
書名 著者名 請求記号

情報・哲学・歴史・紀行
現場ですぐに使える!Access VBA逆引き大全600の極意 E-Trainer.jp／著 007.6

スマートな悪 －技術と暴力について 戸谷　洋志／著 118

御朱印でめぐる全国のお寺 －集めるごとに運気アップ! 地球の歩き方編集室／編集 186.9

日本の合戦解剖図鑑 －時代を動かした戦がマルわかり 本郷　和人／監修 210.1

鏡の古墳時代 下垣　仁志／著 210.3

女人政治の中世 －北条政子と日野富子 田端　泰子／著 210.4

兵庫県の古代遺跡　2 但馬・丹波・淡路 櫃本　誠一，岸本　一宏／編 H 216.4 0

鳥取城 中井　均／編 H 217.2 80

サンマデモクラシー －復帰前の沖縄でオバーが起こしたビッグウェーブ 山里　孫存／著 219.9

物語スコットランドの歴史 －イギリスのなかにある「誇り高き国」 中村　隆文／著 233.2

図説メディチ家の興亡 松本　典昭／著 288.3

関西発、日帰りさんぽ旅 A 291.6

ドキドキ『播磨国風土記』 井上　ミノル／著 H 291.6 10

政治・社会・教育・民俗
国民とは何か エルネスト・ルナン／[著] B 311

日米同盟・最後のリスク －なぜ米軍のミサイルが日本に配備されるのか 布施　祐仁／著 319.1

世界少子化考 －子供が増えれば幸せなのか 毎日新聞取材班／著 334.3

これからの住まい －ハウジング・スモールネスの時代へ 川崎　直宏／著 365.3

最期まで在宅おひとりさまで機嫌よく 上野　千鶴子／著 367.7

「障害」ある人の「きょうだい」としての私 藤木　和子／著 369.2

学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか 広田　照幸／著 370

ことばをひきだす親子あそび －子どもとのコミュニケーションがどんどん増える! 寺田　奈々／著 379.9

桃太郎は嫁探しに行ったのか? 倉持　よつば／著 388.1

自然科学・医学
見て・考えて・描く自然探究ノート －ネイチャー・ジャーナリング ジョン・ミューア・ロウズ／著 407

タマムシハンドブック －森の宝石。 福富　宏和，山田　航／〔ほか〕文 486.6

人類冬眠計画 －生死のはざまに踏み込む 砂川　玄志郎／著 492.5

家族で「軽度の認知症」の進行を少しでも遅らせる本 内門　大丈／監修 493.7

子どものデジタル脳完全回復プログラム ヴィクトリア・L.ダンクリー／著 493.9

ジョンズ・ホプキンス －世界最強の研究大学 黒瀬　悦成／著 498

本当に役立つ栄養学 －肥満、病気、老化予防のカギとなる食べものの科学 佐藤　成美／著 498.5

技術・家政・産業
水性塗料筆塗りの教科書 507.9

日本建築を作った職人たち －寺社・内裏の技術伝承 浜島　一成／著 525.5

小さな平屋に暮らす －もしも私が家を建てるなら。 527

シェール革命 －夢想家と呼ばれた企業家たちはいかにして地政学的変化を引き起こしたか グレゴリー・ザッカーマン／著 568.8

男の肌活 現役世代の新ルーティーン －見た目に差がつく簡単お手入れ術 橋本　加代子／著 595.5

47都道府県日本全国地元食図鑑 菅原　佳己／著 596

薬膳ナムル手帖 －野菜のおいしい作りおき 植木　もも子／著 596.3

ツツジの文化誌 リチャード・ミルン／著 627.7

カワウソをよく知るための本 コツメカワウソ研究会／編著 645.9

鉄道路線をくらべて楽しむ地図帳 －明治〜現在 寺本　光照／編著 686.2

芸術・スポーツ
世界一わかりやすい動画制作の教科書 小島　真也／著 746.7

あたらしい洋食器の教科書 －美術様式と世界史から楽しくわかる陶磁器の世界 加納　亜美子，玄馬　絵美子／著 751.3

声優になるには 山本　健翔／著 771.7

プロが教える親子キャンプ読本 －アウトドアで子どもの感性を楽しく伸ばす 長谷部　雅一／著 786.3

プロレスラー －至近距離で撮り続けた50年 山内　猛／著 788.2

　　　　　　　７月の新着図書案内 （R4.5.26～6.22受入分から）

◆図書館に入った新しい本の一部です。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
地図で読み解く関西のことば 岸江　信介，中井　精一／編 818.6

やりなおし世界文学 津村　記久子／著 904

私解説 －ペン一本で生きてきた 瀬戸内　寂聴／著 910.2 ｾ

西村京太郎の推理世界 オール讀物／責任編集 910.2 ﾆ

シルバー川柳　丘を越えて編 －笑いあり、しみじみあり みやぎシルバーネット／編 911.4

アウシュヴィッツのお針子 ルーシー・アドリントン／著 936 ｱ

小説・エッセイ
朽ちゆく庭 伊岡　瞬／著 F ｲｵ

猫弁と幽霊屋敷　（「猫弁」シリーズ　第2シーズン 3） 大山　淳子／著 F ｵｵ

奇跡集 小野寺　史宜／著 F ｵﾉ

あきらめません! 垣谷　美雨／著 F ｶｷ

鴨川食堂しあわせ　（鴨川食堂 9） 柏井　壽／著 B F ｶｼ

広重ぶるう 梶　よう子／著 F ｶｼﾞ

残された人が編む物語 桂　望実／著 F ｶﾂ

空をこえて七星のかなた 加納　朋子／著 F ｶﾉ

ナイトシフト　（新宿花園裏交番 2） 香納　諒一／著 F ｶﾉ

夜に星を放つ 窪　美澄／著 F ｸﾎﾞ

情事と事情 小手鞠　るい／著 F ｺﾃﾞ

石礫　（機捜235 [2]） 今野　敏／著 F ｺﾝ

よろずを引くもの　（お蔦さんの神楽坂日記 4） 西條　奈加／著 F ｻｲ

狂う潮　（新・酔いどれ小籐次 23） 佐伯　泰英／著 B F ｻｴ

朱に交われば　（江戸彩り見立て帖 2） 坂井　希久子／著 B F ｻｶ

狐祝言　（北の御番所反骨日録 4） 芝村　凉也／著 B F ｼﾊﾞ

<磯貝探偵事務所>からの御挨拶 小路　幸也／著 F ｼｮ

死神と天使の円舞曲　（「死神」シリーズ 3） 知念　実希人／著 F ﾁﾈ

カレーの時間 寺地　はるな／著 F ﾃﾗ

ダンシング玉入れ 中山　可穂／著 F ﾅｶ

棘の家 中山　七里／著 F ﾅｶ

雨滴は続く 西村　賢太／著 F ﾆｼ

うまたん －ウマ探偵ルイスの大穴推理 東川　篤哉／著 F ﾋｶﾞ

貸し物屋お庸謎解き帖 －桜と長持 平谷　美樹／著 B F ﾋﾗ

スパイコードW 福田　和代／著 F ﾌｸ

両手にトカレフ ブレイディみかこ／著 F ﾌﾞﾚ

夢をかなえるゾウ　0 ガネーシャと夢を食べるバク 水野　敬也／著 F ﾐｽﾞ

子宝船　（きたきた捕物帖 2） 宮部　みゆき／著 F ﾐﾔ

信仰 村田　沙耶香／著 F ﾑﾗ

山本周五郎人情ものがたり　武家篇 山本　周五郎／著 F ﾔﾏ

忍者に結婚は難しい 横関　大／著 F ﾖｺ

髪追い　（古道具屋皆塵堂 9） 輪渡　颯介／[著] B F ﾜﾀ

この世の真実が見えてくる　（井上ひさし発掘エッセイ・セレクション 2） 井上　ひさし／著 Z ｲﾉ

万感のおもい 万城目　学／著 Z ﾏｷ

平凡な日常を切り捨てずに深く大切に生きること －信仰エッセイ選 三浦　綾子／著 Z ﾐｳ

地球、この複雑なる惑星に暮らすこと ヤマザキ　マリ，養老　孟司／著 Z ﾔﾏ

私と街たち<ほぼ自伝> 吉本　ばなな／著 Z ﾖｼ

とあるひととき －作家の朝、夕暮れ、午後十一時 三浦　しをん，道尾　秀介／〔ほか〕著 Z

黙約の凍土　上・下　（「オプ・センター」シリーズ 5） トム・クランシー／著 B N ｸﾗ

フルスロットル　（トラブル・イン・マインド 1） ジェフリー・ディーヴァー／著 B N ﾃﾞｨ

ボンベイのシャーロック ネヴ・マーチ／著 N ﾏﾁ

児童
江戸時代大百科　1～６ 小酒井　大悟／監修 210

あるあさ、ぼくは… マリー・ホール・エッツ／さく E ｴｯ

目で見ることばで話をさせて アン・クレア・レゾット／作 N ﾚｿﾞ

草のふえをならしたら 林原　玉枝／作 S ﾊﾔ


