
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

人工知能が俳句を詠む 川村　秀憲／共著 東京：オーム社 007.1 
監視資本主義 ショシャナ・ズボフ／著 東京：東洋経済新報社 007.3 
Excel関数組み合わせ超(スーパー)事典 日花　弘子／著 東京：技術評論社 007.6 
10代のための読書地図 本の雑誌編集部／編 東京：本の雑誌社 019.5 
これからの会社員の課題図書 田端　信太郎／著 東京：SBクリエイティブ 019.9 
ジャーナリストの仕事 齊藤　信宏／著 東京：青弓社 070.1 

<哲学・思想・心理学・宗教>

<普遍性>をつくる哲学 岩内　章太郎／著 東京：NHK出版 116.7 
バイアスとは何か 藤田　政博／著 東京：筑摩書房 141.5 
何者かになりたい 熊代　亨／著 東京：イースト・プレス 141.9 
情動発達の理論と支援 遠藤　利彦／編著 東京：金子書房 143 
新50代は悩み多きお年頃 槇村　さとる／著 東京：光文社 159.6 
よくわかる一神教 佐藤　賢一／著 東京：集英社 162 
神社の起源と歴史 新谷　尚紀／著 東京：吉川弘文館 175 
幸せになる坐禅 藤井　隆英／著 東京：海竜社 188.8 

<歴史・地理・伝記・紀行>

歴史の鑑定人 ネイサン・ラーブ／著 東京：草思社 204 
変わる日本史の通説と教科書 本郷　和人／著 東京：宝島社 210 
古代史講義　氏族篇 佐藤　信／編 東京：筑摩書房 210.3 
室町は今日もハードボイルド 清水　克行／著 東京：新潮社 210.4 
女と男の大奥 福田　千鶴／著 東京：吉川弘文館 210.5 
東京復興ならず 吉見　俊哉／著 東京：中央公論新社 213.6 
東南アジア史10講 古田　元夫／著 東京：岩波書店 223 
徳川忠長 小池　進／著 東京：吉川弘文館 289 ﾄｸ
世界なんでもランキング 地球の歩き方編集室／著 東京：地球の歩き方 290 
47都道府県ニッポン学び旅200 梅澤　真一／監修 東京：朝日新聞出版 291 
関西起点沢登りルート100 吉岡　章／編著 東京：山と溪谷社 291.6 

<政治・法律・経済・教育>

他者の靴を履く ブレイディみかこ／著 東京：文藝春秋 304 
本当に君は総理大臣になれないのか 小川　淳也／著 東京：講談社 310.4 
香港危機の700日全記録 益満　雄一郎／著 東京：筑摩書房 312.2 
霞が関のリアル NHK取材班／著 東京：岩波書店 317.3 
民法を読む技術・学ぶ技術 吉田　利宏／著 東京：ダイヤモンド社 324 
仕方なくパートで働く普通の主婦が起業する本 小桧山　美由紀／著 東京：総合法令出版 335 
伝説の経営者たちの成功と失敗から学ぶ経営者図鑑 鈴木　博毅／著 東京：かんき出版 335.1 
イラストで学べる地域通貨のきほん 大澤　佳加／著 東京：白夜書房 337 
モヤる言葉、ヤバイ人 アルテイシア／著 東京：大和書房 367.2 
自然災害から身を守る知恵 伊藤　佳子／著 東京：求龍堂 369.3 
生きづらさの生き方ガイド 大橋　史信／共著 東京：日本法令 371.4 
部活動の社会学 内田　良／編 東京：岩波書店 375.1 
イラストでわかる自己肯定感をのばす育て方 諸富　祥彦／監修 東京：池田書店 379.9 
料理メニューからひもとく歴史的瞬間 ヴィンセント・フランクリン／著 東京：ガイアブックス 383.8 
知らないと損をする男の礼儀作法 諏内　えみ／著 東京：SBクリエイティブ 385.9 
城郭の怪異 二本松　康宏／編著 東京：三弥井書店 388.1 
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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>

論理パズル100 小野田　博一／著 東京：講談社 410.7 
まるさんかく論理学 野崎　昭弘／著 東京：中央公論新社 410.9 
宇宙を解く唯一の科学熱力学 ポール・セン／著 東京：河出書房新社 426.5 
気候崩壊 宇佐美　誠／著 東京：岩波書店 451.8 
生きている化石図鑑 土屋　健／著 東京：笠倉出版社 457 
恐竜研究の最前線 マイケル・J.ベントン／著 大阪：創元社 457.8 
生命海流 福岡　伸一／著 東京：朝日出版社 462.6 
人類が滅ぼした動物の図鑑 Radek Malý／[著] 東京：丸善出版 482 
きっと誰かに教えたくなる蚊学入門 一盛　和世／編著 東京：緑書房 486.9 
漢方的おうち健診 櫻井　大典／著 東京：学研プラス 490.9 
70歳からのゆる〜い筋トレ&ストレッチ 山口　晃二／著 東京：家の光協会 493.1 
身近な人の突然死・寝たきりを防ぐ心臓と脳の正しいケア 鈩　裕和／著・監修 東京：自由国民社 493.2 
白髪は防げる! 辻　敦哉／著 東京：かんき出版 494.8 
子どもの目が危ない 大石　寛人／著 東京：NHK出版 496.4 
麻薬捜査の裏舞台 北芝　健／著 東京：さくら舎 498.1 

<技術・工学・建築・工業>

環境専門家になるには 小熊　みどり／著 東京：ぺりかん社 519 
隈研吾はじまりの物語 隈　研吾／語り 京都：青幻舎 523.1 
国立競技場Construction 共同通信社／著 東京：河出書房新社 526.7 
最後の一両 池口　英司／著 東京：イカロス出版 536 
タイヤの科学とライディングの極意 和歌山　利宏／著 東京：グランプリ出版 537.9 
人類がもっと遠い宇宙へ行くためのロケット入門 小泉　宏之／著 東京：インプレス 538.9 
今すぐ使えるかんたんGmail入門 技術評論社編集部／著 東京：技術評論社 547.4 
よくわかる最新半導体の基本と仕組み 西久保　靖彦／著 東京：秀和システム 549.8 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

重曹&お酢 岩尾　明子／監修 東京：日東書院本社 590 
買わない暮らし。 筆子／著 東京：大和出版 591 
なんでも自分で修理する本 片桐　雅量／著 東京：宝島社 592.7 
CHECK&STRIPEの子ども服ソーイング・ナーサリー CHECK&STRIPE／著 東京：文化学園文化出版局 593.3 
感じのいい、大人服 美濃羽　まゆみ／著 東京：日本ヴォーグ社 593.3 
リュック作り教室 水野　佳子／著 東京：主婦と生活社 594.7 
縫わずに作れる立体マスコット&リボン小物 RINOSU 古田ひろこ／著 東京：KADOKAWA 594.9 
“ハッピー”スローエイジング 糸井　由里恵／著 小金井：合同フォレスト 595 
白崎茶会の発酵定食 白崎　裕子／著 東京：マガジンハウス 596 
楽しい昆虫料理 内山　昭一／著 東京：ビジネス社 596.3 
食文化・郷土料理がわかる世界の国旗弁当 青木　ゆり子／著 東京：誠文堂新光社 596.4 
きらきら鉱物菓子の作り方 ハラペコラボ／著 東京：KADOKAWA 596.6 
愛すべき地味菓子 yuka*cm／著 東京：大和書房 596.6 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

食と農のプチ起業 小野　淳／著 東京：イカロス出版 611.7 
ひまわりの文化誌 スティーヴン・A.ハリス／著 東京：原書房 627.4 
犬は愛情を食べて生きている 山田　あかね／著 東京：光文社 645.6 
森林で日本は蘇る 白井　裕子／著 東京：新潮社 651.1 
カメレオンの教科書 加藤　学／著 東京：笠倉出版社 666.7 
自己流は武器だ。 渡邉　貴義／著 東京：ポプラ社 673.9 
地図でたどる世界交易史 フィリップ・パーカー／著 東京：原書房 678.2 
いまこそ使いたい時刻表活用術 木村　嘉男／著 東京：天夢人 686.5 
駅舎のある風景 越　信行／著 東京：旅行読売出版社 686.5 
エビとカニの博物誌 大森　信／著 東京：築地書館 693.8 
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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>

影の不思議 ウィリアム・ヴォーン／著 大阪：創元社 704 
『一遍聖絵』の世界 五味　文彦／著 東京：吉川弘文館 721.2 
和田誠のたね 和田　誠／[著] 東京：スイッチ・パブリッシング 726.5 
まねる写真術 河野　鉄平／著 [東京]：翔泳社 743 
絶滅生物の折り紙 川畑　文昭／著 東京：誠文堂新光社 754.9 
経済はロックに学べ! アラン・B.クルーガー／著 東京：ダイヤモンド社 760.9 
人間ベートーヴェン 石川　栄作／著 東京：平凡社 762.3 
ディズニーとチャップリン 大野　裕之／著 東京：光文社 778.2 
昭和の名人この一席 稲田　和浩／著 東京：教育評論社 779.1 
イラストでわかる体幹バランストレーニング 木場　克己／著 東京：宝島社 781.4 
スポーツとしての相撲論 西尾　克洋／著 東京：光文社 788.1 
ここで差がつく!アマのための囲碁上達法 平田　智也／著 東京：マイナビ出版 795 
チェスやさしい実戦集 有田　謙二／著 東京：河出書房新社 796.9 
脳が目覚めるすごい!クイズ大全 知的生活追跡班／編 東京：青春出版社 798 

<言　語>

フィールド言語学者、巣ごもる。 吉岡　乾／著 大阪：創元社 804 
朗読ワークショップ 青木　裕子／著 東京：アーツアンドクラフツ 809.4 
気持ちを表すことばの辞典 飯間　浩明／監修 東京：ナツメ社 814.5 
俗語百科事典 米川　明彦／著 東京：朝倉書店 814.9 
韓国語で楽しむ韓国昔ばなし キム　ヒョンデ／著 東京：IBCパブリッシング 829.1 
くらべてわかる英単語図鑑 牧野　高吉／著 東京：主婦の友インフォス 834 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

さよならは仮のことば 谷川　俊太郎／著 東京：新潮社 911.5 ﾀﾆ
一番よくわかる古事記 谷口　雅博／監修 東京：西東社 913 ｾｲ
光源氏に迫る 宇治市源氏物語ミュージアム／編 東京：吉川弘文館 913 ﾖｼ
invert 相沢　沙呼／著 東京：講談社 F ｱｲ
兵諌 浅田　次郎／著 東京：講談社 F ｱｻ
越後・親不知翡翠の殺人 梓　林太郎／著 東京：実業之日本社 F ｱｽﾞ
QUEEN 麻生　幾／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｱｿ
原因において自由な物語 五十嵐　律人／著 東京：講談社 F ｲｶﾞ
貝に続く場所にて 石沢　麻依／著 東京：講談社 F ｲｼ
琉球警察 伊東　潤／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｲﾄ
ゾウに魅かれた容疑者 大倉　崇裕／著 東京：講談社 F ｵｵ
クレイジー・フォー・ラビット 奥田　亜希子／著 東京：朝日新聞出版 F ｵｸ
ナインストーリーズ 乙川　優三郎／著 東京：文藝春秋 F ｵﾄ
亜ノ国ヘ 柏葉　幸子／著 東京：KADOKAWA F ｶｼ
木乃伊の都 金澤　マリコ／著 東京：光文社 F ｶﾅ
サイレント 黙認 神津　凛子／著 東京：講談社 F ｶﾐ
チンギス紀　11 北方　謙三／著 東京：集英社 F ｷﾀ
遠(とおくの)巷説百物語 京極　夏彦／著 東京：KADOKAWA F ｷﾖ
氷柱の声 くどう　れいん／著 東京：講談社 F ｸﾄﾞ
朔が満ちる 窪　美澄／著 東京：朝日新聞出版 F ｸﾎﾞ
彼方の悪魔 小池　真理子／著 東京：双葉社 F ｺｲ
ザ・ベストミステリーズ　2021 日本推理作家協会／編 東京：講談社 F ｺｳ
親子の絆は永遠に 小杉　健治／著 東京：角川春樹事務所 F ｺｽ
最後の挨拶 小林　エリカ／著 東京：講談社 F ｺﾊﾞ
ロータスコンフィデンシャル 今野　敏／著 東京：文藝春秋 F ｺﾝ
婿どの相逢席 西條　奈加／著 東京：幻冬舎 F ｻｲ
一夜の夢 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
ハレルヤ! 重松　清／著 東京：新潮社 F ｼｹﾞ
鳥がぼくらは祈り、 島口　大樹／著 東京：講談社 F ｼﾏ
明日は結婚式 小路　幸也／著 東京：祥伝社 F ｼﾖ
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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)>

我が産声を聞きに 白石　一文／著 東京：講談社 F ｼﾗ
全力少年ドモラ シルクロード／著 東京：KADOKAWA F ｼﾙ
身もこがれつつ 周防　柳／著 東京：中央公論新社 F ｽｵ
まぜるな危険 高野　史緒／著 東京：早川書房 F ﾀｶ
水たまりで息をする 高瀬　隼子／著 東京：集英社 F ﾀｶ
もどかしいほど静かなオルゴール店 瀧羽　麻子／著 東京：幻冬舎 F ﾀｷ
源氏の白旗 武内　涼／著 東京：実業之日本社 F ﾀｹ
なりたくて妖精になったわけじゃない 田中　経一／著 東京：光文社 F ﾀﾅ
宿で死ぬ 朝宮　運河／編 東京：筑摩書房 F ﾁｸ
オーバーヒート 千葉　雅也／著 東京：新潮社 F ﾁﾊﾞ
万事快調(オール・グリーンズ) 波木　銅／著 東京：文藝春秋 F ﾅﾐ
Phantom 羽田　圭介／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾀﾞ
ワラグル 浜口　倫太郎／著 東京：小学館 F ﾊﾏ
一休破戒帖 平野　純／著 東京：芸術新聞社 F ﾋﾗ
神様の罠 辻村　深月／著 東京：文藝春秋 F ﾌﾞﾝ
竜とそばかすの姫 細田　守／[著] 東京：KADOKAWA F ﾎｿ
ヒトコブラクダ層ぜっと　上・下 万城目　学／著 東京：幻冬舎 F ﾏｷ
ブレイクニュース 薬丸　岳／著 東京：集英社 F ﾔｸ
ミラーワールド 椰月　美智子／著 東京：KADOKAWA F ﾔｽﾞ
屋根裏のチェリー 吉田　篤弘／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾖｼ
余命一年、男をかう 吉川　トリコ／著 東京：講談社 F ﾖｼ
彼岸花が咲く島 李　琴峰／著 東京：文藝春秋 F ﾘ
焼き天ぷら 和田　はつ子／著 東京：角川春樹事務所 F ﾜﾀﾞ
アガワ流生きるピント 阿川　佐和子／著 東京：文藝春秋 E ｱｶﾞ
バブル、盆に返らず 甘糟　りり子／著 東京：光文社 E ｱﾏ
ショローの女 伊藤　比呂美／著 東京：中央公論新社 E ｲﾄ
人生「散りぎわ」がおもしろい 下重　暁子／著 東京：毎日新聞出版 E ｼﾓ
新・人間関係のルール 辛酸　なめ子／著 東京：光文社 E ｼﾝ
老いの道楽 曾野　綾子／著 東京：河出書房新社 E ｿﾉ
「あいだ」の思想 高橋　源一郎／著 東京：大月書店 E ﾀｶ
渡る世間にやじ馬ばあさん 橋田　壽賀子／著 東京：大和書房 E ﾊｼ
美女の魔界退治 林　真理子／著 東京：マガジンハウス E ﾊﾔ
大きなさよなら 吉本　ばなな／[著] 東京：幻冬舎 E ﾖｼ
シルクロード 安部　龍太郎／著 東京：潮出版社 915 ｱﾍﾞ
日本の原風景 安野　光雅／著 東京：山川出版社 915 ｱﾝ
南の風に誘われて 椎名　誠／著 東京：新日本出版社 915 ｼｲ
薬を食う女たち 五所　純子／著 東京：河出書房新社 916 ｺﾞｼ
夕暮れの草の冠 青木　淳悟／[ほか]著 東京：柏書房 918 ｶｼ
あたしだけ何も起こらない ハン　ソルヒ／著 東京：キネマ旬報社 929 ﾊﾝ
小さきものたちのオーケストラ チゴズィエ・オビオマ／著 東京：早川書房 933 ｵﾋﾞ
飢渇の人 エドワード・ケアリー／著 東京：東京創元社 933 ｹｱ
猫の街から世界を夢見る キジ・ジョンスン／著 東京：東京創元社 933 ｼﾞﾖ
クイーンズ・ギャンビット ウォルター・テヴィス／[著] 東京：新潮社 933 ﾃｳﾞ
シンデレラとガラスの天井 ローラ・レーン／著 東京：太田出版 933 ﾚﾝ
お茶のお供にお話を アリス・テイラー／著 東京：未知谷 934 ﾃｲ
ヒロシマを暴いた男 レスリー・M.M.ブルーム／著 東京：集英社 936 ﾌﾞﾙ
行く、行った、行ってしまった ジェニー・エルペンベック／著 東京：白水社 943 ｴﾙ
ベケット氏の最期の時間 マイリス・ベスリー／著 東京：早川書房 953 ﾍﾞｽ
蛇の言葉を話した男 アンドルス・キヴィラフク／著 東京：河出書房新社 993 ｷｳﾞ

※「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。
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