
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
人工知能が変える仕事の未来 野村　直之／著 東京：日本経済新聞出版社 007.1 
子どもといっしょにコンピュータとプログラミングを学ぶ本 矢沢　久雄／著 [東京]：日経BP社 007.6 
先生が本(おはなし)なんだね 伊藤　明美／著 川崎：小澤昔ばなし研究所 015.8 
本の時間を届けます 篠賀　典子／著 東京：洋泉社 024.8 
21世紀の暫定名著 群像編集部／編 東京：講談社 028 

<哲学・思想・心理学・宗教>
不機嫌な長男・長女無責任な末っ子たち 五百田　達成／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 141.9 
聞いてビックリ「あの世」の仕組み 松原　照子／著 東京：東邦出版 147 
水木しげるの不思議旅行 水木　しげる／著 東京：中央公論新社 147.6 
最高の結果を引き出す質問力 茂木　健一郎／著 東京：河出書房新社 159 
大人の気づかい 坂東　眞理子／著 名古屋：リベラル社 159.4 
日本神さま事典 三橋　健／編・著 東京：大法輪閣 172 
教えて、お坊さん!「さとり」ってなんですか 小出　遙子／著 東京：KADOKAWA 181.7 
仏像とお寺の解剖図鑑 スタジオワーク／著 東京：エクスナレッジ 186.8 
異端カタリ派の歴史 ミシェル・ロクベール／著 東京：講談社 192.3 
名画と読むイエス・キリストの物語 中野　京子／著 東京：文藝春秋 192.8 

<歴史・地理・伝記・紀行>
足利義政と東山文化 河合　正治／著 東京：吉川弘文館 210.4 
消えた海洋王国 吉備物部一族の正体 関　裕二／著 東京：新潮社 217.4 
ロシアの歴史を知るための50章 下斗米　伸夫／編著 東京：明石書店 238 
人生の流儀 萩本　欽一／著 東京：新日本出版社 281 
真田氏三代と信濃・大坂の合戦 中澤　克昭／著 東京：吉川弘文館 288.3 
故郷七十年 柳田　國男／[著] 東京：講談社 289 ﾔﾅ
ロシア極東秘境を歩く 相原　秀起／著 札幌：北海道大学出版会 291.1 
名古屋 東京：JTBパブリッシング 291.5 
江戸時代の絵図と歩く神戸・阪神「名所」の旅 大国　正美／著 神戸：神戸新聞総合出版センター 291.6 
京都を知る100章 東京：平凡社 291.6 
広島 東京：枻出版社 291.7 

<政治・法律・経済・教育>
池上彰の世界の見方 中国・香港・台湾 池上　彰／著 東京：小学館 302.2 
絶滅の地球誌 澤野　雅樹／著 東京：講談社 304 
トランプ革命で復活するアメリカ 藤井　厳喜／著 東京：勉誠出版 312.5 
個人情報保護法の逐条解説 宇賀　克也／著 東京：有斐閣 316.1 
明日の平和をさがす本 宇野　和美／編著 東京：岩崎書店 319.8 
お金の終活 山田　和美／著 東京：すばる舎 324.7 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<政治・法律・経済・教育>
最後の資本主義 ロバート・B.ライシュ／著 東京：東洋経済新報社 332 
ブロックチェーン・レボリューション ドン・タプスコット／著 東京：ダイヤモンド社 338 
「平均的日本人」がわかる138 グループSKIT／編著 東京：PHP研究所 351 
えた非人 柳瀬　勁介／著 東京：河出書房新社 361.8 
女子の生き様は顔に出る 河崎　環／著 東京：プレジデント社 367.2 
いつかの夏 大崎　善生／著 東京：KADOKAWA 368.6 
10分後にうんこが出ます 中西　敦士／著 東京：新潮社 369.1 
介護施設で死ぬということ 高口　光子／著 東京：講談社 369.2 
美しき英国パブリック・スクール 石井　理恵子／著 東京：太田出版 372.3 
おえかきウォッチング なかがわ　ちひろ／著 東京：理論社 376.1 
殻を突き破るキャリアデザイン 筒井　美紀／著 東京：有斐閣 377.9 
歳時記おしながき 平野　恵理子／著 東京：学研プラス 383.8 
働く女性の結婚 日本経済新聞出版社／編 東京：日本経済新聞出版社 385.4 
世界一可愛いwedding marry／著 東京：扶桑社 385.4 
日本の神様と楽しく生きる 平藤　喜久子／著 東京：東邦出版 387 
スノーデン、監視社会の恐怖を語る 小笠原　みどり／著 東京：毎日新聞出版 391.6 

<自然科学・数学・生物学・医学>
ワクワクドキドキ科学がはじまる 藤嶋　昭／監修 東京：学研プラス 407 
量の測度 アンリ・ルベーグ／[著] 東京：みすず書房 415.3 
旅先での南天星空ガイド 飯塚　礼子／著 東京：恒星社厚生閣 443.8 
数学的な宇宙 マックス・テグマーク／著 東京：講談社 443.9 
宇宙災害 片岡　龍峰／著 京都：化学同人 450.1 
楽しい植物化石 土屋　香／著 東京：河出書房新社 457.7 
世界一うつくしい生物図鑑 クリストファー・マーレー／著 東京：世界文化社 460 
世界植物記　アジア・オセアニア編 木原　浩／著 東京：平凡社 472 
眠れなくなるほどおもしろい睡眠の話 関口　雄祐／著 東京：洋泉社 481.3 
日本の美しい色の鳥 上田　恵介／監修 東京：エクスナレッジ 488.2 
つながる脳科学 理化学研究所脳科学総合研究センター／編 東京：講談社 491.3 
免疫はがんに何をしているのか? 桂　義元／著 東京：技術評論社 494.5 
一生モノの禁煙術 武本　秀治／著 東京：廣済堂出版 498.3 
腸医が教えるこうすりゃ健康コンビニ飯 松生　恒夫／著 東京：中央公論新社 498.5 

<技術・工学・建築・工業>
世界の天空の城 アフロ／著 京都：青幻舎 520.8 
日本城郭史 齋藤　慎一／著 東京：吉川弘文館 521.8 
ル・コルビュジエから遠く離れて 松隈　洋／[著] 東京：みすず書房 523.1 
世界の美しい教会 PIE BOOKS／編著 東京：パイインターナショナル 526.1 
パッシブデザインの住まいと暮らし 野池　政宏／著 東京：泰文館 527 
薪ストーブ入門 東京：地球丸 528.2 
宇宙ロケット工学入門 宮澤　政文／著 東京：朝倉書店 538.9 
原発に抗う 本田　雅和／著 東京：緑風出版 543.5 
にっぽん家電のはじまり 大西　正幸／著 東京：技報堂出版 545.8 
Macはじめよう Macビギナーズ研究会／著 東京：マイナビ出版 548.2 
図説世界史を変えた50の船 イアン・グラハム／著 東京：原書房 550.2 
図説金の文化史 レベッカ・ゾラック／著 東京：原書房 565.1 
醬油・味噌・酢はすごい 小泉　武夫／著 東京：中央公論新社 588.6 
メンズファッションの解剖図鑑 MB／著 東京：エクスナレッジ 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
シンプル思考ですっきり身軽に暮らす やまぐち　せいこ／著 東京：マイナビ出版 590 
家のしごと 山本　ふみこ／著 東京：ミシマ社 590.4 
いま、働く女子がやっておくべきお金のこと 中村　芳子／著 東京：青春出版社 591 
女子DIYの教科書 tukuriba／著 東京：講談社 592.7 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
パタンナー金子俊雄の本格メンズ服 金子　俊雄／[著] 東京：日本ヴォーグ社 593.3 
ブックカバーとノートカバーの作り方 えかた　けい／著 東京：日貿出版社 594 
編みねこの毎日 ほし　みつき／著 東京：文化学園文化出版局 594.3 
作りながら基礎が学べるポーチと小もの 東京：日本ヴォーグ社 594.7 
布花図鑑 Veriteco／著 東京：文化学園文化出版局 594.8 
マニキュアフラワー&UVレジンアクセサリー hina工作室／著 東京：日本ヴォーグ社 594.9 
今夜はこの鍋で決まり! 藤野　嘉子／[ほか著] 東京：家の光協会 596 
美味しい暮らし季節の手仕事 柳原　一成／著 東京：池田書店 596.2 
本当に美味しいフライドポテトの教科書 丸山　久美／著 東京：KADOKAWA 596.3 
おべんとうの人 阿部　了／写真・文 東京：木楽舎 596.4 
CHOCOLATE BAKE ムラヨシ　マサユキ／著 東京：主婦と生活社 596.6 
たった一杯で、幸せになる珈琲 大塚　朝之／著 東京：KADOKAWA 596.7 
片づく家のアイデア図鑑 田中　ナオミ／著 東京：エクスナレッジ 597 
3〜6歳能力を伸ばす個性を光らせる 汐見　稔幸／著 東京：主婦の友社 599 
みんなの布おむつ 林　さやか／編 東京：亜紀書房 599.2 
ママの心に寄りそう絵本たち 磯崎　園子／著 東京：自由国民社 599.8 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
百姓が書いた有機・無農薬栽培ガイド 大内　信一／著 東京：コモンズ 615.7 
まるごとわかる!庭づくりDIYの基本 荒井　章／著 東京：エクスナレッジ 629.7 
MUJI式 増田　明子／著 [東京]：日経BP社 673.7 
阪神電気鉄道 生田　誠／著 東京：アルファベータブックス 686.2 
航空・貨物の謎と不思議 谷川　一巳／著 東京：東京堂出版 687.6 
日本お土産キーホルダー大全 水上　友／著 東京：辰巳出版 689.5 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
歌麿決定版 浅野　秀剛／監修 東京：平凡社 721.8 
音楽で楽しむ名画 加藤　浩子／著 東京：平凡社 723 
はんこ 久米　雅雄／著 東京：法政大学出版局 739 
UVレジンとプラバンの可愛いアクセサリー120 キムラプレミアム／[著] 東京：主婦の友社 751.9 
江戸の遊び切り紙 パピエ舎／著 東京：誠文堂新光社 754.9 
新編バッハのすべて 音楽の友／編 東京：音楽之友社 762.3 
ボブ・ディラン自伝 ボブ・ディラン／著 東京：SBクリエイティブ 767.8 
京舞つれづれ 井上　八千代／著 東京：岩波書店 769.1 
バレリーナ踊り続ける理由 吉田　都／著 東京：河出書房新社 769.9 
反東京オリンピック宣言 小笠原　博毅／編 東京：航思社 780.6 
平成釣客伝 夢枕　獏／著 東京：講談社 787.1 
剣道基本と戦術 井島　章／監修 東京：実業之日本社 789.3 
実用茶事　1 淡交社編集局／編 京都：淡交社 791.7 
読まなくても碁に勝つ法 竹清　勇／著 東京：マイナビ出版 795 
図解チェス入門 渡辺　暁／著 東京：朝日新聞出版 796.9 

<言　語>
アメリカの大学生が学んでいる「伝え方」の教科書 スティーブン E.ルーカス／著 東京：SBクリエイティブ 809.4 
ことわざ生活　あっち篇 あかいわ　しゅうご／文 東京：草思社 814.4 
ことわざ生活　こっち篇 あかいわ　しゅうご／文 東京：草思社 814.4 
英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史 堀田　隆一／著 東京：研究社 830.2 
うさまるの気持ちが伝わるかんたん英会話 sakumaru／絵 東京：学研プラス 837.8 

<日本文学　小説など>
3年でプロになれる脚本術 尾崎　将也／著 東京：河出書房新社 901.2 ｵｻﾞ
折口信夫-いきどほる心 木村　純二／[著] 東京：講談社 910.2 ｷﾑ
牛のようにずんずん進め 齋藤　孝／著 東京：草思社 910.2 ｻｲ

3



書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<日本文学　小説など>
作家のお菓子 コロナ・ブックス編集部／編 東京：平凡社 910.2 ﾍｲ
自伝的女流文壇史 吉屋　信子／[著] 東京：講談社 910.2 ﾖｼ
真実の久女 坂本　宮尾／著 東京：藤原書店 911.3 ｻｶ
扉のかたちをした闇 江國　香織／著 東京：小学館 911.5 ｴｸ
鼠、噓つきは役人の始まり 赤川　次郎／著 東京：KADOKAWA F ｱｶ
メシマズ狂想曲 秋川　滝美／著 東京：小学館 F ｱｷ
蟻の階段 麻見　和史／著 東京：講談社 F ｱｻ
片翼の折鶴 浅ノ宮　遼／著 東京：東京創元社 F ｱｻ
満潮 朝倉　かすみ／著 東京：光文社 F ｱｻ
雨利終活写真館 芦沢　央／著 東京：小学館 F ｱｼ
蝮の孫 天野　純希／著 東京：幻冬舎 F ｱﾏ
カレンダー・ガール 新井　素子／著 東京：出版芸術社 F ｱﾗ
砂漠の影絵 石井　光太／著 東京：光文社 F ｲｼ
果断の太刀 上田　秀人／著 東京：徳間書店 F ｳｴ
漂泊の楽人 内田　康夫／[著] 東京：講談社 F ｳﾁ
本バスめぐりん。 大崎　梢／著 東京：東京創元社 F ｵｵ
夜明けまで眠らない 大沢　在昌／著 東京：双葉社 F ｵｵ
十年後のこと 暁方　ミセイ／[ほか]著 東京：河出書房新社 F ｶﾜ
野良ビトたちの燃え上がる肖像 木村　友祐／著 東京：新潮社 F ｷﾑ
209号室には知らない子供がいる 櫛木　理宇／著 東京：KADOKAWA F ｸｼ
悪意の迷路 日本推理作家協会／編 東京：光文社 F ｺｳ
マカロンはマカロン 近藤　史恵／著 東京：東京創元社 F ｺﾝ
エクサスケールの少女 さかき　漣／著 東京：徳間書店 F ｻｶ
鬼役　18 坂岡　真／著 東京：光文社 F ｻｶ
GOSICK 桜庭　一樹／著 東京：KADOKAWA F ｻｸ
ひょうすべの国 笙野　頼子／著 東京：河出書房新社 F ｼﾖ
X'mas Stories 朝井　リョウ／著 東京：新潮社 F ｼﾝ
私立新宿歌舞伎町学園 新堂　冬樹／著 東京：KADOKAWA F ｼﾝ
大坂城の十字架 鈴木　英治／著 東京：PHP研究所 F ｽｽﾞ
電王 高嶋　哲夫／著 東京：幻冬舎 F ﾀｶ
あしたはひとりにしてくれ 竹宮　ゆゆこ／著 東京：文藝春秋 F ﾀｹ
カエルム 魔法の鍵と光の冒険 たなか　しん／著 東京：求龍堂 F ﾀﾅ
ショートショート列車 田丸　雅智／文 東京：キノブックス F ﾀﾏ
桜奉行 出久根　達郎／著 天理：養徳社 F ﾃﾞｸ
自生の夢 飛　浩隆／著 東京：河出書房新社 F ﾄﾋﾞ
夜の歌 なかにし　礼／著 東京：毎日新聞出版 F ﾅｶ
i 西　加奈子／著 東京：ポプラ社 F ﾆｼ
北海道新幹線殺人事件 西村　京太郎／著 東京：KADOKAWA F ﾆｼ
恋のゴンドラ 東野　圭吾／著 東京：実業之日本社 F ﾋｶﾞ
大雪物語 藤田　宜永／著 東京：講談社 F ﾌｼﾞ
女王さまの夜食カフェ 古内　一絵／著 東京：中央公論新社 F ﾌﾙ
Good old boys 本多　孝好／著 東京：集英社 F ﾎﾝ
三鬼 宮部　みゆき／著 東京：日本経済新聞出版社 F ﾐﾔ
コンビニ人間 村田　沙耶香／著 東京：文藝春秋 F ﾑﾗ
ヤマンタカ 夢枕　獏／著 東京：KADOKAWA F ﾕﾒ
いまさら翼といわれても 米澤　穂信／著 東京：KADOKAWA F ﾖﾈ
笑って、泣いて、考えて。 永　六輔／[述] 東京：小学館 E ｴｲ
もったいないばあさんの知恵袋 真珠　まりこ／作・絵 東京：講談社 E ｼﾝ
ココアどこわたしはゴマだれ 高山　なおみ／著 東京：河出書房新社 E ﾀｶ
女たちが、なにか、おかしい 三砂　ちづる／著 東京：ミシマ社 E ﾐｻ
大坂の陣 日高　昭二／編 東京：岩波書店 918 ｲﾜ
炸裂志 閻　連科／著 東京：河出書房新社 923 ｲｴ
天界の眼 ジャック・ヴァンス／著 東京：国書刊行会 933 ｳﾞｱ

※「新着図書案内」の内容は、『高砂市立図書館ＨＰ』にも掲載しており、バックナンバーも閲覧できます。
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