
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
見るだけIT用語図鑑278 草野　俊彦／著 東京：SBクリエイティブ 007 
深層学習の原理に迫る 今泉　允聡／著 東京：岩波書店 007.1 
書物と貨幣の五千年史 永田　希／著 東京：集英社 007.1 
ベストセラーに学ぶ最強の教養 佐藤　優／著 東京：文藝春秋 019.9 
みんなが誤解している雑学 常識のウソ研究会／編 東京：彩図社 049 
2050年のジャーナリスト 下山　進／著 東京：毎日新聞出版 070.2 

<哲学・思想・心理学・宗教>

よくわかる発達心理学 渡辺　弥生／監修 東京：ナツメ社 143 
絶対!運がよくなる家相・方位占い 村野　弘味／著 東京：扶桑社 148.5 
ムリして変わろうとしなくてよかった 羽林　由鶴／著 東京：主婦の友社 152.1 
頭を良くする全技法 齋藤　孝／著 東京：朝日新聞出版 159 
盾と矛 ロバート・フェルドマン／著 東京：幻冬舎 159.4 
お寺の掲示板 諸法無我 江田　智昭／著 東京：新潮社 180.4 
心をととのえるスヌーピー チャールズ・M.シュルツ／[原]著 東京：光文社 188.8 

<歴史・地理・伝記・紀行>

年輪で読む世界史 バレリー・トロエ／著 東京：築地書館 202.3 

くそじじいとくそばばあの日本史 大塚　ひかり／著 東京：ポプラ社 210 
倭国 古市　晃／著 東京：講談社 210.3 
図説鎌倉北条氏 野口　実／編著 東京：戎光祥出版 210.4 
東京の謎(ミステリー) 門井　慶喜／著 東京：文藝春秋 213.6 
物語イスタンブールの歴史 宮下　遼／著 東京：中央公論新社 227.4 
スペイン史10講 立石　博高／著 東京：岩波書店 236 
南北朝武将列伝　南朝編 亀田　俊和／編 東京：戎光祥出版 281 
武田三代 平山　優／著 東京：PHP研究所 288.3 
双翼の日の丸エンジニア 戸津井　康之／著 東京：学研プラス 289 
図説江戸の旅名所図会の世界 深光　富士男／著 東京：河出書房新社 291 
インドの奥のヒマラヤへ 山本　高樹／文・写真 東京：産業編集センター 292.5 
アンダルシアの洞窟暮らし 太田　尚樹／著 東京：青春出版社 293.6 

<政治・法律・経済・教育>

池上彰の世界の見方 中国 池上　彰／著 東京：小学館 302.2 

個人的なことは社会的なこと 貴戸　理恵／著 東京：青土社 304 
事件でなければ動けません 古野　まほろ／著 東京：幻冬舎 317.7 
資本主義と市民社会 大塚　久雄／著 東京：岩波書店 332 
人は愛するに足り、真心は信ずるに足る 中村　哲／著 東京：岩波書店 333.8 
本当に賢い会社のたたみ方 花本　明宏／著 東京：ぱる出版 335.4 
図解まるわかりDXのしくみ 西村　泰洋／著 [東京]：翔泳社 336.1 
ここまで変わる!家の買い方街の選び方 牧野　知弘／[著] 東京：祥伝社 365.3 
ジョブ型雇用社会とは何か 濱口　桂一郎／著 東京：岩波書店 366 
給与明細から読み解くお金のしくみ 高橋　創／監修 東京：日東書院本社 366.4 
ルポコロナ禍で追いつめられる女性たち 飯島　裕子／著 東京：光文社 367.2 
マジョリティ男性にとってまっとうさとは何か 杉田　俊介／著 東京：集英社 367.5 
子どもを育てられるなんて思わなかった 古田　大輔／編 東京：山川出版社 367.9 
新しい地域ネットワークの教科書 伊藤　幹夫／著 東京：あさ出版 369 
オトナ留学のススメ 大川　彰一／著 東京：辰巳出版 377.6 
敗軍の名将 古谷　経衡／著 東京：幻冬舎 391.2 
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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>

解きたくなる数学 佐藤　雅彦／著 東京：岩波書店 410 
図解・天気予報入門 古川　武彦／著 東京：講談社 451.2 
働かないアリに意義がある 長谷川　英祐／著 東京：山と溪谷社 481.7 
1万人の脳を見た名医が教えるすごい左利き 加藤　俊徳／著 東京：ダイヤモンド社 491.3 
人生100年時代の脳科学 中村　克樹／著 東京：くもん出版 491.3 
強迫症を治す 亀井　士郎／著 東京：幻冬舎 493.7 
認知症の私から見える社会 丹野　智文／[著] 東京：講談社 493.7 
おうちでできるおねしょ、おもらしさよならガイド 羽田　敦子／著 東京：かんき出版 493.9 
胚培養士の出番です! 沖津　摂／著 東京：文芸社 495.4 
はじめての不妊治療 森本　義晴／監修 東京：主婦の友社 495.4 
ココが知りたかった!目の病気のメカニズム 飯島　裕幸／著 東京：技術評論社 496.3 
40歳からの予防医学 森　勇磨／著 東京：ダイヤモンド社 498.3 
「シンデレラ体重」が危ない 黒住　紗織／編著 [東京]：日経BP 498.5 
次なるパンデミックを回避せよ 井田　徹治／著 東京：岩波書店 498.6 
こども免疫教室 石原　新菜／著 東京：日本実業出版社 498.7 
平気で他人をいじめる大人たち 見波　利幸／著 東京：PHP研究所 498.8 
日本人の死因の不都合な事実 岩瀬　博太郎／著 東京：WAVE出版 498.9 

<技術・工学・建築・工業>

<カーボンニュートラル>水素社会入門 西宮　伸幸／著 東京：河出書房新社 501.6 
大人の鉄道模型入門 松本　典久／著 東京：天夢人 507.9 
京都近現代建築ものがたり 倉方　俊輔／著 東京：平凡社 523.1 
暴風雨の雨水侵入から建物を守る本 大塚　義久／著 東京：セルバ出版 524.9 
大人めがねスタイル 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 535.8 
日本懐かしバス大全 加藤　佳一／著 東京：辰巳出版 537.9 
Web技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書 鶴長　鎮一／著 東京：技術評論社 547.4 
日本のジーパン 林　芳亨／著 東京：光文社 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

すっきり暮らすためのもの選びのコツ 柳沢　小実／著 東京：大和書房 590 
暮らしをそのままの自分に寄せて 本多　さおり／著 東京：主婦の友社 590.4 
大人のコートの本 前川　友子／著 東京：日本ヴォーグ社 593.3 
スカーフ、ストール、マフラーの巻き方 鈴木　香穂里／監修 東京：秀和システム 593.8 
布合わせが楽しくなるパッチワークの基礎 岡野　栄子／著 東京：日本文芸社 594.9 
40代からの見直しメイク 齋藤　有希子／著 東京：グラフィック社 595.5 
笠原将弘のまかないみたいな自宅飯 笠原　将弘／著 東京：主婦の友社 596 
Disneyおうちでごはん 講談社／編 東京：講談社 596 
「からだ温め」万能だれで免疫力アップごはん 藤井　恵／著 東京：主婦と生活社 596 
超速!レンチン弁当 藤井　恵／著 東京：扶桑社 596.4 
材料5つでお店みたいなお菓子 吉川　文子／著 東京：KADOKAWA 596.6 
はじめてのおそとパン 吉永　麻衣子／著 東京：主婦の友社 596.6 
いまさら聞けない箸の持ち方レッスン 中原　麻衣子／著 東京：主婦の友社 596.8 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

過疎再生 松場　登美／著 東京：小学館 601.1 
日本の食と農の未来 小口　広太／著 東京：光文社 612.1 
本当に小さな庭づくり 高山　徹也／著 東京：日本文芸社 629.7 
猫と生きる。 猫沢　エミ／著 東京：扶桑社 645.7 
はじめてのネット広告 船井総合研究所／著 東京：同文舘出版 674.6 
世界「失敗」製品図鑑 荒木　博行／著 [東京]：日経BP 675.3 
タクシードライバーぐるぐる日記 内田　正治／著 東京：三五館シンシャ 685.5 
歴史のダイヤグラム 原　武史／著 東京：朝日新聞出版 686.2 
空鉄 吉永　陽一／著 東京：天夢人 686.2 
たたかわない生き方 大下　容子／著 東京：CCCメディアハウス 699.3 
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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>

もっと知りたい延暦寺の歴史 久保　智康／著 東京：東京美術 702.1 
コロナと漫画 ちば　てつや／[ほか著] 東京：小学館クリエイティブ 726.1 
かんたんかわいいちぎり絵BOOK ウメチギリ／著 東京：日貿出版社 726.9 
スマートフォングラフィ あああつし／著 東京：KADOKAWA 746 
ぜんぶ教えます!ぞのさんっ動画術 ぞのさんっ／著 東京：KADOKAWA 746.7 
もっと知りたい柳宗悦と民藝運動 杉山　享司／監修 東京：東京美術 750.2 
ひとりじめ 浅田　美代子／著 東京：文藝春秋 778.2 
スポーツの世界から暴力をなくす30の方法 土井　香苗／編 小金井：合同出版 780 
最後の一年 毎日新聞運動部／著 東京：毎日新聞出版 780.2 
打ち返す力 水谷　隼／著 東京：講談社 783.6 
焚き火の作法 寒川　一／著 東京：学研プラス 786 
山岳気象遭難の真実 大矢　康裕／著 東京：山と溪谷社 786.1 
誰でも釣れる!堤防フィッシング つり情報編集部／編 東京：辰巳出版 787.1 
百花帖 雨宮　ゆか／著 東京：エクスナレッジ 793 
囲碁観戦が10倍楽しくなる本 佐野　真／著 東京：ビジネス教育出版社 795 

<言　語>

会って、話すこと。 田中　泰延／著 東京：ダイヤモンド社 809.2 
知的文章術入門 黒木　登志夫／著 東京：岩波書店 816 
短いは正義 田口　まこ／著 東京：ダイヤモンド社 816 
アルファベットから始める発音トレーニング 山下　まさよ／著 東京：講談社 831.1 
ながめて覚える英単語1200 甲斐　ナオミ／著 東京：かんき出版 834 
コロナ時代の英会話 上田　麻鈴／著 東京：イカロス出版 837.8 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

感染症の時代と夏目漱石の文学 小森　陽一／著 京都：かもがわ出版 910.2 
祈り 濱田　美枝子／著 東京：藤原書店 911.1 
久保田万太郎俳句集 久保田　万太郎／[著] 東京：岩波書店 911.3 
虚空へ 谷川　俊太郎／著 東京：新潮社 911.5 
裁かれた女 赤川　次郎／著 東京：中央公論新社 F ｱｶ
舞風のごとく あさの　あつこ／著 東京：文藝春秋 F ｱｻ
大鞠家殺人事件 芦辺　拓／著 東京：東京創元社 F ｱｼ
ペッパーズ・ゴースト 伊坂　幸太郎／著 東京：朝日新聞出版 F ｲｻ
駆ける 稲田　幸久／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｲﾅ
謁見 上田　秀人／[著] 東京：KADOKAWA F ｳｴ
変な家 雨穴／著 東京：飛鳥新社 F ｳｹ
子供は怖い夢を見る 宇佐美　まこと／著 東京：KADOKAWA F ｳｻ
ザ・ジョーカー 大沢　在昌／[著] 東京：講談社 F ｵｵ
隣人の愛を知れ 尾形　真理子／[著] 東京：幻冬舎 F ｵｶﾞ
ムショぼけ 沖田　臥竜／著 東京：小学館 F ｵｷ
あの春がゆき この夏がきて 乙川　優三郎／著 東京：徳間書店 F ｵﾄ
警視庁アウトサイダー 加藤　実秋／[著] 東京：KADOKAWA F ｶﾄ
潮風キッチン 喜多嶋　隆／[著] 東京：KADOKAWA F ｷﾀ
君の顔では泣けない 君嶋　彼方／著 東京：KADOKAWA F ｷﾐ
砂に埋もれる犬 桐野　夏生／著 東京：朝日新聞出版 F ｷﾘ
灰いろの鴉 櫛木　理宇／著 東京：角川春樹事務所 F ｸｼ
幸福団子 倉阪　鬼一郎／著 東京：光文社 F ｸﾗ
小説CUBEコンティニュード 黒崎　リク／著 東京：宝島社 F ｸﾛ
幻の男 小杉　健治／著 東京：二見書房 F ｺｽ
脇坂安治 近衛　龍春／著 東京：実業之日本社 F ｺﾉ
チグリジアの雨 小林　由香／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｺﾊﾞ
輝山 澤田　瞳子／著 東京：徳間書店 F ｻﾜ
短編ホテル 集英社文庫編集部／編 東京：集英社 F ｼﾕ
倒産続きの彼女 新川　帆立／著 東京：宝島社 F ｼﾝ

3 



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)>

地獄の釜 鈴木　英治／著 東京：光文社 F ｽｽﾞ
ストレイドッグ 鈴峯　紅也／著 東京：朝日新聞出版 F ｽｽﾞ
結ぶ縁 鈴木　英治／著 東京：光文社 F ｽｽﾞ
山のふもとのブレイクタイム 高森　美由紀／著 東京：中央公論新社 F ﾀｶ
白春 竹田　真砂子／著 東京：集英社 F ﾀｹ
密室殺人ありがとう 田中　小実昌／著 東京：筑摩書房 F ﾀﾅ
あかずの扉の鍵貸します 谷　瑞恵／著 東京：集英社 F ﾀﾆ
硝子の塔の殺人 知念　実希人／著 東京：実業之日本社 F ﾁﾈ
春告げ鳥 築山　桂／著 東京：双葉社 F ﾂｷ
トリカゴ 辻堂　ゆめ／著 東京：東京創元社 F ﾂｼﾞ
7.5グラムの奇跡 砥上　裕將／著 東京：講談社 F ﾄｶﾞ
燃える息 パリュスあや子／著 東京：講談社 F ﾊﾟﾘ
居酒屋「一服亭」の四季 東川　篤哉／著 東京：講談社 F ﾋｶﾞ
国萌ゆる 平谷　美樹／著 東京：実業之日本社 F ﾋﾗ
前略、今日も事件が起きています 福田　悠／著 東京：宝島社 F ﾌｸ
ディープフェイク 福田　和代／著 東京：PHP研究所 F ﾌｸ
北緯43度のコールドケース 伏尾　美紀／著 東京：講談社 F ﾌｼ
朝と夕の犯罪 降田　天／著 東京：KADOKAWA F ﾌﾙ
二十一時の渋谷で 古内　一絵／著 東京：東京創元社 F ﾌﾙ
ダブル・ダブルスター 穂高　明／著 東京：双葉社 F ﾎﾀﾞ
星を掬う 町田　そのこ／著 東京：中央公論新社 F ﾏﾁ
ミッキーマウスの憂鬱ふたたび 松岡　圭祐／著 東京：新潮社 F ﾏﾂ
メルカトル悪人狩り 麻耶　雄嵩／著 東京：講談社 F ﾏﾔ
N 道尾　秀介／著 東京：集英社 F ﾐﾁ
偽恋愛小説家、最後の噓 森　晶麿／著 東京：朝日新聞出版 F ﾓﾘ
はるか 宿野　かほる／著 東京：新潮社 F ﾔﾄﾞ
戦神の裔(すえ) 矢野　隆／著 東京：中央公論新社 F ﾔﾉ
サーカスから来た執達吏 夕木　春央／著 東京：講談社 F ﾕｳ
ミカエルの鼓動 柚月　裕子／著 東京：文藝春秋 F ﾕｽﾞ
ルパンの絆 横関　大／著 東京：講談社 F ﾖｺ
オリンピックにふれる 吉田　修一／著 東京：講談社 F ﾖｼ
月夜の羊 吉永　南央／著 東京：文藝春秋 F ﾖｼ
七転びなのに八起きできるわけ 浅暮　三文／著 東京：柏書房 E ｱｻ
次の人、どうぞ! 酒井　順子／[著] 東京：講談社 E ｻｶ
杉浦日向子ベスト・エッセイ 杉浦　日向子／著 東京：筑摩書房 E ｽｷﾞ
人生の苦しさについて 曽野　綾子／著 東京：青志社 E ｿﾉ
「ことば」に殺される前に 高橋　源一郎／著 東京：河出書房新社 E ﾀｶ
百歳以前 徳岡　孝夫／著 東京：文藝春秋 E ﾄｸ
作家と酒 平凡社編集部／編 東京：平凡社 E ﾍｲ
定形外郵便 堀江　敏幸／著 東京：新潮社 E ﾎﾘ
常識のない喫茶店 僕のマリ／著 東京：柏書房 E ﾎﾞｸ
おんなのじかん 吉川　トリコ／著 東京：新潮社 E ﾖｼ
あのころなにしてた? 綿矢　りさ／著 東京：新潮社 915 
コーヒーと短編 庄野　雄治／編 東京：mille books 918 
大人でなく30歳です ニナキム／文・イラスト 東京：サンマーク出版 929 
春どきのフレッド伯父さん P.G.ウッドハウス／著 東京：国書刊行会 933 
ウォーターダンサー タナハシ・コーツ／著 東京：新潮社 933 
ハートに火をつけないで ジャナ・デリオン／著 東京：東京創元社 933 
混沌の王 ポール・アルテ／著 福岡：行舟文化 953 
地下鉄のザジ レーモン・クノー／著 東京：中央公論新社 953 

※「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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