
　　　　　　　　　　５月の新着図書案内（R4.3.26～4.20受入分から）

書名 著者名 請求記号

哲学・歴史・伝記・紀行

人生はゲームなのだろうか? -<答えのなさそうな問題>に答える哲学 平尾　昌宏／著 104

ようこそ、心理学部へ 同志社大学心理学部／編 140

道徳教室 -いい人じゃなきゃダメですか 高橋　秀実／著 150.4

図説世界の水中遺跡 -水底に眠る「時の証人」を求めて 木村　淳／編著 202.5

太平洋の試練 レイテから終戦まで　上・下 イアン・トール／著 210.7

ヴェルサイユ宮殿に暮らす -優雅で悲惨な宮廷生活 ウィリアム・リッチー・ニュートン／著 235

北里柴三郎 海堂　尊／著 289 ｷﾀ

地球の果ての歩き方 -一度は行きたい世界の「端っこ」を景観&旅の雑学とともに解説 地球の歩き方編集室／編集 A 290.9

るるぶ兵庫　'23 -神戸 姫路 但馬 A 291.6 

せとうち津々浦々 -時代考証家が行く瀬戸内海の島探訪 山田　順子／著 291.7

裸の大地　第1部 狩りと漂泊 角幡　唯介／著 297.8

政治・経済・社会・教育・民俗

政治責任 -民主主義とのつき合い方 鵜飼　健史／著 311.7

この国の危機管理失敗の本質 -ドキュメンタリー・ケーススタディ 柳田　邦男／著 312.1

外交官になるには 飯島　一孝／著 329.2

<必要>から始める仕事おこし -「協同労働」の可能性 日本労働者協同組合連合会／編 335.6

Q&A 70歳までの就業確保制度の実務 -テレワーク、フリーランス等の多様な働き方で対応 布施　直春／著 336.4

五色のメビウス -「外国人」とともにはたらきともにいきる 信濃毎日新聞社／編 366.8

母親になって後悔してる オルナ・ドーナト／著 367.3

ひとり老後楽生き事典 辻川　覚志／著 367.7

キャッチ・アンド・キル ローナン・ファロー／著 368.6

子どもが心配 -人として大事な三つの力 養老　孟司／著 370.4

熊を撃つ 西野　嘉憲／著 384.3

大正ガールズコレクション -女学生・令嬢・モダンガールの生態 石川　桂子／編著 384.6

日本の鬼図鑑 八木　透／監修 388.1

自然科学・医学

なぜ地球は人間が住める星になったのか? 山賀　進／著 450

450

あなたの知らない心臓の話 -動物からヒトまで-新常識に出会う知的冒険 ビル・シャット／著 481.1

先生、モモンガがお尻でフクロウを脅しています?　(鳥取環境大学の森の人間動物行動学 16 ) 小林　朋道／著 481.7

肝臓のはなし -基礎知識から病への対処まで 竹原　徹郎／著 493.4

ひざの激痛が30秒〜でよくなるひざ皿ストレッチ 渡辺　淳也／著 494.7

命のクルーズ 高梨　ゆき子／著 498.6

図解よもぎ健康法 -衣食住から症状別の利用法まで 大城　築／著 499.8

工学・家政・産業・商業

NHK8K国宝へようこそ 姫路城 NHK「国宝へようこそ」制作班／編著 521.8

メタバース -さよならアトムの時代 加藤　直人／著 547.4

土井善晴 -一汁一菜の未来　(別冊太陽） 596

日本一バズる農家の健康ブロッコリーレシピ 安井ファーム／著 596.3

庭の楽しみ -小さな庭・ベランダで自然を感じる工夫×草木花・アイテム125×基礎知識 境野　隆祐／監修 629.7

きくらげの逆襲 -免疫力アップが期待できるスーパーフード 日本のきくらげ普及推進協議会／著 657.8

図説中世ヨーロッパの商人 菊池　雄太／編著 672.3

ユウリさんの電車とバスででかけよう -ひとりでできるかな!?　（国土社のLLブック） 読書工房／編著 686.5

芸術・スポーツ

世界をゆるがしたアート -クールベからバンクシーまで、タブーを打ち破った挑戦者たち スージー・ホッジ／著 702

マリア・ジビーラ・メーリアン蟲愛ずる女 -芸術家|科学者|冒険家 サラ・B.ポメロイ／著 723.3 ﾒﾘ

アクリル画バイブル -画材・色・表現技法のすべてがわかる マリリン・スコット／著 724.4

もっと知りたいアイヌの美術 山崎　幸治／著 750.2

和音の正体 -和音の成り立ち、仕組み、進化の歴史 舟橋　三十子／著 761.5

大谷翔平 野球翔年　1　日本編2013-2018 石田　雄太／著 B 783.7 ｵｵ 

学びなおし中学・高校の地学 -中学から高校までの地学が,楽しみながらよくわかる　(ニュートンムック）

◆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

日本の敬語 金田一　京助／[著] B 815.8

あの胸が岬のように遠かった -河野裕子との青春 永田　和宏／著 911.1 ｶ

善人たち 遠藤　周作／著 912.6

小説・エッセイ

彼女が知らない隣人たち あさの　あつこ／著 F ｱｻ

ご隠居は福の神　8 赤ん坊地蔵 井川　香四郎／著 B F ｲｶ 

心心 -東京の星、上海の月 石田　衣良／著 F ｲｼ

生皮 -あるセクシャルハラスメントの光景 井上　荒野／著 F ｲﾉ

香君　上・下 上橋　菜穂子／著 F ｳｴ 

珈琲店タレーランの事件簿　7 悲しみの底に角砂糖を沈めて 岡崎　琢磨／著 B F ｵｶ 

さよならに反する現象 乙一／著 F ｵﾂ

警視庁アウトサイダー　3 加藤　実秋／[著] B F ｶﾄ 

汝(きみ)想いて斬　3 -拵屋銀次郎半畳記　(大河シリーズ　第２期 [3]) 門田　泰明／著 B F ｶﾄﾞ 

心霊探偵八雲Short Stories 神永　学／[著] B F ｶﾐ

密室黄金時代の殺人 -雪の館と六つのトリック 鴨崎　暖炉／著 B F ｶﾓ

チンギス紀　13 陽炎 北方　謙三／著 F ｷﾀ 

八丁堀の忍　6 死闘、裏伊賀 倉阪　鬼一郎／[著] B F ｸﾗ 

独り立ち　(吉原裏同心 37) 佐伯　泰英／著 B F ｻｴ

ショートケーキ。 坂木　司／著 F ｻｶ

パンとサーカス 島田　雅彦／著 F ｼﾏ

剣持麗子のワンナイト推理　(「元彼の遺言状」シリーズ 3 ) 新川　帆立／著 F ｼﾝ

ろくでなしとひとでなし 新堂　冬樹／[著] B F ｼﾝ

白銀騎士団 田中　芳樹／著 F ﾀﾅ

脱北航路 月村　了衛／著 F ﾂｷ

レジェンドアニメ!　(「ハケンアニメ!」スピンオフ) 辻村　深月／著 F ﾂｼﾞ

人でなしの櫻 遠田　潤子／著 F ﾄｵ

泣き虫先生 ねじめ　正一／著 F ﾈｼﾞ

月の王 馳　星周／著 F ﾊｾ

ハイドロサルファイト・コンク 花村　萬月／著 F ﾊﾅ

スタッフロール 深緑　野分／著 F ﾌｶ

ファズイーター　(組織犯罪対策課八神瑛子 5 ) 深町　秋生／著 F ﾌｶ

菜の花の道　(千成屋お吟 2 ) 藤原　緋沙子／著 F ﾌｼﾞ

曼陀羅華X 古川　日出男／著 F ﾌﾙ

シェア 真梨　幸子／著 F ﾏﾘ

アルツ村 南　杏子／著 F ﾐﾅ

阿茶 村木　嵐／著 F ﾑﾗ

焰ノ地 -天正伊賀之乱 結城　充考／著 F ﾕｳ

チョウセンアサガオの咲く夏 柚月　裕子／著 F ﾕｽﾞ

ついでにジェントルメン 柚木　麻子／著 F ﾕｽﾞ

紅の墓標　(オッドアイ 9 ) 渡辺　裕之／著 F ﾜﾀ

タダキ君、勉強してる? 伊集院　静／著 Z ｲｼﾞ

折れない言葉 五木　寛之／著 Z ｲﾂ

遺す言葉 -「寂庵だより」2017-2008年より 瀬戸内　寂聴／著 Z ｾﾄ

カムカムマリコ 林　真理子／著 Z ﾊﾔ

この道の先に、いつもの赤毛 アン・タイラー／著 N ﾀｲ

最後の大君 スコット・フィッツジェラルド／著 N ﾌｨ

ミッドナイト・ライブラリー マット・ヘイグ／著 N ﾍｲ

死ぬより老いるのが心配だ -80を過ぎた詩人のエッセイ ドナルド・ホール／著 N ﾎﾙ

メキシカン・ゴシック シルヴィア・モレノ=ガルシア／著 N ﾓﾚ

児童書

嫌いな教科を好きになる方法、教えてください!　(14歳の世渡り術) 河出書房新社／編 375

おとがあふれてオムライス 夏目　義一／さく E ﾅﾂ

けんかのたね ラッセル・ホーバン／作 S ﾎﾊﾞ


