 光村印刷 2014.4
686.5 テツ旅デビューのススメ 鈴木　翔　著 ミヤオビパブリッシング 2017.9
693.8 さくら日本切手カタログ　２０２１年版 日本郵趣協会 2020.4

708.7 日本の美　第１集 学研 1976
723.3 画家たちのフランス革命 鈴木　杜幾子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.1
723.3 画家とモデル 中野　京子　著 新潮社 2020.3
726.1 サザエさんと長谷川町子 工藤　美代子　著 幻冬舎 2020.3

《《  技術・工学    》》
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726.9 ９０歳セツの新聞ちぎり絵 木村　セツ　ちぎり絵 里山社 2020.2
748 彩の記憶 梶山　博明　著 日本写真企画 2018.3
754.9 おり紙ヒコーキ大集合ＢＯＯＫ　ボリュームアップ版 戸田　拓夫　著 いかだ社 2019.9
756.6 真説戦う日本刀 大村　紀征　著 ＢＡＢジャパン 2019.12

759 Ｄｏｌｌｙｂｉｒｄ　ｖｏｌ．２９ ホビージャパン 2019.6
767.8 人生ブルドーザー 青山　テルマ　著 宝島社 2019.11

767.8 できることならスティードで 加藤　シゲアキ　著 朝日新聞出版 2020.3
772.1 役者ほど素敵な商売はない 市村　正親　著 新潮社 2020.1
778.2 ｲ 凛凛チャップリン 伊藤　千尋　著 新日本出版社 2020.4
778.2 ｶ 時代劇入門 春日　太一　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.3
779.1 この素晴らしき世界 東野　幸治　著 新潮社 2020.2
780.2 綾瀬はるかｍｅｅｔｓ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ａｔｈｌｅｔｅｓ パナソニック株式会社　編 ＰＨＰ研究所 2020.2
783.7 野球と人生 野村　克也　著 青春出版社 2019.11

789.8 甲賀忍者の真実 渡辺　俊経　著 サンライズ出版 2020.2
796 振り飛車の新機軸！初手７八飛戦法 門倉　啓太　著 マイナビ出版 2019.3

801.6 書けるひとになる！ ナタリー　ゴールドバーグ　著 扶桑社 2019.11

810.4 失礼な日本語 岩佐　義樹　著 ポプラ社 2020.3
810.4 「赤旗」校閲部は、真実をどう伝えるか 河邑　哲也　著 新日本出版社 2019.12

814.9 新敬語「マジヤバイっす」 中村　桃子　著 白澤社 2020.3
835 英文法の鬼１００則 時吉　秀弥　著 明日香出版社 2019.11

902.3 ＢＯＯＫＭＡＲＫ 金原　瑞人　編 ＣＣＣメディアハウス 2019.10

910.2 ｲ 石坂洋次郎の逆襲 三浦　雅士　著 講談社 2020.1
911.5 ｵ 誰も気づかなかった 長田　弘　著 みすず書房 2020.5
911.5 ﾌ 支える側が支えられ生かされていく 藤川　幸之助　著 致知出版社 2020.3
913.3 かるたで学ぶ源氏物語 清水　婦久子　監修　編集 帝塚山大学出版会 2019.3
913.3 源氏物語　３ 紫式部　著 左右社 2018.12

915.6 ｻ 旅のつばくろ 沢木　耕太郎　著 新潮社 2020.4
916 ｶ ハイパーハードボイルドグルメリポート 上出　遼平　著 朝日新聞出版 2020.3

923 ｵ 曹操　３ 王　暁磊　著 曹操社 2020.3
923 ﾂ 月の光 ケン　リュウ　編 早川書房 2020.3
929.8 ヒジャーズの贈物 ムハンマド　イクバール　著 大同生命国際文化基金 2018.11

932.5 から騒ぎ　（岩波文庫） シェイクスピア　作 岩波書店 2020.4

933 ｱ 空のあらゆる鳥を
チャーリー　ジェー
ン　アンダーズ　著 東京創元社 2020.5

933 ｳ 通い猫アルフィーとジョージ　（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 2017.7
933 ｳ カメレオンの影　（創元推理文庫） ミネット　ウォルターズ　著 東京創元社 2020.4
933 ｵ 修道女の薔薇　（創元推理文庫） キャロル　オコンネル　著 東京創元社 2020.3
933 ｺ 深層地下４階　（ハーパーＢＯＯＫＳ） デヴィッド　コープ　著 ハーパーコリンズ・ジャパン 2020.3
933 ｻ 悲しみにさよならを　（二見文庫） シャロン　サラ　著 二見書房 2020.3

933 ｼﾞ 伯爵家の家庭教師
ガ ヴ ァ ネ ス

は逃げだした令嬢

（ラズベリーブックス）

シリア　ジェイムズ　著 竹書房 2018.12

933 ｽ 秋 アリ　スミス　著 新潮社 2020.3

《《  語学            》》
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933 ﾌ 火の柱　上　（扶桑社ミステリー） ケン　フォレット　著 扶桑社 2020.3
933 ﾎﾞ 冷酷な丘　（講談社文庫） Ｃ．Ｊ．ボックス　著 講談社 2017.11

933 ﾛ 愛と魔法に導かれし世界　（上，下）
（扶桑社ロマンス）

ノーラ　ロバーツ　著 扶桑社 2020.3

973 ﾀ 島とクジラと女をめぐる断片　（河出文庫） アントニオ　タブッキ　著 河出書房新社 2018.3
973 ﾌﾞ ブッツァーティ短篇集　３ ディーノ　ブッツァーティ　著 東宣出版 2020.1
974 ｼﾞ コロナの時代の僕ら パオロ　ジョルダーノ　著 早川書房 2020.4

K216 京都学・歴彩館紀要　第２号 京都府立京都学・歴彩館　編 京都府立京都学・歴彩館 2019.8
K291 第６学年「ふるさと宇治」の魅力大発信　改訂版 宇治市教育委員会　編 宇治市教育委員会 2020.3

MF210
京都府埋蔵文化財調査報告書　令和
元（平成３１）年度

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 2020.3

MU318 宇治市議会定例会会議録　令和元年１２月 宇治市　編 宇治市 2020
MU318 決算特別委員会会議記録　令和元年 宇治市　編 宇治市 2020
MU351 宇治市統計書　令和元年 政策推進課　編 宇治市 2020.3

MU369 宇治市子ども・子育て支援事業計画　第２期
宇治市健康福祉部
こども福祉課　編

宇治市健康福祉部
こども福祉課 2020.3

R349 地方財政白書　令和２年版 総務省　編 日経印刷 2020.4

R498 厚生統計要覧　令和元年度
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 2020.4

R709 埋蔵文化財保護行政におけるデジタル
技術の導入について　３

埋蔵文化財発掘調
査体制等の整備充
実に関する調査研
究委員会　編

文化庁 2020.2
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