
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 凛として弓を引く　（講談社文庫） 碧野　圭　著 講談社 202110
F-ｱｶ 仁王の本願 赤神　諒　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202112
F-ｱｹ 黒白の一族 明野　照葉　著 光文社 202112
F-ｱｻ 悪玉伝　（角川文庫） 朝井　まかて　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202012
F-ｱｻ 先生のお庭番　（徳間文庫） 朝井　まかて　著 徳間書店 201406
F-ｱｻ エール 朝倉　宏景　著 講談社 202110
F-ｱﾍﾞ 冬の宿 阿部　知二　著 小学館 202110
F-ｱﾘ 捜査線上の夕映え 有栖川　有栖　著 文藝春秋 202201

F-ｲｶ 番所医はちきん先生休診録　２
（幻冬舎時代小説文庫） 井川　香四郎　著 幻冬舎 202112

F-ｲｹ ＢＴ’６３　（上，下）　（講談社文庫） 池井戸　潤　著 講談社 200606
F-ｲｹ 七つの会議　（集英社文庫） 池井戸　潤　著 集英社 201602
F-ｲｹ ロスジェネの逆襲　（文春文庫） 池井戸　潤　著 文藝春秋 201509

F-ｲｼ 女王オフィーリアよ、己の死の謎を解け　（富
士見Ｌ文庫） 石田　リンネ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202111

F-ｲｼ 新しい世界で 石持　浅海　著 光文社 202112
F-ｲﾄ 威風堂々　（上，下） 伊東　潤　著 中央公論新社 202201
F-ｲﾇ 元構造解析研究者の異世界冒険譚　１０ 犬社　護　著 アルファポリス 202109
F-ｴｶﾞ 創世の日 江上　剛　著 朝日新聞出版 202201
F-ｴｸ ひとりでカラカサさしてゆく 江國　香織　著 新潮社 202112
F-ｵｵ 暗約領域 大沢　在昌　著 光文社 202111
F-ｵｵ 夢の島　（集英社文庫） 大沢　在昌　著 集英社 202111
F-ｵｶ 鰻と甘酒　（幻冬舎時代小説文庫） 岡本　さとる　著 幻冬舎 202112
F-ｵｷﾞ エチュード春一番　第３曲　（角川文庫） 荻原　規子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202108

《《  小説            》》

＊図書館が１２月１６日から１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人につき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。
＊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

２０２２年２月号

　　

わせみん
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F-ｵｸ 求めよ、さらば 奥田　亜希子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202112
F-ｵﾝ 愚かな薔薇 恩田　陸　著 徳間書店 202112
F-ｶｷ もう別れてもいいですか 垣谷　美雨　著 中央公論新社 202201
F-ｶｸﾞ 恋文屋さんのごほうび酒 神楽坂　淳　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202108
F-ｶｽﾞ 本好きの下剋上　第５部〔７〕 香月　美夜　著 ＴＯブックス 202201
F-ｶｾﾞ 菩薩の船　（角川文庫） 風野　真知雄　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202111
F-ｶｾﾞ 南町奉行と深泥沼　（文春文庫） 風野　真知雄　著 文藝春秋 202112

F-ｶﾈ 付添い屋・六平太　河童の巻 噛みつき娘
（小学館文庫） 金子　成人　著 小学館 202112

F-ｶﾈ ミーツ・ザ・ワールド 金原　ひとみ　著 集英社 202201
F-ｶﾐ 心霊探偵八雲ＩＮＩＴＩＡＬ　ＦＩＬＥ魂の素数 神永　学　著 講談社 202112
F-ｶﾘ 狩りの季節　（光文社文庫） 井上　雅彦　ほか著 光文社 202111
F-ｶﾝ 下北沢であの日の君と待ち合わせ 神田　茜　著 光文社 202112
F-ｷｳ ブラックガード 木内　一裕　著 講談社 202111
F-ｸﾗ 光と風の国で　（幻冬舎時代小説文庫） 倉阪　鬼一郎　著 幻冬舎 202112
F-ｹｲ 警官の道 呉　勝浩　ほか著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202112

F-ｺｲ
リーリエ国騎士団とシンデレラの弓音
見える神の代理人　（集英社オレンジ文庫）

瑚池　ことり　著 集英社 202111

F-ｺｽ 間者　（双葉文庫） 小杉　健治　著 双葉社 202112
F-ｻｴ 恨み残さじ　決定版　（文春文庫） 佐伯　泰英　著 文藝春秋 202109
F-ｻｴ 剣と十字架　決定版　（文春文庫） 佐伯　泰英　著 文藝春秋 202110
F-ｻｴ 異郷のぞみし　決定版　（文春文庫） 佐伯　泰英　著 文藝春秋 202111
F-ｻｶ 師匠　（光文社文庫） 坂岡　真　著 光文社 202112
F-ｻｻ 真田の兵ども 佐々木　功　著 角川春樹事務所 202112
F-ｻｻ 偽装同盟 佐々木　譲　著 集英社 202112
F-ｼﾉ 狐の眉刷毛　（幻冬舎時代小説文庫） 篠　綾子　著 幻冬舎 202112

F-ｼﾓ
初期スキルが便利すぎて異世界生活が楽
しすぎる！　６ 霜月　雹花　著 アルファポリス 202108

F-ｼﾓ
えんま様のもっと！忙しい４９日間
新宿七不思議の謎　（小学館文庫）

霜月　りつ　著 小学館 202111

F-ﾀﾏ おとぎカンパニー　モンスター編 田丸　雅智　著 光文社 202112
F-ﾁﾈ 真夜中のマリオネット 知念　実希人　著 集英社 202112
F-ﾁﾉ 尚武の志　（双葉文庫） 千野　隆司　著 双葉社 202112
F-ﾂｽﾞ なめくじに聞いてみろ　（講談社文庫） 都筑　道夫　著 講談社 202107
F-ﾄｵ 教育 遠野　遥　著 河出書房新社 202201

F-ﾅｶ
湯島天神坂　お宿如月庵へようこそ
十三夜の巻　（ポプラ文庫）

中島　久枝　著 ポプラ社 202111

F-ﾅｶ 遺言歌 なかにし　礼　著 河出書房新社 202112
F-ﾅｶ 血の歌 なかにし　礼　著 毎日新聞出版 202112

F-ﾅﾙ 神奈川県警「ヲタク」担当細川春菜　２
（幻冬舎文庫） 鳴神　響一　著 幻冬舎 202112

F-ﾆｺﾞ 探偵はもう、死んでいる。　２　（ＭＦ文庫Ｊ） 二語十　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202001
F-ﾇｶ 世界の美しさを思い知れ 額賀　澪　著 双葉社 202112
F-ﾉﾘ 皆のあらばしり 乗代　雄介　著 新潮社 202112
F-ﾊﾀ またあおう　（新潮文庫） 畠中　恵　著 新潮社 202112
F-ﾋｶﾞ 探偵倶楽部　（角川文庫） 東野　圭吾　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 200510
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F-ﾋｶﾞ パラレルワールド・ラブストーリー　（講談社文庫） 東野　圭吾　著 講談社 199803
F-ﾋｶﾞ 名探偵の掟 東野　圭吾　著 講談社 199907
F-ﾋﾗ さもなくば黙れ 平山　瑞穂　著 論創社 202201
F-ﾌｼﾞ 凶状持　（文春文庫） 藤井　邦夫　著 文藝春秋 202112

F-ﾌﾅ
老後に備えて異世界で８万枚の金貨を貯め
ます　６ ＦＵＮＡ　著 講談社 202106

F-ﾎｳ 名探偵に甘美なる死を 方丈　貴恵　著 東京創元社 202201
F-ﾏｻ 彼女が最後に見たものは　（小学館文庫） まさき　としか　著 小学館 202112
F-ﾏﾘ 一九六一東京ハウス 真梨　幸子　著 新潮社 202112
F-ﾐｶ 龍ノ国幻想　２　（新潮文庫ｎｅｘ） 三川　みり　著 新潮社 202112
F-ﾑﾗ にべ屋往来記 村木　嵐　著 文藝春秋 202201
F-ﾓﾛ きりきり舞いのさようなら 諸田　玲子　著 光文社 202112
F-ﾔｷﾞ マザー・マーダー 矢樹　純　著 光文社 202112
F-ﾔﾏ ゆうれい居酒屋　（文春文庫） 山口　恵以子　著 文藝春秋 202112

F-ﾔﾏ 入舟長屋のおみわ　春の炎
（幻冬舎時代小説文庫） 山本　巧次　著 幻冬舎 202112

F-ﾕｳ メイデーア転生物語　５　（富士見Ｌ文庫） 友麻　碧　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202111
F-ﾖｼ ミス・サンシャイン 吉田　修一　著 文藝春秋 202201
F-ﾖｼ ミトンとふびん 吉本　ばなな　著 新潮社 202112

E-ｲﾂ 一期一会の人びと 五木　寛之　著 中央公論新社 202201
E-ｷｼ モヤモヤするけどスッキリ暮らす 岸本　葉子　著 中央公論新社 202201
E-ｺﾓ 毒舌娘の人生は毒だらけ ｃｏｍｏｒａｖａ　著 清流出版 202109
E-ﾉﾘ 掠れうる星たちの実験 乗代　雄介　著 国書刊行会 202112

E-ﾐｳ みうらじゅんと宮藤官九郎の世界全体会議
（集英社文庫）

みうら　じゅん　著 集英社 202012

E-ﾔﾏ 吉祥寺ドリーミン 山田　詠美　著 小学館 202112

007.3 イーロン・マスク次の標的 浜田　和幸　著 祥伝社 202107
007.6 いちばんやさしいＷｏｒｄＰｒｅｓｓ入門教室 佐々木　恵　著 ソーテック社 202010
007.6 ６０歳からのスマホ品格レッスン 増田　由紀　監修 主婦の友社 202111
023.1 “ひとり出版社”という働きかた 西山　雅子　編 河出書房新社 202107
082.6 胡適文選　２　（東洋文庫） 胡　適　著 平凡社 202112

104 言語が消滅する前に 國分　功一郎　著 幻冬舎 202111
141.9 自己肯定感という呪縛 榎本　博明　著 青春出版社 202112
146.1 ハブられても生き残るための深層心理学 きたやま　おさむ　著 岩波書店 202111
146.8 我慢して生きるほど人生は長くない 鈴木　裕介　著 アスコム 202110
146.8 なぜ、あなたは他人の目が気になるのか？ 根本　裕幸　著 フォレスト出版 202106
147 ｺ 釈迦が語る宇宙の始まり 小宮　光二　著 Ｃｌｏｖｅｒ出版 202111
147 ﾅ 「最適化」の世界 並木　良和　著 きずな出版 202111
147 ﾅ 全宇宙の大転換と人類の未来 並木　良和　著 ナチュラルスピリット 202111
147 ﾐ 身体を持って次の次元へ行く　２ ミナミＡアシュタール　著 破常識屋出版 202105
148.8 月の教科書 マドモアゼル　愛　著 ビオ・マガジン 202109
152.1 なぜなら、それが「好き」ということだから。 ひでまる　著 大和出版 202102

《《  哲学・宗教    》》

《《  エッセイ        》》

《《  総記            》》

3



159 ﾄ 相談する勇気 精神科医Ｔｏｍｙ　著 飛鳥新社 202112
159.4 シン・サラリーマン サラタメ　著 ダイヤモンド社 202112

159.6 「断る」ほどチャンスをつかむ女
ひと

のルール 里岡　美津奈　著 秀和システム 202103

159.6 孤独の飼い方 下重　暁子　著 青春出版社 202112
161.3 ジンメル宗教論集　（岩波文庫） ジンメル　著 岩波書店 202112
182.1 最澄と徳一 師　茂樹　著 岩波書店 202110
183.0 いつか死ぬ、それまで生きる　わたしのお経 伊藤　比呂美　著 朝日新聞出版 202111
188.7 真宗悪人伝 井上　見淳　著 法藏館 202110
188.7 歎異抄ってなんだろう 高森　光晴　著 １万年堂出版 202112

205 ＲＥＫＩＨＡＫＵ　００３ 人間文化研究機構国立歴
史民俗博物館　編

人間文化研究機構国
立歴史民俗博物館 202106

209.5 世界を変えた「海賊」の物語 スティーブン　ジョンソン　著 朝日新聞出版 202107
210.2 地図でスッと頭に入る縄文時代 山田　康弘　監修 昭文社 202112
210.4 頼朝と義時 呉座　勇一　著 講談社 202111
210.7 ｼﾞ 地べたの戦争 「言葉を刻む」取材班　著 西日本新聞社 202108
232.8 古代ローマ人の都市管理 堀　賀貴　編 九州大学出版会 202108
289.1 ﾀ 立花隆　長崎を語る 立花　隆　著 長崎文献社 202109

289.3 ｶ
世界を救うｍＲＮＡワクチンの開発者カタリ
ン・カリコ 増田　ユリヤ　著 ポプラ社 202110

291.0 おとなの青春１８きっぷの旅 宝島社 202108

291.6 京都一周トレイルマップ＆ガイド
京都トレイルガイド協
会　編著 ナカニシヤ出版 202111

291.6 京阪神発半日徒歩旅行 佐藤　徹也　著 山と溪谷社 202112
291.6 琵琶湖・近江路　第９版　ブルーガイド　てくてく歩き 実業之日本社 202107

302.4 エジプトの空の下 飯山　陽　著 晶文社 202111
304 ﾀ 「数字に弱い」日本人の超・危険な生活 高橋　洋一　著 ビジネス社 202112
304 ﾀ 世界のニュースを日本人は何も知らない　３ 谷本　真由美　著 ワニブックス 202112
304 ﾌ 日曜の言葉たち 福島　申二　著 岩波書店 202111
312.1 永田町動物園 亀井　静香　著 講談社 202111
312.3 ポスト社会主義の政治 松里　公孝　著 筑摩書房 202103

318.5
根拠が示せる！上司も納得！公務員のか
んたんデータ活用術 志村　高史　著 学陽書房 202107

319.8 世界は広島をどう理解しているか 井上　泰浩　編著 中央公論新社 202107

330.4 ＮＥＯ ＥＣＯＮＯＭＹ 日本経済新聞社　編
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部 202005

332 共同体の基礎理論　（岩波文庫） 大塚　久雄　著 岩波書店 202112
332.1 「経済オンチ」が日本を破壊する！ 高橋　洋一　著 清談社Ｐｕｂｌｉｃｏ 202111
336.4 新標準の就業規則 下田　直人　著 日本実業出版社 202107

336.4
銀座Ｎｏ．１ホステスの上司の評価が上がる
知的なルール 水希　著 扶桑社 202106

338.1 割安成長株で勝つエナフン流バイ＆ホールド 奥山　月仁　著 日経ＢＰ 202111

338.1
ウォーレン・バフェットの「仕事と人生を豊か
にする８つの哲学」 桑原　晃弥　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202112

《《  歴史・地理    》》

《《  社会科学      》》
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338.1 成長株に化ける優待株の探し方 成長株テリー　著 フォレスト出版 202112

345.3
賢い申告！危ない申告もれ！確定申告Ｑ
＆Ａ　令和４年３月

中島　孝一　ほか著 ビジネス教育出版社 202111

361.4 人は聞き方が９割 永松　茂久　著 すばる舎 202112
361.4 情弱すら騙せなくなったメディアの沈没 渡邉　哲也　著 徳間書店 202110
361.5 ウスビ・サコの「まだ、空気読めません」 ウスビ　サコ　著 世界思想社 202110
366.3 ハラスメント言いかえ事典 山藤　祐子　監修 朝日新聞出版 202111
367.9 １０代の妊娠 にじいろ　著 合同出版 202112

368.2 １４歳から考えたい貧困
フィリップ　Ｎ．ジェ
ファーソン　著 すばる舎 202112

368.6 男子という闇 エマ　ブラウン　著 明石書店 202111
369 子ども介護者 濱島　淑惠　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202109
371.4 生きづらさの生き方ガイド 大橋　史信　共著 日本法令 202107
375.1 一人１台のルール 為田　裕行　著 さくら社 202107
375.1 ＧＩＧＡスクール構想で変える！　２ 樋口　万太郎　著 明治図書出版 202107
376.1 子育ての悩みに今すぐ役立つＱ＆Ａ６８ 田中　昌子　著 講談社 202006
379.9 ｲ あきらめない「強い心」をもつために 池江　美由紀　著 アスコム 202111

379.9 ﾃﾞ デジタル時代の子育て
ディアグノーゼ　メディ
ア　編集責任 イザラ書房 202111

379.9 ﾆ
脳科学者が教える子どもの自己肯定感は
３・７・１０歳で決まる 西　剛志　著 ＰＨＰ研究所 202004

382.1 アイヌをもっと知る図鑑 平凡社 202005
386.1 日本の祝日と歳事の由来 生方　徹夫　著 モラロジー道徳教育財団 202112
391.2 敗軍の名将 古谷　経衡　著 幻冬舎 202109

401 科学と仮説　（岩波文庫） ポアンカレ　著 岩波書店 202112
402.1 江戸の科学者　（講談社学術文庫） 吉田　光邦　著 講談社 202109
404 センス・オブ・ワンダー　（新潮文庫） レイチェル　カーソン　著 新潮社 202109
486.0 ぼくの昆虫学の先生たちへ 今福　龍太　著 筑摩書房 202107
486.6 たくましくて美しい糞虫図鑑 中村　圭一　著 創元社 202107
491.3 自由エネルギー原理入門 乾　敏郎　著 岩波書店 202111
491.3 人体大全 ビル　ブライソン　著 新潮社 202109
492.7 ひとりほぐし 崎田　ミナ　著 日経ＢＰ 202111
493.7 ｶ 強迫症を治す 亀井　士郎　著 幻冬舎 202109
498.3 ﾀ タキミカ体操 瀧島　未香　著 サンマーク出版 202112
498.5 ﾓ 最強の健康野菜 森光　康次郎　著 河出書房新社 202111

507.2 解説特許法 江口　裕之　著 経済産業調査会 202106
519 情報の悪意 武田　邦彦　著 徳間書店 202111
519 最近、地球が暑くてクマってます。 水野　敬也　著 文響社 202109
527 がまんしない家 水越　美枝子　著 ＮＨＫ出版 202110

527
中古マンション・戸建てをリノベーションして
カッコよく暮らす 主婦と生活社 202107

537.0 世界で勝てない日本企業 カルロス　ゴーン　著 幻冬舎 202112
537.9 タイヤの科学とライディングの極意 和歌山　利宏　著 グランプリ出版 202107

《《  自然科学      》》

《《  技術・工学    》》
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572.1 よくわかる最新全固体電池の基本と仕組み 齋藤　勝裕　著 秀和システム 202112
586.4 日本の美意識で世界初に挑む 細尾　真孝　著 ダイヤモンド社 202109
589.2 大人になったら、着たい服　’２１－’２２秋冬 主婦と生活社 202110
594.3 とじ・はぎなしネックから編むセーター　増補改訂版 日本ヴォーグ社 202111
595.6 １分おしり筋を伸ばすだけで劇的くびれ・美脚！ Ｎａｏｋｏ　著 学研プラス 202105
596 暮しの手帖の傑作レシピ　２０２１夏保存版 暮しの手帖社 202106
596.0 干し芋の丸かじり 東海林　さだお　著 朝日新聞出版 202111
596.0 キッチンから始める人生の整理術 村上　祥子　著 青春出版社 202111

597.9
病院清掃３５年のプロが教える病気になら
ない掃除術 松本　忠男　著 幻冬舎 202111

599.8 じママの全力おうち遊び じママ　著 ブティック社 202107

610.4 その農地、私が買います 高橋　久美子　著 ミシマ社 202110
611.3 食べものが足りない！ 井出　留美　著 旬報社 202201
673.7 好きなものを売って１０年続く店をつくる 碓井　美樹　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202111
686.0 近畿日本鉄道のすべて 「旅と鉄道」編集部　編 天夢人 202111
699.3 たたかわない生き方 大下　容子　著 ＣＣＣメディアハウス 202110
699.6 声を上げる、声を届ける 澤田　大樹　著 亜紀書房 202112

702.5 マン・レイと女性たち 巖谷　國士　監修　著 平凡社 202107
726.6 ３人のパパと３つのはなたば クク　チスン　作 ブロンズ新社 202110
754.9 お菓子の箱だけで作るすごい空箱工作 はるきる　著 ワニブックス 202107

757
センスがないと思っている人のための読む
デザイン 鎌田　隆史　著 旬報社 202105

760.8 大作曲家の音符たち 池辺　晋一郎　著 音楽之友社 202110
760.8 クラシックを読む　１ 百田　尚樹　著 祥伝社 202111
767.8 槙原敬之歌の履歴書 小貫　信昭　著 ぴあ 202110
772.1 みんな、本当はおひとりさま 久本　雅美　著 幻冬舎 202111
778.8 大人もハマる！韓国ドラマ推しの５０本 渥美　志保　著 大月書店 202112
780.6 亡国の東京オリンピック 後藤　逸郎　著 文藝春秋 202109

780.6 冠
コロナ

〈廃墟の光〉　（新潮文庫）
沢木　耕太郎　著 新潮社 202106

783.4 俺は主夫。職業、現役Ｊリーガー 大久保　嘉人　著 講談社 202111
783.6 卓球語辞典 伊藤　条太　著 誠文堂新光社 202108
783.7 阪神タイガースぶっちゃけ話 江本　孟紀　著 清談社Ｐｕｂｌｉｃｏ 202111
786.1 科学が教える山歩き超入門 能勢　博　監修 エクシア出版 202107
788.1 奈落の底から見上げた明日 照ノ富士　春雄　著 日本写真企画 202111
796.0 考えて、考えて、考える 丹羽　宇一郎　著 講談社 202108

809.4 朗読ワークショップ 青木　裕子　著 アーツアンドクラフツ 202107
810.1 いつもの言葉を哲学する 古田　徹也　著 朝日新聞出版 202112
837.8 英会話は筋トレ。 船橋　由紀子　著 かんき出版 202104

902 世界文学の名作を「最短」で読む 栩木　伸明　編訳 筑摩書房 202110
910.2 作家の値うち 小川　榮太郎　著 飛鳥新社 202112

《《  芸術・体育    》》

《《  語学            》》

《《  文学            》》

《《  産業            》》
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911.1 ｼ 拾遺和歌集　（岩波文庫） 小町谷　照彦　校注 岩波書店 202112
911.1 ｾ 百人一首の歴史学 関　幸彦　著 吉川弘文館 202109
912.4 完本小栗 信多　純一　訳著 和泉書院 201411
915.6 ｱ シルクロード 安部　龍太郎　著 潮出版社 202107
915.6 ﾂ つげ義春日記　（講談社文芸文庫） つげ　義春　著 講談社 202003
916 ｴ ママがもうこの世界にいなくても 遠藤　和　著 小学館 202112
916 ﾀ ぜんぶ体型のせいにするのをやめてみた。 竹井　夢子　著 大和書房 202107

923 ﾎﾞ 魔道祖師　１ 墨香銅臭　著 フロンティアワークス 202105
923 ﾘ 火守 劉　慈欣　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202112

923 ﾘ 盟約の少女騎士
ス キ ャ ル ド メ ー ル

陸　秋槎　著 星海社 202111

933 ｱ ２０３４米中戦争　（二見文庫） エリオット　アッカーマン　著 二見書房 202112
933 ｳ 通い猫アルフィーのめぐりあい　（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 202008
933 ｵ マンスフィールド・パーク　下　（岩波文庫） ジェイン　オースティン　作 岩波書店 202112
933 ｸﾞ 革命と献身 ヴィエト　タン　ウェン　著 早川書房 202112
933 ﾍﾞ 最後の審判　（小学館文庫） ロバート　ベイリー　著 小学館 202112
933 ﾏ 塩の湿地に消えゆく前に ケイトリン　マレン　著 早川書房 202201
933 ﾗ ファニーフィンガーズ　（ハヤカワ文庫　ＳＦ） Ｒ．Ａ．ラファティ　著 早川書房 202112
933 ﾙ シルバービュー荘にて ジョン　ル　カレ　著 早川書房 202112
983 ｳ 緑の天幕 リュドミラ　ウリツカヤ　著 新潮社 202112

MF069 朱雀　第３３集 京都府京都文化博物館　編 京都府京都文化博物館 202103
MU318 宇治市議会定例会会議録　令和３年９月 宇治市　編 宇治市 202100
MU369 宇治市の健康福祉　令和３年度版 宇治市　編 宇治市 202100

MU373
宇治市教育委員会の所管する事務の管理
及び執行の状況の点検及び評価に関する
報告書　令和２年度実施事業

宇治市教育委員会　編 宇治市 202201

MU373 宇治市の教育　令和３年度版 宇治市教育委員会　編 宇治市教育委員会 202112
MU518 水道統計年報　令和３年度版 宇治市上下水道部　編 宇治市上下水道部 202111

R314 国会便覧　令和３年１２月臨時版 シュハリ・イニシアティブ 202112
R318 日本都市年鑑　７９（２０２１） 全国市長会　編 第一法規 202112
R459 鉱物分類図鑑３２３ 青木　正博　著 誠文堂新光社 202106
R705 美術年鑑　２０２２ 美術年鑑編集部　編集 美術年鑑社 202201

《《  行政資料      》》

《《  参考資料      》》

《《  外国文学      》》
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