
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

なんのために学ぶのか 池上　彰／著 東京：SBクリエイティブ 002 

ビジネスで役立つIT用語がこれ1冊でしっかりわかる本 小宮　紳一／著 東京：技術評論社 007 

内側から見た「AI大国」中国 福田　直之／著 東京：朝日新聞出版 007.3 

レポート・図表・プレゼン作りに追われない情報リテラシー 加藤　正吾／著 名古屋：三恵社 007.6 

まちづくりと図書館 大串　夏身／著 東京：青弓社 016.2 

伝わるデザインの基本 高橋　佑磨／著 東京：技術評論社 021.4 

<哲学・思想・心理学・宗教>

哲学の女王たち レベッカ・バクストン／編 東京：晶文社 102.8 

生贄探し 中野　信子／[著] 東京：講談社 141.6 

お金を笑わせろ! 小池　浩／著 東京：サンマーク出版 147 

不機嫌のトリセツ 黒川　伊保子／著 東京：河出書房新社 159 

宗教と日本人 岡本　亮輔／著 東京：中央公論新社 162.1 

インド神話物語百科 マーティン・J.ドハティ／著 東京：原書房 164.2 

ごった煮のおもしろさ『熊野山略記』を読む 桐村　英一郎／著 東京：はる書房 175.9 

お寺の日本地図 鵜飼　秀徳／著 東京：文藝春秋 185.9 

<歴史・地理・伝記・紀行>
土偶を読む 竹倉　史人／著 東京：晶文社 210.2 

アクセサリーの考古学 高田　貫太／著 東京：吉川弘文館 210.3 

地域別×武将だからおもしろい戦国史 小和田　哲男／監修 東京：朝日新聞出版 210.4 

江戸の秘密 竹村　公太郎／著 東京：集英社 210.5 

古代ローマ人の危機管理 堀　賀貴／編 福岡：九州大学出版会 232.4 

図説ツタンカーメン王 仁田　三夫／著 東京：河出書房新社 242 

婆娑羅大名佐々木道誉 寺田　英視／著 東京：文藝春秋 289 ｻｻ
食卓を変えた植物学者 ダニエル・ストーン／著 東京：築地書館 289 ﾌｴ
366日の美しい都市 小林　克己／著 東京：三才ブックス 290.9 

まち歩きが楽しくなる水路上観察入門 吉村　生／著 東京：KADOKAWA 291.3 

北極探検隊の謎を追って ベア・ウースマ／著 東京：青土社 297.8 

<政治・法律・経済・教育>
新世紀のコミュニズムへ 大澤　真幸／著 東京：NHK出版 304 

ヘイトスピーチと対抗報道 角南　圭祐／著 東京：集英社 316.8 

好循環のまちづくり! 枝廣　淳子／著 東京：岩波書店 318.6 

知って楽しい世界の憲法 西　修／著 東京：海竜社 323 

子の利益に適う離婚協議 平田　厚／著 東京：第一法規 324.6 

訴訟をするならこの1冊 國部　徹／監修 東京：自由国民社 327 

14歳の自分に伝えたい「お金の話」 藤野　英人／著 東京：マガジンハウス 330.4 

はじめての株式投資 宮崎　哲也／著 東京：秀和システム 338.1 

これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール 梅田　泰宏／著 東京：フォレスト出版 345 

JOB PICKS未来が描ける仕事図鑑 JobPicks編集部／編著 東京：ニューズピックス 366.2 

どうしても頑張れない人たち 宮口　幸治／著 東京：新潮社 368.7 

非正規介護職員ヨボヨボ日記 真山　剛／著 東京：三五館シンシャ 369.1 

ネットの高校、日本一になる。 崎谷　実穂／著 東京：KADOKAWA 376.4 

6歳までの「ことばの遅れ」の不安が消える 上里　聡／共著 東京：現代書林 378.5 

日本疫病図説 畑中　章宏／著 東京：笠間書院 387 

チベットの昔話 アルバート・L.シェルトン／[訳]著 東京：青土社 388.2 

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

オイラーから始まる素数の不思議な見つけ方 小林　吹代／著 東京：技術評論社 412 

気候変動に立ちむかう子どもたち アクシャート・ラーティ／編 東京：太田出版 451.8 

京大おどろきのウイルス学講義 宮沢　孝幸／著 東京：PHP研究所 465.8 

先生、頭突き中のヤギが尻尾で笑っています! 小林　朋道／著 東京：築地書館 481.7 

旅するカラス屋 松原　始／[著] 東京：角川春樹事務所 488.9 

体温の「なぜ?」がわかる生理学 永島　計／編著 東京：杏林書院 491.3 

認知症になった蛭子さん 蛭子　能収／著 東京：光文社 493.7 

たいせつな家族を感染症から守る本 生田　和良／著 東京：講談社 493.8 

なぜサーファーにハゲはいないのか 渡辺　新／著 東京：扶桑社 494.8 

結石・胆石「体の石」を自分で防ぐ、治す最善の知恵とコツ 栗原　毅／監修 東京：主婦の友社 494.9 

もう我慢しない!おしもの悩み 増田　美加／著 東京：オークラ出版 495.4 

足の小指を動かせば一生歩ける 倉　幹男／著 東京：池田書店 498.3 

散歩で見つける薬草図鑑 指田　豊／監修 東京：家の光協会 499.8 

<技術・工学・建築・工業>
おとな世代の暮らし替え 岸本　葉子／著 東京：海竜社 527 

ジェット旅客機操縦完全マニュアル 中村　寛治／著 東京：SBクリエイティブ 538.8 

るるぶ宇宙 林　公代／監修 東京：JTBパブリッシング 538.9 

iCloud基本&便利技 リンクアップ／著 東京：技術評論社 547.4 

PC<拡張>&<メンテナンス>ガイドブック 勝田　有一朗／著 東京：工学社 548.2 

心と体がうるおう肌にやさしい手作り石けん 木下　和美／著 東京：大泉書店 576.5 

小柄な大人の春夏秋冬ベーシックスタイル手帖 石岡　真実／著 東京：扶桑社 589.2 

男子ファッション最強図鑑 山本　あきこ／著 東京：かんき出版 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

なぜ妻は「手伝う」と怒るのか 佐光　紀子／著 東京：平凡社 590.4 

雰囲気のある大人服 飛田　美穂／著 東京：日本ヴォーグ社 593.3 

いろいろな糸で楽しむどうぶつ刺繡レッスン Chicchi／著 東京：内外出版社 594.2 

はじめて作るペーパーフラワー 吉村　彩／[著] 東京：ブティック社 594.8 

今日がちょっと特別な日になるヘアアレンジのルール 渡邊　義明／著 東京：ナツメ社 595.4 

顔ごはんと顔おやつ ぺろり／著 東京：小学館 596 

フライパンひとつで魚のごちそう ダンノ　マリコ／著 東京：青春出版社 596.3 

絵本のお菓子 太田　さちか／[著] 静岡：マイルスタッフ 596.6 

にっぽん氷の図鑑&かき氷 原田　泉／著 東京：ぴあ 596.6 

バットや保存袋で作れるアイスクリーム&アイスケーキ 若山　曜子／著 東京：マイナビ出版 596.6 

喫茶人かく語りき 川口　葉子／著 東京：実業之日本社 596.7 

片づけを楽しむ、好きになる。 清水　幸子／[著] 東京：学研プラス 597.5 

カツオが磯野家を片づける日 渡部　亜矢／著 東京：SBクリエイティブ 597.5 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

コップひとつから始めるゆる〜い野菜づくり やさい畑編集部／編 東京：家の光協会 626.9 

おうちでとれたて!ハーブと野菜 田代　耕太郎／著 東京：主婦の友社 626.9 

はじめてのコンテナ野菜づくり図鑑90種 北条　雅章／著 東京：新星出版社 626.9 

カーネーションの文化誌 トゥイグス・ウェイ／著 東京：原書房 627.5 

ダチョウ博士の人畜無害のすゝめ 塚本　康浩／著 東京：ビジネス社 646.2 

犬と歩けばワンダフル 北尾　トロ／著 東京：集英社 659 

探偵はここにいる 森　秀治／著 東京：駒草出版 673.9 

鉄道と政治 佐藤　信之／著 東京：中央公論新社 686.1 

ウンベルト・エーコのテレビ論集成 ウンベルト・エーコ／著 東京：河出書房新社 699 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
もっと知りたいイサム・ノグチ 新見　隆／著 東京：東京美術 712.5 

鳥獣戯画決定版 増記　隆介／監修 東京：平凡社 721.2 

江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野　境子／著 東京：国土社 721.8 
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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>
異形のものたち 中野　京子／著 東京：NHK出版 723 

トキワ荘マンガミュージアム コロナ・ブックス編集部／編集 東京：平凡社 726.1 

ターシャ・テューダー人生の楽しみ方 食野　雅子／著 東京：海竜社 726.6 

切り絵でつくるメルヘンドレス 祐琴／著 東京：日東書院本社 726.9 

籐で作るかごバッグ、かご雑貨 堀川　波／著 東京：誠文堂新光社 754.6 

淀川長治映画ベスト1000 淀川　長治／著 東京：河出書房新社 778.2 

スタジオジブリ全作品集 講談社／編集 東京：講談社 778.7 

お笑い世代論 ラリー遠田／著 東京：光文社 779.9 

オリンピック反対する側の論理 ジュールズ・ボイコフ／著 東京：作品社 780.6 

“無人地帯”の遊び方 高橋　庄太郎／編著 東京：グラフィック社 786 

チェスチェックメイトの手筋 フレッド・レインフェルド／著 東京：河出書房新社 796.9 

<言　語>
比べて愉しい国語辞書ディープな読み方 ながさわ／著 東京：河出書房新社 813.1 

死者の書 白川　静／著 東京：平凡社 821.2 

中国史で読み解く故事成語 阿部　幸信／著 東京：山川出版社 824 

英文学教授が教えたがる名作の英語 阿部　公彦／著 東京：文藝春秋 837.5 

雑談力が伸びる英語の話し方 齋藤　孝／著 東京：アルク 837.8 

0歳からはじめる子育ての英語 酒井　文秀／著 東京：ベレ出版 837.8 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
生き残る作家、生き残れない作家 冲方　丁／著 東京：早川書房 901.3 ｳﾌﾞ
文豪たちの住宅事情 田村　景子／編著 東京：笠間書院 910.2 ﾀﾑ
超シルバー川柳　人生の花束編 みやぎシルバーネット／編 東京：河出書房新社 911.4 ｶﾜ
レッドネック 相場　英雄／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｱｲ
鎌倉うずまき案内所 青山　美智子／著 東京：宝島社 F ｱｵ
キネマの天使 赤川　次郎／著 東京：講談社 F ｱｶ
五郎治殿御始末 浅田　次郎／著 東京：中央公論新社 F ｱｻ
神の悪手 芦沢　央／著 東京：新潮社 F ｱｼ
華の譜 梓澤　要／著 東京：新潮社 F ｱｽﾞ
死にたがりの君に贈る物語 綾崎　隼／著 東京：ポプラ社 F ｱﾔ
あるヤクザの生涯 石原　慎太郎／著 東京：幻冬舎 F ｲｼ
スモールワールズ 一穂　ミチ／著 東京：講談社 F ｲﾁ
貴方のために綴る18の物語 岡崎　琢磨／著 東京：祥伝社 F ｵｶ
江戸落語奇譚 奥野　じゅん／[著] 東京：KADOKAWA F ｵｸ
流転の中将 奥山　景布子／著 東京：PHP研究所 F ｵｸ
小島 小山田　浩子／著 東京：新潮社 F ｵﾔ
終活の準備はお済みですか? 桂　望実／著 東京：KADOKAWA F ｶﾂ
この場所であなたの名前を呼んだ 加藤　千恵／著 東京：講談社 F ｶﾄ
なぜ秀吉は 門井　慶喜／著 東京：毎日新聞出版 F ｶﾄﾞ
香港・濁水渓 邱　永漢／著 東京：中央公論新社 F ｷﾕ
忘れられたその場所で、 倉数　茂／著 東京：ポプラ社 F ｸﾗ
須美ちゃんは名探偵!? 内田康夫財団事務局／著 東京：光文社 F ｺｳ
寝ず身の子 小杉　健治／著 東京：祥伝社 F ｺｽ
初詣で 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
己丑の大火 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
星落ちて、なお 澤田　瞳子／著 東京：文藝春秋 F ｻﾜ
博覧男爵 志川　節子／著 東京：祥伝社 F ｼｶﾞ
幕末紀 柴田　哲孝／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｼﾊﾞ
ファウンテンブルーの魔人たち 白石　一文／著 東京：新潮社 F ｼﾗ
空の王 新野　剛志／著 東京：中央公論新社 F ｼﾝ
銘酒の真贋 千野　隆司／[著] 東京：講談社 F ﾁﾉ

しのぶ彼岸花 知野　みさき／著 東京：光文社 F ﾁﾉ

ひきなみ 千早　茜／著 東京：KADOKAWA F ﾁﾊ
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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)>
非弁護人 月村　了衛／著 東京：徳間書店 F ﾂｷ
声の在りか 寺地　はるな／著 東京：KADOKAWA F ﾃﾗ
赤の呪縛 堂場　瞬一／著 東京：文藝春秋 F ﾄﾞｳ
捜査一課OB 富樫　倫太郎／著 東京：中央公論新社 F ﾄｶﾞ
カード師 中村　文則／著 東京：朝日新聞出版 F ﾅｶ
ヒポクラテスの悔恨 中山　七里／著 東京：祥伝社 F ﾅｶ
臨床の砦 夏川　草介／著 東京：小学館 F ﾅﾂ
掟上今日子の鑑札票 西尾　維新／著 東京：講談社 F ﾆｼ
風は山から吹いている 額賀　澪／著 東京：二見書房 F ﾇｶ
小説8050 林　真理子／著 東京：新潮社 F ﾊﾔ
ポストコロナのSF 日本SF作家クラブ／編 東京：早川書房 F ﾊﾔ
植物忌 星野　智幸／著 東京：朝日新聞出版 F ﾎｼ
千里眼の復活 松岡　圭祐／[著] 東京：KADOKAWA F ﾏﾂ
匣の人 松嶋　智左／著 東京：光文社 F ﾏﾂ
全員悪人 村井　理子／著 東京：CCCメディアハウス F ﾑﾗ
もぐら新章 青嵐 矢月　秀作／著 東京：中央公論新社 F ﾔｽﾞ
吉宗の星 谷津　矢車／著 東京：実業之日本社 F ﾔﾂ
風よ僕らの前髪を 弥生　小夜子／著 東京：東京創元社 F ﾔﾖ
月下のサクラ 柚月　裕子／著 東京：徳間書店 F ﾕｽﾞ
うかれ十郎兵衛 吉森　大祐／著 東京：講談社 F ﾖｼ
ブルーインク・ストーリー 安西　カオリ／著 東京：新潮社 E ｱﾝ
こころの相続 五木　寛之／著 東京：SBクリエイティブ E ｲﾂ
たぬきが見ていた 大貫　亜美／著 東京：集英社 E ｵｵ
みんなが、ひとりでいても寂しそうに見えなければいいのに 銀色　夏生／[著] 東京：KADOKAWA E ｷﾞﾝ
鴻上尚史のますますほがらか人生相談 鴻上　尚史／著 東京：朝日新聞出版 E ｺｳ
哀しみがあるから人生は面白い 下重　暁子／著 東京：SBクリエイティブ E ｼﾓ
愛は魂の奇蹟的行為である なかにし　礼／著 東京：毎日新聞出版 E ﾅｶ
硝子戸のうちそと 半藤　末利子／著 東京：講談社 E ﾊﾝ
人間であることをやめるな 半藤　一利／著 東京：講談社 E ﾊﾝ
コロナ時代のパンセ 辺見　庸／著 東京：毎日新聞出版 E ﾍﾝ
命みがいて百歳 三宅　邦夫／著 名古屋：ゆいぽおと E ﾐﾔ
お金の減らし方 森　博嗣／著 東京：SBクリエイティブ E ﾓﾘ
四分の一世界旅行記 石川　宗生／著 東京：東京創元社 915 ｲｼ
東京ディストピア日記 桜庭　一樹／著 東京：河出書房新社 916 ｻｸ
3人で親になってみた 杉山　文野／著 東京：毎日新聞出版 916 ｽｷﾞ

愛に始まり、愛に終わる 瀬戸内　寂聴／著 東京：宝島社 917 ｾﾄ

石の文学館 和田　博文／編 東京：筑摩書房 918 ﾁｸ

台北プライベートアイ 紀　蔚然／著 東京：文藝春秋 923 ｷ

キャクストン私設図書館 ジョン・コナリー／著 東京：東京創元社 933 ｺﾅ

帰らざる故郷 ジョン・ハート／著 東京：早川書房 933 ﾊﾄ

黄金の羅針盤　上・下 フィリップ・プルマン／[著] 東京：新潮社 933 ﾌﾟﾙ

神秘の短剣　上・下 フィリップ・プルマン／[著] 東京：新潮社 933 ﾌﾟﾙ

不滅の子どもたち クロエ・ベンジャミン／著 東京：集英社 933 ﾍﾞﾝ

ホテル エリザベス・ボウエン／著 東京：国書刊行会 933 ﾎﾞｴ

裁きの鱗 ナイオ・マーシュ／著 大阪：風詠社 933 ﾏｼ

キルケ マデリン・ミラー／著 東京：作品社 933 ﾐﾗ

チャリング・クロス街84番地 ヘレーン・ハンフ／編著 東京：中央公論新社 935 ﾊﾝ

王の没落 イェンセン／作 東京：岩波書店 949 ｲｴ

殺人者の手記　上・下 ホーカン・ネッセル／著 東京：東京創元社 949 ﾈﾂ

シブヤで目覚めて アンナ・ツィマ／著 東京：河出書房新社 989 ﾂｲ

※「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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