
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

スマホ断食 藤原　智美／著 東京：潮出版社 007.3 

大きな字でわかりやすいパソコン入門 AYURA／著 東京：技術評論社 007.6 

パソコン仕事最速操作完全ガイド 鈴木　眞里子／著 [東京]：日経BP 007.6 

わたしの、本のある日々 小林　聡美／著 東京：毎日新聞出版 019.9 

サピエンスの未来 立花　隆／著 東京：講談社 041 

博物館の世界 栗原　祐司／著 東京：誠文堂新光社 069 

<哲学・思想・心理学・宗教>

誰もが学べる決断の技法 アニー・デューク／著 東京：サンマーク出版 141.5 

自分を思いやるレッスン 岸本　早苗／著 東京：大和書房 146.8 

対訳武士道 新渡戸　稲造／著 東京：朝日新聞出版 156 

人生に悩む君に贈る1行の問いかけ 佐々木　常夫／著 東京：日本実業出版社 159 

不要不急 横田　南嶺／著 東京：新潮社 180.4 

親鸞を生きる ひろ　さちや／著 東京：佼成出版社 188.7 

おうちで禅 花岡　博芳／著 東京：春陽堂書店 188.8 

教皇フランシスコ コロナの世界を生きる 教皇フランシスコ／著 東京：PHP研究所 198.2 

<歴史・地理・伝記・紀行>

絵画と写真で掘り起こす「オトナの日本史講座」 河合　敦／著 東京：祥伝社 210 

知られざる古墳ライフ 譽田　亜紀子／著 東京：誠文堂新光社 210.3 

夢語り・夢解きの中世 酒井　紀美／著 東京：吉川弘文館 210.4 

暮らしと遊びの江戸ペディア 飯田　泰子／著 東京：芙蓉書房出版 210.5 

太平洋戦争への道1931-1941 半藤　一利／著 東京：NHK出版 210.7 

わたしたちもみんな子どもだった 和久井　香菜子／著 東京：ハガツサブックス 210.7 

これならわかる韓国・朝鮮の歴史Q&A 三橋　広夫／著 東京：大月書店 221 

三国志入門 宮城谷　昌光／著 東京：文藝春秋 222 

「私」を受け容れて生きる 末盛　千枝子／著 東京：新潮社 289 

青春18きっぷパーフェクトガイド　2021-2022 谷崎　竜／著 東京：イカロス出版 291 

80歳、歩いて日本縦断 石川　文洋／著 東京：新日本出版社 291 

<政治・法律・経済・教育>

サボる哲学 栗原　康／著 東京：NHK出版 304 

「日本型格差社会」からの脱却 岩田　規久男／著 東京：光文社 332.1 

哲さんの声が聞こえる 加藤　登紀子／著 小金井：合同出版 333.8 

稲盛和夫、かく語りき 稲盛　和夫／述 [東京]：日経BP 335 

その気遣い、むしろ無礼になってます! 三上　ナナエ／著 東京：すばる舎 336.4 

即!ビジネスで使える新聞記者式伝わる文章術 白鳥　和生／著 東京：CCCメディアハウス 336.5 

あなたにもある無意識の偏見 北村　英哉／著 東京：河出書房新社 361.4 

自由にはたらく副業アイデア事典 中野　貴利人／著 東京：SBクリエイティブ 366.2 

「非モテ」からはじめる男性学 西井　開／著 東京：集英社 367.5 

家族に頼らないおひとりさまの終活 奥田　周年／共著 東京：ビジネス教育出版社 367.7 

初めて「性」のことを子どもに伝えるパパとママのための教科書 川村　真奈美／著 東京：学研プラス 367.9 

コロナ貧困 藤田　孝典／著 東京：毎日新聞出版 368.2 

子育ての「呪い」が解ける魔法の言葉 浅野　みや／著 東京：自由国民社 378 

世界の奇習と奇祭 E.リード・ロス／著 東京：原書房 382 

暮らしを楽しむ日本の伝統行事 神宮館編集部／編著 東京：神宮館 386.1 

アラマタヒロシの日本全国妖怪マップ 荒俣　宏／著 東京：秀和システム 388.1 

すべてが武器になる 石川　明人／著 大阪：創元社 391.1 

〒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>

宇宙人と出会う前に読む本 高水　裕一／著 東京：講談社 404 

数学は図で考えるとおもしろい 白取　春彦／著 東京：青春出版社 410.4 

文系のためのめっちゃやさしい化学 中村　栄一／監修 東京：ニュートンプレス 430 

極端豪雨はなぜ毎年のように発生するのか 川瀬　宏明／著 京都：化学同人 451.6 

コロナの暗号 村上　和雄／著 東京：幻冬舎 467.2 

私の顔はどうしてこうなのか 溝口　優司／著 東京：山と溪谷社 469.4 

かぐわしき植物たちの秘密 田中　修／著 東京：山と溪谷社 471.3 

もしあと1年で人生が終わるとしたら? 小澤　竹俊／著 東京：アスコム 490.1 

1分「耳ストレッチ」 市野　さおり／著 東京：青春出版社 492.7 

花粉症と人類 小塩　海平／著 東京：岩波書店 493.1 

ダイエットをしたら太ります。 永田　利彦／著 東京：光文社 493.1 

疫病の精神史 竹下　節子／著 東京：筑摩書房 493.8 

赤ちゃんと体内時計 三池　輝久／著 東京：集英社 493.9 

髪が増える術 辻　敦哉／著 東京：ダイヤモンド社 494.8 

死ぬまで嚙んで食べる 五島　朋幸／著 東京：光文社 497.9 

<技術・工学・建築・工業>

プラモはじめます! 香坂　きの／著 東京：KADOKAWA 507.9 

日本全国ゴミ清掃員とゴミのちょっといい話 滝沢　秀一／著 東京：主婦の友社 518.5 

建築の明日へ 松村　秀一／著 東京：平凡社 520.4 

歴史作家の城めぐり 伊東　潤／著 東京：幻冬舎 521.8 

できるChromebook 法林　岳之／著 東京：インプレス 548.2 

合成生物学 ジェイミー・A.デイヴィス／著 東京：ニュートンプレス 579.9 

魔法のクローゼット くぼしま　りお／著 東京：KADOKAWA 589.2 

シャネル 山田　登世子／著 東京：筑摩書房 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

60からは喜びはかけ算悲しみは割り算 沖　幸子／著 [東京]：世界文化ブックス 590 

日めくりだより 高山　なおみ／著 東京：扶桑社 590.4 

私がお金で困らないためには今から何をすればいいですか? 井戸　美枝／著 東京：日本実業出版社 591 

はじめての手作り小物 かっぱ／著 東京：ワニブックス 594 

オンラインで稼ぐ!ハンドメイド教室の作り方 マツド　アケミ／著 東京：内外出版社 594 

yulaの刺繡 yula／著 東京：日本ヴォーグ社 594.2 

ukaが教える大人のハンド&ネイルケア 渡邉　季穂／著 東京：主婦の友社 595.4 

最新美肌事典 友利　新／著 東京：KADOKAWA 595.5 

はじめてでも簡単!毎日がラクになる電気圧力鍋の絶品レシピ 上島　亜紀／著 東京：主婦の友社 596 

日本が誇る絶品の食遺産100 小林　しのぶ／著 東京：天夢人 596 

ワタナベマキのスパイス使い ワタナベ　マキ／著 東京：グラフィック社 596 

生のまま!野菜&フルーツ最新冷凍術 島本　美由紀／著 東京：秀和システム 596.3 

ホットケーキミックスで愛されお菓子 荻田　尚子／著 東京：学研プラス 596.6 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

47都道府県の底力がわかる事典 葉上　太郎／著 東京：文藝春秋 601.1 

農家が教えるタネ採り・タネ交換 農文協／編 東京：農山漁村文化協会 615.2 

図解でよくわかる施設園芸のきほん 中野　明正／著 東京：誠文堂新光社 624 

○×写真でわかるおいしい野菜の生育と診断 高橋　広樹／著 東京：農山漁村文化協会 626 

多肉植物サボテン 山城　智洋／著 東京：NHK出版 627.7 

長く楽しむお部屋の植物 境野　隆祐／著 東京：日東書院本社 627.8 

猫が30歳まで生きる日 宮崎　徹／著 [東京]：時事通信出版局 649.2 

山を買う 福崎　剛／著 東京：山と溪谷社 651.3 

竹の文化誌 スザンヌ・ルーカス／著 東京：原書房 653.8 

外来植物が変えた江戸時代 佐野　静代／著 東京：吉川弘文館 662.1 

ビームスジャパン銘品のススメ 鈴木　修司／著 東京：ビームス 675.1 

ワクワクのつくりかた カカムマサナリ／著 東京：KADOKAWA 675.3 
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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>

名画たちのホンネ とに〜／著 東京：三笠書房 720.4 

まるごと馬場のぼる 馬場　のぼる／[作] 東京：こぐま社 726.1 

ericの消しゴムはんこ eric／著 東京：文化学園文化出版局 736 

60歳からの鉄道写真入門 佐々倉　実／著 東京：天夢人 743.5 

BTSオン・ザ・ロード ホン　ソクキョン／著 東京：玄光社 767.8 

活劇映画と家族 筒井　康隆／著 東京：講談社 778.2 

哀愁1964年東京五輪三つの物語 別府　育郎／著 東京：ベースボール・マガジン社 780.6 

スクワットの深さは人間性の深さ 山田　崇太郎／共著 東京：ベースボール・マガジン社 780.7 

キックオフの笛が聞こえる 長井　勉／著 東京：丸善プラネット 783.4 

日本のバドミントンはなぜ強くなったのか? 藤井　瑞希／著 東京：光文社 783.5 

テント泊登山の基本テクニック 高橋　庄太郎／著 東京：山と溪谷社 786.1 

釣りバリ歴史・種類・素材・技術のひみつ つり人社書籍編集部／編 東京：つり人社 787.1 

古碁×AI 大橋　拓文／著 東京：マイナビ出版 795 

子どもはできても大人はできない!?まちがいさがし 北村　良子／監修 東京：青春出版社 798 

<言　語>

言いたいことは1分にまとめなさい 新田　祥子／著 東京：明日香出版社 809.2 

「育ちのいい人」が使っている添えるだけの1行文 井垣　利英／著 京都：PHP研究所 816.6 

白川静博士の漢字の世界へ 福井県教育委員会／編 福井：福井県教育委員会 821.2 

NHKの英語講座だけで驚くほど英語が話せる勉強法 川本　佐奈恵／著 東京：明日香出版社 830.7 

ミステリ仕掛けの英単語 桃戸　ハル／原案 東京：学研プラス 837.7 

<50音順>一日の会話で使う動詞のすべてを英語にしてみる 曽根田　憲三／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)>

新世代ミステリ作家探訪 若林　踏／編 東京：光文社 910.2 

夜ごとの才女 赤川　次郎／著 東京：集英社 F ｱｶ

追憶の烏 阿部　智里／著 東京：文藝春秋 F ｱﾍﾞ

パラサイトグリーン 有間　カオル／著 東京：二見書房 F ｱﾘ

みとりねこ 有川　ひろ／著 東京：講談社 F ｱﾘ

残響 伊兼　源太郎／著 東京：実業之日本社 F ｲｶﾞ

海を見ていたジョニー 五木　寛之／[著] 東京：講談社 F ｲﾂ

追慕 稲葉　稔／著 東京：光文社 F ｲﾅ

羆(くま)撃ちのサムライ 井原　忠政／著 東京：河出書房新社 F ｲﾊ

兇人邸の殺人 今村　昌弘／著 東京：東京創元社 F ｲﾏ

水よ踊れ 岩井　圭也／著 東京：新潮社 F ｲﾜ

万事オーライ 植松　三十里／著 東京：PHP研究所 F ｳｴ

変な家 雨穴／著 東京：飛鳥新社 F ｳｹ

姫君を喰う話 宇能　鴻一郎／著 東京：新潮社 F ｳﾉ

猫弁と鉄の女 大山　淳子／著 東京：講談社 F ｵｵ

バスクル新宿 大崎　梢／著 東京：講談社 F ｵｵ

結 大島　真寿美／著 東京：文藝春秋 F ｵｵ

Butterfly World 岡崎　琢磨／著 東京：双葉社 F ｵｶ

とにもかくにもごはん 小野寺　史宜／著 東京：講談社 F ｵﾉ

路地裏のウォンビン 小野　美由紀／著 東京：U-NEXT F ｵﾉ

花束は毒 織守　きょうや／著 東京：文藝春秋 F ｵﾘ

噂を売る男 梶　よう子／著 東京：PHP研究所 F ｶｼﾞ

道化むさぼる揚羽の夢の 金子　薫／著 東京：新潮社 F ｶﾈ

アイアムマイヒーロー! 鯨井　あめ／著 東京：講談社 F ｸｼﾞ

たまごの旅人 近藤　史恵／著 東京：実業之日本社 F ｺﾝ

暮鐘 今野　敏／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｺﾝ

龍の角凧 坂岡　真／著 東京：双葉社 F ｻｶ

時空犯 潮谷　験／著 東京：講談社 F ｼｵ

霧をはらう 雫井　脩介／著 東京：幻冬舎 F ｼｽﾞ

月の淀む処 篠　たまき／著 東京：実業之日本社 F ｼﾉ
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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)>

星のように離れて雨のように散った 島本　理生／著 東京：文藝春秋 F ｼﾏ

智に働けば 山田　裕樹／編 東京：集英社 F ｼﾕ

あなたの後ろにいるだれか 恩田　陸／著 東京：新潮社 F ｼﾝ

シークレット・エクスプレス 真保　裕一／著 東京：毎日新聞出版 F ｼﾝ

いのちがけ 砂原　浩太朗／[著] 東京：講談社 F ｽﾅ

紅きゆめみし 田牧　大和／著 東京：光文社 F ﾀﾏ

硝子の塔の殺人 知念　実希人／著 東京：実業之日本社 F ﾁﾈ

大殿の顔 千野　隆司／著 東京：双葉社 F ﾁﾉ

炎舞館の殺人 月原　渉／著 東京：新潮社 F ﾂｷ

琥珀の夏 辻村　深月／著 東京：文藝春秋 F ﾂｼﾞ

のっとり藤兵衛 鳥羽　亮／著 東京：双葉社 F ﾄﾊﾞ

革命キッズ 中路　啓太／著 東京：光文社 F ﾅｶ

能面検事の奮迅 中山　七里／著 東京：光文社 F ﾅｶ

やさしい猫 中島　京子／著 東京：中央公論新社 F ﾅｶ

巨鳥の影 長岡　弘樹／著 東京：徳間書店 F ﾅｶﾞ

さらば南紀の海よ 西村　京太郎／著 東京：新潮社 F ﾆｼ

スリーピング事故物件 西澤　保彦／著 東京：コスミック出版 F ﾆｼ

七冊の『神曲』が断罪する七人のダンテ 野村　美月／著 東京：KADOKAWA F ﾉﾑ

総理の夫 原田　マハ／著 東京：実業之日本社 F ﾊﾗ

二人の嘘 一雫ライオン／著 東京：幻冬舎 F ﾋﾄ

夏の騎士 百田　尚樹／著 東京：新潮社 F ﾋﾔ

ツタンカーメンの心臓 福士　俊哉／著 東京：KADOKAWA F ﾌｸ

征服少女 古野　まほろ／著 東京：光文社 F ﾌﾙ

アンナの土星 益田　ミリ／[著] 東京：KADOKAWA F ﾏｽ

忌名の如き贄るもの 三津田　信三／著 東京：講談社 F ﾐﾂ

ヴァイタル・サイン 南　杏子／著 東京：小学館 F ﾐﾅ

これはただの夏 燃え殻／著 東京：新潮社 F ﾓｴ

ゴーストタウン冥界のホームズ 竹清　仁／原案 東京：KADOKAWA F ﾔﾅ

鷗外青春診療録控 山崎　光夫／著 東京：中央公論新社 F ﾔﾏ

死の黙劇 山沢　晴雄／著 東京：東京創元社 F ﾔﾏ

存在しない時間の中で 山田　宗樹／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾔﾏ

仮面家族 悠木　シュン／著 東京：双葉社 F ﾕｳ

ブランド 吉田　修一／著 東京：KADOKAWA F ﾖｼ

アヤとあや 渡辺　優／著 東京：小学館 F ﾜﾀ

こどもは古くならない。 糸井　重里／著 東京：ほぼ日 E ｲﾄ

九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤　愛子／著 東京：小学館 E ｻﾄ

死は最後で最大のときめき 下重　暁子／著 東京：朝日新聞出版 E ｼﾓ

歴史探偵昭和の教え 半藤　一利／著 東京：文藝春秋 E ﾊﾝ

イン・マイ・ライフ 吉本　由美／著 東京：亜紀書房 E ﾖｼ

生きてるだけで、疲労困憊。 rei／著 東京：KADOKAWA 916 

三十の反撃 ソン　ウォンピョン／著 東京：祥伝社 929 

十日間の不思議 エラリイ・クイーン／著 東京：早川書房 933 

パーカー・パインの事件簿 アガサ・クリスティ／著 東京：東京創元社 933 

見知らぬ人 エリー・グリフィス／著 東京：東京創元社 933 

うそをつく子 トリイ・ヘイデン／著 東京：早川書房 936 

夜ふけに読みたい植物たちのグリム童話 グリム兄弟／著 東京：平凡社 943 

身内のよんどころない事情により ペーター・テリン／著 東京：新潮社 949 

風車小屋だより ドーデー／作 東京：岩波書店 953 

ドストエフスキー黒い言葉 亀山　郁夫／著 東京：集英社 980 

清少納言を求めて、フィンランドから京都へ ミア・カンキマキ／著 東京：草思社 993 

※「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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