
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

V706 ﾅ ナショナル・ギャラリー
フレデリック・ワイズマ
ン　監督　編集　録音 アルバトロス 201511

V778 ｱ アラジン ウォルトディズニースタジオ
ホームエンターテイメント 200810

F-ｱｷ 氏真、寂たり　（徳間文庫） 秋山　香乃　著 徳間書店 202201
F-ｱｻ 青い雪 麻加　朋　著 光文社 202202
F-ｱｻ ななみの海 朝比奈　あすか　著 双葉社 202202

F-ｱﾏ 和らぎの国　小説・推古天皇 天津　佳之　著
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部 202202

F-ｱﾝ 叡智の覇者　（創元推理文庫） 庵野　ゆき　著 東京創元社 202111
F-ｲﾁ チェレンコフの眠り 一條　次郎　著 新潮社 202202
F-ｲﾁ 砂嵐に星屑 一穂　ミチ　著 幻冬舎 202202
F-ｲﾉ いのちを守る　（角川文庫） 宇江佐　真理　ほか著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202103
F-ｲﾊ 小牧長久手仁義　（双葉文庫） 井原　忠政　著 双葉社 202202
F-ｲﾖ オオルリ流星群 伊与原　新　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202202
F-ｳｴ 渦中　（集英社文庫） 上田　秀人　著 集英社 202202
F-ｳｴ 勘定侍柳生真剣勝負　５　（小学館文庫） 上田　秀人　著 小学館 202202
F-ｳｴ 大奥騒乱　新装版　（徳間文庫） 上田　秀人　著 徳間書店 202202
F-ｴﾝ 稔と仔犬　青いお城 遠藤　周作　著 河出書房新社 202202
F-ｵｳ ブラック・ムーン 逢坂　剛　著 中央公論新社 202202
F-ｵｵ 台湾侵攻　１ 大石　英司　著 中央公論新社 202201
F-ｵｵ 樹海警察　〔１〕　（ハルキ文庫） 大倉　崇裕　著 角川春樹事務所 201710
F-ｵｵ クラウドの城 大谷　睦　著 光文社 202202
F-ｵｶ 八丁堀強妻物語　（小学館文庫） 岡本　さとる　著 小学館 202202
F-ｵﾉ いえ 小野寺　史宜　著 祥伝社 202202

図書館に入った本のごあんない

２０２２年４月号

　　

わせみん

＊図書館が２月１６日から３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(https://www.city.uji.kyoto.jp/site/uji-publiclibrary/)にも掲載
していますので、ご利用ください

《《  DVD            》》

《《  小説            》》
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F-ｶｲ 旺華国後宮の薬師　５　（富士見Ｌ文庫） 甲斐田　紫乃　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202112
F-ｶｲ 奏鳴曲 海堂　尊　著 文藝春秋 202202
F-ｶｶﾞ おおあんごう 加賀　翔　著 講談社 202111
F-ｶｸ タラント 角田　光代　著 中央公論新社 202202
F-ｶｾﾞ いい湯じゃのう　１　（ＰＨＰ文芸文庫） 風野　真知雄　著 ＰＨＰ研究所 202201
F-ｶｾﾞ わるじい慈剣帖　８　（双葉文庫） 風野　真知雄　著 双葉社 202202
F-ｶﾄﾞ 信長、鉄砲で君臨する 門井　慶喜　著 祥伝社 202202

F-ｶﾞﾗ 出雲のあやかしホテルに就職します　１１
（双葉文庫） 硝子町　玻璃　著 双葉社 202112

F-ｶﾜ 春のこわいもの 川上　未映子　著 新潮社 202202
F-ｶﾜ ジュリアン・バトラーの真実の生涯 川本　直　著 河出書房新社 202109
F-ｷﾀ 道誉なり　（上，下）　（中公文庫） 北方　謙三　著 中央公論新社 202112
F-ｷﾘ 燕は戻ってこない 桐野　夏生　著 集英社 202203

F-ｺｲ
リーリエ国騎士団とシンデレラの弓音　希望
を結ぶ岬　（集英社オレンジ文庫）

瑚池　ことり　著 集英社 202201

F-ｺｽ 天竺茶碗　（幻冬舎時代小説文庫） 小杉　健治　著 幻冬舎 201912
F-ｺｽ 月夜の牙　（幻冬舎時代小説文庫） 小杉　健治　著 幻冬舎 202006
F-ｺｽ 祈りの陰　（幻冬舎時代小説文庫） 小杉　健治　著 幻冬舎 202012
F-ｺｽ 隠し絵　（祥伝社文庫） 小杉　健治　著 祥伝社 202201
F-ｺｽ 獄門首　（二見時代小説文庫） 小杉　健治　著 二見書房 202202

F-ｺﾄ
こんなにも美しい世界で、また君に出会えた
ということ。　（スターツ出版文庫）

小鳥居　ほたる　著 スターツ出版 202002

F-ｺﾝ シャルロットのアルバイト 近藤　史恵　著 光文社 202202

F-ｺﾝ 二重標的
ダブルターゲット

　（ハルキ文庫） 今野　敏　著 角川春樹事務所 202112

F-ｻｴ 光る海　（文春文庫） 佐伯　泰英　著 文藝春秋 202202
F-ｻｶ 楽園ジューシー 坂木　司　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202202

F-ｻﾂ
薬で幼くなったおかげで冷酷公爵様に拾わ
れました　１ 佐槻　奏多　著 フロンティアワークス 202112

F-ｻﾄ 喜べ、幸いなる魂よ 佐藤　亜紀　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202203
F-ｻﾉ 誰かがこの町で 佐野　広実　著 講談社 202201
F-ｻﾜ 漆花ひとつ 澤田　瞳子　著 講談社 202202

F-ｼｸﾞ
ソードアート・オンラインオルタナティブガン
ゲイル・オンライン　１２　（電撃文庫）

時雨沢　恵一　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202202

F-ｼﾞﾀﾞ 時代小説ザ・ベスト　２０２１　（集英社文庫） 日本文藝家協会　編 集英社 202106
F-ｼﾞﾕ １０文字ホラー　１ 氏田　雄介　編 星海社 202109
F-ｼﾖ 小説の惑星　ノーザンブルーベリー篇　（ちくま文庫） 伊坂　幸太郎　編 筑摩書房 202112
F-ｼﾖ 花咲小路二丁目の寫眞館 小路　幸也　著 ポプラ社 202202
F-ｽｽﾞ 義元、遼たり　（徳間文庫） 鈴木　英治　著 徳間書店 202201
F-ｿﾉ 人生の決算書 曽野　綾子　著 文藝春秋 202202
F-ﾀｶ 銀狐は死なず 鷹樹　烏介　著 二見書房 202202
F-ﾀｶ 私立シードゥス学院　２　（角川文庫） 高里　椎奈　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202105
F-ﾀｶ あきない世傳金と銀　１２　（ハルキ文庫） 高田　郁　著 角川春樹事務所 202202
F-ﾀｶ 枳殻家の末娘 高橋　三千綱　著 青志社 202201
F-ﾀﾏ 古道具おもかげ屋　（ポプラ文庫） 田牧　大和　著 ポプラ社 202112
F-ﾁﾉ 覚悟の算盤　（双葉文庫） 千野　隆司　著 双葉社 202201
F-ﾁﾉ 獅子の寝床　（ハルキ文庫） 知野　みさき　著 角川春樹事務所 202202
F-ﾂｶ 趙雲伝 塚本　青史　著 河出書房新社 202202
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F-ﾂｼﾞ 一輪の花　（光文社文庫） 辻堂　魁　著 光文社 202202
F-ﾃﾗ タイムマシンに乗れないぼくたち 寺地　はるな　著 文藝春秋 202202

F-ﾃﾝ 京都府警あやかし課の事件簿　６
（ＰＨＰ文芸文庫）

天花寺　さやか　著 ＰＨＰ研究所 202201

F-ﾄﾞｳ ０ 堂場　瞬一　著 河出書房新社 202202
F-ﾅｶﾞ 秘剣の名医　１０　（コスミック・時代文庫） 永井　義男　著 コスミック出版 202110
F-ﾅｶﾞ アキレウスの背中 長浦　京　著 文藝春秋 202202
F-ﾅｶﾞ さようなら竜生、こんにちは人生　２２ 永島　ひろあき　著 アルファポリス 202112

F-ﾅｶﾞ Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　２８
（ＭＦ文庫Ｊ） 長月　達平　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202112

F-ﾅｶ それぞれの風の物語 中場　利一　著 光文社 202202
F-ﾅｶﾞ コーリング・ユー 永原　皓　著 集英社 202202
F-ﾅｶ ふつつかな悪女ではございますが　３ 中村　颯希　著 一迅社 202111
F-ﾅﾝ 特許やぶりの女王 南原　詠　著 宝島社 202201
F-ﾊｼﾞ はじめての 島本　理生　著 水鈴社 202202
F-ﾊﾞﾊﾞ 蜘蛛ですが、なにか？　１６ 馬場　翁　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202201
F-ﾊﾔ 奇跡 林　真理子　著 講談社 202202
F-ﾊﾔ 私はスカーレット　３　（小学館文庫） 林　真理子　著 小学館 202010
F-ﾊﾔ トライアングル・ビーチ　（文春文庫） 林　真理子　著 文藝春秋 202107

F-ﾊﾗ そのマンション、終の住処でいいですか？
（新潮文庫） 原田　ひ香　著 新潮社 202202

F-ﾋﾉ
私を追い出すのはいいですけど、この家の
薬作ったの全部私ですよ？ 火野村　志紀　著 アルファポリス 202202

F-ﾌｸ 繭の季節が始まる 福田　和代　著 光文社 202202
F-ﾌｼﾞ 埋蔵金　（双葉文庫） 藤井　邦夫　著 双葉社 202202
F-ﾌｼﾞ 空にピース 藤岡　陽子　著 幻冬舎 202202
F-ﾌｼﾞ その午後、巨匠たちは、 藤原　無雨　著 河出書房新社 202202
F-ﾌﾙ ヒノマル 古市　憲寿　著 文藝春秋 202202
F-ﾏﾂ ヒカリ文集 松浦　理英子　著 講談社 202202
F-ﾏﾂ 僕が僕をやめる日　（メディアワークス文庫） 松村　涼哉　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 201911

F-ﾐﾅ 生殺人映画
スナッフ・ムービー

　（文芸社文庫） 南　英男　著 文芸社 202008

F-ﾓﾁ 旋律　（双葉文庫） 望月　麻衣　著 双葉社 202201
F-ﾓﾓ ３１番目のお妃様　７　（ビーズログ文庫） 桃巴　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202108
F-ﾓﾛ 恋ほおずき　完全版　（中公文庫） 諸田　玲子　著 中央公論新社 202112

F-ﾔｹﾞ 高望の大刀 夜弦　雅也　著
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部 202202

F-ﾔﾏ 夜のお茶漬け　（ハルキ文庫） 山口　恵以子　著 角川春樹事務所 202201
F-ﾖｼ 月下蝋人　（講談社文庫） 吉川　英梨　著 講談社 202012
F-ﾜﾀ 呪い禍　（講談社文庫） 輪渡　颯介　著 講談社 202105

E-ｱｶﾞ ないものねだるな 阿川　佐和子　著 中央公論新社 202202
E-ｲｹ すごいトシヨリ散歩 池内　紀　著 毎日新聞出版 202111
E-ｵｶﾞ 真夜中の栗　（幻冬舎文庫） 小川　糸　著 幻冬舎 202202
E-ｺﾞﾐ ６Ｂの鉛筆で書く 五味　太郎　著 ブロンズ新社 202202
E-ｻﾝ センス・オブ・何だあ？ 三宮　麻由子　著 福音館書店 202203

E-ｽｽﾞ
遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃない
ほうを選ぶ スズキ　ナオ　著 スタンド・ブックス 202112

E-ﾀｶ これは、アレだな 高橋　源一郎　著 毎日新聞出版 202202

《《  エッセイ        》》
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E-ﾉﾅ 犬棒日記　続 乃南　アサ　著 双葉社 202202
E-ﾏｻ 病牀六尺　改版　（岩波文庫） 正岡　子規　著 岩波書店 202202
E-ﾖｼ 人生の旅をゆく　４ 吉本　ばなな　著 ＮＨＫ出版 202202

002.7
現代病「集中できない」を知力に変える読む
力最新スキル大全 佐々木　俊尚　著 東洋経済新報社 202202

002.7 情報を活用して、思考と行動を進化させる 田中　志　著
クロスメディア・パブ
リッシング 202105

007.3
ＩＴ担当者のためのテレワーク時代のセキュ
リティ対策 橋本　和則　著 翔泳社 202202

007.6 Ｐｙｔｈｏｎプログラミング完全入門 高橋　宣成　著 技術評論社 202108
007.6 はかどる神ｉＰａｄ 平岡　雄太　著 マガジンハウス 202112

007.6
アジャイルなチームをつくるふりかえりガイド
ブック 森　一樹　著 翔泳社 202102

019.9 この３０年の小説、ぜんぶ 高橋　源一郎　著 河出書房新社 202112
021.4 渡された言葉 井上　一夫　著 本の泉社 202110
024.8 野呂邦暢古本屋写真集　（ちくま文庫） 野呂　邦暢　著 筑摩書房 202111
031.4 「日本の伝統」の正体　（新潮文庫） 藤井　青銅　著 新潮社 202101
041 立花隆の最終講義 立花　隆　著 文藝春秋 202110
049 絶滅危惧動作図鑑 藪本　晶子　著 祥伝社 202110

104 死者と霊性の哲学 末木　文美士　著 朝日新聞出版 202201
104 〈私〉をめぐる対決 永井　均　著 明石書店 202112
116 思考実験 榛葉　豊　著 講談社 202202
140.1 なぜ、あの人は予測を裏切るのか 匠　英一　監修 青春出版社 202112

146.8 「本当の自分」がわかる心理学
シュテファニー　シュ
タール　著 大和書房 202110

152.1
カップリング率８０％超の仲人が教える恋愛
マッチング方程式 高須　美谷子　著 大和出版 202112

159 ｲ 稲盛和夫一日一言 稲盛　和夫　著 致知出版社 202110
159 ｷ 絶望から希望へ 岸見　一郎　著 大和書房 202202
159 ｷ ドイツ人はなぜ「自己肯定感」が高いのか キューリング恵美子　著 小学館 202111

159 ｼ 感性のある人が習慣にしていること ＳＨＯＷＫＯ　著
クロスメディア・パブ
リッシング 202201

159 ﾄ 精神科医Ｔｏｍｙが教える心の荷物の手放し方 精神科医Ｔｏｍｙ　著 ダイヤモンド社 202201
159 ﾊ サイコロジー・オブ・マネー モーガン　ハウセル　著 ダイヤモンド社 202112
159 ﾏ 新１００のきほん 松浦　弥太郎　著 マガジンハウス 202201

159.6
知的で気品のある人がやっている気くばりと
マナー 田中　未花　著

ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン 202111

188.7 私の親鸞 五木　寛之　著 新潮社 202110
191.0 危機の神学 若松　英輔　著 文藝春秋 202112

209 知識ゼロからの学び直し世界史 福田　智弘　著 幻冬舎 202201

209.2 人類の歴史をつくった１７の大発見
コーディー　キャシ
ディー　著 河出書房新社 202111

210.0 絵画と写真で掘り起こす「オトナの日本史講座」 河合　敦　著 祥伝社 202108
210.0 オカマの日本史 山口　志穂　著 ビジネス社 202108
210.2 縄文ｖｓ．弥生 設楽　博己　著 筑摩書房 202201
210.6 明治維新の研究 津田　左右吉　著 毎日ワンズ 202111

《《  総記            》》

《《  哲学・宗教    》》

《《  歴史・地理    》》
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210.7 ﾋ ソ連兵へ差し出された娘たち 平井　美帆　著 集英社 202201
216.2 京都の中世史　（１，４，６） 吉川弘文館 202112
219.9 首里城地下第３２軍司令部壕 牛島　貞満　著 高文研 202112
222.0 古代中国の２４時間 柿沼　陽平　著 中央公論新社 202111
280.4 独身偉人伝 長山　靖生　著 新潮社 202110
283.5 フランス革命の女たち　新版 池田　理代子　著 新潮社 202107
288.3 松丸家の育て方 松丸　悟　著 ｒｅｐｉｃｂｏｏｋ 202111
289.1 ｲ 公爵家の娘　（文春学藝ライブラリー） 浅見　雅男　著 文藝春秋 202108

289.1 ｵ
難民に希望の光を　真の国際人緒方貞子
の生き方 中村　恵　著 平凡社 202202

289.1 ﾊ 聖子 森　まゆみ　著 亜紀書房 202111
289.1 ﾊ 郡是－創業者波多野鶴吉 八幡　一男　著 京都新聞出版センター 202112
289.1 ﾌ 旧皇族の宗家・伏見宮家に生まれて 伏見　博明　著 中央公論新社 202201
289.3 ﾊ カマラ・ハリスの流儀 ダン　モレイン　著 彩流社 202108
289.3 ﾒ メルケル カティ　マートン　著 文藝春秋 202111
290.9 オートバイ地球ひとり旅　ヨーロッパ編 松尾　清晴　著 鳥影社 202107
291.0 名城を訪ねる旅　西日本編 東京ニュース通信社 202110

304 ｶ それでも生きていく 姜　尚中　著 集英社 202201
304 ﾀ 立花隆　最後に語り伝えたいこと 立花　隆　著 中央公論新社 202108
304 ﾖ ヒトの壁 養老　孟司　著 新潮社 202112
311.2 マキアヴェッリの独創性　（岩波文庫） バーリン　著 岩波書店 202202
312.1 孤独の宰相 柳沢　高志　著 文藝春秋 202112
D316.8 ウイグル人という罪 清水　ともみ　漫画 扶桑社 202109
317.7 職務質問 古野　まほろ　著 新潮社 202110
317.7 誉田哲也が訊く！ 誉田　哲也　著 光文社 202201
318.3 地方公務員の新しいキャリアデザイン 小紫　雅史　著 実務教育出版 202108

318.5 自治体法的トラブル解決のポイント 筑波大学ロースクール自
治体法務研究会　編著 ぎょうせい 202107

319.1 宿命の衝突 田久保　忠衛　著 ビジネス社 202202
319.2 日本依存から脱却できない韓国 佐々木　和義　著 新潮社 202201

319.2 チベット侵略
チベット亡命政権ジュ
ネーブ支局　著 飛鳥新社 202112

332.1 お金の手帖Ｑ＆Ａ 暮しの手帖社 202111
336.3 できる上司は会話が９割 林　健太郎　著 三笠書房 202103

336.4 職場のめんどくさい人から自分を守る心理学 井上　智介　著
日本能率協会マネジ
メントセンター 202112

337 図解はじめて学ぶみんなのお金 エディ　レイノルズ　文 晶文社 202201
338.1 株「板読み」の鬼１００則 石井　勝利　著 明日香出版社 202112

338.1 敗者のゲーム チャールズ　エリス　著
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部 202201

338.1 新時代の堅実なお金の増やし方 小宮　一慶　著 ぱる出版 202112

338.1
オートモードで月に１８．５万円が入ってくる
「高配当」株投資 長期株式投資　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202202

338.1 株探最強投資術　（日本株編，米国株編） 宝島社 202202
338.7 なぜ信用金庫は生き残るのか 鳥羽田　継之　著 祥伝社 202202
366.4 給与明細から読み解くお金のしくみ 高橋　創　監修 日東書院本社 202110
366.7 ワーク・ファミリー・バランス 高橋　美恵子　編 慶應義塾大学出版会 202110

《《  社会科学      》》
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367.5
自慢話でも武勇伝でもない「一般男性」の話
から見えた生きづらさと男らしさのこと 清田　隆之　著 扶桑社 202112

367.9
初めて「性」のことを子どもに伝えるパパとマ
マのための教科書 川村　真奈美　著 学研プラス 202108

369.3
自治体職員のための災害救援法務ハンド
ブック 中村　健人　著 第一法規 202108

370.4 複雑化の教育論 内田　樹　著 東洋館出版社 202201
370.4 子どもが心配 養老　孟司　著 ＰＨＰ研究所 202203
379.9 ﾆ 僕が親ならこう育てるね ひろゆき　著 扶桑社 202109
383.7 いれずみ〈文身〉の人類学 吉岡　郁夫　著 雄山閣 202107
385.4 日本の婚礼衣裳 長崎　巌　編著 東京美術 202111
388 昔話の扉をひらこう 小澤　俊夫　著 暮しの手帖社 202201

440.1 宇宙は数式でできている 須藤　靖　著 朝日新聞出版 202201
448.9 地図帳の深読み　１００年の変遷 今尾　恵介　著 帝国書院 202108
449.1 時間の日本史 佐々木　勝浩　著 小学館 202108
467.5 ＬＩＦＥ　ＣＨＡＮＧＩＮＧ ヘレン　ピルチャー　著 化学同人 202108
489.5 オオカミ トッド　Ｋ．フラー　著 化学同人 202110
491.3 腎臓が寿命を決める 黒尾　誠　著 幻冬舎 202201
493.6 腰痛がたちまち消える３秒ストレッチ 神田　良介　著 アチーブメント出版 202109
493.7 ｲ 発達障害という才能 岩波　明　著 ＳＢクリエイティブ 202111
493.7 ｶ 他人をコントロールせずにはいられない人 片田　珠美　著 朝日新聞出版 202112
493.7 ﾜ マンガでわかる！認知症 和田　秀樹　著 リベラル社 202201

494.8
高齢者のしつこい“かゆみ”がピタッと止まっ
た 大山　涼　著 日正出版 202106

495
もし親友が婦人科医で、何でも聞けるとした
ら？

シーラ　デ　リス　著 サンマーク出版 202201

498.3 ｶﾞ 頑張りすぎる人のための疲れない習慣 上符　正志　総監修 家の光協会 202201
498.5 ｸ １０万人がやせた今日からできる神やせ習慣 工藤　孝文　著 主婦と生活社 202112

498.5 ﾆ
脳科学者が教える集中力と記憶力を上げる
低ＧＩ食 西　剛志　著 アスコム 202112

498.5 ﾉ ３か月で自然に痩せていく仕組み 野上　浩一郎　著 ダイヤモンド社 202112
498.5 ﾊ 八訂食品成分表　（２０２２資料編，本表編） 香川　明夫　監修 女子栄養大学出版部 202202
498.5 ﾌ 若さを保つ栄養メソッド 藤川　徳美　著 方丈社 202112
498.5 ﾏ 最強の野菜スープ 前田　浩　著 マキノ出版 202102
498.6 秘闘 岡田　晴恵　著 新潮社 202112
498.6 誰も書けない「コロナ対策」のＡ級戦犯 木村　盛世　著 宝島社 202112
498.6 コロナ・アンビバレンスの憂鬱 斎藤　環　著 晶文社 202110
498.8 この世を生き抜く最強の技術 わび　著 ダイヤモンド社 202201

507.9 プラモはじめます！ 香坂　きの　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202107
510.4 日常の絶景 八馬　智　著 学芸出版社 202112

518.5 図解でわかる１４歳から知るごみゼロ社会
インフォビジュアル研
究所　著 太田出版 202202

527 棺桶出せるか 田沼　武能　著 小学館 202110
527 世界のアーティスト２５０人の部屋 サム　ルーベル　著 青幻舎インターナショナル 202111
548.3 トコトンやさしいサービスロボットの本 清水　祐一郎　著 日刊工業新聞社 202202
589.2 私はわたし、８４歳のスタイルブック 木村　眞由美　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202201

《《  自然科学      》》
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589.2 手持ちの服でなんとかなります 杉山　律子　著 サンマーク出版 202201
589.2 一生服選びに悩まないヒルイルール ひるい　ちか．　著 学研プラス 202107
590 はじめてのひとり暮らし安心ガイド 造事務所　編 メディアパル 202201
591 買わない暮らし。 筆子　著 大和出版 202106
593.4 ミシンスタートＢＯＯＫ 日本ヴォーグ社 202201
596 パリの“食べる”スープ 辻　仁成　著 プレジデント社 202110
596.9 おしゃべりな台所道具 土切　敬子　著 オレンジページ 202112
596.9 暮らしを育てる台所 扶桑社 202111
599.0 男も育休って、あり？ 羽田　共一　著 雷鳥社 202108

627.7 バラの物語
ピーター　Ｅ．クキエ
ルスキー　著 グラフィック社 202201

645.6 保護犬と暮らすということ 扶桑社 202110
649.2 猫が３０歳まで生きる日 宮崎　徹　著 時事通信出版局 202108
672.1 近江商人と出世払い 宇佐美　英機　著 吉川弘文館 202112
673.9 不動産投資リカバリーの実戦的方法 細田　法人　著 とりい書房 202111
686.2 地図鉄のすすめ 今尾　恵介　著 昭文社 202202
689.5 ディズニーキャストざわざわ日記 笠原　一郎　著 三五館シンシャ 202202

713.0 身につけるオブジェ８０ 市橋　弘庸　著 アトリエ市橋 202111
720.4 妄想美術館 原田　マハ　著 ＳＢクリエイティブ 202201
723.1 岸田劉生のあゆみ 梶岡　秀一　著 新潮社 202201
723.3 フェルメールとそのライバルたち 小林　頼子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202111
762.1 どうしてこうなっちゃったか 藤倉　大　著 幻冬舎 202201
763.2 老後とピアノ 稲垣　えみ子　著 ポプラ社 202201

767.1 高い声で歌うためのボイトレ 桜井　敏郎　著
メイツユニバーサルコ
ンテンツ 202107

770 清く楽しく美しい推し活 河西　邦剛　著 東京法令出版 202202
772.1 母との食卓 大竹　しのぶ　著 幻冬舎 202110
772.1 崑ちゃん９０歳今が一番、健康です！ 大村　崑　著 青春出版社 202111
775.5 人生７０点主義 梅沢　富美男　著 講談社 202112
778.2 ｹﾞ 劇場版きのう何食べた？オフィシャルブック 講談社　編 講談社 202110
778.8 鎌倉殿の１３人　前編 三谷　幸喜　作 ＮＨＫ出版 202201
779.1 生きるために、捨ててみた。 だいた　ひかる　著 幻冬舎 202112
779.7 さずきもんたちの唄 萱森　直子　著 左右社 202110
780.1 子どものスポーツ格差 清水　紀宏　編著 大修館書店 202112
780.1 就職と体育会系神話 束原　文郎　著 青弓社 202107
780.6 東京五輪の大罪 本間　龍　著 筑摩書房 202112
783.7 野村克也全語録 野村　克也　著 プレジデント社 202201
784.6 フィギュアとは“生き様”を観るスポーツである！ 織田　信成　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 202201
785.2 イントゥ・ザ・プラネット ジル　ハイナース　著 新潮社 202201
789.0 古の武術から学ぶ老境との向き合い方 甲野　善紀　著 山と溪谷社 202110
789.2 「切り札」山下泰裕は日本柔道界を変革できるか 木村　秀和　著 本の泉社 202112

801.9 わくわく！納得！手話トーク 松岡　和美　著 くろしお出版 202110
810.4 うつりゆく日本語をよむ 今野　真二　著 岩波書店 202112

《《  産業            》》
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835 英文法を哲学する 佐藤　良明　著 アルク 202201
837 天声人語　２０２１冬 朝日新聞論説委員室　編 原書房 202201

837.8 英語でお悔やみ申し上げます
ジェームス　Ｍ．バー
ダマン　著 ベレ出版 202201

901.1 詩とは何か 吉増　剛造　著 講談社 202111
910.2 ｾ 寂聴さんに教わったこと 瀬尾　まなほ　著 講談社 202201
910.2 ｾ ＃寂聴さん 瀬尾　まなほ　著 東京新聞 202201
910.2 ﾌ 海坂藩に吹く風 湯川　豊　著 文藝春秋 202112
910.2 ﾑ 向田邦子を読む　（文春文庫） 文藝春秋　編 文藝春秋 202108
910.4 ふたつの波紋 伊藤　比呂美　著 文藝春秋 202202
911.3 ﾅ 夏井いつきの世界一わかりやすい俳句鑑賞の授業 夏井　いつき　著 ＰＨＰ研究所 202201
913.3 源氏物語解剖図鑑 佐藤　晃子　文 エクスナレッジ 202112
913.7 菊池寛が落語になる日 春風亭　小朝　著 文藝春秋 202201
915.6 ｾ 寂聴さん最後の手紙 瀬戸内　寂聴　著 朝日新聞出版 202203
916 ﾊ 救命センター　カンファレンス・ノート 浜辺　祐一　著 集英社 202111
916 ﾘ なっちゃんの花園 寮　美千子　著 西日本出版社 202109
918.6 北條民雄集　（岩波文庫） 北條　民雄　著 岩波書店 202202

921.4 曹操・曹丕・曹植詩文選　（岩波文庫） 曹　操　著 岩波書店 202202
923 ﾎﾞ 魔道祖師　（３，４） 墨香銅臭　著 フロンティアワークス 202107
929.1 私のおばあちゃんへ ユン　ソンヒ　著 書肆侃侃房 202109

933 ｳ 通い猫アルフィーの贈り物
（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 202110

933 ｳ アーチー若気の至り Ｐ．Ｇ．ウッドハウス　著 国書刊行会 202202
933 ｷ 新米フロント係、探偵になる　（コージーブックス） オードリー　キーオン　著 原書房 202105
933 ｸ カサンドラを探して　（ライムブックス） リサ　クレイパス　著 原書房 202112

933 ｻ 愛は遠いあの日から　（ハーレクインＳＰ文庫） シャロン　サラ　著
ハーパーコリンズ・
ジャパン 202108

933 ｻ 傷ついたレディ　（ハーレクイン文庫） シャロン　サラ　著
ハーパーコリンズ・
ジャパン 202109

933 ｻ サイレント・キス　（ｍｉｒａｂｏｏｋｓ） シャロン　サラ　著
ハーパーコリンズ・
ジャパン 202111

933 ｽ 魔法使いの失われた週末　（創元推理文庫） シャンナ　スウェンドソン　著 東京創元社 202202

K210 南山城最後の前方後円墳
京都府立山城郷土資
料館　編集

京都府立山城郷土資料館 202110

K216 文字のささやき
京都府立山城郷土資
料館　編集

京都府立山城郷土資料館 201810

K914 ゆりの集い　第３３号 文章サークル「ゆりの集い」　編 文章サークル「ゆりの集い」 202202

MF210 京都府埋蔵文化財情報　（第１４０号，第１４１号）
京都府埋蔵文化財調査
研究センター　編集

京都府埋蔵文化財調
査研究センター 202109

MU317 火災・救急・救助統計　令和３年 宇治市消防本部　編 宇治市消防本部 202200

MU519 宇治市の環境　令和３年度版
宇治市市民環境部環
境企画課　編 宇治市 202202

R693 信書便年報　令和３年度版
総務省／情報流通行政局
／郵政行政部信書便事業
課

202202
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