
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

図説江戸のカルチャー 教養書・実用書の世界 深光　富士男／著 東京：河出書房新社 022.3 

<哲学・思想・心理学・宗教>

ピンピン、ひらり。 鎌田　實／著 東京：小学館 159.7 
図解身近にあふれる「神社と神様」が3時間でわかる本 後藤　泰弘／著 東京：明日香出版社 172 

<歴史・地理・伝記・紀行>

戦争記念碑は物語る キース・ロウ／著 東京：白水社 209.7 
太平洋の試練 レイテから終戦まで　上 イアン・トール／著 東京：文藝春秋 210.7 
太平洋の試練 レイテから終戦まで　下 イアン・トール／著 東京：文藝春秋 210.7 
かわいい我には旅をさせよ ソロ旅のすすめ 坂田　ミギー／著 東京：産業編集センター 290.9 
裸の大地　第1部 角幡　唯介／著 東京：集英社 297.8 

<政治・法律・経済・教育>

プリズン・サークル 坂上　香／著 東京：岩波書店 326.5 
図解わかる倒産のすべて 増田　智彦／監修 東京：新星出版社 327.3 
財閥のマネジメント史 武藤　泰明／著 [東京]：日経BP日本経済新聞出版本部 335.5 
すごい雑談力 松橋　良紀／著 東京：秀和システム 361.4 
最新パワハラ防止法対策がよ〜くわかる本 池辺　健太／著 東京：秀和システム 366.3 
障害のある子が安心して暮らすために 渡部　伸／著 小金井：合同出版 369.2 
先生、どうか皆の前でほめないで下さい 金間　大介／著 東京：東洋経済新報社 371.4 

<自然科学・数学・生物学・医学>

屈辱の数学史 マット・パーカー／著 東京：山と溪谷社 410.4 
いきもの六法 中島　慶二／監修 東京：山と溪谷社 480.9 
動物たちのナビゲーションの謎を解く デイビッド・バリー／著 東京：インターシフト 481.7 
となりのハト 柴田　佳秀／著 東京：山と溪谷社 488.4 
地図とデータで見る健康の世界ハンドブック ジェラール・サレム／著 東京：原書房 498 
史上最高のストレッチ 野上　鉄夫／著 東京：新星出版社 498.3 
ずっと元気でいたければ60歳から食事を変えなさい 森　由香子／著 東京：青春出版社 498.5 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

89歳、ひとり暮らし。 大崎　博子／著 東京：宝島社 590.4 
デッドスペースDIY 石井　麻紀子／著 東京：誠文堂新光社 592.7 
斉藤謠子のまいにちを楽しむ服とバッグ 斉藤　謠子／著 東京：NHK出版 593.3 
大人のヘアスタイリングの教科書 GARDEN／著 東京：主婦の友社 595.4 
心とからだが元気になる鉄分レシピ 小田　真規子／著 東京：PHPエディターズ・グループ 596 
季節を味わう手仕事レシピ スズキ　エミ／著 東京：主婦の友社 596 
元気が出る野菜炒め 牛尾　理恵／著 東京：主婦と生活社 596.3 
12か月が楽しい!子どもの季節あそび HoiClue／編著 東京：朝日新聞出版 599 
生後すぐからできる赤ちゃんの筋トレあそび 川島　智世／著 東京：主婦と生活社 599.5 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

子どもと楽しむ雑草ブーケ&室内飾り へんみ　ゆかり／著 東京：いかだ社 627.9 
図説なつかしの遊園地・動物園 生田　誠／著 東京：河出書房新社 689.5 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>

鏑木清方 鶴見　香織／監修 東京：平凡社 721.9 
エドワード・ホッパー作品集 エドワード・ホッパー／[画] 東京：東京美術 723.5 
影老日記 杉本　博司／著 東京：新潮社 740.2 
天然染料と衣服 青木　正明／著 東京：日刊工業新聞社 753.8 
クラシックBOOK 飯尾　洋一／著 東京：三笠書房 760.8 

毎日ザレゴト ナジャ・グランディーバ／著 東京：大和書房 779.9 

長寿の体幹トレーニング 澤木　一貴／著 東京：大和書房 780.7 
おっさんの掟 谷口　真由美／著 東京：小学館 783.4 
広岡達朗人生の答え 藤平　信一／著 東京：ワニ・プラス 783.7 
発見!武蔵の極意 高岡　英夫／著 東京：さくら舎 789.3 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

彼女が知らない隣人たち あさの　あつこ／著 東京：KADOKAWA F ｱｻ

よろず占い処陰陽屋桜舞う 天野　頌子／[著] 東京：ポプラ社 F ｱﾏ

心心 石田　衣良／著 東京：KADOKAWA F ｲｼ

幸村を討て 今村　翔吾／著 東京：中央公論新社 F ｲﾏ

テウトの創薬 岩木　一麻／著 東京：KADOKAWA F ｲﾜ

大奥騒乱 上田　秀人／著 東京：徳間書店 F ｳｴ

渦中 上田　秀人／著 東京：集英社 F ｳｴ

獣たちの海 上田　早夕里／著 東京：早川書房 F ｳｴ

引力の欠落 上田　岳弘／著 東京：KADOKAWA F ｳｴ

紙鑑定士の事件ファイル　[2] 歌田　年／著 東京：宝島社 F ｳﾀ

百舌落とし　上 逢坂　剛／著 東京：集英社 F ｵｳ

百舌落とし　下 逢坂　剛／著 東京：集英社 F ｵｳ

時計屋探偵の冒険 大山　誠一郎／著 東京：実業之日本社 F ｵｵ

維新の終曲 岡田　秀文／著 東京：双葉社 F ｵｶ

珈琲店タレーランの事件簿　7 岡崎　琢磨／著 東京：宝島社 F ｵｶ

夏に祈りを 織守　きょうや／[著] 東京：東京創元社 F ｵﾘ

心霊探偵八雲Short Stories 神永　学／[著] 東京：KADOKAWA F ｶﾐ

呪いと殺しは飯のタネ 烏丸　尚奇／著 東京：宝島社 F ｶﾗ

チンギス紀　13 北方　謙三／著 東京：集英社 F ｷﾀ

午前0時の身代金 京橋　史織／著 東京：新潮社 F ｷﾖ

燕は戻ってこない 桐野　夏生／著 東京：集英社 F ｷﾘ

母子草の記憶 小杉　健治／著 東京：双葉社 F ｺｽ

無明 今野　敏／著 東京：幻冬舎 F ｺﾝ

独り立ち 佐伯　泰英／著 東京：光文社 F ｻｴ

噓つきは殺人鬼の始まり 佐藤　青南／著 東京：宝島社 F ｻﾄ

漆花ひとつ 澤田　瞳子／著 東京：講談社 F ｻﾜ

准教授・高槻彰良の推察　7 澤村　御影／[著] 東京：KADOKAWA F ｻﾜ

エンドロール 潮谷　験／著 東京：講談社 F ｼｵ

朱色の化身 塩田　武士／著 東京：講談社 F ｼｵ

たとえ世界を敵に回しても 志駕　晃／著 東京：KADOKAWA F ｼｶﾞ

パンとサーカス 島田　雅彦／著 東京：講談社 F ｼﾏ

油絵は謎をささやく 翔田　寛／著 東京：KADOKAWA F ｼﾖ

身代金の計 鈴木　英治／著 東京：双葉社 F ｽｽﾞ

夏の体温 瀬尾　まいこ／著 東京：双葉社 F ｾｵ
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<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

コスメの王様 高殿　円／著 東京：小学館 F ﾀｶ

博士の長靴 瀧羽　麻子／著 東京：ポプラ社 F ﾀｷ

白銀騎士団 田中　芳樹／著 東京：光文社 F ﾀﾅ

人でなしの櫻 遠田　潤子／著 東京：講談社 F ﾄｵ

護衛艦あおぎり艦長早乙女碧 時武　里帆／著 東京：新潮社 F ﾄｷ

試練 時武　里帆／著 東京：新潮社 F ﾄｷ

あたらしい朝 中島　久枝／著 東京：光文社 F ﾅｶ

人面島 中山　七里／著 東京：小学館 F ﾅｶ

弊社は買収されました! 額賀　澪／著 東京：実業之日本社 F ﾇｶ

月の王 馳　星周／著 東京：KADOKAWA F ﾊｾ

ハイドロサルファイト・コンク 花村　萬月／著 東京：集英社 F ﾊﾅ

八月の母 早見　和真／著 東京：KADOKAWA F ﾊﾔ

放浪大名水野勝成 早見　俊／著 東京：新潮社 F ﾊﾔ

そのマンション、終の住処でいいですか? 原田　ひ香／著 東京：新潮社 F ﾊﾗ

ファズイーター 深町　秋生／著 東京：幻冬舎 F ﾌｶ

菜の花の道 藤原　緋沙子／著 東京：KADOKAWA F ﾌｼﾞ

シェア 真梨　幸子／著 東京：光文社 F ﾏﾘ

ビブリア古書堂の事件手帖　[2]-3 三上　延／[著] 東京：KADOKAWA F ﾐｶ

アルツ村 南　杏子／著 東京：講談社 F ﾐﾅ

阿茶 村木　嵐／著 東京：幻冬舎 F ﾑﾗ

京都寺町三条のホームズ　0 望月　麻衣／著 東京：双葉社 F ﾓﾁ

刑事弁護人 薬丸　岳／著 東京：新潮社 F ﾔｸ

焰ノ地 結城　充考／著 東京：光文社 F ﾕｳ

水無月家の許嫁 友麻　碧／著 東京：講談社 F ﾕｳ

折れない言葉 五木　寛之／著 東京：毎日新聞出版 E ｲﾂ

月曜日は水玉の犬 恩田　陸／著 東京：筑摩書房 E ｵﾝ

遺す言葉 瀬戸内　寂聴／著 東京：祥伝社 E ｾﾄ

カムカムマリコ 林　真理子／著 東京：文藝春秋 E ﾊﾔ

ブランディングズ城のスカラベ騒動 P.G.ウッドハウス／著 東京：論創社 933 ｳﾂ

春 アリ・スミス／著 東京：新潮社 933 ｽﾐ

修道女フィデルマの采配 ピーター・トレメイン／著 東京：東京創元社 933 ﾄﾚ

メキシカン・ゴシック シルヴィア・モレノ=ガルシア／著 東京：早川書房 933 ﾓﾚ

エーリッヒ・ケストナー クラウス・コルドン／著 東京：偕成社 940 ｺﾙ

※「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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