
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

虚学のすすめ 白石　良夫／[著] 東京：文学通信 002 
実習で身につく!新しいPythonの教科書 境　祐司／著 東京：エスシーシー 007.6 
はじめてでも上手に描ける入門!ドット絵道場 せたも／著 東京：ナツメ社 007.6 
美篶堂とつくる美しい手製本 美篶堂／編 東京：河出書房新社 022.8 
日本を貶めるフェイクニュースを論破する! JAPAN Forward編集部／著 東京：PHP研究所 070.4 

<哲学・思想・心理学・宗教>

マルクス・ガブリエル危機の時代を語る マルクス・ガブリエル／[述] 東京：NHK出版 104 
つかふ 鷲田　清一／著 東京：小学館 104 
高校生のための人物に学ぶ日本の思想史 佐伯　啓思／編著 京都：ミネルヴァ書房 121.6 
怒りの人類史 バーバラ・H.ローゼンワイン／著 東京：青土社 141.6 
自衛隊メンタル教官が教える心をリセットする技術 下園　壮太／著 東京：青春出版社 146.8 
「生老病死」にとらわれない心をつくる 久野　善史／著 東京：たま出版 147 
魔法 カート・セリグマン／著 東京：平凡社 163.8 
天使と人の文化史 ピーター・スタンフォード／著 東京：原書房 191.5 

<歴史・地理・伝記・紀行>

大航海時代の日本人奴隷 ルシオ・デ・ソウザ／著 東京：中央公論新社 209.5 
経済・戦争・宗教から見る教養の日本史 飯田　育浩／著 東京：西東社 210.1 
列島の戦国史　5 池　享／企画編集委員 東京：吉川弘文館 210.4 
京都を壊した天皇、護った武士 桃崎　有一郎／著 東京：NHK出版 216.2 
命の救援電車 坂　夏樹／著 東京：さくら舎 216.3 
大図鑑旗章の世界史 苅安　望／著 東京：山川出版社 288.9 
堕ちたバンカー 児玉　博／著 東京：小学館 289 ｸﾆ
本の雑誌の坪内祐三 坪内　祐三／著 東京：本の雑誌社 289 ﾂﾎﾞ

<政治・法律・経済・教育>

パンデミック後の世界10の教訓 ファリード・ザカリア／著 [東京]：日経BP日本経済新聞出版本部 304 
明治十四年の政変 久保田　哲／著 東京：集英社インターナショナル 312.1 
サフラジェット デイヴィッド・ロバーツ／著 東京：合同出版 314.8 
私たちは学術会議の任命拒否問題に抗議する 人文社会系学協会連合連絡会／編 東京：論創社 316.1 
一気にわかる!池上彰の世界情勢　2021 池上　彰／著 東京：毎日新聞出版 319 
債権回収のことならこの1冊 石原　豊昭／共著 東京：自由国民社 324.4 
立退料の決め方 横山　正夫／著 東京：自由国民社 324.8 
ガザ、西岸地区、アンマン いとう　せいこう／著 東京：講談社 329.3 
小飼弾の超訳「お金」理論 小飼　弾／著 東京：光文社 331 
そのとき、「お金」で歴史が動いた ホン　チュヌク／著 東京：文響社 332 
図解はじめて学ぶみんなのビジネス ララ・ブライアン／文 東京：晶文社 335 
最新人事・労務の基本と実務 森島　大吾／監修 東京：三修社 336.4 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>

発達障害の人のための就活ハック 窪　貴志／著 [東京]：翔泳社 366.2 
老後レス社会 朝日新聞特別取材班／[著] 東京：祥伝社 366.2 
家族に迷惑をかけたくないあなたが認知症になる前に準備しておきたいこと 海老原　佐江子／著 東京：WAVE出版 367.7 
処女の道程 酒井　順子／著 東京：新潮社 367.9 
救出 猪瀬　直樹／著 東京：小学館 369.3 

密にならないクラスあそび120 樋口　万太郎／編著 東京：学陽書房 374.1 

0〜5歳児保育の手あそび 阿部　直美／編著 大阪：ひかりのくに 376.1 
すぐに使える!カモさんのかわいいペープサート カモ／著 東京：新星出版社 376.1 
就職活動1冊目の教科書 就活塾キャリアアカデミー／著 東京：KADOKAWA 377.9 
イラストでわかるお江戸ファッション図鑑 撫子　凛／著 東京：マール社 383.1 
茶粥・茶飯・奈良茶碗 鹿谷　勲／著 京都：淡交社 383.8 
生活道具の文化誌 エイミー・アザリート／著 東京：原書房 383.9 

<自然科学・数学・生物学・医学>
高校生のための人物に学ぶ日本の科学史 池内　了／編著 京都：ミネルヴァ書房 402.1 
深宇宙ニュートリノの発見 吉田　滋／著 東京：光文社 440.1 
重力波発見の物語 荒舩　良孝／著 東京：技術評論社 441.1 
ハッブル・レガシー ジム・ベル／著 東京：グラフィック社 442.3 
藤井旭の星座をさがそう 藤井　旭／著 東京：誠文堂新光社 443.8 
絶滅危惧種を喰らう 秋道　智彌／編 東京：勉誠出版 482 
脳の大統一理論 乾　敏郎／著 東京：岩波書店 491.3 
「腸内細菌」が健康寿命を決める 辨野　義己／著 東京：集英社インターナショナル 491.7 
おとなの発達障害 岩波　明／監修 東京：光文社 493.7 
セックス依存症 斉藤　章佳／著 東京：幻冬舎 493.7 
人類と感染症、共存の世紀 デイビッド・ウォルトナー=テーブズ／著 東京：築地書館 493.8 
発達障害の悩みに答える一問一答 宮尾　益知／著 東京：河出書房新社 493.9 

ヴィクトリア朝医療の歴史 リンジー・フィッツハリス／著 東京：原書房 494 

すべての不調は口から始まる 江上　一郎／著 東京：集英社 497.9 
高城式健康術55 高城　剛／著 東京：光文社 498.3 
赤ちゃんのための補完食入門 相川　晴／著 東京：彩図社 498.5 
管理栄養士が伝える長生き食事術 麻生　れいみ／著 東京：光文社 498.5 
福祉現場のための感染症対策入門 松本　哲哉／監修 東京：中央法規出版 498.6 
新型コロナ19氏の意見 農山漁村文化協会／編 東京：農山漁村文化協会 498.6 

<技術・工学・建築・工業>
変われ!東京 隈　研吾／著 東京：集英社 518.8 
研究者が本気で建てたゼロエネルギー住宅 三浦　秀一／著 東京：農山漁村文化協会 527 
理想の暮らしをかなえる50代からのリフォーム 水越　美枝子／著 東京：大和書房 527 
今すぐ使えるかんたんZoomビデオ会議やオンライン授業で活用する本 マイカ／著 東京：技術評論社 547.4 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

ひとり暮らしで知りたいことが全部のってる本 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 590 
もっとラクに生きる!暮らしの整理術100 吉川　永里子／著 東京：エクスナレッジ 590 
オーガンジー刺繡 natsuki hirose／著 東京：河出書房新社 594.2 
着物リメイクで長く持ちたいバッグ 皿海　佐多子／著 東京：日本ヴォーグ社 594.7 
ぽんこつ主婦のこっそりラクして絶品ごはん 橋本　彩／著 東京：KADOKAWA 596 
もっと!魔法のてぬきおやつ てぬキッチン／著 東京：ワニブックス 596.6 
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<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
どう考える?種苗法 農山漁村文化協会／編 東京：農山漁村文化協会 615.2 
自然菜園で育てる健康野菜 新田　穂高／著 東京：宝島社 626.9 

熱帯植物図鑑 日本インドア・グリーン協会／編 東京：誠文堂新光社 627.8 

犬と一緒に生き残る防災BOOK 犬防災編集部／編 東京：日東書院本社 645.6 
新宿・歌舞伎町 手塚　マキ／著 東京：幻冬舎 673.9 
どうする?デザイン ingectar‐e／著 東京：翔泳社 674.3 
移動革命 三菱総合研究所／編著 東京：NHK出版 681 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>

新型コロナはアートをどう変えるか 宮津　大輔／著 東京：光文社 701.3 

OFF GRID LIFE フォスター・ハンティントン／著 東京：トゥーヴァージンズ 748 
柚木沙弥郎のことば 柚木　沙弥郎／著 東京：グラフィック社 753.8 
日本の色 コロナ・ブックス編集部／編 東京：平凡社 757.3 
緊急事態宣言の夜に さだ　まさし／著 東京：幻冬舎 767.8 
活動写真弁史 片岡　一郎／著 東久留米：共和国 778.2 
アニメと声優のメディア史 石田　美紀／著 東京：青弓社 778.7 
跳躍 吉田　孝久／著 東京：ベースボール・マガジン社 782.4 
福田豊のモダンビリヤード 福田　豊／著 東京：BABジャパン 794 

<言　語>
日本語文法史キーワード事典 青木　博史／編 東京：ひつじ書房 815 
「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。 藤吉　豊／著 [東京]：日経BP 816 
英文法をこわす 大西　泰斗／著 東京：NHK出版 835 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
馬疫 茜　灯里／著 東京：光文社 F ｱｶ
利生の人 天津　佳之／著 [東京]：日経BP日本経済新聞出版本部 F ｱﾏ
草原のサーカス 彩瀬　まる／[著] 東京：新潮社 F ｱﾔ
雨と短銃 伊吹　亜門／[著] 東京：東京創元社 F ｲﾌﾞ
田中家の三十二万石 岩井　三四二／著 東京：光文社 F ｲﾜ
代理母、はじめました 垣谷　美雨／著 東京：中央公論新社 F ｶｷ
リリアン 岸　政彦／著 東京：新潮社 F ｷｼ
ウィーン近郊 黒川　創／著 東京：新潮社 F ｸﾛ
心臓に針を 佐伯　琴子／著 [東京]：日経BP日本経済新聞出版本部 F ｻｴ
残酷な遊戯・花妖 坂口　安吾／著 東京：春陽堂書店 F ｻｶ
俺と師匠とブルーボーイとストリッパー 桜木　紫乃／著 東京：KADOKAWA F ｻｸ
帝国の弔砲 佐々木　譲／著 東京：文藝春秋 F ｻｻ
階層樹海 椎名　誠／著 東京：文藝春秋 F ｼｲ
ヴィクトリアン・ホテル 下村　敦史／著 東京：実業之日本社 F ｼﾓ
168時間の奇跡 新堂　冬樹／著 東京：中央公論新社 F ｼﾝ
君と、君がいる彼方 末浦　広海／著 東京：中央公論新社 F ｽｴ
櫓太鼓がきこえる 鈴村　ふみ／著 東京：集英社 F ｽｽﾞ
麦本三歩の好きなもの　第2集 住野　よる／著 東京：幻冬舎 F ｽﾐ
或るギリシア棺の謎 柄刀　一／著 東京：光文社 F ﾂｶ
鳴かずのカッコウ 手嶋　龍一／著 東京：小学館 F ﾃｼ
あなたも名探偵 市川　憂人／著 東京：東京創元社 F ﾄｳ
幕間のモノローグ 長岡　弘樹／著 東京：PHP研究所 F ﾅｶﾞ
悪の芽 貫井　徳郎／著 東京：KADOKAWA F ﾇｸ
いわいごと 畠中　恵／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾀ

オムニバス 誉田　哲也／著 東京：光文社 F ﾎﾝ
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<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
血も涙もある 山田　詠美／著 東京：新潮社 F ﾔﾏ
湯どうふ牡丹雪 山本　一力／著 東京：KADOKAWA F ﾔﾏ
しつこくわるい食べもの 千早　茜／著 東京：ホーム社 E ﾁﾊ
ワンさぶ子の怠惰な冒険 宮下　奈都／著 東京：光文社 E ﾐﾔ
わたしが行ったさびしい町 松浦　寿輝／著 東京：新潮社 915 ﾏﾂ
みんな知ってる、みんな知らない チョン　ミジン／著 東京：U-NEXT 929 ﾁﾖ
もう死んでいる十二人の女たちと パク　ソルメ／著 東京：白水社 929 ﾊﾟｸ
ガリヴァー旅行記 ジョナサン・スウィフト／著 東京：研究社 933 ｽｳ
父を撃った12の銃弾 ハンナ・ティンティ／著 東京：文藝春秋 933 ﾃｲ
グレゴワールと老書店主 マルク・ロジェ／著 東京：東京創元社 953 ﾛｼﾞ

※「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。


