
書名 著者名 請求記号

情報・哲学・歴史・地理
ビジネスで役立つIT用語がこれ1冊でしっかりわかる本 小宮　紳一／著 007

私たちはなぜ「女」を面倒に思うのか －あるある女性の悩み 水島　広子／著 143.5

13歳から分かる!プロフェッショナルの条件 －ドラッカー成果を上げるレッスン 藤屋　伸二／監修 159.4

宗教と過激思想 －現代の信仰と社会に何が起きているか 藤原　聖子／著 160.4

日本史「今日は何の日」事典 －367日+360日・西暦換算併記 吉川弘文館編集部／編 210

沖縄戦の戦争遺品 豊里　友行／著 210.7

古代ローマ人の危機管理 堀　賀貴／編 232.4

西国将軍池田輝政 －姫路城への軌跡 中元　孝迪／著 289 ｲｹ

ツボちゃんの話 －夫・坪内祐三 佐久間　文子／著 289 ﾂﾎﾞ

百名山以外の名山50 深田　久弥／著 291

政治・経済・社会・教育
狂気の時代 －魔術・暴力・混沌のインドネシアをゆく リチャード・ロイド・パリー／[著] 302.2

多数決は民主主義のルールか? 斎藤　文男／著 311.7

やさしく学べる危険物関係の法律 －はじめての人でもよく解る! 石原　鉄郎／著 317.7

命に<価格>をつけられるのか ハワード・スティーヴン・フリードマン／著 331

<完全攻略>オンライン・WEB面接 中園　久美子／著 366.2

我は、おばさん 岡田　育／著 367.2

スカートはかなきゃダメですか? －ジャージで学校 名取　寛人／著 367.9

つながり続けるこども食堂 湯浅　誠／著 369.4

誰にも聞けなかった!保育者のいろいろお悩み相談 水野　智美，西村　実穂／共著 376.1

自然科学・医学
「役に立たない」研究の未来 初田　哲男，大隅　良典／〔ほか〕著 407

世界の猫はざっくり何匹? －頭がいい計算力が身につく「フェルミ推定」超入門 ロブ・イースタウェイ／著 417.6

彼らはどこにいるのか －地球外知的生命をめぐる最新科学 キース・クーパー／著 440.1

絶滅魚クニマスの発見 －私たちは「この種」から何を学ぶか 中坊　徹次／著 487.6

にっぽんのカワセミ 矢野　亮／監修 488.9

かんしゃく、暴力、反抗、無気力…。うちの子、どうしちゃったの? 宮尾　益知／監修 493.9

養老先生、病院へ行く 養老　孟司，中川　恵一／共著 498

鎌田式健康手抜きごはん －医師が考える楽しく人生を送るための簡単料理 鎌田　實／著 498.5

分水嶺 －ドキュメントコロナ対策専門家会議 河合　香織／著 498.6

工学・家政・農業・商業
液体 －この素晴らしく、不思議で、危ないもの マーク・ミーオドヴニク／著 501.4

プロでも意外に知らない<木の知識> 林　知行／著 524.2

るるぶ宇宙 －探査の最前線から未来の旅行プランまで徹底ガイド 林　公代／監修 538.9

鉄に生きる －サスティナブルメタル電気炉製鋼の世界 山崎　エリナ／撮影 564.1

父ちゃんの料理教室 辻　仁成／著 596

サカタフルーツパーラー －フルーツを楽しむ56のレシピ 坂田　阿希子／著 596.6

「農地転用の手続」何をするかがわかる本 －あなたの土地、眠っていませんか? 若子　昭一／著 611.2

シェフたちのコロナ禍 －道なき道をゆく三十四人の記録 井川　直子／著 673.9

勝てる民泊 －ウィズコロナの一軒家宿 山口　由美／著 689.8

芸術・スポーツ
アート表装　3 724.9

トキワ荘マンガミュージアム －物語のはじまり コロナ・ブックス編集部／編集 726.1

宮崎駿とジブリ美術館　[1][2] 宮崎　駿／[著] 778.7

マスターズ －ゴルフ「夢の祭典」に人はなぜ感動するのか 本條　強／著 783.8

私のスケート愛 浅田　真央／著 784.6 ｱｻ

　　　　　７月の新着図書案内（Ｒ3.5.26～6.25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

言語・文学
日本語とにらめっこ －見えないぼくの学習奮闘記 モハメド・オマル・アブディン／著 810.4

英会話 話を組み立てるパワーフレーズ　講義編／ トレーニング編 大西　泰斗／著 837.8

児童文学の中の家 深井　せつ子／著 909

古木巡礼 倉本　聰／著 911.5 ｸ

どこからか言葉が 谷川　俊太郎／著 911.5 ﾀ

小説・エッセイ
レンタルフレンド 青木　祐子／著 F ｱｵ

キネマの天使 －メロドラマの日 赤川　次郎／著 F ｱｶ

ヒソップ亭　[2] －湯けむり食事処 秋川　滝美／著 F ｱｷ

星に祈る　（おいち不思議がたり 5） あさの　あつこ／著 F ｱｻ

武士の流儀　5 稲葉　稔／著 B F ｲﾅ

薔薇のなかの蛇　（「理瀬」シリーズ 5） 恩田　陸／著 F ｵﾝ

医学のひよこ　（「医学のたまご」シリーズ 2） 海堂　尊／著 F ｶｲ

終活の準備はお済みですか? 桂　望実／著 F ｶﾂ

アンソーシャルディスタンス 金原　ひとみ／著 F ｶﾈ

火車の残花 －浮雲心霊奇譚 神永　学／著 F ｶﾐ

うらんぼんの夜 川瀬　七緒／著 F ｶﾜ

インドラネット 桐野　夏生／著 F ｷﾘ

宗棍 今野　敏／著 F ｺﾝ

梅花下駄　（照降町四季 3） 佐伯　泰英／著 F ｻｴ

春の雪　（北の御番所反骨日録 1） 芝村　凉也／著 B F ｼﾊﾞ

銘酒の真贋　（下り酒一番 5） 千野　隆司／[著] B F ﾁﾉ

琥珀の夏 辻村　深月／著 F ﾂｼﾞ

赤の呪縛 堂場　瞬一／著 F ﾄﾞｳ

捜査一課OB －ぼくの愛したオクトパス 富樫　倫太郎／著 F ﾄｶﾞ

掟上今日子の鑑札票　（忘却探偵シリーズ 13） 西尾　維新／著 F ﾆｼ

SL銀河よ飛べ!! 西村　京太郎／著 F ﾆｼ

風は山から吹いている －Why climb mountains with me? 額賀　澪／著 F ﾇｶ

ランチ酒　[3] 今日もまんぷく 原田　ひ香／著 F ﾊﾗ

リボルバー 原田　マハ／著 F ﾊﾗ

野球が好きすぎて 東川　篤哉／著 F ﾋｶﾞ

還らざる聖域 樋口　明雄／[著] F ﾋｸﾞ

本心 平野　啓一郎／著 F ﾋﾗ

世阿弥最後の花 藤沢　周／著 F ﾌｼﾞ

雷神 道尾　秀介／著 F ﾐﾁ

インタヴュー・ウィズ・ザ・プリズナー 　（「開かせていただき光栄です」シリーズ 3） 皆川　博子／著 F ﾐﾅ

吉宗の星 谷津　矢車／著 F ﾔﾂ

JAGAE －織田信長伝奇行 夢枕　獏／著 F ﾕﾒ

黒牢城 －Arioka Citadel case 米澤　穂信／著 F ﾖﾈ

コロナ時代のパンセ －戦争法からパンデミックまで7年間の思考 辺見　庸／著 Z ﾍﾝ

松田道雄 －子どものものさし 松田　道雄／著 Z ﾏﾂ

三谷幸喜のありふれた生活　16 予測不能 三谷　幸喜／著 Z ﾐﾀ

ブート・バザールの少年探偵 ディーパ・アーナパーラ／著 B N ｱﾅ

少女と少年と海の物語 クリス・ヴィック／著 N ｳﾞｨ

台北プライベートアイ 紀　蔚然／著 N ｷ

女たちのニューヨーク エリザベス・ギルバート／著 N ｷﾞﾙ

キャクストン私設図書館 ジョン・コナリー／著 N ｺﾅ

Arc －ベスト・オブ・ケン・リュウ ケン・リュウ／著 N ﾘｭ

児童
似ているけれどちがう生きもの図鑑 　（身近なしぜん再発見! 1） 宇津木　聡史／文 460

ロケット発射場の一日 いわた　慎二郎／作・絵 687

くさむらのかくれんぼ 今森　光彦／さく E ｲﾏ


