
書名 著者名 請求記号

情報・哲学・歴史・旅行
中国のデジタルイノベーション -大学で孵化する起業家たち 小池　政就／著 007.3

やらかした時にどうするか 畑村　洋太郎／著 141.5

女性の覚悟 坂東　眞理子／著 159.6

日本の古代豪族100 水谷　千秋／著 210.3

江戸500藩全解剖 -関ケ原の戦いから徳川幕府、そして廃藩置県まで 河合　敦／著 210.5

男女平等への長い列 私の履歴書 赤松　良子／著 289 ｱｶ

田中清玄 -二十世紀を駆け抜けた快男児 徳本　栄一郎／著 289 ﾀﾅ

ペリー日本遠征随行記 サミュエル・ウェルズ・ウィリアムズ／[著] B 291

るるぶ天橋立城崎　'23 -丹後 但馬 竹田城跡 A 291.6 23

政治・社会・教育・民俗
老記者の伝言 -日本で100年、生きてきて むの　たけじ／著 B 304 ﾑﾉ

ミャンマー「春の革命」 -問われる<平和国家>日本 永井　浩／著 312.2

ヒトラーに傾倒した男 -A級戦犯・大島浩の告白 増田　剛／著 319.1

米露諜報秘録1945-2020 -冷戦からプーチンの謀略まで ティム・ワイナー／著 319.5

消費税がよくわかる本 -<最新>インボイス制度対応! 奥村　佳史／著 345.7

老いの玉手箱 -痛快!心地よく生きるヒント100 樋口　恵子／著 367.3

機能向上につながる!高齢者とつくる季節の制作　秋・冬編 369.2

ペアレントクラシー -「親格差時代」の衝撃 志水　宏吉／著 372.1

日本の絶滅危惧知識 -百年先まで保護していきたい 吉川　さやか／文 382.1

麦の記憶 -民俗学のまなざしから 野本　寛一／著 384.3

おしゃれなラッピングレッスン 宮岡　宏会／[著] 385.9

自然科学
すばらしき宇宙の図鑑 -宇宙飛行士だから知っている 野口　聡一／著 440

極限大地 -地質学者、人跡未踏のグリーンランドをゆく ウィリアム・グラスリー／著 450.9

土砂災害の疑問55 みんなが知りたいシリーズ17 日本応用地質学会災害地質研究部会／編 455.8

タモ網1本ではじめられる魚とり -実践テクニックと生き物図鑑 仲　義輝／著 487.5

What is Tanuki? 佐伯　緑／著 489.5

ストレス脳 アンデシュ・ハンセン／著 491.3

最強デコルテほぐし -呼吸と自律神経が整う 石垣　英俊／著 492.7

新はじめよう!フットケア 西田　壽代／監修 492.9

名医が教える高血圧の治し方 -決定版 富野　康日己／著 493.2

食べるお茶のススメ -緑茶葉パワーで健康に! 梁川　正／編著 498.5

工学・家政・産業
今と未来がわかる工場 -ビジュアル図鑑 多田　夏代／著 509.5

誰のための排除アート? -不寛容と自己責任論 五十嵐　太郎／著 518.8

日本の大砲とその歴史 中江　秀雄／著 559.1

よくわかる最新代替肉の基本と仕組み -人口増加と環境問題の解決手段 齋藤　勝裕／著 588

エコな毎日 -プラスチックを減らすアイデア75×基礎知識×環境にやさしいモノ選びと暮らし方 中嶋　亮太／著 590

からだ思いのグルメ調味料選び方・使い方 岩城　紀子／著 596

つるんと、のどごしのいいおやつ 中川　たま／著 596.6

岡山・倉敷カフェ時間 -こだわりのお店案内 Word inc.／著 A 596.7

よくわかる土中環境 -イラスト&写真でやさしく解説 高田　宏臣／著 613.5

イタリア野菜の栽培法 -「グストイタリア」の育種家が教える トキタ種苗株式会社「グストイタリア」プロジェクト／著 626

いちばんやさしい不動産の教本 -人気講師が教える土地建物の基本と取引のしくみ 林　秀行／著 673.9

応援消費 -社会を動かす力 水越　康介／著 675

芸術・スポーツ
ひとかけらの木片が教えてくれること -木材×科学×歴史 田鶴　寿弥子／著 709

終止符のない人生 反田　恭平／著 762.1 ｿﾘ

まるごとマンドリンの本 吉田　剛士／著 763.5

虚空の人 -清原和博を巡る旅 鈴木　忠平／著 783.7

　　　　　　　　　10月の新着図書案内（R4.8.26～9.25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

登山のダメージ&体のトラブル解決法  -山岳ドクターがアドバイス 木元　康晴／編 786.1

言語・文学・手記
語学の天才まで1億光年 高野　秀行／著 804

ネイティブが毎日使ってる万能英会話フレーズ101 ジュン・セニサック／著 837.8

瓢簞から人生 夏井　いつき／著 911.3 ﾅ

奈良絵本・絵巻 -中世末から近世前期の文華 石川　透／著 913.4

出てこい海のオバケたち 椎名　誠／著 915.6

刑期なき殺人犯 -司法精神病院の「塀の中」で ミキータ・ブロットマン／著 936 ﾌﾞ

自閉症のぼくは書くことで息をする -14歳、ナチュラリストの日記 ダーラ・マカナルティ／著 936 ﾏ

invert　2 -覗き窓の死角 相沢　沙呼／著 F ｱｲ 

かんむり 彩瀬　まる／著 F ｱﾔ

番所医はちきん先生休診録　4 花の筏 井川　香四郎／[著] B F ｲｶ 

エフィラは泳ぎ出せない 五十嵐　大／[著] F ｲｶﾞ

ハヤブサ消防団 池井戸　潤／著 F ｲｹ

ペットショップ無惨 池袋ウエストゲートパーク18 石田　衣良／著 Fｲｼ

れんげ出合茶屋 泉　ゆたか／著 F ｲｽﾞ

ドラゴンズ・タン 宇佐美　まこと／著 F ｳｻ

たとえば、葡萄 大島　真寿美／著 F ｵｵ

我、鉄路を拓かん 梶　よう子／著 F ｶｼﾞ

爆弾犯と殺人犯の物語 久保　りこ／著 F ｸﾎﾞ

孤立宇宙 熊谷　達也／著 F ｸﾏ

マル暴ディーヴァ マル暴シリーズ 3 今野　敏／著 F ｺﾝ

一千億のif 斉藤　詠一／著 F ｻｲ

首取物語 西條　奈加／著 F ｻｲ

名乗らじ 空也十番勝負 8 佐伯　泰英／著 B F ｻｴ

うさぎの町の殺人 周木　律／著 F ｼｭ

素晴らしき国 小路　幸也／[著] F ｼｮ

競争の番人　[2] (内偵の王子) 新川　帆立／著 F ｼﾝ 

英雄 真保　裕一／著 F ｼﾝ

ヘルンとセツ 田渕　久美子／著 F ﾀﾌﾞ

オリンピックを殺す日 -THE GAME 堂場　瞬一／著 F ﾄﾞｳ

越境刑事 [高頭冴子シリーズ] 2 中山　七里／著 F ﾅｶ

鬼女 鳴海　風／著 F ﾅﾙ

ストロベリー戦争 南原　詠／著 F ﾅﾝ

怪盗フラヌールの巡回 西尾　維新／著 F ﾆｼ

家裁調査官・庵原かのん 乃南　アサ／著 F ﾉﾅ

若葉荘の暮らし 畑野　智美／著 F ﾊﾀ

素数とバレーボール 平岡　陽明／著 Fﾋﾗ

天国の修羅たち 「地獄の犬たち」シリーズ 3 深町　秋生／[著] B F ﾌｶ

愚者の階梯 松井　今朝子／著 F ﾏﾂ

晴明変生 森谷　明子／[著] F ﾓﾘ

ええじゃないか 谷津　矢車／著 F ﾔﾂ

日本人の真価 藤原　正彦／著 Z ﾌｼﾞ

ただいまを生きる -禅の生き方 水上　勉／著 Z ﾐﾅ

優等生は探偵に向かない 「自由研究には向かない殺人」シリーズ 2 ホリー・ジャクソン／著 B N ｼﾞｬ

忘れたとは言わせない トーヴェ・アルステルダール／著 N ｱﾙ

子供が王様 デルフィーヌ・ド・ヴィガン／著 N ｳﾞｨ

静寂の荒野 ダイアン・クック／著 N ｸｯ

流浪地球 劉　慈欣／著 N ﾘｳ

児童

星ぼしでめぐるギリシア神話 百々　佑利子／著 164

あつめる!はこぶ!せいそうしゃ 片平　直樹／ぶん 685

岡本太郎 -芸術という生き方 平野　暁臣／文 723 ｵｶ

おおきなもののすきなおうさま 安野　光雅／作　絵 E ｱﾝ


