
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

すぐそこにあるサイバーセキュリティーの罠 勝村　幸博／著 [東京]：日経BP 007.3 

ネット中傷駆け込み寺 佐藤　佳弘／著 西東京：武蔵野大学出版会 007.3 

デジタル・ミニマリスト カル・ニューポート／著 東京：早川書房 007.3 

取材・執筆・推敲 古賀　史健／著 東京：ダイヤモンド社 021.3 

世界書店紀行 金　彦鎬／著 市川：出版メディアパル 024 

<哲学・思想・心理学・宗教>

世界最先端の研究が教えるさらにすごい心理学 内藤　誼人／著 東京：総合法令出版 140 

「何者」かになりたい 三浦　崇宏／著 東京：集英社 159 

最強の教訓!日本史 河合　敦／著 東京：PHP研究所 159.2 

ぼくらの仮説が世界をつくる 佐渡島　庸平／著 東京：PHP研究所 159.4 

仕事のためのセンス入門 松浦　弥太郎／著 東京：筑摩書房 159.4 

働くオトナ女子のためのゆるっと習慣 米山　彩香／著 東京：学研プラス 159.4 

<歴史・地理・伝記・紀行>
教会と千歳飴 上野　誠／著 東京：小学館 210 

有職故実の世界 八條　忠基／監修 東京：平凡社 210 

江戸の暗号 土方　勝一郎／[著] 東京：祥伝社 213.6 

テンプル騎士団全史 ダン・ジョーンズ／著 東京：河出書房新社 230.4 

一冊でわかるスペイン史 永田　智成／編著 東京：河出書房新社 236 

戦国佐竹氏研究の最前線 佐々木　倫朗／編 東京：山川出版社 288.3 

百名山以外の名山50 深田　久弥／著 東京：河出書房新社 291 

魔女街道の旅 西村　佑子／著 東京：山と溪谷社 293.4 

<政治・法律・経済・教育>
自分探しするアジアの国々 小川　忠／著 東京：明石書店 302.2 

Numbers Don't Lie バーツラフ・シュミル／著 東京：NHK出版 304 

日本人が知るべき東アジアの地政学 茂木　誠／著 東京：PHP研究所 312.2 

警視庁科学捜査官 服藤　恵三／著 東京：文藝春秋 317.7 

刑法の時間 佐久間　修／編 東京：有斐閣 326 

Q&Aでわかる業種別下請法の実務 長澤　哲也／編著 東京：学陽書房 335.2 

38年連戦連勝伝説の株職人が教える究極の神チャート術 相場　師朗／著 東京：SBクリエイティブ 338.1 

日本株爆騰! 大木　昌光／著 東京：講談社 338.1 

実力も運のうち マイケル・サンデル／著 東京：早川書房 361.8 

マイノリティ問題から考える社会学・入門 西原　和久／編 東京：有斐閣 361.8 

教養としての「労働法」入門 向井　蘭／編著 東京：日本実業出版社 366.1 

転職学 中原　淳／著 東京：KADOKAWA 366.2 

老後の年表 横手　彰太／著 東京：かんき出版 367.7 

キツネ目 岩瀬　達哉／著 東京：講談社 368.6 

利用者の“動き出し”を引き出すコミュニケーション 大堀　具視／著 東京：中央法規出版 369 

不登校に陥る子どもたち 成重　竜一郎／著 小金井：合同出版 371.4 

新型コロナウイルスに対する学校の感染対策 武藤　義和／著 東京：丸善出版 374.9 

乳幼児期の性教育ハンドブック 浅井　春夫／編著 京都：かもがわ出版 376.1 

誰にも聞けなかった!保育者のいろいろお悩み相談 水野　智美／著 東京：中央法規出版 376.1 

考える力を高めるキャリアデザイン入門 藤村　博之／編 東京：有斐閣 377.9 

人類学者は異文化をどう体験したか 桑山　敬己／編著 京都：ミネルヴァ書房 389 

自衛隊式セルフコントロール 二見　龍／著 東京：講談社ビーシー 392.1 

〒676-0805 高砂市米田町米田927-21 TEL079(432)1355 開館時間 9：30～20：00

発行 高砂市立図書館
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<自然科学・数学・生物学・医学>

「役に立たない」研究の未来 初田　哲男／著 東京：柏書房 407 

文系のためのめっちゃやさしい統計 倉田　博史／監修 東京：ニュートンプレス 417 

よくわかる最新高分子化学の基本と仕組み 齋藤　勝裕／著 東京：秀和システム 431.9 

トコトンやさしい天文学の本 山口　弘悦／著 東京：日刊工業新聞社 440 

日本のアンモナイト 大八木　和久／著 東京：築地書館 457.8 

そもそも植物とは何か フロランス・ビュルガ／著 東京：河出書房新社 471 

子どもと一緒に覚えたい木の実の名前 小南　陽亮／監修 静岡：マイルスタッフ 471.1 

野鳥手帳 叶内　拓哉／文・写真 東京：文一総合出版 488.2 

うるおう体のつくりかた 永井　峻／著 東京：サンマーク出版 492.7 

やはり死ぬのは、がんでよかった 中村　仁一／著 東京：幻冬舎 494.5 

実践!介護フットケア 西田　壽代／監修 東京：講談社 494.6 

ガンコな乾癬の本 福井　芳周／著 東京：コスモ21 494.8 

APD<聴覚情報処理障害>がわかる本 小渕　千絵／監修 東京：講談社 496.6 

「在宅死」という選択 中村　明澄／著 東京：大和書房 498 

養老先生、病院へ行く 養老　孟司／著 東京：エクスナレッジ 498 

健康食品・サプリメント知りたいことガイドブック 畝山　智香子／著 東京：中央法規出版 498.5 

分水嶺 河合　香織／著 東京：岩波書店 498.6 

<技術・工学・建築・工業>
液体 マーク・ミーオドヴニク／著 東京：インターシフト 501.4 

トコトンやさしい土木技術の本 溝渕　利明／著 東京：日刊工業新聞社 510 

身近な環境・生活のホントがよくわかる本 浦野　紘平／共著 東京：オーム社 519 

LINE完全マニュアル 桑名　由美／著 東京：秀和システム 547.4 

図解まるわかりWeb技術のしくみ 西村　泰洋／著 [東京]：翔泳社 547.4 

コンピューティング史 Martin Campbell‐Kelly／著 東京：共立出版 548.2 

目で見てナットク!はんだ付け作業 野瀬　昌治／著 東京：日刊工業新聞社 549 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

帰るのが楽しみになるひとり暮らしBOOK Hanamori／著 東京：大和書房 590 

子どものおしゃれなアッパッパ Quoi?Quoi?／著 東京：主婦の友社 593.3 

一枚裁ちのゆったりきれいな手ぬい服 高橋　恵美子／著 東京：ブティック社 593.3 

せいろ蒸し大全 岩崎　啓子／著 東京：河出書房新社 596 

有賀薫の豚汁レボリューション 有賀　薫／著 東京：家の光協会 596.2 

タコス 柴田書店／編 東京：柴田書店 596.2 

梅干しを漬けてわかること 有元　葉子／著 東京：文化学園文化出版局 596.3 

農家直伝たくさんとれた野菜の保存と料理 池上　正子／著 東京：永岡書店 596.3 

日本全国地魚定食紀行 うぬま　いちろう／著 東京：徳間書店 596.3 

たっきーママのラクさ最強!夢の1品弁当 奥田　和美／著 東京：扶桑社 596.4 

僕が一生付き合っていきたいパン屋さん。 池田　浩明／責任編集 東京：マガジンハウス 596.6 

休日ドライブカフェ 京阪神エルマガジン社／編集 大阪：京阪神エルマガジン社 596.7 

おうちでかんたんごちそう抹茶ドリンク 山政小山園／著 京都：淡交社 596.7 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

今さら聞けない農業・農村用語事典 農文協／編 東京：農山漁村文化協会 610 

「農地転用の手続」何をするかがわかる本 若子　昭一／著 東京：セルバ出版 611.2 

ブランド米開発競争 熊野　孝文／著 東京：中央公論新社 616.2 

おしゃれに飾るベランダ菜園 原　由紀子／監修 東京：ブティック社 626.9 

食べられる庭図鑑 良原　リエ／著 東京：KTC中央出版 626.9 

ビカクシダ 野本　栄一／監修 東京：笠倉出版社 627.8 

ボス猫 岩合　光昭／著 東京：ジーウォーク 645.7 

動物病院との最高の付き合い方 向後　亜希／著 東京：ダイヤモンド社 649 

軌道 松本　創／著 東京：新潮社 686.7 

オレたちのプロ野球ニュース 長谷川　晶一／著 東京：新潮社 699.6 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
幻想仮面の作り方 綺想造形蒐集室／著 東京：ホビージャパン 711.9 

古典彫刻技法大全 籔内　佐斗司／監修 東京：求龍堂 718.3 

謎解き鳥獣戯画 芸術新潮編集部／編 東京：新潮社 721.2 

鳥獣戯画のすべて 上野　憲示／監修 東京：宝島社 721.2 

画家たちのパートナー 千足　伸行／著 東京：論創社 723.3 

これでおしまい 篠田　桃紅／著 東京：講談社 728.2 

鶴のおりがみ 布施　知子／著 東京：誠文堂新光社 754.9 

語り芸パースペクティブ 玉川　奈々福／編著 東京：晶文社 770.4 

能から紐解く日本史 大倉　源次郎／著 東京：扶桑社 773 

宝塚歌劇団の経営学 森下　信雄／著 東京：東洋経済新報社 775.4 

流れゆくままに 渡　哲也／著 東京：青志社 778.2 

動きがよくなる小学生の体幹ハイパートレーニング 澤木　一貴／著 東京：ベースボール・マガジン社 780.7 

おそとで楽しむ遊びのワンダーランド 木村　研／著 東京：いかだ社 781.9 

キャンプ職業案内 佐久間　亮介／著 東京：三才ブックス 786.3 

<言　語>
物語を忘れた外国語 黒田　龍之助／著 東京：新潮社 804 

暮らしを変える書く力 一田　憲子／著 東京：KADOKAWA 816 

韓国語の語源図鑑 阪堂　千津子／著 東京：かんき出版 829.1 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
物語のものがたり 梨木　香歩／著 東京：岩波書店 909.3 ﾅｼ

文芸ピープル 辛島　デイヴィッド／著 東京：講談社 910.2 ｶﾗ

名場面で味わう日本文学60選 平野　啓一郎／著 東京：徳間書店 910.2 ﾄｸ

少しぐらいの噓は大目に 向田　邦子／著 東京：新潮社 910.2 ﾑｺ

俺の家の話 宮藤　官九郎／著 東京：KADOKAWA 912.7 ｸﾄﾞ

佐野洋子とっておき作品集 佐野　洋子／著 東京：筑摩書房 918 ｻﾉ

複眼人 呉　明益／著 東京：KADOKAWA 923 ｳ

クララとお日さま カズオ・イシグロ／著 東京：早川書房 933 ｲｼ

アウトサイダー　上 スティーヴン・キング／著 東京：文藝春秋 933 ｷﾝ 

アウトサイダー　下 スティーヴン・キング／著 東京：文藝春秋 933 ｷﾝ 

過ぎにし夏、マーズ・ヒルで エリザベス・ハンド／[著] 東京：東京創元社 933 ﾊﾝ

断絶 リン・マー／著 東京：白水社 933 ﾏ

マハラジャの葬列 アビール・ムカジー／著 東京：早川書房 933 ﾑｶ

宇宙の春 ケン・リュウ／著 東京：早川書房 933 ﾘﾕ

アウシュヴィッツで君を想う エディ・デ・ウィンド／著 東京：早川書房 949 ｳｲ

花の子ども オイズル・アーヴァ・オウラヴスドッティル 東京：早川書房 949 ｵｲ

30年目の待ち合わせ エリエット・アベカシス／著 東京：早川書房 953 ｱﾍﾞ

狂女たちの舞踏会 ヴィクトリア・マス／著 東京：早川書房 953 ﾏｽ

アニマ ワジディ・ムアワッド／著 東京：河出書房新社 953 ﾑｱ

星の時 クラリッセ・リスペクトル／著 東京：河出書房新社 969 ﾘｽ

戻ってきた娘 ドナテッラ・ディ・ピエトラントニオ／著 東京：小学館 973 ﾃﾞｲ

ミシンの見る夢 ビアンカ・ピッツォルノ／著 東京：河出書房新社 973 ﾋﾟﾂ

理不尽ゲーム サーシャ・フィリペンコ／著 東京：集英社 983 ﾌｲ

こころの散歩 五木　寛之／著 東京：新潮社 E ｲﾂ

さよなら、ながいくん。 川上　弘美／著 東京：平凡社 E ｶﾜ

ひとりなら、それでいいじゃない。 曽野　綾子／著 東京：ポプラ社 E ｿﾉ

Go Toマリコ 林　真理子／著 東京：文藝春秋 E ﾊﾔ

嘘かまことか 平岩　弓枝／著 東京：文藝春秋 E ﾋﾗ

命とられるわけじゃない 村山　由佳／著 東京：ホーム社 E ﾑﾗ
小福ときどき災難 群　ようこ／著 東京：集英社 E ﾑﾚ

むしろ、考える家事 山崎　ナオコーラ／著 東京：KADOKAWA E ﾔﾏ
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
泳ぐ者 青山　文平／著 東京：新潮社 F ｱｵ

息子のボーイフレンド 秋吉　理香子／著 東京：U-NEXT F ｱｷ

花下に舞う あさの　あつこ／著 東京：光文社 F ｱｻ

正欲 朝井　リョウ／著 東京：新潮社 F ｱｻ

救急患者X 麻生　幾／著 東京：幻冬舎 F ｱｿ

9月9日9時9分 一木　けい／著 東京：小学館 F ｲﾁ

結盟 上田　秀人／[著] 東京：KADOKAWA F ｳｴ

恋に焦がれたブルー 宇山　佳佑／著 東京：集英社 F ｳﾔ

再建の神様 江上　剛／著 東京：PHP研究所 F ｴｶﾞ

道連れ彦輔居直り道中 逢坂　剛／著 東京：毎日新聞出版 F ｵｳ

悪魔には悪魔を 大沢　在昌／著 東京：毎日新聞出版 F ｵｵ

冬華 大倉　崇裕／著 東京：祥伝社 F ｵｵ

本日も晴天なり 梶　よう子／著 東京：集英社 F ｶｼﾞ

迷子の龍は夜明けを待ちわびる 岸本　惟／[著] 東京：新潮社 F ｷｼ

天の川の舟乗り 北山　猛邦／著 東京：東京創元社 F ｷﾀ

MR 久坂部　羊／著 東京：幻冬舎 F ｸｻ

大義 今野　敏／著 東京：徳間書店 F ｺﾝ

クメールの瞳 斉藤　詠一／著 東京：講談社 F ｻｲ

曲亭の家 西條　奈加／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｻｲ

さらさら鰹茶漬け 坂井　希久子／著 東京：角川春樹事務所 F ｻｶ

小説火の鳥　大地編上 手塚　治虫／原案 東京：朝日新聞出版 F ｻｸ

小説火の鳥　大地編下 手塚　治虫／原案 東京：朝日新聞出版 F ｻｸ

田舎のポルシェ 篠田　節子／著 東京：文藝春秋 F ｼﾉ

あしたの官僚 周木　律／著 東京：新潮社 F ｼﾕ

なごり雪 新堂　冬樹／著 東京：KADOKAWA F ｼﾝ

サン&ムーン 鈴峯　紅也／著 東京：小学館 F ｽｽﾞ

千里をゆけ 武川　佑／著 東京：文藝春秋 F ﾀｹ

半逆光 谷村　志穂／著 東京：KADOKAWA F ﾀﾆ

消えた依頼人 田村　和大／著 東京：PHP研究所 F ﾀﾑ

オオカミ県 多和田　葉子／文 東京：論創社 F ﾀﾜ

傷痕のメッセージ 知念　実希人／著 東京：KADOKAWA F ﾁﾈ

つまらない住宅地のすべての家 津村　記久子／著 東京：双葉社 F ﾂﾑ

骨を追え 堂場　瞬一／著 東京：文藝春秋 F ﾄﾞｳ

広告の会社、作りました 中村　航／著 東京：ポプラ社 F ﾅｶ

ムーンライト・イン 中島　京子／著 東京：KADOKAWA F ﾅｶ

蝶として死す 羽生　飛鳥／[著] 東京：東京創元社 F ﾊﾆ

沙林 帚木　蓬生／著 東京：新潮社 F ﾊﾊ

君の心を読ませて 浜口　倫太郎／著 東京：実業之日本社 F ﾊﾏ

キネマの神様 原田　マハ／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾗ

どの口が愛を語るんだ 東山　彰良／著 東京：講談社 F ﾋｶﾞ

白鳥とコウモリ 東野　圭吾／著 東京：幻冬舎 F ﾋｶﾞ

甘美なる誘拐 平居　紀一／著 東京：宝島社 F ﾋﾗ

道をたずねる 平岡　陽明／著 東京：小学館 F ﾋﾗ

共謀小説家 蛭田　亜紗子／著 東京：双葉社 F ﾋﾙ

きみの傷跡 藤野　恵美／著 東京：KADOKAWA F ﾌｼﾞ

ジュリーの世界 増山　実／著 東京：ポプラ社 F ﾏｽ

ドキュメント 湊　かなえ／著 東京：KADOKAWA F ﾐﾅ

青い孤島 森沢　明夫／著 東京：双葉社 F ﾓﾘ

前夜 森　晶麿／著 東京：光文社 F ﾓﾘ

白鯨 夢枕　獏／著 東京：KADOKAWA F ﾕﾒ

※「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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