
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
現代病「集中できない」を知力に変える読む力最新スキル大全 佐々木　俊尚／著 東京：東洋経済新報社 002.7 
最新インターネットの法律とトラブル対策 森　公任／監修 東京：三修社 007.3 
AIが会話できないのはなぜか 西田　豊明／著 東京：晶文社 007.1 
超入門デジタルセキュリティ 中谷　昇／[著] 東京：講談社 007.6 
絶版文庫万華鏡 近藤　健児／著 東京：青弓社 020.4 
モンテレッジォ小さな村の旅する本屋の物語 内田　洋子／著 東京：文藝春秋 024.3 

つい人に話したくなる日本のなるほど雑学 坪内　忠太／著 東京：三笠書房 049 

<哲学・思想・心理学・宗教>
転んでもいい主義のあゆみ 荒木　優太／著 東京：フィルムアート社 113.6 

フランスの高校生が学んでいる10人の哲学者 シャルル・ペパン／著 東京：草思社 130.2 

アドラー心理学見るだけノート 小倉　広／監修 東京：宝島社 140 

がんばらない生き方大全 内藤　誼人／著 東京：SBクリエイティブ 140.4 

一瞬で心が整う「色」の心理学 南　涼子／著 東京：青春出版社 141.2 

思いがけず利他 中島　岳志／著 東京：ミシマ社 151.5 

ぼくたちは習慣で、できている。 佐々木　典士／著 東京：筑摩書房 159 

堂々と老いる 田原　総一朗／著 東京：毎日新聞出版 159.7 

諸宗教の歩み 谷口　静浩／著 京都：晃洋書房 162 

<歴史・地理・伝記・紀行>
歴史を動かした重要文書 ピーター・スノウ／著 東京：原書房 209 

一冊でわかる鎌倉時代 大石　学／監修 東京：河出書房新社 210.4 

戦国時代劇メディアの見方・つくり方 大石　学／編 東京：勉誠出版 210.4 

田沼意次 百年早い開国計画 秦　新二／著 [東京]：文藝春秋企画出版部 210.5 

イタリア・ルネサンスの世界 アリソン・ブラウン／著 東京：論創社 237 

名言名句で読む日本人の歴史 名言名句探究会／編 東京：さくら舎 281 

なにかと人間くさい徳川将軍 真山　知幸／著 東京：彩図社 288.3 

世界を変える寄り道 川島　優志／著 [東京]：日経BP 289 ｶﾜ

隠れた名君 前田利常 木越　隆三／著 東京：吉川弘文館 289 ﾏｴ

「ツトムの虫」を探して 盛口　満／著 那覇：ボーダーインク 289 ﾏｻ

ことばの向こうに旅をして 牧村　朝子／著 東京：産業編集センター 290.9 

深掘り!日本の地名 宇田川　勝司／著 東京：ベレ出版 291 

<政治・法律・経済・教育>
コロナ後の世界 内田　樹／著 東京：文藝春秋 304 

誉田哲也が訊く! 誉田　哲也／著 東京：光文社 317.7 

全国に30万ある「自治会」って何だ! 小田　光雄／著 東京：論創社 318.8 

大人になるってどういうこと? 神内　聡／著 東京：くもん出版 324.1 

あなたを変える行動経済学 大竹　文雄／著 東京：東京書籍 331 

アメリカの高校生が学んでいる経済の教室 デーヴィッド・A.メイヤー／著 東京：SBクリエイティブ 331 

国民の底意地の悪さが、日本経済低迷の元凶 加谷　珪一／著 東京：幻冬舎 332.1 

感じがいいと思われる敬語の話し方 川道　映里／著 東京：ナツメ社 336.4 
むかしむかしあるところにウェルビーイングがありました 石川　善樹／著 東京：KADOKAWA 361.5 
マイクロアグレッションを吹っ飛ばせ 渡辺　雅之／著 東京：高文研 361.8 
子どもとつながる「お話」の魔法 シルカ・ローズ・ウエスト／著 東京：NHK出版 379.9 

世界の発酵食をフィールドワークする 横山　智／編著 東京：農山漁村文化協会 383.8 

昔話の扉をひらこう 小澤　俊夫／著 東京：暮しの手帖社 388 

防衛事務次官冷や汗日記 黒江　哲郎／著 東京：朝日新聞出版 392.1 

〒676-0805 高砂市米田町米田927-21 TEL079(432)1355 開館時間 9：30～20：00
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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>
わかりやすく教える小学校6年間の算数 小澤　淳／著 東京：ナツメ社 410 

身近な素材で実験する物理 初田　真知子／共著 東京：丸善出版 420.7 

JAXAの先生!宇宙のきほんを教えてください! 中谷　一郎／著 東京：ポプラ社 440 

地球の中身 廣瀬　敬／著 東京：講談社 450 

最新カーボンニュートラルの基本と動向がよ〜くわかる本 池原　庸介／著 東京：秀和システム 451.8 

カンブリアンモンスター図鑑 千崎　達也／文・絵 東京：秀和システム 457.3 

ちゃんねる鰐の生き物捕獲大全 ちゃんねる鰐／著 東京：日本文芸社 480.7 

季節の不調が必ずラク〜になる本 瀬戸　佳子／著 東京：文化学園文化出版局 490.9 

寝る脳は風邪をひかない 池谷　裕二／著 東京：扶桑社 491.3 

新型コロナ病棟ナース戦記 倉原　優／著 大阪：メディカ出版 492.9 

腰痛は座り方が9割 碓田　拓磨／著 東京：主婦の友社 493.6 

もし親友が婦人科医で、何でも聞けるとしたら? シーラ・デ・リス／著 東京：サンマーク出版 495 

目と脳が若返る「見るチカラ」トレーニング 須崎　雄三／著 小金井：合同フォレスト 496.4 

30秒で耳の聞こえがよくなる「耳体操」 柴田　友里絵／著 京都：PHP研究所 496.6 

春夏秋冬疲れ取りごはん 関口　絢子／著 東京：KADOKAWA 498.5 

日本の森のアロマ 稲本　正／著 東京：世界文化社 499.8 

<技術・工学・建築・工業>
だれでもデザイン 山中　俊治／著 東京：朝日出版社 501.8 

最新再生可能エネルギーの仕組みと動向がよ〜くわかる本 今村　雅人／著 東京：秀和システム 501.6 

366日世界の名建築 磯　達雄／監修 東京：三才ブックス 520.2 

キテレツ城あるき 長谷川　ヨシテル／著 東京：柏書房 521.8 

いちばん楽しいマンションの間取り図鑑 リノベる。／著 東京：エクスナレッジ 527.8 

メタバースとは何か 岡嶋　裕史／著 東京：光文社 547.4 

いちばんやさしい新しいサーバーの教本 水野　源／著 東京：インプレス 547.4 

ガラスの歴史 田中　廣／著 東京：丸善プラネット 573.5 

焼酎の科学 鮫島　吉廣／著 東京：講談社 588.5 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
私をあたらしくする51のこと 本多　さおり／著 東京：大和書房 590.4 

「稼ぐ、儲かる、貯まる」超基本 前田　康二郎／著 東京：PHP研究所 591 

刺繡で描く植物模様 マカベ　アリス／著 東京：日本ヴォーグ社 594.2 

もふもふしたくなるあみぐるみにゃんこ 眞道　美恵子／著 東京：日本文芸社 594.3 

塚本ミカの宝石ルースで作るワイヤーデザインジュエリー 塚本　ミカ／著 東京：日東書院本社 594.9 

可憐で愛らしい花が作れるフェルトフラワーBOOK ラウリー史佳／著 東京：KADOKAWA 594.9 

嫌いなパーツが武器になる Ryuji／著 東京：徳間書店 595.5 

で、やせたの? 野原　広子／著 東京：小学館 595.6 

大原千鶴のかんたん仕込みごはん 大原　千鶴／著 東京：NHK出版 596 

その下ごしらえ、ホントに必要? 松本　仲子／教える人 東京：幻冬舎 596 

空想喫茶トラノコクのおうち喫茶レシピ 空想喫茶トラノコク／著 東京：ワニブックス 596.6 

さいはての駅カフェ探訪 鈴木　弘毅／著 東京：イカロス出版 596.7 

いつか家族でやりたい99の楽しいことリスト むぴー／著 東京：CCCメディアハウス 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
農的暮らしをはじめる本 榊田　みどり／著 東京：農山漁村文化協会 612.1 

庭は私の秘密基地 銀色　夏生／著 東京：KADOKAWA 629.7 

図書館司書30人が選んだ猫の本棚 高野　一枝／編著 東京：郵研社 645.7 

猫にひろわれた話 猫びより編集部／編 東京：辰巳出版 645.7 

さばの缶づめ、宇宙へいく 小坂　康之／著 東京：イースト・プレス 667.9 

最後に「ありがとう」と言えたなら 大森　あきこ／著 東京：新潮社 673.9 

「欲しい!」はこうしてつくられる マット・ジョンソン／著 東京：白揚社 675 

自転車利活用のトラブル相談Q&A 仲田　誠一／著 東京：民事法研究会 685.8 

地図鉄のすすめ 今尾　恵介／[著] 東京：昭文社 686.2 

ディズニーキャストざわざわ日記 笠原　一郎／著 東京：三五館シンシャ 689.5 
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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>
名画・名彫刻の美術解剖学 加藤　公太／著 東京：SBクリエイティブ 701.5 

すぐに描きたいはがき絵180 小池　良子／著 東京：日貿出版社 724.1 

ターシャ・テューダー人生の楽しみ方 食野　雅子／著 東京：河出書房新社 726.6 

小学生が描いた昭和の日本 鈴木　浩／編著 福岡：石風社 726.7 

身近なものの撮り方辞典100 大村　祐里子／著 東京：玄光社 743 

美しい日本の伝統色 濱田　信義／編著 東京：パイインターナショナル 757.3 

老後とピアノ 稲垣　えみ子／著 東京：ポプラ社 763.2 

テルミンとわたし 竹内　正実／著 東京：工作舎 763.9 

清く楽しく美しい推し活 河西　邦剛／著 東京：東京法令出版 770 

あわてず、あせらず、あきらめず 宮川　大助／著 東京：主婦の友社 779.1 

超宅トレ 清水　忍／著 東京：法研 780.7 

野村克也全語録 野村　克也／著 東京：プレジデント社 783.7 

たかがジャンプされどジャンプ 城田　憲子／著 東京：集英社 784.6 

心と体に効くお香のある生活 椎名　まさえ／監修 東京：日東書院本社 792 

将棋記者が迫る棋士の勝負哲学 村瀬　信也／著 東京：幻冬舎 796 

<言　語>
伝わる!バズる!稼ぐ!文章術 尾藤　克之／著 東京：秀和システム 816 

ゆるレポ 岡本　健／編 京都：人文書院 816.5 

読み解き!方言キャラ 田中　ゆかり／著 東京：研究社 818 

漢字の音 落合　淳思／著 東京：東方書店 821.1 

ヒチョル先生のひとめでわかる韓国語きほんのきほん チョ　ヒチョル／著 東京：高橋書店 829.1 

言いたい気持ちがすぐ話せる!英会話感情表現フレーズ集 井口　紀子／著 東京：永岡書店 837.8 

英語はもっとやさしく・短く話そう 宮田　あつこ／著 東京：語研 837.8 

1か月で復習するフランス語基本の文法 浅見　子緒／著 東京：語研 855 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
「こどもの本」の創作講座 村中　李衣／著 東京：金子書房 909.3 ﾑﾗ

日本文学の見取り図 千葉　一幹／編著 京都：ミネルヴァ書房 910 ﾐﾈ

四季のうた 長谷川　櫂／著 東京：中央公論新社 911 ﾊｾ

シルバー川柳　ああ夫婦編 みやぎシルバーネット／編 東京：河出書房新社 911.4 ｶﾜ

菊池寛が落語になる日 春風亭　小朝／著 東京：文藝春秋 913 ｼﾕ

跳べ、栄光のクワド 碧野　圭／著 東京：小学館 F ｱｵ

空貝 赤神　諒／[著] 東京：講談社 F ｱｶ

偽神の審判 麻見　和史／[著] 東京：講談社 F ｱｻ

母の待つ里 浅田　次郎／著 東京：新潮社 F ｱｻ

ボタニカ 朝井　まかて／著 東京：祥伝社 F ｱｻ

私の盲端 朝比奈　秋／著 東京：朝日新聞出版 F ｱｻ

サーキット・スイッチャー 安野　貴博／著 東京：早川書房 F ｱﾝ

石を黙らせて 李　龍徳／著 東京：講談社 F ｲ

奔流の海 伊岡　瞬／著 東京：文藝春秋 F ｲｵ

スタンドアップ! 五十嵐　貴久／著 東京：PHP研究所 F ｲｶﾞ

連鎖犯 生馬　直樹／著 東京：光文社 F ｲｸ

我が友、スミス 石田　夏穂／著 東京：集英社 F ｲｼ

断罪のネバーモア 市川　憂人／著 東京：KADOKAWA F ｲﾁ

雨の日には車をみがいて 五木　寛之／著 東京：幻冬舎 F ｲﾂ

五つの季節に探偵は 逸木　裕／著 東京：KADOKAWA F ｲﾂ

小牧長久手仁義 井原　忠政／著 東京：双葉社 F ｲﾊ

塞王の楯 今村　翔吾／著 東京：集英社 F ｲﾏ

月の光の届く距離 宇佐美　まこと／著 東京：光文社 F ｳｻ

北の街物語 内田　康夫／著 東京：中央公論新社 F ｳﾁ

記憶の中の誘拐 大山　誠一郎／著 東京：文藝春秋 F ｵｵ

明日はきっと 久保寺　健彦／[著] 東京：KADOKAWA F ｶﾄﾞ

密室黄金時代の殺人 鴨崎　暖炉／著 東京：宝島社 F ｶﾓ
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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)>
Schoolgirl 九段　理江／著 東京：文藝春秋 F ｸﾀﾞ

運命 国木田　独歩／作 東京：岩波書店 F ｸﾆ

朱より赤く 窪　美澄／著 東京：小学館 F ｸﾎﾞ

コゴロシムラ 木原　音瀬／[著] 東京：講談社 F ｺﾉ

六つの村を越えて髭をなびかせる者 西條　奈加／著 東京：PHP研究所 F ｻｲ

少女を埋める 桜庭　一樹／著 東京：文藝春秋 F ｻｸ

山狩 笹本　稜平／著 東京：光文社 F ｻｻ

誰かがこの町で 佐野　広実／著 東京：講談社 F ｻﾉ

第8監房 柴田　錬三郎／著 東京：筑摩書房 F ｼﾊﾞ

オン・ザ・プラネット 島口　大樹／著 東京：講談社 F ｼﾏ

花盛りの椅子 清水　裕貴／著 東京：集英社 F ｼﾐ

落花流水 鈴木　るりか／著 東京：小学館 F ｽｽﾞ

ブラックボックス 砂川　文次／著 東京：講談社 F ｽﾅ

黛家の兄弟 砂原　浩太朗／著 東京：講談社 F ｽﾅ

おんなの女房 蟬谷　めぐ実／著 東京：KADOKAWA F ｾﾐ

桜 東　雅夫／編 東京：筑摩書房 F ﾁｸ

ゆきあってしあさって 高山　羽根子／著 東京：東京創元社 F ﾄｳ

寂光院残照 永井　路子／[著] 東京：KADOKAWA F ﾅｶﾞ

ミシンと金魚 永井　みみ／著 東京：集英社 F ﾅｶﾞ

サンセット・サンライズ 楡　周平／著 東京：講談社 F ﾆﾚ

スター・シェイカー 人間六度／著 東京：早川書房 F ﾆﾝ

風が吹く 野口　卓／著 東京：集英社 F ﾉｸﾞ

怪物 東山　彰良／著 東京：新潮社 F ﾋｶﾞ

定年就活 働きものがゆく 堀川　アサコ／[著] 東京：KADOKAWA F ﾎﾘ

アクトレス 誉田　哲也／著 東京：光文社 F ﾎﾝ

かくして彼女は宴で語る 宮内　悠介／著 東京：幻冬舎 F ﾐﾔ

桜風堂夢ものがたり 村山　早紀／著 東京：PHP研究所 F ﾑﾗ

△が降る街 村崎　羯諦／著 東京：小学館 F ﾑﾗ

おネコさま御一行 群　ようこ／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾑﾚ

ぷくぷく 森沢　明夫／著 東京：小学館 F ﾓﾘ

階段ランナー 吉野　万理子／著 東京：徳間書店 F ﾖｼ

日本橋に生まれて 小林　信彦／著 東京：文藝春秋 E ｺﾊﾞ

とどのつまり人は食う 佐野　洋子／著 東京：河出書房新社 E ｻﾉ

100歳まで生きてどうするんですか? 末井　昭／著 東京：中央公論新社 E ｽｴ

その日まで 瀬戸内　寂聴／著 東京：講談社 E ｾﾄ

日本人の宿題 半藤　一利／著 東京：NHK出版 E ﾊﾝ

それを読むたび思い出す 三宅　香帆／著 東京：青土社 E ﾐﾔ

読んで、旅する。 伊集院　静／著 東京：小学館 915 ｲｼﾞ

目の見えない私が「真っ白な世界」で見つけたこと 浅井　純子／著 東京：KADOKAWA 916 ｱｻ

日本の奇談・珍談101 福井　栄一／著 東京：共栄書房 918 ﾌｸ

中国文学をつまみ食い 武田　雅哉／編著 京都：ミネルヴァ書房 920 ﾐﾈ

イスラーム精肉店 ソン　ホンギュ／著 東京：新泉社 929 ｿﾝ

青と緑 ヴァージニア・ウルフ／著 東京：亜紀書房 933 ｳﾙ

完璧な家族 リサ・ガードナー／著 東京：小学館 933 ｶﾞﾄﾞ

10の奇妙な話 ミック・ジャクソン／著 東京：東京創元社 933 ｼﾞﾔ

嘆きの探偵 バート・スパイサー／著 東京：論創社 933 ｽﾊﾟ

とうもろこし倉の幽霊 R.A.ラファティ／著 東京：早川書房 933 ﾗﾌ

本を書く アニー・ディラード／著 東京：田畑書店 934 ﾃﾞｲ

異常 エルヴェ・ル・テリエ／著 東京：早川書房 953 ﾙﾃ

大使閣下 エリコ・ヴェリッシモ／著 東京：文芸社 969 ｳﾞｴ

※「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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