
書名 著者名 請求記号

情報・宗教・歴史・紀行
Pythonプログラミング完全入門 －ノンプログラマーのための実務効率化テキスト 高橋　宣成／著 007.6

名著のツボ －賢人たちが推す!最強ブックガイド 石井　千湖／著 019.9

博物館の世界 －学び直しに活かせる新しい鑑賞術と厳選20館 栗原　祐司／著 069

御朱印でめぐる山陰山陽の神社 －集めるごとに運気アップ! 地球の歩き方編集室／編集 175.9

妙好人のことば －わかりやすい名言名句 梯　実円／著 188.7

大東亜戦争の事件簿 －隠された昭和史の真実 早坂　隆／著 210.7

中世後期播磨の国人と赤松氏 前田　徹／著 H 216.4 10

バンティング －インスリンの発見による栄光と苦悩の生涯 マイケル・ブリス／著 289 ﾊﾞﾝ

漂流者は何を食べていたか 椎名　誠／著 290.9

47都道府県ニッポン学び旅200 －旅するほどに心豊かに賢く! 梅澤　真一／監修 A 291

日本人が知らない本当の路地裏中国 －乗って歩いた!全33省旅遊記 宮崎　正弘／著 292.2

政治・経済・社会・教育
韓国の行動原理 小倉　紀蔵／著 302.2

この国のかたちを見つめ直す 加藤　陽子／著 304 ｶﾄ

ミャンマー政変 －クーデターの深層を探る 北川　成史／著 312.2

ビジネススキル図鑑 堀　公俊／著 336

#若者の本音図鑑 －その言動には理由がある! 椎名　雄一／著 361.6

中小企業のための「企業型DC・iDeCo+」のはじめ方 山中　伸枝／著 366.4

アウトロー・オーシャン　上・下 －海の「無法地帯」をゆく イアン・アービナ／著 368.6

介護施設での感染対策レク&ケア －介護現場の職員全員で読みたい! 369.2

子育ての「呪い」が解ける魔法の言葉 －発達障害の子どもを育てる親が楽になる 浅野　みや／著 378

47都道府県・発酵文化百科 北本　勝ひこ／著 383.8

鬼と異形の民俗学 －漂泊する異類異形の正体 飯倉　義之／監修 388.1

自然科学・医学
数学とはどんな学問か? －数学嫌いのための数学入門 津田　一郎／著 410.4

地球の未来のため僕が決断したこと －気候大災害は防げる ビル・ゲイツ／著 451.8

ゼロから楽しむ古生物 －姿かたちの移り変わり 土屋　健／著 457.8

LIFE CHANGING －ヒトが生命進化を加速する ヘレン・ピルチャー／著 467.5

世界自然遺産やんばる －希少生物の宝庫・沖縄島北部 湊　和雄，宮竹　貴久／共著 482.1

きっと誰かに教えたくなる蚊学入門 －知って遊んで闘って 一盛　和世／編著 486.9

においが心を動かす －ヒトは嗅覚の動物である A.S.バーウィッチ／著 491.3

食べる時間でこんなに変わる時間栄養学入門 柴田　重信／著 498.5

発酵アズキレシピ －やせる!血糖値が下がる! 栗生　隆子／著 498.5

工学・家政・農業・商業
国立競技場Construction －Japan National Stadium 共同通信社／著 526.7

今すぐ使えるかんたんWi‐Fi & 自宅LAN完全(コンプリート)ガイドブック困った解決&便利技 芹澤　正芳／著 547.4

普通の会社員でもできる日本版FIRE超入門 －経済的な独立と早期リタイアの夢 山崎　俊輔／[著] 591

ミニオンズ刺しゅう －メチャメチャかわいい! 594.2

はじめてでも簡単!毎日がラクになる電気圧力鍋の絶品レシピ 上島　亜紀／著 596

農の明日へ 山下　惣一／著 610.4

ひまわりの文化誌 スティーヴン・A.ハリス／著 627.4

これだけは見ておきたい世界のお墓199選 ローレン・ローズ／著 629.8

山鳥の魔力 －伝説の美しき獲物を追って 今井　雄一郎／著 659

一生役立つ「伝わる」デザインの考え方 －感覚よりも段取り力が大事! 細山田デザイン事務所／著 674.3

美術・音楽
国宝の地図帳 －日本の伝統をめぐる旅がもっと楽しくなる! 709.1

ゲゲゲの女房の「長寿力」 －等身大の自分でいい。100歳まで元気に!! 武良　布枝／著 726.1 ﾐｽﾞ

骨董市・蚤の市掘り出し物は宝もの 末續　堯／著 756.8

初心者のためのマンドリン教本 小穴　雄一／編 763.5

ルイ・アームストロング －生誕120年没50年に捧ぐ 外山　喜雄，外山　恵子／共著 764.7 ｱﾑ

　　　　　１０月の新着図書案内（Ｒ3.8.26～9.25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

スポーツ・趣味
私とクライミング －野口啓代自伝 野口　啓代／著 786.1 ﾉｸﾞ

はじめよう!ソロキャンプ 森　風美／著 786.3

釣りバリ歴史・種類・素材・技術のひみつ つり人社書籍編集部／編 787.1

勝負魂 古賀　稔彦／著 789.2 ｺｶﾞ

考えて、考えて、考える 丹羽　宇一郎，藤井　聡太／共著 796 ﾌｼﾞ

短歌・ノンフィクション
岡井隆と現代短歌 加藤　治郎／著 911.1 ｵ

シルクロード －仏の道をゆく 安部　龍太郎／著 915.6

自閉症の息子をめぐる大変だけどフツーの日々 梅崎　正直／著 916 ｳ

小説・エッセイ
監禁 秋吉　理香子／著 F ｱｷ

フィッシュボーン　 生馬　直樹／著 F ｲｸ

炎上フェニックス　（池袋ウエストゲートパーク 17） 石田　衣良／著 F ｲｼ

おまえなんかに会いたくない 乾　ルカ／著 F ｲﾇ

旅のない 上田　岳弘／著 F ｳｴ

月と日の后 冲方　丁／著 F ｳﾌﾞ

コロナ狂騒録　（田口・白鳥シリーズ） 海堂　尊／著 F ｶｲ

涅槃　上・下 垣根　涼介／著 F ｶｷ

白い濁流 －添加物開発の争奪をめぐる食品業界の深い闇! 小薮　浩二郎／著 F ｺﾔ

処断 潜入捜査　（潜入捜査 3） 今野　敏／著 B F ｺﾝ

たそがれ大食堂 坂井　希久子／著 F ｻｶ

かぞえきれない星の、その次の星 重松　清／著 F ｼｹﾞ

雷鳴　（北の御番所反骨日録 2） 芝村　凉也／著 B F ｼﾊﾞ

アルテミスの涙 下村　敦史／著 F ｼﾓ

廃遊園地の殺人 斜線堂　有紀／著 F ｼｬ

楽園のアダム 周木　律／著 F ｼｭ

隠れの子　（東京バンドワゴン 0） 小路　幸也／著 B F ｼｮ

星天の兄弟 菅野　雪虫／著 F ｽｶﾞ

この歌をあなたへ 大門　剛明／著 B F ﾀﾞｲ

EV 高嶋　哲夫／[著] F ﾀｶ

帆神 －北前船を馳せた男・工楽松右衛門 玉岡　かおる／著 F ﾀﾏ

ガラスの海を渡る舟 寺地　はるな／著 F ﾃﾗ

のっとり藤兵衛　（はぐれ長屋の用心棒 52） 鳥羽　亮／著 B F ﾄﾊﾞ

転がる検事に苔むさず 直島　翔／著 F ﾅｵ

嗤う淑女二人　（淑女シリーズ 3） 中山　七里／著 F ﾅｶ

女子大小路の名探偵 秦　建日子／著 F ﾊﾀ

母親からの小包はなぜこんなにダサいのか 原田　ひ香／著 F ﾊﾗ

透明な螺旋　（ガリレオシリーズ 10） 東野　圭吾／著 F ﾋｶﾞ

翡翠色の海へうたう 深沢　潮／著 F ﾌｶ

偽りの貌　（古来稀なる大目付 2） 藤　水名子／著 B F ﾌｼﾞ

アフター・サイレンス 本多　孝好／著 F ﾎﾝ

わたしのいないテーブルで　（デフ・ヴォイス 4） 丸山　正樹／著 F ﾏﾙ

共犯者 三羽　省吾／著 F ﾐﾂ

子のない夫婦とネコ 群　ようこ／著 F ﾑﾚ

老虎残夢 桃野　雑派／著 F ﾓﾓ

本が紡いだ五つの奇跡 森沢　明夫／著 F ﾓﾘ

ばにらさま 山本　文緒／著 F ﾔﾏ

乱世を看取った男山名豊国 吉川　永青／[著] F ﾖｼ

天路 リービ英雄／著 F ﾘﾋﾞ

女性に関する十二章 伊藤　整／著 Z ｲﾄ

「おばけ」と「ことば」のあやしいはなし －京極夏彦講演集 京極　夏彦／著 Z ｷｮ

90歳、こんなに長生きするなんて。 曽野　綾子／著 Z ｿﾉ

地上で僕らはつかの間きらめく オーシャン・ヴオン／著 N ｳﾞｵ

密約の核弾頭　上・下　（トム・クランシー ジャック・ライアン・シリーズ 6） マーク・キャメロン／[著] B N ｷｬ


