
書名 著者名 請求記号

情報処理・心理学・歴史・旅行
テレワーク時代のアウトルック時短術 -自動化で仕事が楽になる! 桑名　由美／著 007.6

文春の流儀 木俣　正剛／著 023

絵でわかるパラドックス大百科 -“深読み力”が楽しく身につく50のパラドックス 116

ほどよい距離が見つかる本 古宮　昇／著 146.8

日本はこうしてつくられた -大和を都に選んだ古代王権の謎 安部　龍太郎／著 210.3

朝鮮戦争を戦った日本人 藤原　和樹／著 210.7

堕ちたバンカー -國重惇史の告白 児玉　博／著 289 ｸﾆ

渋沢栄一92年の生涯　春の巻／夏の巻 白石　喜太郎／著 289 ｼﾌﾞ

るるぶ今見たい!世界の絶景 -不思議大迫力ドラマチック話題の絶景コンプリート! A 290.9

政治・経済・社会・教育
2040年の未来予測 成毛　眞／著 304 ﾅﾙ

学問の自由が危ない -日本学術会議問題の深層 佐藤　学／編 316.1

地方を生きる 小松　理虔／著 318.6

紛争解決ってなんだろう 篠田　英朗／著 319.8

人新世の「資本論」 斎藤　幸平／著 331.6

紙幣と旅する -お札から見る世界の国々 高　康治／著 337.4

職場六法 -働く人を守る! 岩出　誠／著 366.1

ルポルタージュイスラムに生まれて -知られざる女性たちの私生活 読売新聞中東特派員／著 367.2

FACESいじめをこえて NHK「FACES」プロジェクト／著 371.4

密にならないクラスあそび120 -仲よくなれる!授業がもりあがる! 樋口　万太郎／編著 374.1

日本怪異伝説事典 えいとえふ／著 388.1

自然科学・医学
迷走生活の方法 福岡　伸一／著 404

ifの地球生命史 -“もしも”絶滅した生物が進化し続けたなら 土屋　健／著 457.8

空飛ぶヘビとアメンボロボット -動物たちのスゴ技から生まれたテクノロジー デイヴィッド・フー／著 481.3

薬日本堂のおうち漢方365日 -1日1ページ読むだけで心も体もリラックス 薬日本堂／監修 490.9

眼圧リセット -手のひらマッサージで目の不調がスッキリ整う 清水　ろっかん／著 496

専門医が教える声が出にくくなったら読む本 渡邊　雄介／著 496.9

工業・家政・農業・商業
日本の歴史的建造物 -社寺・城郭・近代建築の保存と活用 光井　渉／著 521.8

名画を見上げる -美しき天井画・天井装飾の世界 Catherine McCormack／著 529

トコトンやさしいウェアラブルの本 -キーテクノロジーと活用分野がわかる! 塚本　昌彦／著 548.2

大人かわいい飾り切り -ふだんの食卓もイベントメニューも料理がすてきに&楽しくなる ほりえ　さちこ／著 596

連作でよく育つ野菜づくり -狭い畑で病害虫を防ぎ品質・収量アップ 木嶋　利男／著 626.9

どんな咬み犬でもしあわせになれる -愛と涙の“ワル犬”再生物語 北村　紋義／著 645.6

けものが街にやってくる -人口減少社会と野生動物がもたらす災害リスク 羽澄　俊裕／著 654.8

長寿社会の地域公共交通 -移動をうながす実例と法制度 西村　茂／著 681.1

美術・音楽・スポーツ
アーノルド・ローベルの全仕事 -がまくんとかえるくんができるまで 726.6 ﾛﾍﾞ

ひと目でわかるフォントが活きるデザインの基本。 伊達　千代／監修 727.8

童謡が輝いていた頃 -アイスクリームの歌の自叙伝 服部　公一／著 762.1 ﾊｯ

緊急事態宣言の夜に -ボクたちの新型コロナ戦記2020 さだ　まさし／著 767.8 ｻﾀﾞ

敗れても敗れても -東大野球部「百年」の奮戦 門田　隆将／著 783.7

言語・文学
辞典語辞典 -辞書にまつわる言葉をイラストと豆知識でずっしりと読み解く 見坊　行徳／文 813.1

物語のものがたり 梨木　香歩／著 909.3

あるある!お悩み相談室「名句の学び方」 岸本　葉子／著 911.3 ｷ

ゼロエフ 古川　日出男／著 915.6

佐野洋子とっておき作品集 佐野　洋子／著 918.6 ｻﾉ

　　　　　　　　　　４月の新着図書案内（R3.2.25～3.25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

小説・エッセイ
泳ぐ者 (「半席」シリーズ 2) 青山　文平／著 F ｱｵ

六人の噓つきな大学生 浅倉　秋成／著 F ｱｻ

救急患者X 麻生　幾／著 F ｱｿ

珈琲屋の人々 [4] どん底の女神 池永　陽／著 B F ｲｹ

覇王の神殿(ごうどの) -日本を造った男・蘇我馬子 伊東　潤／著 F ｲﾄ

利休の死 -戦国時代小説集 井上　靖／著 B F ｲﾉ

再建の神様 江上　剛／著 F ｴｶﾞ

道連れ彦輔居直り道中 逢坂　剛／著 F ｵｳ

駕籠屋春秋 新三と太十 1 岡本　さとる／[著] B F ｵｶ

背もたれ人情 (大江戸けったい長屋 3) 沖田　正午／著 B F ｵｷ

迷子の龍は夜明けを待ちわびる 岸本　惟／[著] F ｷｼ

天の川の舟乗り (名探偵音野順の事件簿 3) 北山　猛邦／著 F ｷﾀ

大義 (横浜みなとみらい署暴対係 6) 今野　敏／著 F ｺﾝ

渋谷署強行犯係　1～4巻 今野　敏／著 B F ｺﾝ

居眠り磐音　決定版　49～51巻 意次ノ妄/竹屋ノ渡/旅立ノ朝 佐伯　泰英／著 B F ｻｴ

小説火の鳥　大地編　上・下 手塚　治虫／原案 F ｻｸ

日蓮 佐藤　賢一／著 F ｻﾄ

あしたの官僚 周木　律／著 F ｼｭ

その扉をたたく音 瀬尾　まいこ／著 F ｾｵ

大福三つ巴 -宝来堂うまいもん番付 田牧　大和／[著] B F ﾀﾏ

傷痕のメッセージ 知念　実希人／著 F ﾁﾈ

つまらない住宅地のすべての家 津村　記久子／著 F ﾂﾑ

骨を追え (ラストライン 4) 堂場　瞬一／著 B F ﾄﾞｳ

幕間のモノローグ 長岡　弘樹／著 F ﾅｶﾞ

ムーンライト・イン 中島　京子／著 F ﾅｶ

広告の会社、作りました -天津遠山合同会社 中村　航／著 F ﾅｶ

風巻 -伊豆春嵐譜 鳴神　響一／著 F ﾅﾙ

君の心を読ませて -Emma knows everything 浜口　倫太郎／著 F ﾊﾏ

椿平九郎留守居秘録 [1] 逆転!評定所 早見　俊／著 B F ﾊﾔ

どの口が愛を語るんだ 東山　彰良／著 F ﾋｶﾞ

報復の密室 平野　俊彦／著 F ﾋﾗ

共謀小説家 蛭田　亜紗子／著 F ﾋﾙ

きみの傷跡 藤野　恵美／著 F ﾌｼﾞ

疼くひと 松井　久子／著 F ﾏﾂ

日本一の殿さま大工 水嶋　元／著 F ﾐｽﾞ

青い孤島 森沢　明夫／著 F ﾓﾘ

湯どうふ牡丹雪 (長兵衛天眼帳 2) 山本　一力／著 F ﾔﾏ

きみがいた世界は完璧でした、が 渡辺　優／著 F ﾜﾀ

ひとりなら、それでいいじゃない。 曽野　綾子／著 Z ｿﾉ

Go Toマリコ 林　真理子／著 Z ﾊﾔ

噓かまことか 平岩　弓枝／著 Z ﾋﾗ

むしろ、考える家事 山崎　ナオコーラ／著 Z ﾔﾏ

クララとお日さま カズオ・イシグロ／著 N ｲｼ

咆哮 アンドレアス・フェーア／著 B N ﾌｪ

児童書
真実を発見!科学捜査 -DNA鑑定から死因究明まで 石澤　不二雄／監修 317

明日、学校へ行きたくない -言葉にならない思いを抱える君へ 茂木　健一郎／著 371

日本のチョウ大図鑑 [1] アゲハチョウ・シロチョウ・シジミチョウ 福田　晴男／監修・著 486

楽しい草つみ花つみクッキング　1～3巻 農文協／編 596

ねこ学校のいたずらペーター アンネリース・ウムラウフ=ラマチュ／作 S ｳﾑ

くもとり山のイノシシびょういん -7つのおはなし かこ　さとし／文 S ｶｺ


