
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
まちライブラリーのたまてばこ 砂生　絵里奈／編著 東京：郵研社 016.2 
大学1年生の読書論 和田　渡／著 京都：晃洋書房 019.2 
レインボーブックガイド 草谷　桂子／著 東京：子どもの未来社 019.5 
<自分>を知りたい君たちへ 養老　孟司／著 東京：毎日新聞出版 019.9 
ブックセラーの歴史 ジャン=イヴ・モリエ／著 東京：原書房 024 
日本の最終講義 鈴木　大拙／著 東京：KADOKAWA 041 
災害報道とリアリティ 近藤　誠司／著 吹田：関西大学出版部 070.1 

<哲学・思想・心理学・宗教>
「新しさ」の日本思想史 西田　知己／著 東京：筑摩書房 121 
よくわかる中国思想 湯浅　邦弘／編著 京都：ミネルヴァ書房 122 
ウィトゲンシュタイン『哲学探究』という戦い 野矢　茂樹／著 東京：岩波書店 134.9 
日本で一番わかりやすい九星方位気学の本 田口　二州／著 東京：PHP研究所 148.5 
半径3メートルの倫理 オギリマ　サホ／著 東京：産業編集センター 150.4 
ハマトンの知的生活 P.G.ハマトン／著 東京：三笠書房 159 
心を鍛える 堀江　貴文／著 東京：KADOKAWA 159 
ひろさちや仏教名作選　1 ひろ　さちや／著 東京：佼成出版社 180.4 

親鸞と道元 平岡　聡／著 東京：新潮社 188.7 

<歴史・地理・伝記・紀行>
図説世界の水中遺跡 木村　淳／編著 東京：グラフィック社 202.5 
知るほど不思議な平安時代　上・下 繁田　信一／著 東京：教育評論社 210.3 
ものがたり戦後史 富田　武／著 東京：筑摩書房 210.7 
インダス文明 上杉　彰紀／著 東京：雄山閣 225 
一冊でわかるギリシャ史 長谷川　岳男／監修 東京：河出書房新社 239.5 
ソーニャ、ゾルゲが愛した工作員 ベン・マッキンタイアー／著 東京：中央公論新社 289 ｳﾞｴ
難民に希望の光を 真の国際人緒方貞子の生き方 中村　恵／著 東京：平凡社 289 ｵｶﾞ

拝啓、おふくろ 道上　洋三／著 東京：光文社 289 ﾄﾞｳ

源為朝伝説 藤井　勝彦／著 東京：天夢人 289 ﾐﾅ
クルマでふらりと道の駅 浅井　佑一／著 東京：雷鳥社 291 
台湾客家スケッチブック 小池　アミイゴ／絵と文 東京：KADOKAWA 292.2 
日本人とエベレスト 山と溪谷社／編 東京：山と溪谷社 292.5 

<政治・法律・経済・教育>
地図とデータで見る国境問題の世界ハンドブック ユゴー・ビヤール／著 東京：原書房 312.9 
自分で始めた人たち 宇野　重規／著 東京：大和書房 318 
国際平和協力 山下　光／著 大阪：創元社 329.5 
難民鎖国ニッポン 志葉　玲／著 京都：かもがわ出版 329.9 
図解NPO法人の設立と運営のしかた 宮入　賢一郎／著 東京：日本実業出版社 335.8 
小さな会社がWEB採用で成功する方法 馬醫　光明／著 東京：みらいパブリッシング 336.4 
全国水平社1922-1942 朝治　武／著 東京：筑摩書房 361.8 
50代、家のことで困ってます。 長谷川　高／著 東京：WAVE出版 365.3 
現代日本の若者はいかに「恋愛」しているのか 大森　美佐／著 京都：晃洋書房 367.9 
鼎談なぜ子どもたちは生きづらいのか 天童　荒太／著 東京：金剛出版 371.4 
ろう者と聴者の懸け橋に 鈴木　隆子／著 東京：大月書店 378.2 
子どもから話したくなる「かぞくかいぎ」の秘密 玉居子　泰子／著 東京：白夜書房 379.9 

ビジネスエリートの必須教養「世界の民族」超入門 山中　俊之／著 東京：ダイヤモンド社 382 

<洗う>文化史 国立歴史民俗博物館／編 東京：吉川弘文館 383.6 
大正ガールズコレクション 石川　桂子／編著 東京：河出書房新社 384.6 
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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>
偉人たちの挑戦　1 東京電機大学／編 東京：東京電機大学出版局 402.8 
科学法則大全 ブライアン・クレッグ／文 京都：化学同人 404 
ニュースの数字をどう読むか トム・チヴァース／著 東京：筑摩書房 417 
世界を変えた12の時計 デイヴィッド・ルーニー／著 東京：河出書房新社 449.1 
絶景の成り立ちを学ぶ 山口　耕生／監修 東京：世界文化社 450.9 
飛ばないトカゲ 小林　洋美／著 東京：東京大学出版会 460.4 
酵母 文明を発酵させる菌の話 ニコラス・マネー／著 東京：草思社 465.8 
歴史を進めた植物の姿 河野　智謙／著 東京：グラフィック社 470.2 
アフリカに咲く熱帯の花、笑顔の花 島岡　由美子／著 京都：かもがわ出版 472.4 
先生、モモンガがお尻でフクロウを脅しています? 小林　朋道／著 東京：築地書館 481.7 

にっぽんツバメ紀行 宮本　桂／写真 東京：カンゼン 488.9 

口トレ・脚トレで“若返り”! 飯島　勝矢／監修 東京：NHK出版 493.1 
フサフサ大作戦! 久田　篤／著 東京：自由国民社 494.8 
テック・ストレスから身を守る方法 エリック・ペパー／著 東京：青春出版社 498.3 
はたらく女性のためのボディワーク 原田　奈名子／著 東京：農山漁村文化協会 498.3 
日本食品成分表　2022 医歯薬出版／編 東京：医歯薬出版 498.5 

<技術・工学・建築・工業>
配線で読み解く鉄道の魅力 川島　令三／著 東京：天夢人 516.1 
図解でわかる14歳から知るごみゼロ社会 インフォビジュアル研究所／著 東京：太田出版 518.5 
絶滅危惧種はそこにいる 久保田　潤一／[著] 東京：KADOKAWA 519.8 

中世ヨーロッパ城郭・築城歴史百科 チャールズ・フィリップス／著 東京：原書房 523.3 

原発事故最悪のシナリオ 石原　大史／著 東京：NHK出版 543.5 
Googleドライブ&OneDrive & Dropbox基本&便利技 リンクアップ／著 東京：技術評論社 547.4 
トコトンやさしいサービスロボットの本 清水　祐一郎／著 東京：日刊工業新聞社 548.3 
鍛冶屋 炎の仕事人 田中　康弘／著 東京：山と溪谷社 581.7 
ソーダと炭酸水の歴史 ジュディス・レヴィン／著 東京：原書房 588.4 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
飾らない。 坂井　より子／著 東京：家の光協会 590.4 
オトナのビーズ刺繡ブローチSelect MON PARURE／著 東京：主婦と生活社 594.2 
おいしい子育て 平野　レミ／著 東京：ポプラ社 596 
ロジカル電子レンジ調理 前田　量子／著 東京：主婦の友社 596 
料理がおいしくなる美しい盛りつけのアイディア まちやま　ちほ／著 東京：朝日新聞出版 596 
「パスタ世界一」がかなえる至福の家イタリアン 弓削　啓太／著 東京：主婦の友社 596.2 
おうちで作る大麦粉料理 大麦粉普及プロジェクト／著 東京：小学館 596.3 

納豆がもっと好きになる#感動の納豆レシピ 夏見　奈央子／著 東京：パイインターナショナル 596.3 

藤井恵の「からだが整う」おかゆ 藤井　恵／著 東京：文化学園文化出版局 596.3 
日本一バズる農家の健康ブロッコリーレシピ 安井ファーム／著 東京：KADOKAWA 596.3 
食材2つで大満足弁当 市瀬　悦子／著 東京：主婦の友社 596.4 
冷凍つくりおきで毎日すぐでき弁当 平岡　淳子／著 東京：家の光協会 596.4 
忙しママのための炊飯器こどもごはん meeeroom／著 東京：KADOKAWA 599.3 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
新しい地域をつくる 小田切　徳美／編 東京：岩波書店 611.1 
驚くほどよく育つ野菜づくりの裏ワザ決定版 木嶋　利男／著 東京：家の光協会 626.9 
ポピーの文化誌 アンドリュー・ラック／著 東京：原書房 627.4 
新しい和の庭づくり 庭連／監修 東京：成美堂出版 629.7 
「困った行動」がなくなる犬のこころの処方箋 村田　香織／著 東京：青春出版社 645.6 
ノーコスト林業のすすめ 荻　大陸／著 東京：日本林業調査会 650.4 

図説中世ヨーロッパの商人 菊池　雄太／編著 東京：河出書房新社 672.3 

七十歳ババァ、起業する? 近　恵子／著 東京：内外出版社 673.7 

日本のもじ鉄 石川　祐基／著 東京：三才ブックス 686.5 
「無理しない」観光 福井　一喜／著 京都：ミネルヴァ書房 689 
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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>
日本美術の核心 矢島　新／著 東京：筑摩書房 702.1 
狩野探幽・山雪 山下　善也／著 京都：ミネルヴァ書房 721.4 
愛のぬけがら エドヴァルド・ムンク／著 東京：幻冬舎 723.3 
自分時間を楽しむ花の細密画 藤井　紀子／著 東京：日貿出版社 724.4 
新しい教養としてのポップカルチャー 内藤　理恵子／著 東京：日本実業出版社 726.1 
ターシャ・テューダーのイラスト図鑑 ターシャ・テューダー／著 東京：KADOKAWA 726.5 
世界を魅了する美しい宝石図鑑 ジュディス・クロエ／著 大阪：創元社 755.3 
日本刀が見た日本史 「刀剣ファン」編集部／著 東京：天夢人 756.6 

古いぬいぐるみのはなし 田村　ふみ湖／著 東京：産業編集センター 759 

今すぐ使えるかんたんGarageBand 伊藤　朝輝／著 東京：技術評論社 763.9 
日本バッティングセンター考 カルロス矢吹／著 東京：双葉社 783.7 
スポーツ自転車でいまこそ走ろう! 山本　修二／著 東京：技術評論社 786.5 

忍者学研究 山田　雄司／編 東京：中央公論新社 789.8 

攻めすぎは禍を招く 金　萬樹／著 東京：東京創元社 795 
終盤戦を制する次の一手 羽生　善治／監修 東京：日本将棋連盟 796 

<言　語>
悪い言語哲学入門 和泉　悠／著 東京：筑摩書房 801 

伝わる仕組み 藤井　貴彦／著 東京：新潮社 809.2 

聞き出す力 近藤　勝重／著 東京：幻冬舎 809.5 
口にするほどきらめくときめく美しい言葉 高橋　こうじ／著 東京：三笠書房 810.4 
超図解レポート・論文術 石井　一成／監修 東京：日本文芸社 816.5 
これからはじめる韓国語入門 趙　義成／著 東京：NHK出版 829.1 
英語の新常識 杉田　敏／著 東京：集英社インターナショナル 830.4 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
『その他の外国文学』の翻訳者 白水社編集部／編 東京：白水社 904 ﾊｸ
幻想と怪奇　9 牧原　勝志／企画・編集 東京：新紀元社 908.3 ｼﾝ
時代を拓く芥川龍之介 関口　安義／著 東京：新日本出版社 910.2 ｾｷ
ふたつの波紋 伊藤　比呂美／著 東京：文藝春秋 910.4 ｲﾄ
恋の短歌コレクション1000 日本短歌総研／編著 東京：飯塚書店 911.1 ｲｲ
消えた歌の風景　PART1 内館　牧子／著 東京：清流出版 911.5 ｳﾁ
いちばんやさしい作詞入門 中村　隆道／著 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 911.6 ﾅｶ
青い雪 麻加　朋／著 東京：光文社 F ｱｻ
ななみの海 朝比奈　あすか／著 東京：双葉社 F ｱｻ
陽だまりに至る病 天祢　涼／著 東京：文藝春秋 F ｱﾏ
和らぎの国 小説・推古天皇 天津　佳之／著 [東京]：日経BP日本経済新聞出版本部 F ｱﾏ
砂嵐に星屑 一穂　ミチ／著 東京：幻冬舎 F ｲﾁ
チェレンコフの眠り 一條　次郎／著 東京：新潮社 F ｲﾁ
ピンク色なんかこわくない 伊藤　朱里／著 東京：新潮社 F ｲﾄ
イクサガミ　天 今村　翔吾／[著] 東京：講談社 F ｲﾏ
オオルリ流星群 伊与原　新／著 東京：KADOKAWA F ｲﾖ
名探偵・浅見光彦全短編 内田　康夫／著 東京：光文社 F ｳﾁ
ブラック・ムーン 逢坂　剛／著 東京：中央公論新社 F ｵｳ
クラウドの城 大谷　睦／著 東京：光文社 F ｵｵ
台湾侵攻　2 大石　英司／著 東京：中央公論新社 F ｵｵ
いえ 小野寺　史宜／著 東京：祥伝社 F ｵﾉ
奏鳴曲 海堂　尊／著 東京：文藝春秋 F ｶｲ
タラント 角田　光代／著 東京：中央公論新社 F ｶｸ

信長、鉄砲で君臨する 門井　慶喜／著 東京：祥伝社 F ｶﾄﾞ

シャルロットのアルバイト 近藤　史恵／著 東京：光文社 F ｺﾝ

光る海 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
楽園ジューシー 坂木　司／著 東京：KADOKAWA F ｻｶ
花咲小路二丁目の寫眞館 小路　幸也／著 東京：ポプラ社 F ｼﾖ
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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)>
看守の信念 城山　真一／著 東京：宝島社 F ｼﾛ
はじめての 島本　理生／著 [東京]：水鈴社 F ｽｲ
人生の決算書 曽野　綾子／著 東京：文藝春秋 F ｿﾉ
あきない世傳金と銀　12 高田　郁／著 東京：角川春樹事務所 F ﾀｶ
致死量の友だち 田辺　青蛙／著 東京：二見書房 F ﾀﾅ
正義の段階 田村　和大／著 東京：双葉社 F ﾀﾑ
レジェンドアニメ! 辻村　深月／著 東京：マガジンハウス F ﾂｼﾞ
タイムマシンに乗れないぼくたち 寺地　はるな／著 東京：文藝春秋 F ﾃﾗ
0 堂場　瞬一／著 東京：河出書房新社 F ﾄﾞｳ
恋する検事はわきまえない 直島　翔／著 東京：小学館 F ﾅｵ
それぞれの風の物語 中場　利一／著 東京：光文社 F ﾅｶ
アキレウスの背中 長浦　京／著 東京：文藝春秋 F ﾅｶﾞ
コーリング・ユー 永原　皓／著 東京：集英社 F ﾅｶﾞ
鬼人幻燈抄　[9] 中西　モトオ／著 東京：双葉社 F ﾅｶ
十津川警部殺意は列車とともに 西村　京太郎／[著] 東京：徳間書店 F ﾆｼ
恋愛の発酵と腐敗について 錦見　映理子／著 東京：小学館 F ﾆｼ
明治伏魔殿 野口　武彦／著 東京：講談社 F ﾉｸﾞ
奇跡 林　真理子／著 東京：講談社 F ﾊﾔ
天国からの宅配便 柊　サナカ／著 東京：双葉社 F ﾋｲ
54字の物語∞ 氏田　雄介／編著 東京：PHP研究所 F ﾋﾟｴ
繭の季節が始まる 福田　和代／著 東京：光文社 F ﾌｸ
その午後、巨匠たちは、 藤原　無雨／著 東京：河出書房新社 F ﾌｼﾞ
空にピース 藤岡　陽子／著 東京：幻冬舎 F ﾌｼﾞ
ニコデモ 藤谷　治／著 東京：小学館 F ﾌｼﾞ
ヒノマル 古市　憲寿／著 東京：文藝春秋 F ﾌﾙ
ヒカリ文集 松浦　理英子／著 東京：講談社 F ﾏﾂ
彼女の背中を押したのは 宮西　真冬／著 東京：KADOKAWA F ﾐﾔ
わが家は祇園の拝み屋さん　15 望月　麻衣／[著] 東京：KADOKAWA F ﾓﾁ
ないものねだるな 阿川　佐和子／著 東京：中央公論新社 E ｱｶﾞ
背進の思想 五木　寛之／著 東京：新潮社 E ｲﾂ
6Bの鉛筆で書く 五味　太郎／著 東京：ブロンズ新社 E ｺﾞﾐ
うまれることば、しぬことば 酒井　順子／著 東京：集英社 E ｻｶ
きれいになりたい気がしてきた ジェーン・スー／著 東京：光文社 E ｼﾞｴ
これは、アレだな 高橋　源一郎／著 東京：毎日新聞出版 E ﾀｶ
犬棒日記　続 乃南　アサ／著 東京：双葉社 E ﾉﾅ 
連れ連れに文学を語る 古井　由吉／ほか著 東京：草思社 E ﾌﾙ
人生の旅をゆく　4 吉本　ばなな／著 東京：NHK出版 E ﾖｼ
工学部ヒラノ教授と最後の学生たち 今野　浩／著 東京：青土社 916 ｺﾝ
はなちゃんのみそ汁　青春篇 安武　信吾／著 東京：文藝春秋 916 ﾌﾞﾝ
ラスト・ワルツ 井波　律子／著 東京：岩波書店 920 ｲﾅ
君の心に刻んだ名前 湛　藍／著 東京：幻冬舎 923 ﾀﾝ
シャーロック・ホームズの建築 北原　尚彦／文 東京：エクスナレッジ 930 ｷﾀ
アディ・ラルーの誰も知らない人生　上 V.E.シュワブ／著 東京：早川書房 933 ｼﾕ

アディ・ラルーの誰も知らない人生　下 V.E.シュワブ／著 東京：早川書房 933 ｼﾕ

名探偵と海の悪魔 スチュアート・タートン／著 東京：文藝春秋 933 ﾀﾄ

あのこは美人 フランシス・チャ／著 東京：早川書房 933 ﾁﾔ

『ニューヨーク・タイムズ』のドナルド・キーン ドナルド・キーン／著 東京：中央公論新社 934 ｷﾝ

対テロ工作員になった私 トレイシー・ワルダー／著 東京：原書房 936 ﾜﾙ

読書セラピスト ファビオ・スタッシ／著 東京：東京創元社 973 ｽﾀ

夜ふけに読みたいはじまりのイソップ物語 イソップ／[著] 東京：平凡社 991 ｲｿ

※「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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