
書名 著者名 請求記号

情報・歴史・伝記・旅行
図解まるわかりNFTのしくみ 大和総研フロンティア研究開発センター／著 007.3

書籍修繕という仕事　－刻まれた記憶、思い出、物語の守り手として生きる ジェヨン／著 022.8

きょうだいが苦手だ　－ひとりで頑張ることを選んでしまうあなたへ みずがき　ひろみ／著 146.8

宗教2世 荻上　チキ／編著 160.4

なぜ人類は戦争で文化破壊を繰り返すのか ロバート・ベヴァン／著 209.7

歴史をうがつ眼 松本　清張／著 210

古代の刀剣 －日本刀の源流 小池　伸彦／著 210.3

日本の歴史問題 －「帝国」の清算から靖国、慰安婦問題まで 波多野　澄雄／著 210.7

姫路回想譚 -ある戦後史の断面 池内　了／著 289 ｲｹ

徳川家康と最強の家臣団 －歴史人物名鑑 三猿舎／編 289 ﾄｸ

温泉百名山 飯出　敏夫／著 291

大インダス世界への旅 －チベット、インド、パキスタン、アフガニスタンを貫く大河流域を歩く船尾　修／写真・文 292.5

政治・経済・教育・民俗
池上彰の世界の見方 中南米 －アメリカの裏庭と呼ばれる国々 池上　彰／著 302.5

ヤジと民主主義 北海道放送報道部道警ヤジ排除問題取材班／著 316.1

迫りくる核リスク －<核抑止>を解体する 吉田　文彦／著 319.8

ぼくたちクルド人 －日本で生まれても、住み続けられないのはなぜ? 野村　昌二／著 329.9

日本に住んでる世界のひと 金井　真紀／文・絵 334.4

60歳を過ぎたらやってはいけない資産運用 西崎　努／著 338.1

知識ゼロからのSTEAM教育 中島　さち子／著 375.4

世界の絶滅危惧食 ダン・サラディーノ／著 383.8

お守りを読む －日本人は何を願ってきたのか 鳥居本　幸代／著 387

自然科学・医学
日本人はなぜ科学より感情で動くのか 石浦　章一／著 407

量子力学の多世界解釈 －なぜあなたは無数に存在するのか 和田　純夫／著 421.3

身のまわりのあんなことこんなことを地質学的に考えてみた 渡邉　克晃／著 455

流されて生きる生き物たちの生存戦略 －驚きの渓流生態系 吉村　真由美／著 468

有職植物図鑑 八條　忠基／著 472.1

31の“特効食品”で、血糖値が下がるおいしい食べ方 浅野　次義／監修 493.1

あずき毒出しスープ －1日1杯ぐんぐん健康! 加藤　淳／著 498.5

身近な素材でつくるかんたん養生酒 植木　もも子／著 498.5

工学・家政・産業
ぜんぶ絵でわかる　1～３巻 1:木造住宅 2：建築設備 3:鉄骨造 520 1

らくらく安全運転BOOK －事故・トラブルから身を守る! 537.8

最新電力・ガス業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 本橋　恵一／著 540.9

ひとりで楽しく生きるためのお金大全　 板倉　京／著 591

ハギレのこもの －小さなハギレから作り出すかわいい&便利な布こもの 594

お菓子なあみぐるみ －遊んで楽しい使ってかわいいでっかいあみぐるみ Miya／著 594.3

一生使える!味つけ大事典 －マンネリ解消! 川上　文代／著 596

藤井恵さんの更年期ごはん －心と体がラクになる食べ方の工夫 藤井　恵／著 596

低糖質のキッシュとタルト ケークサレ －シンプルで美味しい塩味の焼き菓子山本　蓮理／著 596.2

新!掃除の解剖図鑑　－やり方次第でこんなに変わる 日本ハウスクリーニング協会／著 597.9

TikTokショート動画マーケティング －元「楽天市場」MVPプロデューサーが教える! 大原　昌人／著 675

美術・芸術・スポーツ
見えにくい、読みにくい「困った!」を解決するデザイン 間嶋　沙知／著 727

はじめてのiMovie －Mac/iPhone/iPad対応 斎賀　和彦／著 746.7

更に、古くて素敵なクラシック・レコードたち 村上　春樹／著 760.8

江戸の暮らしと落語ことはじめ 三遊亭　兼好／著 779.1

女子サッカー140年史 －闘いはピッチとその外にもあり スザンヌ・ラック／著 783.4

　　　　　　　　2月の新着図書案内（Ｒ4.12.22～Ｒ5.1.25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
マネするだけで「文章がうまい」と思われる言葉を1冊にまとめてみた。 山口　拓朗／著 816

作家超サバイバル術! 中山　七里／著 901.3

芭蕉のあそび 深沢　眞二／著 911.3 ﾏ

戯れる江戸の文字絵 －十返舎一九『文字の知画』よみがえる大衆の笑い 楊　暁捷／著 913.5 ｼﾞｯ

世界は五反田から始まった 星野　博美／著 916 ﾎ

小説・エッセイ
植物少女 朝比奈　秋／著 F ｱｻ

あかあかや明恵 梓澤　要／著 F ｱｽﾞ

玉の輿猫　（お江戸けもの医 毛玉堂) 泉　ゆたか／[著] B F ｲｽﾞ

大河の剣　6 稲葉　稔／[著] B F ｲﾅ 

陰戦　（高家表裏譚 6) 上田　秀人／[著] B F ｳｴ

書楼弔堂　[3] 待宵 京極　夏彦／著 F ｷｮ

獄門首に誓った女　（九代目長兵衛口入稼業 4） 小杉　健治／著 B F ｺｽ

名探偵のままでいて 小西　マサテル／著 F ｺﾆ

明智卿死体検分 －Find the Onmyouji/Too Many Onmyoujis 小森　収／著 F ｺﾓ

審議官　（隠蔽捜査 9.5） 今野　敏／著 F ｺﾝ

荒ぶるや　（空也十番勝負 9 ） 佐伯　泰英／著 B F ｻｴ

グレイスレス 鈴木　涼美／著 F ｽｽﾞ

闇夜に吠ゆ －鑑識課警察犬係 大門　剛明／著 B F ﾀﾞｲ

上流階級　其の4 －富久丸百貨店外商部 高殿　円／著 B F ﾀｶ

藍色ちくちく －魔女の菱刺し工房 高森　美由紀／著 F ﾀｶ

残照 田中　芳樹／著 F ﾀﾅ

浮遊 遠野　遙／著 F ﾄｵ

祝祭のハングマン 中山　七里／著 F ﾅｶ

クラックアウト 長沢　樹／[著] F ﾅｶﾞ

木挽町のあだ討ち 永井　紗耶子／著 F ﾅｶﾞ

異分子の彼女 －腕貫探偵オンライン 西澤　保彦／著 F ﾆｼ

バスに集う人々　（バス旅ミステリー 3） 西村　健／著 F ﾆｼ

君の教室が永遠の眠りにつくまで 鵺野　莉紗／著 F ﾇｴ

間借り鮨まさよ 原　宏一／著 F ﾊﾗ

老人ホテル 原田　ひ香／著 F ﾊﾗ

冬の霧　（へんろ宿 2） 藤原　緋沙子／著 B F ﾌｼﾞ

香港陥落 松浦　寿輝／著 F ﾏﾂ

探偵の探偵 桐嶋颯太の鍵 松岡　圭祐／[著] B F ﾏﾂ

優莉凛香　－高校事変 劃篇 松岡　圭祐／[著] B F ﾏﾂ

ある愛の寓話 村山　由佳／著 F ﾑﾗ

今日はいい天気ですね。　（れんげ荘物語 7) 群　ようこ／[著] F ﾑﾚ

民宿ひなた屋 山本　甲士／著 B F ﾔﾏ

じゃむパンの日 赤染　晶子／著 Z ｱｶ

シロかクロか、どちらにしてもトラ柄ではない －たのしい暮しの断片 金井　美恵子／文 Z ｶﾅ

生きる意味 姜　尚中／著 Z ｶﾝ

誰が国家を殺すのか　（日本人へ 5） 塩野　七生／著 Z ｼｵ

高橋源一郎の飛ぶ教室 －はじまりのことば 高橋　源一郎／著 Z ﾀｶ

90歳の人間力 外山　滋比古／著 Z ﾄﾔ

成熟スイッチ 林　真理子／著 Z ﾊﾔ

彼女はマリウポリからやってきた ナターシャ・ヴォーディン／著 N ｳﾞｫ

噓つき村長はわれらの味方 クリスティーヌ・サイモン／著 N ｻｲ

ウィンダム図書館の奇妙な事件 イモージェン・クワイシリーズ [1] ジル・ペイトン・ウォルシュ／著 B N ﾍﾟｲ

三体0 球状閃電 劉　慈欣／著 N ﾘｳ

児童
ずかん武具 －見ながら学習調べてなっとく 小和田　泰経／編 756

エムバペ －神速のストライカー イアン・スプラッグ／著 783 ｴﾑ

アナトールとねこ イブ・タイタス／さく E ｶﾞﾙ


