
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

IT用語図鑑　エンジニア編 増井　敏克／著 [東京]：翔泳社 007 
デジタル・ファシズム 堤　未果／著 東京：NHK出版 007.3 
今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!エクセル関数超入門 井上　香緒里／著 東京：技術評論社 007.6 
“グリムおばさん”とよばれて シャルロッテ・ルジュモン／著 東京：こぐま社 015.8 
ガケ書房の頃 山下　賢二／著 東京：筑摩書房 024 
ニュースの未来 石戸　諭／著 東京：光文社 070 

<哲学・思想・心理学・宗教>

死者と霊性 末木　文美士／編 東京：岩波書店 104 
ミラーリングの心理学 フィオナ・マーデン／著 東京：原書房 141.3 
妊娠・出産をめぐるスピリチュアリティ 橋迫　瑞穂／著 東京：集英社 147 
陰陽師の解剖図鑑 川合　章子／著 東京：エクスナレッジ 148.4 
辞世の作法 山折　哲雄／[著] 東京：講談社 150.4 
「孤独」という生き方 織田　淳太郎／著 東京：光文社 159 
定年格差 郡山　史郎／著 東京：青春出版社 159.4 
不安と折り合いをつけてうまいこと老いる生き方 中村　恒子／著 東京：すばる舎 159.7 

<歴史・地理・伝記・紀行>

人事の日本史 遠山　美都男／著 東京：朝日新聞出版 210 
日本史を動かした50チーム 伊藤　賀一／監修 東京：JTBパブリッシング 210 
女たちの壬申の乱 水谷　千秋／著 東京：文藝春秋 210.3 
分裂と統合で読む日本中世史 谷口　雄太／著 東京：山川出版社 210.4 
明暦の大火 岩本　馨／著 東京：吉川弘文館 210.5 
穴太衆積みと近江坂本の町 須藤　護／著 彦根：サンライズ出版 216.1 
皇帝と皇后から見る中国の歴史 菊池　昌彦／著 東京：辰巳出版 222 
一冊でわかるトルコ史 関　眞興／著 東京：河出書房新社 227.4 
シルクロードとローマ帝国の興亡 井上　文則／著 東京：文藝春秋 232.8 
お天道様は見てる尾畠春夫のことば 白石　あづさ／文・写真 東京：文藝春秋 289 ｵﾊﾞ
「不屈の両殿」島津義久・義弘 新名　一仁／[著] 東京：KADOKAWA 289 ｼﾏ
世界のすごい城と宮殿333 地球の歩き方編集室／編集 東京：地球の歩き方 290.9 
地図でスッと頭に入るヨーロッパ47カ国 ジョン・タウンゼント／監修 東京：昭文社 293 

<政治・法律・経済・教育>

いまどきの「ドイツ」と「日本」 マライ・メントライン／著 東京：PHP研究所 302.3 
日韓「歴史認識問題」の40年 西岡　力／著 東京：草思社 319.1 
わたしの味方になる法律の話 遠藤　研一郎／著 東京：大和書房 320 
世界を変える5つのテクノロジー 山本　康正／[著] 東京：祥伝社 335.1 
債券のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書 土屋　剛俊／監修 東京：技術評論社 338.1 
税金の世界史 ドミニク・フリスビー／著 東京：河出書房新社 345.2 
いい人間関係は「敬語のくずし方」で決まる 藤田　尚弓／著 東京：青春出版社 361.4 
知識ゼロからの空き家対策 杉谷　範子／著 東京：幻冬舎 365.3 
道路を渡れない老人たち 神戸　利文／著 東京：アスコム 369.2 
通信制高校を選んだわけ 山口　教雄／監修 東京：学びリンク 376.4 
伝わる!つながる!親子の手話じてん 全国早期支援研究協議会／編 東京：ごま書房新社 378.2 
正解がない時代の親たちへ おおた　としまさ／著 東京：祥伝社 379.9 
ストリートファッション1980-2020 ACROSS編集室／編著 東京：パルコ 383.1 
食で読むヨーロッパ史2500年 遠藤　雅司／著 東京：山川出版社 383.8 
葬儀・墓地のトラブル相談Q&A 長谷川　正浩／編 東京：民事法研究会 385.6 

〒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>

センス・オブ・ワンダー レイチェル・カーソン／[著] 東京：新潮社 404 
数学とはどんな学問か? 津田　一郎／著 東京：講談社 410.4 
元素創造 キット・チャップマン／著 東京：白揚社 431.1 
生き物がいるかもしれない星の図鑑 荒舩　良孝／著 東京：SBクリエイティブ 445 
地図帳の深読み 今尾　恵介／著 東京：帝国書院 448.9 
地球科学者と巡るジオパーク日本列島 神沼　克伊／著 東京：丸善出版 450.9 
恐竜学者は止まらない! 田中　康平／著 大阪：創元社 457.8 
散歩が楽しくなる花の手帳 稲垣　栄洋／監修 東京：東京書籍 470 
どっちがどっちまぎらわしい生きものたち 梁井　貴史／著 東京：さくら舎 480.4 
豊橋絶滅動物園 松本　幸治／撮影 名古屋：三恵社 482 
うちのネコ、ボクの目玉を食べちゃうの? ケイトリン・ドーティ／著 京都：化学同人 491.3 
8050親の「傾聴」が子どもを救う 最上　悠／著 東京：マキノ出版 493.7 
世界を大きく変えた20のワクチン 齋藤　勝裕／著 東京：秀和システム 493.8 
生理前あるある:PMDD<月経前不快気分障害>って何? 中安　紀子／著 東京：星和書店 495.1 
食べる時間でこんなに変わる時間栄養学入門 柴田　重信／著 東京：講談社 498.5 
海をわたった母子手帳 中村　安秀／著 東京：旬報社 498.7 
法医学者の使命 吉田　謙一／著 東京：岩波書店 498.9 

<技術・工学・建築・工業>

脱炭素革命への挑戦 堅達　京子／著 東京：山と溪谷社 501.6 
街路樹は問いかける 藤井　英二郎／著 東京：岩波書店 518.8 
新編日本の城 中井　均／著 東京：山川出版社 521.8 
図解風の力で住まいを快適にする仕組み 野中　俊宏／著 東京：エクスナレッジ 527.1 
冷蔵と人間の歴史 トム・ジャクソン／著 東京：築地書館 533.8 
優しいロボット 松井　龍哉／著 東京：大和書房 548.3 
糀入門 山崎　京子／著 新潟：新潟日報事業社 588.5 
装いの影響力 末廣　徳司／著 東京：かんき出版 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

わたしの“ちょうどいい”モノ選び Emi／著 東京：集英社 590 
得する会社員 損する会社員 川部　紀子／著 東京：中央公論新社 591 
そうだワンピースを作っちゃおう! 津田　蘭子／著 東京：永岡書店 593.3 
高くても売れる!ハンドメイド作家ブランド作りの教科書 マツド　アケミ／著 東京：同文舘出版 594 
ten to senの方眼模様 岡　理恵子／著 東京：小学館 594.2 
お部屋を彩るインテリア小物 寺西　恵里子／著 東京：日東書院本社 594.3 
炭酸水最強の活用法 新生　暁子／著 東京：アスコム 595 
和えもの春夏秋冬 ワタナベ　マキ／著 東京：誠文堂新光社 596 
有元葉子 乾物 有元　葉子／著 東京：家の光協会 596.3 
飯ごうレシピマスターブック かほなん／著 [東京]：立東舎 596.4 
栗のお菓子づくり 今井　ようこ／著 東京：誠文堂新光社 596.6 
空色の喫茶店Recipe tsunekawa／著 東京：ワニブックス 596.7 
男も育休って、あり? 羽田　共一／著 東京：雷鳥社 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

会社四季報業界地図　2022年版 東洋経済新報社／編 東京：東洋経済新報社 602.1 
納豆くらべ 石井　泰二／監修 東京：文苑堂 619.6 
多肉植物アガベ 靍岡　秀明／著 東京：NHK出版 627.7 
平成犬バカ編集部 片野　ゆか／著 東京：集英社 645.6 
図解知識ゼロからの現代漁業入門 濱田　武士／監修 東京：家の光協会 662.1 
今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!ネット通販でお買いもの 井上　香緒里／著 東京：技術評論社 673.3 
フィロソフィー経営 大友　常世／著 東京：ダイヤモンド社 673.9 
ブランドはもはや不要になったのか 川島　蓉子／著 東京：KADOKAWA 675 
タクシー業界サバイバル 栗田　シメイ／著 東京：扶桑社 685.5 
365日日本一周鉄道の旅 蜂谷　あす美／執筆 京都：いろは出版 686.2 
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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>

目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内　有緒／著 東京：集英社インターナショナル 706.9 
寅を描く 水墨画塾編集部／編 東京：誠文堂新光社 724.1 
図解いきなり絵がうまくなる本 中山　繁信／[著] 東京：KADOKAWA 725.2 
魂を撮ろう 石井　妙子／著 東京：文藝春秋 740.2 
PPバンドとクラフトバンドのかご・バッグ・小物 松田　裕美／著 東京：ダイヤモンド社 754.9 
新・音を大きくする本 永野　光浩／著 国分寺：スタイルノート 763.9 
誰も語らなかったジブリを語ろう 押井　守／著 東京：東京ニュース通信社 778.7 
ジャパニメーションの成熟と喪失 杉田　俊介／著 東京：大月書店 778.7 
ウチダメンタル 内田　篤人／著 東京：幻冬舎 783.4 
彼方への挑戦 松山　英樹／著 東京：徳間書店 783.8 
闇を泳ぐ 木村　敬一／著 東京：ミライカナイ 785.2 
森のブッシュクラフト図鑑 スズキ　サトル／[著] 東京：笠倉出版社 786 
イ・チャンホのAI探求　中盤編 李　昌鎬／著 東京：東京創元社 795 
考えて、考えて、考える 丹羽　宇一郎／著 東京：講談社 796 
みんなで楽しむeスポーツ 田簔　健太郎／編 東京：山川出版社 798.5 

<言　語>

漢字るパズル 馬場　雄二／著 東京：光文社 807.9 
ことばの言いかえ見るだけノート 櫻井　弘／著 東京：宝島社 809.2 
日本語をもっとつかまえろ! 飯間　浩明／文 東京：毎日新聞出版 810.4 
アッと驚く英語の語源 小泉　牧夫／著 東京：サンマーク出版 832 
「英語が読める」の9割は誤読 越前　敏弥／著 東京：ジャパンタイムズ出版 837.5 
芋づる式フランス語単語・表現集 久松　健一／著 東京：ナツメ社 854 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

小川洋子のつくり方 小川　洋子／[著] 東京：田畑書店 910.2 ｵｶﾞ
文豪と俳句 岸本　尚毅／著 東京：集英社 911.3 ｷｼ
シルバー川柳入門 水野　タケシ／著 東京：河出書房新社 911.4 ﾐｽﾞ
表札 石垣　りん／詩 東京：童話屋 911.5 ｲｼ
二魂一体の友 萩原　朔太郎／著 東京：中央公論新社 911.5 ﾊｷﾞ
家族のようなあなたへ 石井　ふく子／著 東京：世界文化社 912.7 ｲｼ
監禁 秋吉　理香子／著 東京：双葉社 F ｱｷ
川のほとりで羽化するぼくら 彩瀬　まる／著 東京：KADOKAWA F ｱﾔ
黄昏の囁き 綾辻　行人／[著] 東京：講談社 F ｱﾔ
殿様商売 井川　香四郎／著 東京：徳間書店 F ｲｶ
炎上フェニックス 石田　衣良／著 東京：文藝春秋 F ｲｼ
おまえなんかに会いたくない 乾　ルカ／著 東京：中央公論新社 F ｲﾇ
すぐ死ぬんだから 内館　牧子／[著] 東京：講談社 F ｳﾁ
月と日の后 冲方　丁／著 東京：PHP研究所 F ｳﾌﾞ
庶務行員多加賀主水の凍てつく夜 江上　剛／著 東京：祥伝社 F ｴｶﾞ
豆腐尽くし 岡本　さとる／[著] 東京：幻冬舎 F ｵｶ
コロナ狂騒録 海堂　尊／著 東京：宝島社 F ｶｲ
涅槃　上・下 垣根　涼介／著 東京：朝日新聞出版 F ｶｷ
地中の星 門井　慶喜／著 東京：新潮社 F ｶﾄﾞ
絶滅のアンソロジー 王谷　晶／著 東京：光文社 F ｺｳ
たそがれ大食堂 坂井　希久子／著 東京：双葉社 F ｻｶ
アイスクライシス 笹本　稜平／著 東京：徳間書店 F ｻｻ
かぞえきれない星の、その次の星 重松　清／著 東京：KADOKAWA F ｼｹﾞ
MONEY 清水　義範／著 東京：徳間書店 F ｼﾐ
アルテミスの涙 下村　敦史／著 東京：小学館 F ｼﾓ
廃遊園地の殺人 斜線堂　有紀／著 東京：実業之日本社 F ｼﾔ
黙秘犯 翔田　寛／[著] 東京：KADOKAWA F ｼﾖ
星天の兄弟 菅野　雪虫／著 東京：東京創元社 F ｽｶﾞ
EV 高嶋　哲夫／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾀｶ
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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)>

殿、恐れながらブラックでござる 谷口　雅美／[著] 東京：講談社 F ﾀﾆ
帆神 玉岡　かおる／著 東京：新潮社 F ﾀﾏ
久遠の檻 知念　実希人／著 東京：新潮社 F ﾁﾈ
秋草の花 築山　桂／著 東京：双葉社 F ﾂｷ
落暉(ゆうひ)に燃ゆる 辻堂　魁／[著] 東京：講談社 F ﾂｼﾞ
あるいは酒でいっぱいの海 筒井　康隆／著 東京：河出書房新社 F ﾂﾂ
聖刻 堂場　瞬一／著 東京：講談社 F ﾄﾞｳ
あなたを愛しているつもりで、私は-。 遠宮　にけ／著 東京：宝島社 F ﾄｵ
嗤う淑女二人 中山　七里／著 東京：実業之日本社 F ﾅｶ
死物語　上・下 西尾　維新／著 東京：講談社 F ﾆｼ
逆玉に明日はない 楡　周平／著 東京：光文社 F ﾆﾚ
女子大小路の名探偵 秦　建日子／著 東京：河出書房新社 F ﾊﾀ
青嵐の坂 葉室　麟／[著] 東京：KADOKAWA F ﾊﾑ
ヤスの本懐 原　宏一／著 東京：双葉社 F ﾊﾗ
母親からの小包はなぜこんなにダサいのか 原田　ひ香／著 東京：中央公論新社 F ﾊﾗ
透明な螺旋 東野　圭吾／著 東京：文藝春秋 F ﾋｶﾞ
ピース 樋口　有介／著 東京：中央公論新社 F ﾋｸﾞ
執行 深谷　忠記／著 東京：徳間書店 F ﾌｶ
名画小説 深水　黎一郎／著 東京：河出書房新社 F ﾌｶ
アフター・サイレンス 本多　孝好／著 東京：集英社 F ﾎﾝ
共犯者 三羽　省吾／著 東京：KADOKAWA F ﾐﾂ
子のない夫婦とネコ 群　ようこ／著 東京：幻冬舎 F ﾑﾚ
本が紡いだ五つの奇跡 森沢　明夫／著 東京：講談社 F ﾓﾘ
さみだれ 矢野　隆／著 東京：徳間書店 F ﾔﾉ
ばにらさま 山本　文緒／著 東京：文藝春秋 F ﾔﾏ
ゴースト・ポリス・ストーリー 横関　大／著 東京：講談社 F ﾖｺ
死者にこそふさわしいその場所 吉村　萬壱／著 東京：文藝春秋 F ﾖｼ
乱世を看取った男山名豊国 吉川　永青／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾖｼ
パラダイス・ガーデンの喪失 若竹　七海／著 東京：光文社 F ﾜｶ
オーラの発表会 綿矢　りさ／著 東京：集英社 F ﾜﾀ
「おばけ」と「ことば」のあやしいはなし 京極　夏彦／著 東京：文藝春秋 E ｷﾖ
今日でなくてもいい 佐野　洋子／著 東京：河出書房新社 E ｻﾉ
90歳、こんなに長生きするなんて。 曽野　綾子／著 東京：ポプラ社 E ｿﾉ
ベスト・エッセイ　2021 日本文藝家協会／編 東京：光村図書出版 E ﾐﾂ
諦めの価値 森　博嗣／著 東京：朝日新聞出版 E ﾓﾘ
窓のある書店から 柳　美里／著 東京：角川春樹事務所 E ﾕｳ
沈黙のちから 若松　英輔／著 東京：亜紀書房 E ﾜｶ
線量計と奥の細道 ドリアン助川／著 東京：集英社 915 ﾄﾞﾘ
文豪と感染症 永江　朗／編 東京：朝日新聞出版 918 ｱｻ
眠りの航路 呉　明益／著 東京：白水社 923 ｳ
モノから学びます イム　ジーナ／著 東京：KADOKAWA 929 ｲﾑ
謎ときサリンジャー 竹内　康浩／著 東京：新潮社 930 ﾀｹ
骨を引き上げろ ジェスミン・ウォード／著 東京：作品社 933 ｳｵ
木曜殺人クラブ リチャード・オスマン／著 東京：早川書房 933 ｵｽ
狙われた楽園 ジョン・グリシャム／著 東京：中央公論新社 933 ｸﾞﾘ
自由研究には向かない殺人 ホリー・ジャクソン／著 東京：東京創元社 933 ｼﾞﾔ
おれの墓で踊れ エイダン・チェンバーズ／著 東京：徳間書店 933 ﾁｴ
わたしたちに手を出すな ウィリアム・ボイル／著 東京：文藝春秋 933 ﾎﾞｲ
階上の妻 レイチェル・ホーキンズ／著 東京：早川書房 933 ﾎｷ
ヴィクトール・ユゴー言葉と権力 西永　良成／著 東京：平凡社 950 ﾆｼ

※「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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