
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
よくわかる最新情報セキュリティの技術と対策 若狭　直道／著 東京：秀和システム 007.6 
無敵の読解力 池上　彰／著 東京：文藝春秋 019.9 
書物に魅せられた奇人たち 高宮　利行／著 東京：勉誠出版 020.2 
一万円選書 岩田　徹／著 東京：ポプラ社 024 
JJとその時代 鈴木　涼美／著 東京：光文社 051.7 
地方メディアの逆襲 松本　創／著 東京：筑摩書房 070.2 

<哲学・思想・心理学・宗教>

暇と退屈の倫理学 國分　功一郎／著 東京：新潮社 104 
図解小川仁志のやさしい哲学教室 小川　仁志／著 東京：三笠書房 130 
感情は、すぐに脳をジャックする 佐渡島　庸平／著 東京：学研プラス 141.6 
ひらくだけで心が軽くなる77の宝箱 植西　聰／著 東京：青春出版社 159 
やわらかい知性 坂東　眞理子／著 東京：河出書房新社 159.6 
シャーマン セバスチャン・ボー／著 東京：グラフィック社 163.9 
神社とは何か 新谷　尚紀／著 東京：講談社 175 
最澄に秘められた古寺の謎 山折　哲雄／編 東京：ウェッジ 188.4 
危機の神学 若松　英輔／著 東京：文藝春秋 191 

<歴史・地理・伝記・紀行>

実践埋蔵文化財と考古学 水ノ江　和同／著 東京：同成社 210 

鎌倉殿を歩く 伊東　潤／著 鎌倉：歴史探訪社 210.4 
中世かわらけ物語 中井　淳史／著 東京：吉川弘文館 210.4 
世界史のなかの蒙古襲来 宮脇　淳子／著 東京：扶桑社 210.4 
「室町殿」の時代 久水　俊和／編 東京：山川出版社 210.4 
大正ロマン手帖 石川　桂子／編 東京：河出書房新社 210.6 
日本史人物<あの時、何歳?>事典 吉川弘文館編集部／編 東京：吉川弘文館 281 
史伝北条義時 山本　みなみ／著 東京：小学館 289 ﾎｳ
「わきまえない女」だった北条政子 跡部　蛮／著 東京：双葉社 289 ﾎｳ
挑戦 山中　伸弥／著 東京：講談社 289 ﾔﾏ
JK、インドで常識ぶっ壊される 熊谷　はるか／著 東京：河出書房新社 292.5 
旅の絵日記 和田　誠／著 東京：中央公論新社 293 

<政治・法律・経済・教育>

モルディブを知るための35章 荒井　悦代／編著 東京：明石書店 302.2 

日本の論点　2022〜23 大前　研一／著 東京：プレジデント社 304 
日本の保守 宮崎　正弘／著 東京：ビジネス社 311.4 
核兵器禁止から廃絶へ 川崎　哲／著 東京：岩波書店 319.8 
共同親権 宗像　充／著 東京：社会評論社 324.6 
日本のふしぎな夫婦同姓 中井　治郎／著 東京：PHP研究所 324.8 
あなたとSDGsをつなぐ「世界を正しく見る」習慣 原　貫太／著 東京：KADOKAWA 333.8 
ルポコロナ禍の移民たち 室橋　裕和／著 東京：明石書店 334.4 
金融サービスの未来 新保　恵志／著 東京：岩波書店 338 
家族と話し合いをしてますか? 斉田　英子／著 東京：PHP研究所 367.3 
子どものための児童相談所 浅井　春夫／編著 東京：自治体研究社 369.4 
校則改革 河崎　仁志／編著 東京：東洋館出版社 375.2 
留学生たちの母国とニッポン 久保田　登輝子／著 東京：工作舎 377.6 
江戸うまいもの歳時記 青木　直己／著 東京：文藝春秋 383.8 
防衛省の研究 辻田　真佐憲／著 東京：朝日新聞出版 392.1 
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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>
清少納言がみていた宇宙と、わたしたちのみている宇宙は同じなのか? 池内　了／著 東京：青土社 404 
世界は「e」でできている 金　重明／著 東京：講談社 412.7 
物理学図鑑 福江　純／共著 東京：オーム社 420 
知られざる水の化学 齋藤　勝裕／著 東京：技術評論社 435.4 
地球外生命 小林　憲正／著 東京：中央公論新社 440 
火星の歩き方 臼井　寛裕／著 東京：光文社 445.3 
教養としての「日本列島の地形と地質」 橋本　純／著 東京：PHP研究所 454.9 
私が進化生物学者になった理由 長谷川　眞理子／著 東京：岩波書店 467.5 
極北の動物誌 ウィリアム・プルーイット／著 東京：山と溪谷社 482.5 
ゾウが教えてくれたこと 入江　尚子／著 京都：化学同人 489.7 
手を眺めると、生命の不思議が見えてくる 稲垣　栄洋／著 東京：家の光協会 491.3 
他人をコントロールせずにはいられない人 片田　珠美／著 東京：朝日新聞出版 493.7 
私たちの月経カップ 神林　美帆／著 東京：現代書林 495.1 
モデルナはなぜ3日でワクチンをつくれたのか 田中　道昭／著 東京：集英社インターナショナル 498 
年をとったら食べなさい 佐々木　淳／著 東京：飛鳥新社 498.5 
保健所の「コロナ戦記」TOKYO2020-2021 関　なおみ／著 東京：光文社 498.6 

<技術・工学・建築・工業>

ジオラマテクニックバイブル 瀬川　たかし／著 東京：成美堂出版 507.9 
図解でわかるスマート工場のつくり方 神谷　俊彦／編著 東京：アニモ出版 509.6 
踏切の世界 chokky／著 東京：天夢人 516.2 
古地図で愉しむ!真説「名城」の秘密 小和田　哲男／監修 東京：宝島社 521.8 
秀吉と家臣団の城 中井　均／著 東京：KADOKAWA 521.8 
化粧品成分事典 久光　一誠／監修 東京：池田書店 576.7 
じつは私たち、菌のおかげで生きています 今野　宏／著 東京：ワニ・プラス 588.5 
白と黒で垢抜けた私の10のルール かんだま／著 東京：KADOKAWA 589.2 
マシロさんとユウリさんのこんなとき、なに着る? 読書工房／編著 東京：国土社 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

ただしい暮らし、なんてなかった。 大平　一枝／著 東京：平凡社 590 
野口光が教える一生使えるダーニング術 野口　光／著 東京：秀和システム 593.3 
大正の夢 秘密の銘仙ものがたり 大野　らふ／著 東京：河出書房新社 593.8 
樋口愉美子つながる刺繡 樋口　愉美子／著 東京：文化学園文化出版局 594.2 
世界のときめく毛糸の図鑑 西東社編集部／編 東京：西東社 594.3 
手ごねで作るほっこりかわいいキャンドル AYANO／著 東京：秀和システム 594.9 
マニキュアでネイルアート 出井　朋佳／著 東京：講談社 595.4 
少ないもので料理する ドミニック・ローホー／著 東京：幻冬舎 596 
おうち韓食(ハンシク) 重信　初江／著 東京：主婦の友社 596.2 
「至極」のラーメンを科学する 川口　友万／著 東京：カンゼン 596.3 
寺田本家発酵カフェの甘酒・酒粕・麴のやさしいおやつ 寺田　聡美／著 東京：家の光協会 596.6 
簡単得する暮らしのお手入れ 便利屋つばさ／監修 東京：メディアパル 597 
世界一楽しい子育てアイデア大全 木下　ゆーき／著 東京：KADOKAWA 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

食べものが足りない! 井出　留美／著 東京：旬報社 611.3 
リンゴの文化誌 マーシャ・ライス／著 東京：原書房 625.2 
クリスマスローズの咲く庭づくり 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 627.5 
花と短歌でめぐる二十四節気花のこよみ 俵　万智／季節の案内人 東京：KADOKAWA 627.9 
ゆきぐにのねこ 寺本　成貴／著 神戸：出版ワークス 645.7 
4歳までハムスターが元気で長生きする飼い方 岡野　祐士／監修 東京：エクスナレッジ 645.9 
ハーバードの美意識を磨く授業 ポーリーン・ブラウン／著 東京：三笠書房 675 
船の食事の歴史物語 サイモン・スポルディング／著 東京：原書房 683.2 
天皇陛下と鉄道 工藤　直通／著 東京：交通新聞社 686.2 
JR貨物の魅力を探る本 梅原　淳／著 東京：河出書房新社 686.6 
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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>

商業美術家の逆襲 山下　裕二／著 東京：NHK出版 702.1 
ほんとうにすごい仏像図鑑 山本　悟／文 東京：朝日新聞出版 718 
絵の中のモノ語り 中野　京子／著 東京：KADOKAWA 723 
もっと知りたい佐伯祐三 熊田　司／著 東京：東京美術 723.1 
野村重存3色で描く水彩画の手ほどき 野村　重存／著 東京：日貿出版社 724.4 
動くぺーパークラフト しんらしんげ／著 東京：KADOKAWA 754.9 
ベートーヴェンのトリセツ 曽我　大介／著 東京：音楽之友社 762.3 
アメリカ音楽の新しい地図 大和田　俊之／著 東京：筑摩書房 767.8 
忠臣蔵入門 春日　太一／[著] 東京：KADOKAWA 778.2 
いまだから語りたい昭和の落語家楽屋話 三遊亭　好楽／著 東京：河出書房新社 779.1 
東京五輪の大罪 本間　龍／著 東京：筑摩書房 780.6 
伝えたい、この想い 藤井　貴彦／編著 東京：東京ニュース通信社 783.4 
日本プロ野球歌謡史 菊池　清麿／著 東京：彩流社 783.7 
どこで間違ったのか 金　萬樹／著 東京：東京創元社 795 
魔術の麻雀 園田　賢／著 東京：彩図社 797.5 

<言　語>

“深読み”の技法 小池　陽慈／著 東京：笠間書院 801.7 
英語の議論を極める本 植田　一三／編著 東京：アスク出版 809.6 
いつもの言葉を哲学する 古田　徹也／著 東京：朝日新聞出版 810.1 

うつりゆく日本語をよむ 今野　真二／著 東京：岩波書店 810.4 

それいけ!方言探偵団 篠崎　晃一／著 東京：平凡社 818 
日常台湾華語会話フレーズBest表現1100 樂　大維／著 東京：明日香出版社 828.3 
漢字語でひろがる韓国語単語 長友　英子／著 東京：ジャパンタイムズ出版 829.1 
文レベルで徹底英語発音トレーニング 牧野　武彦／著 東京：研究社 831.1 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

古典とケーキ 梶村　啓二／著 東京：平凡社 904 ｶｼﾞ
企業と経済を読み解く小説50 佐高　信／著 東京：岩波書店 910.2 ｻﾀ
時代小説の戦後史 縄田　一男／著 東京：新潮社 910.2 ﾅﾜ
拾遺和歌集 小町谷　照彦／校注 東京：岩波書店 911.1 ｲﾜ
夏井いつきの世界一わかりやすい俳句鑑賞の授業 夏井　いつき／著 東京：PHP研究所 911.3 ﾅﾂ
三世代探偵団　[1] 赤川　次郎／[著] 東京：KADOKAWA F ｱｶ
デジタルリセット 秋津　朗／[著] 東京：KADOKAWA F ｱｷ
黒白の一族 明野　照葉／著 東京：光文社 F ｱｹ
神と王 浅葉　なつ／著 東京：文藝春秋 F ｱｻ
邪神の天秤 麻見　和史／[著] 東京：講談社 F ｱｻ
刑事特捜DD 嵐山　駿／[著] 東京：KADOKAWA F ｱﾗ
この橋をわたって 新井　素子／著 東京：新潮社 F ｱﾗ
捜査線上の夕映え 有栖川　有栖／著 東京：文藝春秋 F ｱﾘ
新しい世界で 石持　浅海／著 東京：光文社 F ｲｼ
星空の16進数 逸木　裕／[著] 東京：KADOKAWA F ｲﾂ
威風堂々　上・下 伊東　潤／著 東京：中央公論新社 F ｲﾄ
灰色の評決 犬塚　理人／著 東京：二見書房 F ｲﾇ
創世の日 江上　剛／著 東京：朝日新聞出版 F ｴｶﾞ
ひとりでカラカサさしてゆく 江國　香織／著 東京：新潮社 F ｴｸ
圓朝 奥山　景布子／著 東京：中央公論新社 F ｵｸ
求めよ、さらば 奥田　亜希子／著 東京：KADOKAWA F ｵｸ
ただし、無音に限り 織守　きょうや／著 東京：東京創元社 F ｵﾘ
愚かな薔薇 恩田　陸／著 東京：徳間書店 F ｵﾝ
もう別れてもいいですか 垣谷　美雨／著 東京：中央公論新社 F ｶｷ
夏至のウルフ 柏木　伸介／著 東京：小学館 F ｶｼ
服部半蔵の犬 風野　真知雄／著 東京：光文社 F ｶｾﾞ
あなたの右手は蜂蜜の香り 片岡　翔／著 東京：新潮社 F ｶﾀ
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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)>

ミーツ・ザ・ワールド 金原　ひとみ／著 東京：集英社 F ｶﾈ
道誉なり　上・下 北方　謙三／著 東京：中央公論新社 F ｷﾀ
儚き名刀 小杉　健治／[著] 東京：幻冬舎 F ｺｽ
異変ありや 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
妻恋の月 坂岡　真／著 東京：双葉社 F ｻｶ
ファイナルオッズ 島田　明宏／著 東京：集英社 F ｼﾏ
非接触の恋愛事情 短編プロジェクト／編 東京：集英社 F ｼﾕ
ビショップ氏殺人事件 曽野　綾子／著 東京：中央公論新社 F ｿﾉ
辞表 高杉　良／著 東京：新潮社 F ﾀｶ
古道具おもかげ屋 田牧　大和／[著] 東京：ポプラ社 F ﾀﾏ
ボーダーズ 堂場　瞬一／著 東京：集英社 F ﾄﾞｳ
教育 遠野　遙／著 東京：河出書房新社 F ﾄｵ
血の歌 なかにし　礼／著 東京：毎日新聞出版 F ﾅｶ
おわかれはモーツァルト 中山　七里／著 東京：宝島社 F ﾅｶ
全裸刑事(デカ)チャーリー 七尾　与史／著 東京：宝島社 F ﾅﾅ
長野電鉄殺人事件 西村　京太郎／[著] 東京：徳間書店 F ﾆｼ
コミュ障探偵の地味すぎる事件簿 似鳥　鶏／[著] 東京：KADOKAWA F ﾆﾀ
山が見ていた 新田　次郎／著 東京：文藝春秋 F ﾆﾂ
世界の美しさを思い知れ 額賀　澪／著 東京：双葉社 F ﾇｶ
軀(からだ) KARADA 乃南　アサ／著 東京：文藝春秋 F ﾉﾅ
丘の上の賢人 原田　マハ／著 東京：集英社 F ﾊﾗ
ラストツアー 原　宏一／著 東京：祥伝社 F ﾊﾗ
妖怪の子、育てます 廣嶋　玲子／著 東京：東京創元社 F ﾋﾛ
凶状持 藤井　邦夫／著 東京：文藝春秋 F ﾌｼﾞ
殺人者を乗せて 西村　京太郎／著 東京：双葉社 F ﾌﾀ
嵐の湯へようこそ! 松尾　由美／[著] 東京：KADOKAWA F ﾏﾂ
恋ほおずき 諸田　玲子／著 東京：中央公論新社 F ﾓﾛ
マザー・マーダー 矢樹　純／著 東京：光文社 F ﾔｷﾞ
ゆうれい居酒屋 山口　恵以子／著 東京：文藝春秋 F ﾔﾏ
ミトンとふびん 吉本　ばなな／著 東京：新潮社 F ﾖｼ
ミス・サンシャイン 吉田　修一／著 東京：文藝春秋 F ﾖｼ
モヤモヤするけどスッキリ暮らす 岸本　葉子／著 東京：中央公論新社 E ｷｼ
ひとまず上出来 ジェーン・スー／著 東京：文藝春秋 E ｼﾞｴ
人間は哀れである 東海林　さだお／著 東京：筑摩書房 E ｼﾖ
泣いてちゃごはんに遅れるよ 寿木　けい／著 東京：幻冬舎 E ｽｽﾞ
老いも病も受け入れよう 瀬戸内　寂聴／著 東京：新潮社 E ｾﾄ
掠れうる星たちの実験 乗代　雄介／著 東京：国書刊行会 E ﾉﾘ
追懐のコヨーテ 森　博嗣／[著] 東京：講談社 E ﾓﾘ
大人の美学 山口　路子／著 東京：大和書房 E ﾔﾏ
吉祥寺ドリーミン 山田　詠美／著 東京：小学館 E ﾔﾏ
新しい考え 吉本　ばなな／[著] 東京：幻冬舎 E ﾖｼ
こうやって、考える。 外山　滋比古／著 東京：PHP研究所 917 ﾄﾔ
火守 劉　慈欣／著 東京：KADOKAWA 923 ﾘｳ
ニューヨーク製菓店 キム　ヨンス／著 東京：クオン 929 ｷﾑ
孔雀のパイ ウォルター・デ・ラ・メア／詩 東京：瑞雲舎 931 ﾃﾞﾗ
冤罪法廷　上・下 ジョン・グリシャム／[著] 東京：新潮社 933 ｸﾞﾘ
警告　上・下 マイクル・コナリー／[著] 東京：講談社 933 ｺﾅ
最後の審判 ロバート・ベイリー／著 東京：小学館 933 ﾍﾞｲ
塩の湿地に消えゆく前に ケイトリン・マレン／著 東京：早川書房 933 ﾏﾚ
「星の王子さま」に学ぶ幸福論 ステファン・ガルニエ／著 東京：亜紀書房 953 ｶﾞﾙ
緑の天幕 リュドミラ・ウリツカヤ／著 東京：新潮社 983 ｳﾘ

※「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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