
書名 著者名 請求記号

情報・哲学・歴史・旅行

実践自分で調べる技術 宮内　泰介／著 002.7

できるAccessクエリ&レポートデータの抽出・集計・加工に役立つ本 -2019/2016/2013&Microsoft 365対応 国本　温子／著 007.6

哲学の名著50冊が1冊でざっと学べる 岡本　裕一朗／著 130

渋沢栄一「生き方」を磨く -自分の強み・経験・才能は、こう生かせ 渋沢　栄一／原著 159

実録昭和の大事件「中継現場」 久能　靖／著 210.7

生還者(サバイバー)たちの声を聴いて -テレジン、アウシュヴィッツを伝えた30年 野村　路子／著 234

47都道府県・名門/名家百科 森岡　浩／著 288.2

山中鹿介幸盛-三日月に祈る -山中鹿介ハンドブック 藤岡　大拙／著 H 289 ﾔﾏ ｺｳﾂﾞｷ

ぼくがアメリカ人をやめたワケ ロジャー・パルバース／著 289 ﾊﾟﾙ

地上に星座をつくる 石川　直樹／著 290.9

兵庫まんぷくドライブ -海、山のごちそうを訪ねて A 291.6

エチオピア高原の吟遊詩人 -うたに生きる者たち 川瀬　慈／著 294.5

政治・経済・社会

絵はがきにされた少年 藤原　章生／著 302.4

アメリカ大統領選 久保　文明／著 314.8

ノーベル平和賞の裏側で何が行われているのか? ゲイル・ルンデスタッド／著 319.8

親子で学ぶお金と経済の図鑑 子どものための「お金と経済」プロジェクト／著 330

図解組織を変えるファシリテーターの道具箱 -働きがいと成果を両立させるパワーツール50 森　時彦／編著 336.3

失敗しない定年延長 -「残念なシニア」をつくらないために 石黒　太郎／著 336.4

自分でパパッと書ける確定申告　令和3年3月15日締切分 平井　義一／監修 345.3

アンダークラス2030 -置き去りにされる「氷河期世代」 橋本　健二／著 361.8

シニアのデジタル化が拓く豊かな未来 -自治体・地域で出来る! 沢村　香苗／著 367.7

ホンモノの偽物 -模造と真作をめぐる8つの奇妙な物語 リディア・パイン／著 368.6

介護施設は「人」で選べ -親を安心して預けられる施設とは? たくき　よしみつ／著 369.2

自然科学・医学

いかにして問題をとくか Gポリア／著 410.7

連星からみた宇宙 -超新星からブラックホール、重力波まで 鳴沢　真也／著 H 443 ｻﾖｳ

医療の外れで -看護師のわたしが考えたマイノリティと差別のこと 木村　映里／著 490.1

スマホ脳 アンデシュ・ハンセン／著 491.3

ゆがみを直す骨盤体操 -西洋医学でもない東洋医学でもない整体学という第3の医学 宮川　眞人／著 492.7

カリスマ内科医と組み立てるDIY健康大全 久保　明／著 498.3

工学・家政・農業・交通

アンダーランド -記憶、隠喩、禁忌の地下空間 ロバート・マクファーレン／著 510

日本人建築家が建てた、海外の美しい建築 パイインターナショナル／編著 520.8

「はやぶさ2」のすべて　ミッション&メカニカル編 -小惑星リュウグウ探査プロジェクト 吉川　真／監修 538.9

かわいい子供のニット帽A-Z -たのしいかぎ針編み 594.3

いい白髪ケア、やばい白髪ケア -頭皮がしみる、かゆいは危険信号! 伊熊　奈美／著 595.4

くるくる巻いてすぐにおいしい肉巻きレシピ -巻けばぐんとおいしくなる!野菜もたっぷり! エダジュン／著 596.3

図解でよくわかるスマート農業のきほん -最新農業の基礎からドローン技術習得、作業記録と生産管理、新規参入まで 野口　伸／監修 614.8

人と共に生きる日本の馬 高草　操／著 645.2

ワークマン式「しない経営」-4000億円の空白市場を切り拓いた秘密 土屋　哲雄／著 673.7

あおり運転 -被害者、加害者にならないためのパーフェクトガイド 菰田　潔／著 681.3

日本鉄道風景地図鑑 中井　精也／写真 686.2

美術・工芸・娯楽

仏像さんを師とせよ -仏像修理の現場から 八坂　寿史／著 718

困ったときのおへやあそび 近藤　理恵／著 750

民藝と手仕事 -長く使いたい暮らしの道具と郷土玩具61×基礎知識×楽しむ旅 暮らしの図鑑編集部／編 750.2

1年中楽しめる暮らしの折り紙 山口　真／著 754.9

水のように 浪花　千栄子／著 778.2 ﾅﾆ

デス・ゾーン -栗城史多のエベレスト劇場 河野　啓／著 786.1 ｸﾘ

イメージと読みの将棋観 -スター棋士は盤上に何を思う 藤井　聡太／[ほか]著 796

　　　　　　　　　　１月の新着図書案内（R2.11.26～12.20受入分から）

◆図書館に新しく入った本の一部です。貸出中の場合は図書館カウンターで予約できます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐用町立図書館　℡ 0790-82-0874



書名 著者名 請求記号

言語・手記

声が通らない! 新保　信長／著 809.2

中学英語から始める洋書の世界 林　剛司／著 830.7

がんになった緩和ケア医が語る「残り2年」の生き方、考え方 関本　剛／著 916 ｾ

夫が倒れた!献身プレイが始まった 野田　敦子／著 916 ﾉ

同意 ヴァネッサ・スプリンゴラ／著 956 ｽ

大きな字の本

家康の黄金　1～3 -信長の軍師外伝 岩室　忍／[著] L F ｲﾜ 

父子(おやこ)の峠　1～2 (日暮し同心始末帖 7) 辻堂　魁／[著] L F ﾂｼﾞ 

小説・エッセイ

建築史探偵の事件簿 -新説・世界七不思議 蒼井　碧／著 F ｱｵ

夢幻 上田　秀人／著 F ｳｴ

今度生まれたら 内館　牧子／著 F ｳﾁ

あずかりやさん　[4] まぼろしチャーハン 大山　淳子／著 F ｵｵ 

みつばの郵便屋さん　[6] 階下の君は 小野寺　史宜／[著] B F ｵﾉ 

傍聴者 (「○○者」シリーズ 14) 折原　一／著 F ｵﾘ

お龍のいない夜 風野　真知雄／著 F ｶｾﾞ

悪魔を殺した男 (「悪魔と呼ばれた男」シリーズ 2) 神永　学／著 F ｶﾐ

チンギス紀　9 日輪 北方　謙三／著 F ｷﾀ 

騙る 黒川　博行／著 F ｸﾛ

向島・箱屋の新吉 小杉　健治／[著] B F ｺｽ

湯島ノ罠 (居眠り磐音　決定版 44) 佐伯　泰英／著 B F ｻｴ

雪に撃つ (道警シリーズ 9) 佐々木　譲／[著] F ｻｻ

迷い熊笑う (長屋道場騒動記 8) 芝村　凉也／著 B F ｼﾊﾞ

2020年の恋人たち 島本　理生／著 F ｼﾏ

私を月に連れてって 鈴木　るりか／著 F ｽｽﾞ

この気持ちもいつか忘れる 住野　よる／著 F ｽﾐ

我、過てり 仁木　英之／[著] F ﾆｷ

偶然にして最悪の邂逅 西澤　保彦／著 F ﾆｼ

火喰鳥を、喰う -KILL OR BE KILLED 原　浩／著 F ﾊﾗ

ハグとナガラ 原田　マハ／著 B F ﾊﾗ

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野　圭吾／著 F ﾋｶﾞ

北条五代　上・下 火坂　雅志／著 F ﾋｻ 

孤島の来訪者 (〈竜泉家の一族〉シリーズ 2) 方丈　貴恵／著 F ﾎｳ

高校事変　9 松岡　圭祐／[著] B F ﾏﾂ 

金閣寺 三島　由紀夫／著 B F ﾐｼ

雪のなまえ 村山　由佳／著 F ﾑﾗ

沙漠と青のアルゴリズム 森　晶麿／著 F ﾓﾘ

しのぶ恋 -浮世七景 諸田　玲子／著 F ﾓﾛ

婚活食堂　4 山口　恵以子／著 B F ﾔﾏ 

オペレーション雷撃 山下　裕貴／著 F ﾔﾏ

ひかりの魔女　[3] さっちゃんの巻 山本　甲士／著 B F ﾔﾏ 

日曜日は青い蜥蜴 恩田　陸／著 Z ｵﾝ

いつもの明日 熊谷　達也／著 Z ｸﾏ

私は夕暮れ時に死ぬと決めている 下重　暁子／著 Z ｼﾓ

コラムニストになりたかった 中野　翠／著 Z ﾅｶ

世界は思考で変えられる -自閉症の僕が見つけた「いつもの景色」が輝く43の視点 東田　直樹／著 Z ﾋｶﾞ

世間とズレちゃうのはしょうがない 養老　孟司･伊集院　光／共著 Z ﾖｳ

夏の雷鳴 (わるい夢たちのバザール 2) スティーヴン・キング／著 B N ｷﾝ

復讐の大地　上・下 (トム・クランシーのオプ・センター) トム・クランシー／著 B N ｸﾗ 

1984年に生まれて 郝　景芳／著 N ﾊｵ

児童書

3000万種類の昆虫がいる雨林 -熱帯にも温帯にもある、南極にもあった! ポール・ロケット／文 653

まるごとこままわし教室 日本こままわし協会／著 759

のびるじどうしゃ 平山　暉彦／さく E ﾋﾗ

ねこのオーランドー3びきのグレイス キャスリーン・ヘイル／さく E ﾍﾙ


