
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
できるWindows 11 法林　岳之／著 東京：インプレス 007.6 
100万回死んだねこ 福井県立図書館／編著 東京：講談社 015.2 
私が本からもらったもの 駒井　稔／編著 福岡：書肆侃侃房 019 
ここに物語が 梨木　香歩／[著] 東京：新潮社 019.9 
学術出版の来た道 有田　正規／著 東京：岩波書店 023 
立花隆の最終講義 立花　隆／著 東京：文藝春秋 041 

<哲学・思想・心理学・宗教>

「問い」から始まる哲学入門 景山　洋平／著 東京：光文社 100 

朱子学のおもてなし 垣内　景子／著 京都：ミネルヴァ書房 125.4 

「完熟」の老い探究 瀬口　昌久／著 東京：さくら舎 131 

「自分の頭」で考えるコツを教えてください。 浜田　陽介／著 東京：総合法令出版 141.5 

ピークパフォーマンス 野上　麻理／著 東京：WAVE出版 159 

孤独にならない老い方 高田　明和／著 東京：成美堂出版 159.7 

いつか死ぬ、それまで生きる わたしのお経 伊藤　比呂美／著 東京：朝日新聞出版 183 

「札所めぐり」のひみつ 八木　透／監修 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 186.9 

キリスト信徒のなぐさめ 内村　鑑三／著 東京：岩波書店 198.9 

<歴史・地理・伝記・紀行>

関所で読みとく日本史 河合　敦／著 東京：河出書房新社 210.1 

データサイエンスが解く邪馬台国 安本　美典／著 東京：朝日新聞出版 210.2 

絵巻で歩む宮廷世界の歴史 五味　文彦／著 東京：山川出版社 210.3 

南北朝時代 会田　大輔／著 東京：中央公論新社 222 

図説チェコとスロヴァキアの歴史 薩摩　秀登／著 東京：河出書房新社 234.8 

中世イタリアの都市と商人 清水　廣一郎／[著] 東京：講談社 237 

人間晩年図巻　2000-03年 関川　夏央／著 東京：岩波書店 280.4 

楠木正成知られざる実像に迫る 生駒　孝臣／著 東京：批評社 289 ｸｽ

早すぎた男 南部陽一郎物語 中嶋　彰／著 東京：講談社 289 ﾅﾝ

記憶に残る廃村旅 浅原　昭生／著 東京：実業之日本社 291 

戦国武将を癒やした温泉 上永　哲矢／著 東京：天夢人 291 

夕暮れに夜明けの歌を 奈倉　有里／著 東京：イースト・プレス 293.8 

<政治・法律・経済・教育>

タリバン復権の真実 中田　考／著 東京：ベストセラーズ 302.2 

ウイグル大虐殺からの生還 グルバハール・ハイティワジ／著 東京：河出書房新社 316.8 

法的思考のススメ 尾島　史賢／著 吹田：関西大学出版部 321 

超早わかり国民投票法入門 南部　義典／著 新潟：シーアンドアール研究所 323.1 

弁護士になるには 飯島　一孝／著 東京：ぺりかん社 327.1 

教養としての政治経済学 井堀　利宏／著 東京：総合法令出版 331 

働き方のデジタルシフト 村上　智之／著 東京：技術評論社 336.4 

決算書の比較図鑑 矢部　謙介／著 東京：日本実業出版社 336.8 

あっという間にかんたん確定申告　令和4年3月15日締切分 山本　宏／監修 東京：技術評論社 345.3 

なぜあなたは自分の「偏見」に気づけないのか ハワード・J.ロス／著 東京：原書房 361.4 

トットちゃんと訪ねた子どもたち 田沼　武能／著 東京：岩波書店 369.4 

いま知らないと後悔する2024年の大学入試改革 石川　一郎／著 東京：青春出版社 376.8 

山中教授、同級生の小児脳科学者と子育てを語る 山中　伸弥／[著] 東京：講談社 379.9 

仲人の近代 阪井　裕一郎／著 東京：青弓社 385.4 

図説クリスマス全史 タラ・ムーア／著 東京：原書房 386 

〒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>

科学者の創造性 湯川　秀樹／著 東京：中央公論新社 404 

文系も超ハマる数学 横山　明日希／著 東京：青春出版社 410.4 

世界は「関係」でできている カルロ・ロヴェッリ／著 東京：NHK出版 421.3 

宇宙はなぜ物質でできているのか 小林　誠／編著 東京：集英社 429.6 

元素の世界 若林　文高／監修 東京：朝日新聞出版 431.1 

京阪神スリバチの達人 新之介／監修 東京：昭文社 454.9 

楽しい地層図鑑 小白井　亮一／文・写真 東京：草思社 456 

小さな草花の本 草花さんぽの会／編集 名古屋：リベラル社 470 

うんち学入門 増田　隆一／著 東京：講談社 481.3 

ドードーをめぐる堂々めぐり 川端　裕人／著 東京：岩波書店 488.4 

こころと体がラクになるツボ押し養生 田中　友也／著 東京：学研プラス 492.7 

その「うつ」っぽさ適応障害かもしれません 岩波　明／著 東京：青春出版社 493.7 

図解最新医学で治すアトピー 大塚　篤司／監修 東京：河出書房新社 494.8 

ボクもたまにはがんになる 三谷　幸喜／著 東京：幻冬舎 494.9 

正しい「後屈」入門 今村　泰丈／著 東京：日貿出版社 498.3 

おうちメンタルケア入門 ベスリクリニック／監修 東京：主婦の友社 498.3 

からだに効く和の薬膳便利帳 武　鈴子／著 東京：家の光協会 498.5 

<技術・工学・建築・工業>

世界を変える100の技術 日経BP／編 [東京]：日経BP 504 

なぜ日本の列車は秒刻みで動くのか 荒木　文宏／著 東京：交通新聞社 516 

丹下健三都市論集 丹下　健三／[著] 東京：岩波書店 518.8 

世界の名建築歴史図鑑 五十嵐　太郎／編著 東京：エクスナレッジ 520.2 

日本の城語辞典 萩原　さちこ／著 東京：誠文堂新光社 521.8 

図解でわかる14歳からの宇宙活動計画 インフォビジュアル研究所／著 東京：太田出版 538.9 

トコトンやさしい環境発電の本 山崎　耕造／著 東京：日刊工業新聞社 543 

いいかげんなロボット 鈴森　康一／著 京都：化学同人 548.3 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

私たちの「お金の使い方・貯め方」教えて下さい 祖父江　仁美／著 東京：主婦の友社 591 

おうちでできちゃう!カスタマイズお直し 高畠　海／著 東京：新星出版社 593.3 

minimofuu toyの子どもがよろこぶフェルトのごっこあそびとおままごと minimofuu toy／監修 東京：朝日新聞出版 594 

野の花の小さなてまりとアクセサリー 寺島　綾子／著 東京：誠文堂新光社 594.9 

老けない美容、老ける美容 神崎　恵／著 東京：講談社 595 

高たんぱく質の絶品おかず 牛尾　理恵／著 東京：扶桑社 596 

みんなのきょうの料理「健康キッチン」日本の食材ベストレシピ100 主婦と生活社／編 東京：主婦と生活社 596 

簡単・生地から作る本格点心 市川　友茂／著 東京：講談社 596.2 

お味噌知る。 土井　善晴／著 [東京]：世界文化ブックス 596.2 

旨い駅そば大百科 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 596.3 

にっぽん全国おみやげおやつ 甲斐　みのり／著 東京：白泉社 596.6 

汚部屋がピカピカになると世界が変わる!業者の㊙家そうじ 入江　慎也／著 東京：主婦の友社 597.9 

魔法のおうちごはん あおい／著 東京：ワニブックス 599.3 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

コーヒー自家焙煎が分かる本 中野　弘志／著 東京：三省堂書店 619.8 

タネ屋がこっそり教える野菜づくりの極意 市川　啓一郎／著 東京：農山漁村文化協会 626 

仲卸人が教える本当においしい野菜・果物の見分け方 藤井　雅人／著 東京：幻冬舎メディアコンサルティング 626 

多肉植物スタートBOOK 黒田　健太郎／著 東京：家の光協会 627.7 

犬と人の絆 アレクサンドラ・ホロウィッツ／著 東京：緑書房 645.6 

週末猟師 原田　祐介／著 東京：徳間書店 659 

なぜ駅弁がスーパーで売れるのか? 長浜　淳之介／著 東京：交通新聞社 673.9 

鉄道旅のトラブル対処術 松本　典久／著 東京：天夢人 686.5 

60歳からのスマホ品格レッスン 増田　由紀／監修 東京：主婦の友社 694.6 

筑紫哲也『NEWS23』とその時代 金平　茂紀／著 東京：講談社 699.6 
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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>

宗教図像学入門 中村　圭志／著 東京：中央公論新社 702 

カラー筆ペンで楽しむはじめての絵手紙 朝日新聞出版／編著 東京：朝日新聞出版 724 

超絶リアルな色鉛筆画のテクニック ここまる／著 東京：誠文堂新光社 725.5 

墨の色で作るアート雑貨 兎書屋／著 東京：ホビージャパン 731 

47都道府県・伝統工芸百科 関根　由子／著 東京：丸善出版 750.2 

田中智のミニチュアセレクション 田中　智／著 東京：学研プラス 751.4 

できるゼロからはじめるパソコン音楽制作超入門 侘美　秀俊／著 東京：リットーミュージック 763.9 

歴史からでも楽しい!おもしろ日本音楽 釣谷　真弓／著 東京：東京堂出版 768 

母との食卓 大竹　しのぶ／著 東京：幻冬舎 772.1 

スポーツをしない子どもたち 田中　充／著 東京：育鵬社 780.2 

プロ野球「経営」全史 中川　右介／著 東京：日本実業出版社 783.7 

スキー上達セルフレッスン 藤本　剛士／監修 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 784.3 

失敗から学ぶ登山術 大武　仁／著 東京：山と溪谷社 786.1 

自宅でできるキックボクササイズ 岡田　敦子／著 東京：ベースボール・マガジン社 788.3 

ちょっと長めの詰将棋 高橋　道雄／著 大阪：創元社 796 

<言　語>

だんまり、つぶやき、語らい 鷲田　清一／著 東京：講談社 804 

日本語はこわくない 飯間　浩明／著 東京：PHP研究所 810.4 

朝日新聞記者の200字文章術 真田　正明／著 東京：さくら舎 816 

白川静さんに学ぶ漢字がわかるコロナ時代の二字熟語 小山　鉄郎／著 東京：論創社 821.2 

いますぐ使える!韓国語ネイティブ単語集 ヨンシル／著 東京：扶桑社 829.1 

偉人たちのポジティブ名言で学ぶ英語表現 小池　直己／著 [東京]：世界文化ブックス 830.4 

英語の前置詞使いわけ図鑑 清水　建二／著 東京：アスコム 835.6 

大人のためのワクワク英会話 中路　美由紀／著 福岡：梓書院 837.8 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

フェアプレイの向こう側 法月　綸太郎／著 東京：講談社 902.3 ﾉﾘ

ご機嫌剛爺 逢坂　剛／著 東京：集英社 910.2 ｵｳ

鎌倉武士の和歌 菊池　威雄／著 東京：新典社 911.1 ｷｸ

俳句いまむかし　ふたたび 坪内　稔典／著 東京：毎日新聞出版 911.3 ﾂﾎﾞ

都々逸っていいなあ 小野　桂之介／著 所沢：角川文化振興財団 911.6 ｵﾉ

凛として弓を引く 碧野　圭／[著] 東京：講談社 F ｱｵ

赤と青とエスキース 青山　美智子／著 東京：PHP研究所 F ｱｵ

駒子さんは出世なんてしたくなかった 碧野　圭／著 東京：PHP研究所 F ｱｵ

底惚れ 青山　文平／著 東京：徳間書店 F ｱｵ

明日へつながる5つの物語 あさの　あつこ／[著] 東京：KADOKAWA F ｱｻ

ドクターM ポイズン 浅ノ宮　遼／著 東京：朝日新聞出版 F ｱｻ

信州・塩尻峠殺人事件 梓　林太郎／[著] 東京：徳間書店 F ｱｽﾞ

朝ごとに死におくべし 安部　龍太郎／[著] 東京：KADOKAWA F ｱﾍﾞ

蚕の王 安東　能明／著 東京：中央公論新社 F ｱﾝ

ミチクサ先生　上・下 伊集院　静／著 東京：講談社 F ｲｼﾞ

夜叉の都 伊東　潤／著 東京：文藝春秋 F ｲﾄ

残月記 小田　雅久仁／著 東京：双葉社 F ｵﾀﾞ

ミニシアターの六人 小野寺　史宜／著 東京：小学館 F ｵﾉ

名もなき少女に墓碑銘を 香納　諒一／著 東京：PHP研究所 F ｶﾉ

神曲 川村　元気／著 東京：新潮社 F ｶﾜ

剛心 木内　昇／著 東京：集英社 F ｷｳ

ブラックガード 木内　一裕／著 東京：講談社 F ｷｳ

アルファベット荘事件 北山　猛邦／著 東京：東京創元社 F ｷﾀ

中野のお父さんの快刀乱麻 北村　薫／著 東京：文藝春秋 F ｷﾀ

悪党の裔(すえ)　上・下 北方　謙三／著 東京：中央公論新社 F ｷﾀ

黒島伝治作品集 黒島　伝治／[著] 東京：岩波書店 F ｸﾛ

君の名前の横顔 河野　裕／著 東京：ポプラ社 F ｺｳ
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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)>

AIアテナの犯罪捜査 越尾　圭／著 東京：宝島社 F ｺｼ

ヌルハチ 小前　亮／著 東京：講談社 F ｺﾏ

おはようおかえり 近藤　史恵／著 東京：PHP研究所 F ｺﾝ

雪見酒 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ

あなたとなら食べてもいい 千早　茜／著 東京：新潮社 F ｼﾝ

ものがたりの賊(やから) 真藤　順丈／著 東京：文藝春秋 F ｼﾝ

かぐや姫、物語を書きかえろ! 雀野　日名子／著 東京：河出書房新社 F ｽｽﾞ

采女の怨霊 高田　崇史／著 東京：新潮社 F ﾀｶ

濁り水 日明　恩／著 東京：双葉社 F ﾀﾁ

ビタートラップ 月村　了衛／著 東京：実業之日本社 F ﾂｷ

闇祓 辻村　深月／著 東京：KADOKAWA F ﾂｼﾞ

現代生活独習ノート 津村　記久子／著 東京：講談社 F ﾂﾑ

ペンギンのバタフライ 中山　智幸／著 東京：PHP研究所 F ﾅｶ

ルーティーンズ 長嶋　有／著 東京：講談社 F ﾅｶﾞ

特急「志国土佐時代(トキ)の夜明けのものがたり」での殺人 西村　京太郎／著 東京：光文社 F ﾆｼ

武田信玄と四天王 野中　信二／著 東京：学陽書房 F ﾉﾅ

メディコ・ペンナ 蓮見　恭子／著 東京：ポプラ社 F ﾊｽ

御坊日々 畠中　恵／著 東京：朝日新聞出版 F ﾊﾀ

闘資 浜口　倫太郎／著 東京：双葉社 F ﾊﾏ

李王家の縁談 林　真理子／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾔ

笑うマトリョーシカ 早見　和真／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾔ

死にふさわしい罪 藤本　ひとみ／著 東京：講談社 F ﾌｼﾞ

フェイクフィクション 誉田　哲也／著 東京：集英社 F ﾎﾝ

ほんのこども 町屋　良平／著 東京：講談社 F ﾏﾁ

écriture新人作家・杉浦李奈の推論 松岡　圭祐／[著] 東京：KADOKAWA F ﾏﾂ

矢印 松尾　スズキ／著 東京：文藝春秋 F ﾏﾂ

あなたが選ぶ結末は 水生　大海／著 東京：双葉社 F ﾐｽﾞ

残照の頂 湊　かなえ／著 東京：幻冬舎 F ﾐﾅ

毎日世界が生きづらい 宮西　真冬／著 東京：講談社 F ﾐﾔ

北斗の邦へ翔べ 谷津　矢車／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾔﾂ

犬から聞いた素敵な話 山口　花／著 東京：小学館 F ﾔﾏ

原罪 山本　音也／著 東京：小学館 F ﾔﾏ

らんたん 柚木　麻子／著 東京：小学館 F ﾕｽﾞ

空想亭の苦労咄 安野　光雅／著 東京：筑摩書房 E ｱﾝ

ぜんぶ愛。 安藤　桃子／著 東京：集英社インターナショナル E ｱﾝ

すごいトシヨリ散歩 池内　紀／著 東京：毎日新聞出版 E ｲｹ

ペーパームービー 内田　也哉子／著 東京：朝日出版社 E ｳﾁ

遠慮深いうたた寝 小川　洋子／著 東京：河出書房新社 E ｵｶﾞ

月夜の森の梟 小池　真理子／著 東京：朝日新聞出版 E ｺｲ

愛子の格言 佐藤　愛子／著 東京：中央公論新社 E ｻﾄ

一人でぽつんと生きればいい 曽野　綾子／著 東京：祥伝社 E ｿﾉ

となりの脳世界 村田　沙耶香／著 東京：朝日新聞出版 E ﾑﾗ

吉祥寺デイズ 山田　詠美／著 東京：小学館 E ﾔﾏ

アイスランド 椎名　誠／著 東京：小学館 915 ｼｲ

ベトナム戦記 開高　健／著 東京：朝日新聞出版 916 ｶｲ

ペイント イ　ヒヨン／著 東京：イースト・プレス 929 ｲ

ネットワーク・エフェクト マーサ・ウェルズ／著 東京：東京創元社 933 ｳｴ

時は殺人者　上・下 ミシェル・ビュッシ／著 東京：集英社 953 ﾋﾞﾕ

ケルト人の夢 マリオ・バルガス=リョサ／[著] 東京：岩波書店 963 ﾊﾞﾙ

弓を引く人 パウロ・コエーリョ／著 東京：KADOKAWA 969 ｺｴ

天に焦がれて パオロ・ジョルダーノ／著 東京：早川書房 973 ｼﾞﾖ

※「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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