
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

美しい未来をつくるひとのための15のはなし 祗園　景子／編著 神戸：神戸大学出版会 002 

生活を究める 渡邊　恵太／[著] 東京：ポプラ社 002 

表現を究める ドミニク・チェン／[著] 東京：ポプラ社 002 

絵と図でわかるAIと社会 江間　有沙／著 東京：技術評論社 007.1 

「超」メモ革命 野口　悠紀雄／著 東京：中央公論新社 007.5 

大宅壮一文庫解体新書 阪本　博志／編 東京：勉誠出版(発売) 016.5 

<哲学・思想・心理学・宗教>

いつでもソクラテス 内田　賢二／著 東京：元就出版社 104 

死にかた論 佐伯　啓思／著 東京：新潮社 114.2 

日本回帰と文化人 長山　靖生／著 東京：筑摩書房 121.6 

はじめてのプラトン 中畑　正志／著 東京：講談社 131.3 

フロイト、夢について語る フロイト／著 東京：光文社 146.1 

還暦からの人生戦略 佐藤　優／著 東京：青春出版社 159.7 

70歳が老化の分かれ道 和田　秀樹／著 東京：詩想社 159.7 

ブッダが説いた幸せな生き方 今枝　由郎／著 東京：岩波書店 180.4 

<歴史・地理・伝記・紀行>
教科書の常識がくつがえる!最新の日本史 河合　敦／著 東京：青春出版社 210 

「勘違い」だらけの日本文化史 八條　忠基／著 京都：淡交社 210.1 

中世は核家族だったのか 西谷　正浩／著 東京：吉川弘文館 210.4 

戦争というもの 半藤　一利／著 東京：PHP研究所 210.7 

ヒッピーのはじまり ヘレン・S.ペリー／著 東京：作品社 253 

13歳からのレイチェル・カーソン 上遠　恵子／監修 京都：かもがわ出版 289 ｶｿ

悲劇の世界遺産 井出　明／著 東京：文藝春秋 290.9 

地理マニアが教える旅とまち歩きの楽しみ方 作田　龍昭／著 東京：ベレ出版 291 

新青春18きっぷの教科書 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 291 

ドローン空撮で見えてくる日本の地理と地形 藤田　哲史／著 東京：実業之日本社 291 

約束の地、アンダルシア 濱田　滋郎／著 東京：アルテスパブリッシング 293.6 

<政治・法律・経済・教育>
アラブに自殺、イジメ、老後不安はない ハムダなおこ／著 東京：国書刊行会 302.2 

偉い人ほどすぐ逃げる 武田　砂鉄／著 東京：文藝春秋 304 

池上彰の君と考える戦争のない未来 池上　彰／著 東京：理論社 319.8 

罪を償うということ 美達　大和／著 東京：小学館 326.5 

誰も教えてくれないお金と経済のしくみ 森永　康平／著 東京：あさ出版 330 

みきまるの「名著」に学ぶ株式投資 みきまるファンド／著 東京：パンローリング 338.1 

日本を寿ぐ ドナルド・キーン／著 東京：新潮社 361.5 

ナイチンゲールはフェミニストだったのか 河村　貞枝／著 東京：日本看護協会出版会 367.2 

ひきこもっていても元気に生きる 高井　逸史／編著 東京：新日本出版社 367.6 

トラウマと共に生きる 森田　ゆり／編著 東京：築地書館 367.6 

定年後の居場所 楠木　新／著 東京：朝日新聞出版 367.7 

ぼくと目の見えない内田さんがであったはなし 赤木　かん子／著 新座：埼玉福祉会出版部 369.2 

身近な人の介護で「損したくない!」と思ったら読む本 河北　美紀／著 東京：実務教育出版 369.2 

しゃべらなくても楽しい!シニアの座ってできる健康体操50 斎藤　道雄／著 名古屋：黎明書房 369.2 

「定年後知的格差」時代の勉強法 櫻田　大造／著 東京：中央公論新社 377 

日本人が知らない「スーホの白い馬」の真実 ミンガド・ボラグ／著 東京：扶桑社 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

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>

文系のためのめっちゃやさしい確率 倉田　博史／監修 東京：ニュートンプレス 417.1 

アインシュタイン方程式を読んだら「宇宙」が見えた 深川　峻太郎／著 東京：講談社 421.2 

生物発光の謎を解く 近江谷　克裕／著 新潟：シーアンドアール研究所 431.5 

方向音痴って、なおるんですか? 吉玉　サキ／著 東京：交通新聞社 448.9 

絵でわかる日本列島の誕生 堤　之恭／著 東京：講談社 455.1 

植物のいのち 田中　修／著 東京：中央公論新社 471.3 

お医者さんが薦めるおいしい減塩レシピ 大塚　亮／著 東京：三空出版 493.2 

うつぬけの「頑張らない」ごはん 功刀　浩／監修 東京：ナツメ社 493.7 

入浴は究極の疲労回復術 早坂　信哉／著 東京：山と溪谷社 498.3 

ストレスの9割は「脳の錯覚」 和田　秀樹／著 東京：青春出版社 498.3 

鎌田式健康手抜きごはん 鎌田　實／著 東京：集英社 498.5 

やせる時間に食べてみた! 望月　理恵子／著 東京：主婦の友社 498.5 

コロナ対策禍の国と自治体 金井　利之／著 東京：筑摩書房 498.6 

<技術・工学・建築・工業>
人生を豊かにしたい人のための日本の城 小和田　哲男／著 東京：マイナビ出版 521.8 

日本車は生き残れるか 桑島　浩彰／著 東京：講談社 537 

スペース・コロニー宇宙で暮らす方法 向井　千秋／監修・著 東京：講談社 538.9 

はじめてのGmail入門 桑名　由美／著 東京：秀和システム 547.4 

はじめての今さら聞けないインスタグラム 吉岡　豊／著 東京：秀和システム 547.4 

富岳 世界4冠スパコンが日本を救う 日経クロステック／編集 [東京]：日経BP 548.2 

季節を愉しむ手づくり石けん うた／著 東京：秀和システム 576.5 

繊細な人の仕事がうまくいくファッションのルール アズ直子／著 東京：光文社 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

「めんどう」を楽しむ衣食住のレシピノート 美濃羽　まゆみ／著 東京：主婦と生活社 590.4 

「サラリーマン女子」、定年後に備える。 大江　加代／著 [東京]：日経BP 591 

自分で作るエプロンとかっぽう着 主婦と生活社／編 東京：主婦と生活社 593.3 

キッチンにある材料・道具でできる草木染めの布花アクセサリー Kahon／著 東京：KADOKAWA 594.8 

眉の本 レイナ／著 東京：光文社 595.5 

業務スーパー120%活用法 業務田　スー子／著 東京：KADOKAWA 596 

手軽においしく発酵食のレシピ 真野　遙／監修 東京：成美堂出版 596 

ハツ江おばあちゃんのおうち和食100レシピ 高木　ハツ江／著 東京：NHK出版 596.2 

ラク旨!無限そうめんレシピ ソーメン二郎／監修 東京：扶桑社 596.3 

私の梅仕事 横山　タカ子／著 東京：扶桑社 596.3 

やわらかとろけるいとしのゼリー 本間　節子／著 東京：主婦の友社 596.6 

珈琲完全バイブル 丸山　健太郎／監修 東京：ナツメ社 596.7 

わたしに合った「片づけ」ができる仕組みづくり 中里　ひろこ／著 東京：講談社 597.5 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

医・食・農は微生物が支える 幕内　秀夫／著 東京：創森社 615.7 

窓辺de採れたて!ミニ菜園 竹村　久生／著 東京：ブティック社 626.9 

よくわかる多肉植物 田邉　昇一／監修 東京：日本文芸社 627.7 

世界一やさしいバラづくり 村上　敏／著 東京：日本文芸社 627.7 

暮らしの中のインドアグリーン 安元　祥恵／著 東京：家の光協会 627.8 

イヌは愛である クライブ・ウィン／著 東京：早川書房 645.6 

猫が食べると危ない食品・植物・家の中の物図鑑 服部　幸／監修 千葉：ねこねっこ 645.7 

名物駅弁秘話 沼本　忠次／著 東京：天夢人 673.9 

歌舞伎町コロナ戦記 羽田　翔／著 東京：飛鳥新社 673.9 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
職業は専業画家 福井　安紀／著 東京：誠文堂新光社 720.7 

モネへの招待 朝日新聞出版／編 東京：朝日新聞出版 723.3 

こじらせ美術館 ナカムラ　クニオ／著 東京：ホーム社 723.3 
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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>
GoPro 100%活用ガイド ナイスク／著 東京：技術評論社 746.7 

紙バンドで作る花模様のかご 古木　明美／著 東京：日本ヴォーグ社 754.9 

絶対音感を科学する 阿部　純一／編集 東京：全音楽譜出版社 761.1 

花歌舞伎徒然草(よもやまばなし) 夢枕　獏／著 東京：河出書房新社 774 

映画評論家への逆襲 荒井　晴彦／著 東京：小学館 778 

戦乱中国の英雄たち 佐藤　信弥／著 東京：中央公論新社 778.8 

奇跡のバックホーム 横田　慎太郎／著 東京：幻冬舎 783.7 

90を切るゴルフの名言33 岡上　貞夫／著 東京：幻冬舎 783.8 

地図アプリで始める山の地図読み 佐々木　亨／著 東京：山と溪谷社 786.1 

いちばんやさしい囲碁教室 芝野　虎丸／監修 東京：ナツメ社 795 

現代調の将棋の研究 羽生　善治／著 東京：浅川書房 796 

<言　語>
絵本翻訳教室へようこそ 灰島　かり／著 東京：研究社 801.7 

デジタルで変わる子どもたち バトラー後藤裕子／著 東京：筑摩書房 807 

難読漢字の奥義書 円満字　二郎／著 東京：草思社 811.2 

面白いほど記憶に残る迷わない漢字 話題の達人倶楽部／編 東京：青春出版社 811.2 

「耳コピ」日常英会話 竹内　薫／著 東京：PHP研究所 830.7 

聴けば自分の気持ちが見えてくる英語スピーチ 足立　恵子／著 東京：三修社 831.1 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
感染症文学論序説 石井　正己／著 東京：河出書房新社 910.2 ｲｼ

文豪たちの断謝離 豊岡　昭彦／編 東京：秀和システム 910.2 ｼﾕ

サラリーマン川柳いっしん傑作選 やく　みつる／選 東京：NHK出版 911.4 ｴﾇ

どこからか言葉が 谷川　俊太郎／著 東京：朝日新聞出版 911.5 ﾀﾆ

スカイツリーの花嫁花婿 青柳　碧人／著 東京：光文社 F ｱｵ

レンタルフレンド 青木　祐子／著 東京：集英社 F ｱｵ

マチのお気楽料理教室 秋川　滝美／[著] 東京：講談社 F ｱｷ

星に祈る あさの　あつこ／著 東京：PHP研究所 F ｱｻ

ブラック・チェンバー・ミュージック 阿部　和重／著 東京：毎日新聞出版 F ｱﾍﾞ

柘榴パズル 彩坂　美月／著 東京：文藝春秋 F ｱﾔ

ボーンヤードは語らない 市川　憂人／著 東京：東京創元社 F ｲﾁ

光をえがく人 一色　さゆり／著 東京：講談社 F ｲﾂ

テッパン 上田　健次／著 東京：小学館 F ｳｴ

深い河(ディープ・リバー) 遠藤　周作／[著] 東京：講談社 F ｴﾝ

地獄への近道 逢坂　剛／著 東京：集英社 F ｵｳ

いつものBarで、失恋の謎解きを 大石　大／著 東京：双葉社 F ｵｵ

海辺の金魚 小川　紗良／著 東京：ポプラ社 F ｵｶﾞ

片見里荒川コネクション 小野寺　史宜／著 東京：幻冬舎 F ｵﾉ

薔薇のなかの蛇 恩田　陸／著 東京：講談社 F ｵﾝ

医学のひよこ 海堂　尊／著 東京：KADOKAWA F ｶｲ

いつも来る女の人 片岡　義男／著 東京：左右社 F ｶﾀ

アンソーシャルディスタンス 金原　ひとみ／著 東京：新潮社 F ｶﾈ

火車の残花 神永　学／著 東京：集英社 F ｶﾐ

うらんぼんの夜 川瀬　七緒／著 東京：朝日新聞出版 F ｶﾜ

緊急事態下の物語 尾崎　世界観／著 東京：河出書房新社 F ｶﾜ

空よりも遠く、のびやかに 川端　裕人／著 東京：集英社 F ｶﾜ

雪の朝の約束 木澤　千／著 東京：文芸社 F ｷｻ

インドラネット 桐野　夏生／著 東京：KADOKAWA F ｷﾘ

まだ人を殺していません 小林　由香／著 東京：幻冬舎 F ｺﾊﾞ

宗棍 今野　敏／著 東京：集英社 F ｺﾝ

雨の日は、一回休み 坂井　希久子／著 東京：PHP研究所 F ｻｶ

探偵になんて向いてない 桜井　鈴茂／著 東京：双葉社 F ｻｸ

最終飛行 佐藤　賢一／著 東京：文藝春秋 F ｻﾄ
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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)>
白医 下村　敦史／著 東京：講談社 F ｼﾓ

ミステリー・オーバードーズ 白井　智之／著 東京：光文社 F ｼﾗ

もう一杯、飲む? 角田　光代／著 東京：新潮社 F ｼﾝ

アパートたまゆら 砂村　かいり／著 東京：KADOKAWA F ｽﾅ

精密と凶暴 関　俊介／著 東京：光文社 F ｾｷ

悲しみの夜にカピバラが教えてくれた大切なこと 瀧森　古都／著 東京：SBクリエイティブ F ﾀｷ

向こうの果て 竹田　新／[著] 東京：幻冬舎 F ﾀｹ

神さまのいうとおり 谷　瑞恵／著 東京：幻冬舎 F ﾀﾆ

へんこつ 谷　治宇／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾀﾆ

檸檬先生 珠川　こおり／著 東京：講談社 F ﾀﾏ

琥珀の夏 辻村　深月／著 東京：文藝春秋 F ﾂｼﾞ

絶対惨酷博覧会 都筑　道夫／著 東京：河出書房新社 F ﾂｽﾞ

雨夜の星たち 寺地　はるな／著 東京：徳間書店 F ﾃﾗ

SL銀河よ飛べ!! 西村　京太郎／著 東京：講談社 F ﾆｼ

リボルバー 原田　マハ／著 東京：幻冬舎 F ﾊﾗ

シャムのサムライ山田長政 幡　大介／著 東京：実業之日本社 F ﾊﾞﾝ

野球が好きすぎて 東川　篤哉／著 東京：実業之日本社 F ﾋｶﾞ

還らざる聖域 樋口　明雄／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾋｸﾞ

本心 平野　啓一郎／著 東京：文藝春秋 F ﾋﾗ

そのひと皿にめぐりあうとき 福澤　徹三／著 東京：光文社 F ﾌｸ

金の角持つ子どもたち 藤岡　陽子／著 東京：集英社 F ﾌｼﾞ

世阿弥最後の花 藤沢　周／著 東京：河出書房新社 F ﾌｼﾞ

叶うならば殺してほしい 古野　まほろ／著 東京：講談社 F ﾌﾙ

星影さやかに 古内　一絵／著 東京：文藝春秋 F ﾌﾙ

東京のぼる坂くだる坂 ほしお　さなえ／著 東京：筑摩書房 F ﾎｼ

プリンス 真山　仁／著 東京：PHP研究所 F ﾏﾔ

まりも日記 真梨　幸子／著 東京：講談社 F ﾏﾘ

ミステリーは非日常とともに! 未須本　有生／著 東京：南雲堂 F ﾐｽ

雷神 道尾　秀介／著 東京：新潮社 F ﾐﾁ

俺達の日常にはバッセンが足りない 三羽　省吾／著 東京：双葉社 F ﾐﾂ

インタヴュー・ウィズ・ザ・プリズナー 皆川　博子／著 東京：早川書房 F ﾐﾅ

姉の島 村田　喜代子／著 東京：朝日新聞出版 F ﾑﾗ

エラー 山下　紘加／著 東京：河出書房新社 F ﾔﾏ

JAGAE 夢枕　獏／著 東京：祥伝社 F ﾕﾒ

感染捜査 吉川　英梨／著 東京：光文社 F ﾖｼ

黒牢城 米澤　穂信／著 東京：KADOKAWA F ﾖﾈ

え、この声 え?この声 え、この声 渡辺　剛太／著 東京：筑摩書房 F ﾜﾀ

絵本作家の森のいえ便り accototo／著 東京：幻冬舎 E ｱﾂ

幕張少年マサイ族 椎名　誠／著 東京：東京新聞 E ｼｲ

パリのおうち時間 中村　江里子／著 東京：扶桑社 E ﾅｶ

おじさんはどう生きるか 松任谷　正隆／著 東京：中央公論新社 E ﾏﾂ

全盲ハッピーマン 大平　啓朗／著 東京：A-Works 916 ｵｵ

世にも美しい癌の治し方 ムラキ　テルミ／著 東京：ロングセラーズ 916 ﾑﾗ

ファットガールをめぐる13の物語 モナ・アワド／著 福岡：書肆侃侃房 933 ｱﾜ

波 ヴァージニア・ウルフ／著 東京：早川書房 933 ｳﾙ

裏切りの塔 G.K.チェスタトン／著 東京：東京創元社 933 ﾁｴ

ベッドフォード・ロウの怪事件 J.S.フレッチャー／著 東京：論創社 933 ﾌﾚ

友達と親戚 エリザベス・ボウエン／著 東京：国書刊行会 933 ﾎﾞｴ

僕が死んだあの森 ピエール・ルメートル／著 東京：文藝春秋 953 ﾙﾒ

※「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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