
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

ディープラーニングを支える技術　2 岡野原　大輔／著 東京：技術評論社 007.1 
ホワイトハッカーの教科書 IPUSIRON／著 新潟：シーアンドアール研究所 007.6 
できるPowerPoint 2021 井上　香緒里／著 東京：インプレス 007.6 
世界一わかりやすいパソコン入門テキスト 川上　恭子／著 東京：技術評論社 007.6 
考える読書　第67回 全国学校図書館協議会／編 東京：毎日新聞出版 019.2 
図説本の歴史 樺山　紘一／編 東京：河出書房新社 020.2 
オッサンの壁 佐藤　千矢子／著 東京：講談社 070.2 

<哲学・思想・心理学・宗教>

不条理を乗り越える 小川　仁志／著 東京：平凡社 104 
日本人はどう死ぬべきか? 養老　孟司／著 東京：新潮社 114.2 
学問論 シェリング／著 東京：岩波書店 134.3 
後悔を活かす心理学 上市　秀雄／著 東京：中央公論新社 141.5 
誰にも嫌われずに同調圧力をサラリとかわす方法 大嶋　信頼／著 東京：祥伝社 146.8 
稲川怪談 稲川　淳二／著 東京：講談社 147 
あなたの強さは、あなたの弱さから生まれる 小澤　竹俊／著 東京：アスコム 159 
佐久間宣行のずるい仕事術 佐久間　宣行／著 東京：ダイヤモンド社 159.4 
世界を揺るがした聖遺物 杉崎　泰一郎／著 東京：河出書房新社 192 

<歴史・地理・伝記・紀行>

日本の合戦解剖図鑑 本郷　和人／監修 東京：エクスナレッジ 210.1 
鏡の古墳時代 下垣　仁志／著 東京：吉川弘文館 210.3 
女人政治の中世 田端　泰子／著 東京：吉川弘文館 210.4 
豊臣五奉行と家康 渡邊　大門／著 東京：柏書房 210.4 
江戸の組織人 山本　博文／著 東京：朝日新聞出版 210.5 
太平洋戦争運命の瞬間 神立　尚紀／著 東京：潮書房光人新社 210.7 
一冊でわかるブラジル史 関　眞興／著 東京：河出書房新社 262 
わたしたちが27歳だったころ with編集部／編集 東京：講談社 281 
沖縄のことを聞かせてください 宮沢　和史／著 東京：双葉社 281.9 
真似のできない女たち 山崎　まどか／著 東京：筑摩書房 285.3 
図説メディチ家の興亡 松本　典昭／著 東京：河出書房新社 288.3 
伊能忠敬の古地図を歩く　江戸東京編 河出書房新社編集部／編 東京：河出書房新社 291 

<政治・法律・経済・教育>

池上彰の世界の見方 東欧・旧ソ連の国々 池上　彰／著 東京：小学館 302.3 
日本の国会議員 濱本　真輔／著 東京：中央公論新社 314.1 
ウクライナ侵略戦争 『世界』編集部／編 東京：岩波書店 319.3 
法律を読む技術・学ぶ技術 吉田　利宏／著 東京：ダイヤモンド社 321 
あなたが変える裁判員制度 大城　聡／著 東京：同時代社 327.6 
紛争地のポートレート 白川　優子／著 東京：集英社クリエイティブ 329.3 
内部告発のケーススタディから読み解く組織の現実 奥山　俊宏／著 東京：朝日新聞出版 335.1 
こうして社員は、やる気を失っていく 松岡　保昌／著 東京：日本実業出版社 336.3 
育児介護休業・休業給付取得ガイドブック 上野　香織／著 東京：労働調査会 336.4 
これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール 梅田　泰宏／著 東京：フォレスト出版 345 
いじめをやめられない大人たち 木原　克直／著 東京：ポプラ社 361.4 
「障害」ある人の「きょうだい」としての私 藤木　和子／著 東京：岩波書店 369.2 
わが子に今日からできる!世界標準の英語の学び方 白川　寧々／著 東京：学陽書房 379.9 
女人禁制 鈴木　正崇／[著] 東京：講談社 387 
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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>

数学の世界 森　毅／著 東京：中央公論新社 410.4 
物理学の野望 冨島　佑允／著 東京：光文社 420.2 
神の方程式 ミチオ・カク／著 東京：NHK出版 429.6 
なぜ宇宙は存在するのか 野村　泰紀／著 東京：講談社 443.9 
気候変動と「日本人」20万年史 川幡　穂高／著 東京：岩波書店 451.8 
遺伝子とは何か? 中屋敷　均／著 東京：講談社 467.2 
あした出会える雑草の花100 高橋　修／著 東京：山と溪谷社 470 
クモの世界 浅間　茂／著 東京：中央公論新社 485.7 
タマムシハンドブック 福富　宏和／文 東京：文一総合出版 486.6 
人類冬眠計画 砂川　玄志郎／著 東京：岩波書店 492.5 
完全図解介護に必要な医療と薬の全知識 長尾　和宏／編著 東京：講談社 493.1 
甲状腺の病気といわれたら 西川　光重／編著 東京：NHK出版 493.4 
妊娠の新しい教科書 堤　治／著 東京：文藝春秋 495.4 
「目」のトリセツ 杉田　美由紀／監修 東京：主婦の友社 496 
最新医療費の仕組みと基本がよ〜くわかる本 伊藤　哲雄／編著 東京：秀和システム 498.1 
今日から減酒! 倉持　穣／著 東京：主婦の友社 498.3 

<技術・工学・建築・工業>

世界が驚く日本のすごい科学と技術 左巻　健男／編著 東京：笠間書院 502.1 
土木技術者になるには 三上　美絵／著 東京：ぺりかん社 510.9 
生きつづける民家 中村　琢巳／著 東京：吉川弘文館 521.8 
森と木と建築の日本史 海野　聡／著 東京：岩波書店 524.2 
日本建築を作った職人たち 浜島　一成／著 東京：吉川弘文館 525.5 
最新自動車業界の動向としくみがよ〜くわかる本 黒川　文子／著 東京：秀和システム 537 
60分でわかる!メタバース超入門 武井　勇樹／著 東京：技術評論社 547.4 
SNS炎上なんてしないと思っている人が読むべき本 宮下　由多加／著 東京：ジャムハウス 547.4 
魅惑のクラフトコーラ クラフトコーラ愛好会／編 東京：主婦の友社 588.4 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

貯金0円からはじめる一生お金に困らないための生活 ゆきこ／著 東京：KADOKAWA 591 
きれいに作れる帽子 赤峰　清香／著 東京：主婦と生活社 593.3 
胸鎖乳突筋をもめば、一瞬で顔が若返る 阿部　惠子／著 東京：高橋書店 595 
おうちでできる世界のおそうざい 荻野　恭子／著 東京：河出書房新社 596.2 
石原洋子の梅干し梅酒梅料理 石原　洋子／著 東京：主婦と生活社 596.3 
大豆ミートでキレイやせ 牛尾　理恵／料理 東京：主婦の友社 596.3 
手軽でおいしい!サバ缶レシピ 大瀬　由生子／著 東京：春陽堂書店 596.3 
今日のうどん 満留　邦子／著 東京：成美堂出版 596.3 
ハッと驚くお弁当づくり 小林　カツ代／著 東京：角川春樹事務所 596.4 
JELLY DESSERT 太田　さちか／著 東京：成美堂出版 596.6 
ホットサンド 堀田　貴之／著 東京：実業之日本社 596.6 
人生が変わる紙片づけ! 石阪　京子／著 東京：ダイヤモンド社 597.5 
オキシクリーン掃除・洗濯大事典 徳間書店／編 東京：徳間書店 597.9 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

ツツジの文化誌 リチャード・ミルン／著 東京：原書房 627.7 
宿根草で手間いらず一年中美しい小さな庭づくり 阿部　容子／監修 東京：西東社 629.7 
メダカ飼育読本 戸松　具視／監修 東京：笠倉出版社 666.9 
ジェフ・ベゾス ブラッド・ストーン／著 [東京]：日経BP 673.3 
コールセンターもしもし日記 吉川　徹／著 東京：三五館シンシャ 673.3 
「かなぁ?」から始まる未来 北村　甲介／著 東京：幻冬舎 673.7 
SNSマーケティングはじめの一歩 後藤　真理恵／著 東京：技術評論社 675 
船旅の文化誌 富田　昭次／著 東京：青弓社 683.5 
鉄道路線をくらべて楽しむ地図帳 寺本　光照／編著 東京：山川出版社 686.2 
怒鳴られ駅員のメンタル非常ボタン 綿貫　渉／著 東京：KADOKAWA 686.3 
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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>

西洋美術は「彫刻」抜きには語れない 堀越　啓／著 [東京]：翔泳社 712.3 
画聖雪舟の素顔 島尾　新／著 東京：朝日新聞出版 721.3 
写真はわからない 小林　紀晴／著 東京：光文社 740.4 
世界一わかりやすい動画制作の教科書 小島　真也／著 東京：技術評論社 746.7 
キッチンでできる草木染めレッスン帖 佐藤　麻陽／著 東京：ブティック社 753.8 
はじめての実用おりがみ 小林　一夫／監修 東京：朝日新聞出版 754.9 
楽器の科学 フランソワ・デュボワ／著 東京：講談社 763 
初心者のバンジョー基礎教本 坂本　健／編著 東京：自由現代社(発売) 763.5 
声優になるには 山本　健翔／著 東京：ぺりかん社 771.7 
映画を早送りで観る人たち 稲田　豊史／著 東京：光文社 778 
中堅手論 赤星　憲広／著 東京：ワニブックス 783.7 
プロが教える親子キャンプ読本 長谷部　雅一／著 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 786.3 
アントニオ猪木 瑞　佐富郎／著 東京：新潮社 788.2 
染めの花 前田　有紀／著 東京：誠文堂新光社 793 
将棋のひみつ 羽生　善治／監修 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 796 

<言　語>

それでも言語学 牧　秀樹／著 東京：開拓社 801.5 
一流の言いかえ 諏内　えみ／著 東京：光文社 809.2 
ことばの連想辞典 話題の達人倶楽部／編 東京：青春出版社 809.2 
てんまる 山口　謠司／著 東京：PHP研究所 811.7 
若者言葉の研究 堀尾　佳以／著 福岡：九州大学出版会 814.9 
カナヘイの小動物ゆるっと♡おぼえる韓国語単語 カナヘイ／イラスト 東京：Jリサーチ出版 829.1 
宮脇孝雄の実践翻訳ゼミナール 宮脇　孝雄／著 東京：アルク 837.5 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

いっきに書けるラジオドラマとテレビドラマ 森　治美／執筆 東京：言視舎 901.2 ﾓﾘ
100年後も読み継がれる児童文学の書き方 村山　早紀／著 [東京]：立東舎 909.3 ﾑﾗ
闇で味わう日本文学 中野　純／著 東京：笠間書院 910.2 ﾅｶ
すごい言い訳! 中川　越／著 東京：新潮社 910.2 ﾅｶ
厨に暮らす 宇多　喜代子／著 東京：NHK出版 911.3 ｳﾀﾞ
長田弘詩集 長田　弘／著 東京：角川春樹事務所 911.5 ｵｻ
谷川俊太郎詩集 谷川　俊太郎／著 東京：角川春樹事務所 911.5 ﾀﾆ
中島みゆき詩集 中島　みゆき／著 東京：角川春樹事務所 911.6 ﾅｶ
名探偵は誰だ 芦辺　拓／著 東京：光文社 F ｱｼ
ラブカは静かに弓を持つ 安壇　美緒／著 東京：集英社 F ｱﾀﾞ
金田一少年の事件簿 天樹　征丸／[著] 東京：講談社 F ｱﾏ
ルコネサンス 有吉　玉青／著 東京：集英社 F ｱﾘ
不屈の達磨 安生　正／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｱﾝ
六法推理 五十嵐　律人／著 東京：KADOKAWA F ｲｶﾞ
下町やぶさか診療所　[3] 池永　陽／著 東京：集英社 F ｲｹ
マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂　幸太郎／著 東京：幻冬舎 F ｲｻ
天下を買った女 伊東　潤／著 東京：KADOKAWA F ｲﾄ
布武の果て 上田　秀人／著 東京：集英社 F ｳｴ
夢伝い 宇佐美　まこと／著 東京：集英社 F ｳｻ
アロワナを愛した容疑者 大倉　崇裕／[著] 東京：講談社 F ｵｵ
台湾侵攻　3 大石　英司／著 東京：中央公論新社 F ｵｵ
さよならに反する現象 乙一／著 東京：KADOKAWA F ｵﾂ
潜入味見方同心　4 風野　真知雄／[著] 東京：講談社 F ｶｾﾞ
逆転のアリバイ 香納　諒一／著 東京：光文社 F ｶﾉ
ワカレ花 けんご／著 東京：双葉社 F ｹﾝ
爆弾 呉　勝浩／著 東京：講談社 F ｺﾞ
浅見家四重想 須美ちゃんは名探偵!? 内田康夫財団事務局／著 東京：光文社 F ｺｳ
一目惚れ 小杉　健治／著 東京：祥伝社 F ｺｽ
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<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

風に訊け 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
渚の螢火 坂上　泉／著 東京：双葉社 F ｻｶ
萩の餅 坂井　希久子／著 東京：角川春樹事務所 F ｻｶ
口福の祝い笹寿司 佐々木　禎子／著 東京：角川春樹事務所 F ｻｻ
黄泉の女 佐々木　裕一／[著] 東京：講談社 F ｻｻ
流転 笹本　稜平／著 東京：双葉社 F ｻｻ
青春とシリアルキラー 佐藤　友哉／著 東京：ホーム社 F ｻﾄ
狐祝言 芝村　凉也／著 東京：双葉社 F ｼﾊﾞ
情熱の砂を踏む女 下村　敦史／著 東京：徳間書店 F ｼﾓ
ハロー・グッドバイ 小路　幸也／著 東京：集英社 F ｼﾖ
夏が破れる 新庄　耕／著 東京：小学館 F ｼﾝ
競争の番人 新川　帆立／著 東京：講談社 F ｼﾝ
告ぐ雷鳥 知野　みさき／著 東京：光文社 F ﾁﾉ
脱北航路 月村　了衛／著 東京：幻冬舎 F ﾂｷ
二重らせんのスイッチ 辻堂　ゆめ／著 東京：祥伝社 F ﾂｼﾞ
小さき王たち　第1部 堂場　瞬一／著 東京：早川書房 F ﾄﾞｳ
ただいま、お酒は出せません! 長月　天音／著 東京：集英社 F ﾅｶﾞ
咲かせて三升の團十郎 仁志　耕一郎／著 東京：新潮社 F ﾆｼ
横浜大戦争　川崎・町田編 蜂須賀　敬明／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾁ
花散る里の病棟 帚木　蓬生／著 東京：新潮社 F ﾊﾊ
スクイッド荘の殺人 東川　篤哉／著 東京：光文社 F ﾋｶﾞ
マスカレード・ゲーム 東野　圭吾／著 東京：集英社 F ﾋｶﾞ
スタッフロール 深緑　野分／著 東京：文藝春秋 F ﾌｶ
ブラッディ・ファミリー 深町　秋生／著 東京：新潮社 F ﾌｶ
にごりの月に誘われ 本城　雅人／著 東京：東京創元社 F ﾎﾝ
北の詩人 松本　清張／[著] 東京：KADOKAWA F ﾏﾂ
公孫龍　巻2 宮城谷　昌光／著 東京：新潮社 F ﾐﾔ
百年厨房 村崎　なぎこ／著 東京：小学館 F ﾑﾗ
大塩平八郎 森　鷗外／作 東京：岩波書店 F ﾓﾘ
宗歩の角行 谷津　矢車／著 東京：光文社 F ﾔﾂ
琉球建国記 矢野　隆／著 東京：集英社 F ﾔﾉ
吸血蛾 横溝　正史／[著] 東京：KADOKAWA F ﾖｺ
恋せぬふたり 吉田　恵里香／著 東京：NHK出版 F ﾖｼ
海蝶　[2] 吉川　英梨／著 東京：講談社 F ﾖｼ
髪追い 輪渡　颯介／[著] 東京：講談社 F ﾜﾀ
空白小説 氏田　雄介／著 東京：ワニブックス F ﾜﾆ
大人への手順 伊集院　静／著 東京：文藝春秋 E ｲｼﾞ
人生百年の教養 亀山　郁夫／著 東京：講談社 E ｶﾒ
人間とマンボウ 北　杜夫／著 東京：中央公論新社 E ｷﾀ
優雅さとミステリー 銀色　夏生／[著] 東京：KADOKAWA E ｷﾞﾝ
今日を楽しく生きる 瀬戸内　寂聴／著 東京：祥伝社 E ｾﾄ
愉快なる地図 林　芙美子／著 東京：中央公論新社 915 ﾊﾔ
逃亡テレメトリー マーサ・ウェルズ／著 東京：東京創元社 933 ｳｴ
過ちの雨が止む アレン・エスケンス／著 東京：東京創元社 933 ｴｽ
シャギー・ベイン ダグラス・スチュアート／著 東京：早川書房 933 ｽﾁ
臨海楼綺譚 スティーヴンスン／著 東京：光文社 933 ｽﾃ
長い別れ レイモンド・チャンドラー／著 東京：東京創元社 933 ﾁﾔ
捜索者 タナ・フレンチ／著 東京：早川書房 933 ﾌﾚ
すべての月、すべての年 ルシア・ベルリン／著 東京：講談社 933 ﾍﾞﾙ
氷の城 タリアイ・ヴェーソス／著 東京：国書刊行会 949 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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