
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
たのしみノートのつくりかた 杉浦　さやか／著 東京：祥伝社 002.7 
機械学習をめぐる冒険 小高　知宏／著 東京：オーム社 007.1 
ガーファネクストステージ スコット・ギャロウェイ／著 東京：東洋経済新報社 007.3 
図解まるわかりアルゴリズムのしくみ 増井　敏克／著 [東京]：翔泳社 007.6 
齋藤孝の冒頭文de文学案内 斎藤　孝／著 東京：柏書房 019.9 
ギネス世界記録　2022 クレイグ・グレンディ／編 東京：角川アスキー総合研究所 031.5 

<哲学・思想・心理学・宗教>

言語が消滅する前に 國分　功一郎／著 東京：幻冬舎 104 

江戸の学びと思想家たち 辻本　雅史／著 東京：岩波書店 121.5 

哲学者に学ぶ、問題解決のための視点のカタログ 大竹　稽／著 [東京]：BOW&PARTNERS 130.4 

「空気読みすぎ」さんの心のモヤモヤが晴れる本 大嶋　信頼／著 東京：永岡書店 146.8 

親孝行の日本史 勝又　基／著 東京：中央公論新社 152.6 

ナマケモノのように生きたい ジン　ミニョン／著 東京：あさ出版 159 

孤独の飼い方 下重　暁子／著 東京：青春出版社 159.6 

ちょうどいい孤独 鎌田　實／著 東京：かんき出版 159.7 

自分に集中する技術 ジェイ・シェティ／著 東京：東洋経済新報社 168 

<歴史・地理・伝記・紀行>

図解眠れなくなるほど面白い世界史 鈴木　旭／著 東京：日本文芸社 209 

60年前と現在の世界地図くらべて楽しむ地図帳 関　眞興／編著 東京：山川出版社 209.7 

イヌと縄文人 小宮　孟／著 東京：吉川弘文館 210.2 

入門日本書紀事典 瀧音　能之／監修 東京：東京堂出版 210.3 

頼朝と義時 呉座　勇一／著 東京：講談社 210.4 

風刺画が描いたJAPAN 若林　悠／編著 東京：国書刊行会 210.6 

一冊でわかる韓国史 六反田　豊／監修 東京：河出書房新社 221 

古代中国の24時間 柿沼　陽平／著 東京：中央公論新社 222 

人名の世界地図 21世紀研究会／編 東京：文藝春秋 288.1 

死ぬまで、働く。 池田　きぬ／著 東京：すばる舎 289 

枯れてこそ美しく 戸田　奈津子／著 東京：集英社 289 

命知らずの湯 瀬戸　圭祐／著 東京：三才ブックス 291 

<政治・法律・経済・教育>

くじ引き民主主義 吉田　徹／著 東京：光文社 311.7 

むかし話で学ぶ経営塾 大澤　賢悟／著 東京：自由国民社 336 

戦略的思考トレーニング 三坂　健／著 東京：PHP研究所 336.1 

なぜ、日本の職場は世界一ギスギスしているのか 沢渡　あまね／著 東京：SBクリエイティブ 336.3 

サラリーマンの副業の税金が全部わかる本 大橋　弘明／著 東京：自由国民社 345 

アカンヒトズカン 野々村　友紀子／[著] 東京：学研プラス 361.4 

「教える系副業」のはじめかた 仙道　達也／著 東京：PHPエディターズ・グループ 366.2 

離婚約、してみました。 のらりくらら／著 東京：光文社 367.4 

人生の締め切りを前に 田原　総一朗／[著] 東京：講談社 367.7 

ヤングケアラー 毎日新聞取材班／著 東京：毎日新聞出版 369 

認知症の人は何を考えているのか? 渡辺　哲弘／著 東京：講談社 369.2 

被災したあなたを助けるお金とくらしの話 岡本　正／著 東京：弘文堂 369.3 

Web選考は「準備」が9割! 田中　亜矢子／著 東京：自由国民社 377.9 

ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手に勉強するための本 安田　祐輔／著 [東京]：翔泳社 378 

イラストでわかる美しい所作と振る舞い 一条　真也／監修 東京：メディアパル 385.9 

〒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>

未来の科学者たちへ 大隅　良典／著 東京：KADOKAWA 404 

宇宙はなぜ美しいのか 村山　斉／著 東京：幻冬舎 443.9 

南極の氷に何が起きているか 杉山　慎／著 東京：中央公論新社 452.9 

人類はできそこないである 斎藤　成也／著 東京：SBクリエイティブ 469.2 

日本野鳥の会のとっておきの野鳥の授業 日本野鳥の会／編 東京：山と溪谷社 488.1 

パンけつ 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 489.5 

クジラのおなかに入ったら 松田　純佳／著 東京：ナツメ社 489.6 

老いは脳科学的に素晴らしい 澤口　俊之／著 東京：幻冬舎 491.3 

LOH症候群 堀江　重郎／[著] 東京：KADOKAWA 493.1 

膵臓の病気がわかる本 糸井　隆夫／監修 東京：講談社 493.4 

健康の9割は腸内環境で決まる 松生　恒夫／著 東京：PHP研究所 493.4 

発達障害という才能 岩波　明／著 東京：SBクリエイティブ 493.7 

睡眠専門医が教える!子供が朝起きなくなったときに、親子で読む本 渥美　正彦／著 東京：セルバ出版 493.9 

女性のからだの不調の治し方 関口　由紀／監修 東京：徳間書店 495 

「トイレが近い」人のお助けBOOK 関口　由紀／監修 東京：主婦の友社 495.4 

鼻スッキリで夜ぐっすり 高島　雅之／[著] 東京：クロスメディア・パブリッシング 496.7 

コロナ戦記 山岡　淳一郎／著 東京：岩波書店 498.6 

<技術・工学・建築・工業>

SDGsな生活のヒント タラ・シャイン／著 大阪：創元社 519 

トコトンやさしい消臭・脱臭の本 光田　恵／編著 東京：日刊工業新聞社 519.7 

災害に強い家はこうつくる 七呂　恵介／著 東京：青春出版社 527 

宇宙飛行士野口聡一の全仕事術 野口　聡一／著 [東京]：世界文化ブックス 538.9 

いちばんやさしいPHPの教本 柏岡　秀男／著 東京：インプレス 547.4 

ロボットと人間 石黒　浩／著 東京：岩波書店 548.3 

視覚化する味覚 久野　愛／著 東京：岩波書店 588 

はじめてのガラスペン 武田　健／著 東京：実務教育出版 589.7 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

暮らしを助ける、私が整う無印良品 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 590 

これならできる!DIYで作る収納家具 山田　芳照／著 東京：ナツメ社 592.7 

着物のイロハ 大竹　恵理子／著 東京：成美堂出版 593.8 

みんなのおそろいニット帽 日本文芸社／編 東京：日本文芸社 594.3 

小さな花のボタニカル・アクセサリー 松尾　由利／著 東京：講談社 594.3 

大人の韓国女優メイク 石川　ユウキ／著 東京：主婦の友社 595.5 

有元家のさもないおかず 有元　葉子／著 東京：三笠書房 596 

ベストお取り寄せ大賞 おとりよせネット／著 東京：玄光社 596 

キッチンから始める人生の整理術 村上　祥子／著 東京：青春出版社 596 

しゃばけごはん 畠中　恵／著 東京：新潮社 596.2 

本当に作りたい焼き菓子 信太　康代／著 東京：成美堂出版 596.6 

世界一親切な片づけの教科書 長島　ゆか／著 東京：KADOKAWA 597.5 

“泣いてもいいんだよ”の育児 峯田　昌／著 東京：自由国民社 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

食べる経済学 下川　哲／著 東京：大和書房 611.3 

今さら聞けない除草剤の話きほんのき 農文協／編 東京：農山漁村文化協会 615.8 

庭全体が美しく見える剪定の本 田口　裕之／著 東京：日本文芸社 627.7 

ペットの命を守る本 サニー カミヤ／著 東京：緑書房 645.6 

近江商人と出世払い 宇佐美　英機／著 東京：吉川弘文館 672.1 

入りやすい選びやすい買いやすい売場づくりの法則 佐藤　玲子／著 東京：同文舘出版 673.3 

介護ビジネス業界のしくみと仕事がこれ1冊でしっかりわかる教科書 高山　善文／著 東京：技術評論社 673.9 

TikTokで人を集める、モノを売る 中野　友加里／著 東京：河出書房新社 675 

山陽本線126駅 鼠入　昌史／著 東京：イカロス出版 686.2 

声を上げる、声を届ける 澤田　大樹／著 東京：亜紀書房 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>

仏師から見た日本仏像史 江里　康慧／著 京都：ミネルヴァ書房 718 

人生の達人・堀文子の生き方 堀　文子／著 東京：中央公論新社 721.9 

墨の技全ガイド 伊藤　昌／著 東京：日貿出版社 724.1 

水彩で描く色鮮やかな天体 アリーヌ・デオン／著 東京：ホビージャパン 724.4 

今すぐ使えるかんたんYouTube動画編集入門 入江　祐也／著 東京：技術評論社 746.7 

カミキィの<気持ちが伝わる>贈り物おりがみ カミキィ／著 東京：日本文芸社 754.9 

青嵐の庭にすわる 森下　典子／著 東京：文藝春秋 778.2 

人生を変えた韓国ドラマ 藤脇　邦夫／著 東京：光文社 778.8 

テレビドラマの間取り 立東舎／編 [東京]：立東舎 778.8 

我が家は前からソーシャル・ディスタンス 綾小路　きみまろ／著 東京：マキノ出版 779.1 

80歳、何かあきらめ、何もあきらめない 萩本　欽一／著 東京：主婦と生活社 779.9 

子どものスポーツ格差 清水　紀宏／編著 東京：大修館書店 780.1 

俺は主夫。職業、現役Jリーガー 大久保　嘉人／著 東京：講談社 783.4 

バックカントリースキー&スノーボード 藤川　健／監修 東京：山と溪谷社 784.3 

大人が楽しいトランプゲーム30選 すごろくや／著 東京：スモール出版 797.2 

<言　語>

感じのいい言葉で話せる大人の言いかえサクサクノート 吉田　裕子／監修 名古屋：リベラル社 810.4 

もっと1秒で読む漢字 話題の達人倶楽部／編 東京：青春出版社 811.2 

もっと素敵に生きるための前向き言葉大辞典 青木　智恵子／著 名古屋：黎明書房 814.5 

ぎりぎり合格への論文マニュアル 山内　志朗／著 東京：平凡社 816.5 

小飛さんの今日から話せる台湾華語! 小飛／著 東京：ベレ出版 828.3 

英語日記表現辞典 ハ　ミョンオク／著 東京：アルク 836.6 

英会話は筋トレ。 船橋　由紀子／著 東京：かんき出版 837.8 

とってもナチュラルふだんのひとことフランス語 トリコロル・パリ／著 東京：白水社 857.8 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

詩とは何か 吉増　剛造／著 東京：講談社 901.1 

歓待する文学 小野　正嗣／著 東京：NHK出版 902 

小林秀雄の「人生」論 浜崎　洋介／著 東京：NHK出版 910.2 

松本隆 言葉の教室 松本　隆／[述] 東京：マガジンハウス 911.6 

マンモスの抜け殻 相場　英雄／著 東京：文藝春秋 F ｱｲ

花嫁は歌わない 赤川　次郎／著 東京：実業之日本社 F ｱｶ

六人の噓つきな大学生 浅倉　秋成／著 東京：KADOKAWA F ｱｻ

星詠師の記憶 阿津川　辰海／著 東京：光文社 F ｱﾂ

赤い追憶 阿刀田　高／著 東京：集英社 F ｱﾄ

新しい星 彩瀬　まる／著 東京：文藝春秋 F ｱﾔ

消えた雛あられ 有馬　美季子／著 東京：光文社 F ｱﾘ

能面鬼 五十嵐　貴久／著 東京：実業之日本社 F ｲｶﾞ

パラソルでパラシュート 一穂　ミチ／著 東京：講談社 F ｲﾁ

イーハトーブの幽霊 内田　康夫／[著] 東京：講談社 F ｳﾁ

薔薇色の門 誘惑 遠藤　周作／著 東京：河出書房新社 F ｴﾝ

義時 運命の輪 奥山　景布子／著 東京：集英社 F ｵｸ

親子鷹十手日和 小津　恭介／著 東京：小学館 F ｵｽﾞ

一ノ瀬ユウナが浮いている 乙一／著 東京：集英社 F ｵﾂ

吾妻おもかげ 梶　よう子／著 東京：KADOKAWA F ｶｼﾞ

カスタード 加藤　元／著 東京：実業之日本社 F ｶﾄ

警官の道 呉　勝浩／著 東京：KADOKAWA F ｶﾄﾞ

ロミオとジュリエットと三人の魔女 門井　慶喜／著 東京：講談社 F ｶﾄﾞ

さよならも言えないうちに 川口　俊和／著 東京：サンマーク出版 F ｶﾜ

絞め殺しの樹 河崎　秋子／著 東京：小学館 F ｶﾜ

味なしクッキー 岸田　るり子／著 東京：徳間書店 F ｷｼ

リズム・マム・キル 北原　真理／著 東京：光文社 F ｷﾀ

R.I.P. 久坂部　羊／著 東京：講談社 F ｸｻ
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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)>

金閣寺は燃えているか? 鯨　統一郎／著 東京：東京創元社 F ｸｼﾞ

女性失格 小手鞠　るい／著 東京：文藝春秋 F ｺﾃﾞ

パパララレレルル 最果　タヒ／著 東京：河出書房新社 F ｻｲ

不村家奇譚 彩藤　アザミ／著 東京：新潮社 F ｻｲ

アスベストス 佐伯　一麦／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ

偽装同盟 佐々木　譲／著 東京：集英社 F ｻｻ

真田の兵ども 佐々木　功／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｻｻ

答えは風のなか 重松　清／著 東京：朝日出版社 F ｼｹﾞ

ジミー・ハワードのジッポー 柴田　哲孝／著 東京：U-NEXT F ｼﾊﾞ

愛じゃないならこれは何 斜線堂　有紀／著 東京：集英社 F ｼﾔ

かすてぼうろ 武川　佑／著 東京：光文社 F ﾀｹ

徴産制 田中　兆子／著 東京：新潮社 F ﾀﾅ

真夜中のマリオネット 知念　実希人／著 東京：集英社 F ﾁﾈ

昭和の名短篇 荒川　洋治／編 東京：中央公論新社 F ﾁﾕ

塩の樹と森の人魚 塚本　はつ歌／著 東京：産業編集センター F ﾂｶ

あらくれ・新世帯 徳田　秋声／作 東京：岩波書店 F ﾄｸ

遺言歌 なかにし　礼／著 東京：河出書房新社 F ﾅｶ

その花の名を知らず 長野　まゆみ／著 東京：KADOKAWA F ﾅｶﾞ

特急リバティ会津111号のアリバイ 西村　京太郎／著 東京：双葉社 F ﾆｼ

黄金の刻(とき) 楡　周平／著 東京：集英社 F ﾆﾚ

黄金旅程 馳　星周／著 東京：集英社 F ﾊｾ

またあおう 畠中　恵／著 東京：新潮社 F ﾊﾀ

滅私 羽田　圭介／著 東京：新潮社 F ﾊﾀﾞ

夜半獣 花村　萬月／著 東京：徳間書店 F ﾊﾅ

やまのめの六人 原　浩／著 東京：KADOKAWA F ﾊﾗ

山亭ミアキス 古内　一絵／著 東京：KADOKAWA F ﾌﾙ

四十過ぎたら出世が仕事 本城　雅人／著 東京：祥伝社 F ﾎﾝ

11の秘密 大崎　梢／著 東京：ポプラ社 F ﾎﾟﾌﾟ

博多さっぱそうらん記 三崎　亜記／著 東京：KADOKAWA F ﾐｻ

赫衣の闇 三津田　信三／著 東京：文藝春秋 F ﾐﾂ

あなたのための時空(とき)のはざま 矢崎　存美／著 東京：角川春樹事務所 F ﾔｻﾞ

人形姫 山本　幸久／著 東京：PHP研究所 F ﾔﾏ

迷犬マジック 山本　甲士／著 東京：双葉社 F ﾔﾏ

スペードの女王 横溝　正史／[著] 東京：KADOKAWA F ﾖｺ

ミス・パーフェクトが行く! 横関　大／著 東京：幻冬舎 F ﾖｺ

生を祝う 李　琴峰／著 東京：朝日新聞出版 F ﾘ

70歳、人生はもっと楽しくなる 鎌田　實／著 東京：大和書房 E ｶﾏ

にっこり、洋食 江國　香織／[ほか]著 東京：河出書房新社 E ｶﾜ

神様の友達の友達の友達はぼく 最果　タヒ／著 東京：筑摩書房 E ｻｲ

ふむ、私は順調に老化している 中山　千夏／著 東京：ハモニカブックス E ﾅｶ

三十代の初体験 羽田　圭介／著 東京：主婦と生活社 E ﾊﾀﾞ

田辺聖子十八歳の日の記録 田辺　聖子／著 東京：文藝春秋 915 

救命センター カンファレンス・ノート 浜辺　祐一／著 東京：集英社 916 

ハムネット マギー・オファーレル／著 東京：新潮社 933 

子供たちの聖書 リディア・ミレット／[著] 東京：みすず書房 933 

炉辺荘のアン L.M.モンゴメリ／著 東京：文藝春秋 933 

シルバービュー荘にて ジョン・ル・カレ／著 東京：早川書房 933 

ぼくはテクノロジーを使わずに生きることにした マーク・ボイル／著 東京：紀伊國屋書店 936 

死まで139歩 ポール・アルテ／著 東京：早川書房 953 

打ちのめされた心は フランソワーズ・サガン／著 東京：河出書房新社 953 

アウシュヴィッツ生還者からあなたへ リリアナ・セグレ／[著] 東京：岩波書店 976 

※「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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