
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

ゆっくり学ぶ 岸見　一郎／著 東京：集英社クリエイティブ 002 
先輩、研究ってどうやるんですか 研究ステップ編集委員会／著 京都：京都大学学術出版会 002.7 
インターネットで文献探索　2022年版 伊藤　民雄／著 東京：日本図書館協会 007.5 
世界でいちばん簡単なExcel VBAのe本 道用　大介／著 東京：秀和システム 007.6 
本が語ること、語らせること 青木　海青子／著 つくば：夕書房 016.2 
9割の人が信じ込んでいる覚え違い大全 博学こだわり倶楽部／編 東京：河出書房新社 049 
朝日新聞政治部 鮫島　浩／著 東京：講談社 070.6 

<哲学・思想・心理学・宗教>

詩と哲学のあいだ 三好　由紀彦／著 京都：晃洋書房 104 
成功は時間が10割 百田　尚樹／著 東京：新潮社 112 
だからフェイクにだまされる 石川　幹人／著 東京：筑摩書房 140 
科学は「ツキ」を証明できるか ベン・コーエン／著 東京：白揚社 140.4 
西洋倫理思想の考え方 池松　辰男／著 東京：山川出版社 150.2 
日本的「勤勉」のワナ 柴田　昌治／著 東京：朝日新聞出版 159.4 
地図でスッと頭に入る世界の三大宗教 保坂　俊司／監修 東京：昭文社 165 
教養としての神道 島薗　進／著 東京：東洋経済新報社 170 
インディオの聖像 立花　隆／文 東京：文藝春秋 198.2 

<歴史・地理・伝記・紀行>

進化を超える進化 ガイア・ヴィンス／著 東京：文藝春秋 204 
文化財が語る日本の歴史 會田　康範／編 東京：雄山閣 210 
ここまで解けた縄文・弥生という時代 山岸　良二／著 東京：河出書房新社 210.2 
大奥を創った女たち 福田　千鶴／著 東京：吉川弘文館 210.5 
海の東南アジア史 弘末　雅士／著 東京：筑摩書房 223 
ルネサンス情報革命の時代 桑木野　幸司／著 東京：筑摩書房 230.5 
生きるみちしるべ 文化出版局／編 東京：文化学園文化出版局 281 
ひげの殿下日記 寛仁親王／著 東京：小学館 288.4 
史伝北条政子 山本　みなみ／著 東京：NHK出版 289 ﾎｳ
村雨辰剛と申します。 村雨　辰剛／著 東京：新潮社 289 ﾑﾗ
北海道廃線紀行 芦原　伸／著 東京：筑摩書房 291.1 
国境で読み解くヨーロッパ 加賀美　雅弘／著 東京：朝倉書店 293 

<政治・法律・経済・教育>

職業としての官僚 嶋田　博子／著 東京：岩波書店 317.3 
自治会・町内会負担軽減&IT活用事例ブック 水津　陽子／著 東京：実業之日本社 318.8 
法律トラブルを解決するならこの1冊 國部　徹／監修 東京：自由国民社 320 
経済指標読み方がわかる事典 森永　康平／著 東京：日本実業出版社 331.1 
歴史人口学で見た日本 速水　融／著 東京：文藝春秋 334.3 
Microsoft Teamsプロ技BESTセレクション リンクアップ／著 東京：技術評論社 336.5 
相続専門の税理士、父の相続を担当する 清田　幸弘／著 東京：あさ出版 345.5 
ほんとうの多様性についての話をしよう サンドラ・ヘフェリン／著 東京：旬報社 361.8 
地域でできる自殺予防 高橋　聡美／著 東京：日本医学出版 368.3 
ボランティア活動の責任 溝手　康史／著 東京：共栄書房 369.7 
子どものための居場所論 阿比留　久美／著 京都：かもがわ出版 370.4 
定年後にもう一度大学生になる 瀧本　哲哉／著 東京：ダイヤモンド社 377.9 
日本水引 長浦　ちえ／著 東京：誠文堂新光社 385.9 
日米地位協定の現場を行く 山本　章子／著 東京：岩波書店 395.3 

〒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>

桝太一が聞く科学の伝え方 桝　太一／著 東京：東京化学同人 407 
ジュニア数学オリンピック　2017-2022 数学オリンピック財団／編 千葉：亀書房 410 
知られざる温泉の秘密 齋藤　勝裕／著 新潟：シーアンドアール研究所 453.9 
ヒトはなぜ死ぬ運命にあるのか 更科　功／著 東京：新潮社 461.1 
変形菌 川上　新一／解説 東京：山と溪谷社 473.3 
ウソをつく生きものたち 森　由民／著 東京：緑書房 481.7 
ダマして生きのびる虫の擬態 海野　和男／写真と文 東京：草思社 486.1 
寝ても覚めてもアザラシ救助隊 岡崎　雅子／著 東京：実業之日本社 489.5 
逝きかた上手 石蔵　文信／著 東京：幻冬舎 490.1 
皮膚、人間のすべてを語る モンティ・ライマン／[著] 東京：みすず書房 491.3 
民間療法は本当に「効く」のか 大野　智／著 京都：化学同人 492.7 
変異ウイルスとの闘い 黒木　登志夫／著 東京：中央公論新社 493.8 
大丈夫だよ 高尾　美穂／著 東京：講談社 495 
医療エラーはなぜ起きるのか ダニエル・オーフリ／[著] 東京：みすず書房 498.1 
うつの人のリワークガイド 五十嵐　良雄／著 東京：法研 498.8 
薬学博士が教える手づくり野草茶レシピ 中山　智津子／著 東京：山と溪谷社 499.8 

<技術・工学・建築・工業>

土砂留め奉行 水本　邦彦／著 東京：吉川弘文館 517.5 
シティ・カスタマイズ自分仕様に「まち」を変えよう 饗庭　伸／編著 東京：晶文社 518.8 
様式とかたちから建築を考える 五十嵐　太郎／著 東京：平凡社 523 
好きな間取りが絶対見つかる図鑑 園内　せな／著 東京：エクスナレッジ 527.1 
よくわかる最新バイクの基本と仕組み 青木　タカオ／著 東京：秀和システム 537.9 
ネットワークのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる本 中尾　真二／著 東京：技術評論社 547.4 
メタバースがよくわかる本 松村　雄太／著 東京：秀和システム 547.4 
元素のふるさと図鑑 西山　孝／著 京都：化学同人 560 
ラム酒は楽しい! ミカエル・ギド／著 東京：パイインターナショナル 588.5 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

自分を休ませる家事 満月／著 東京：KADOKAWA 590 
家庭用ミシンで作る家族みんなのじんべい&ゆかた クライ・ムキ／著 東京：ブティック社 593.1 
新幹線と特急の刺しゅう ささき　みえこ／著 東京：誠文堂新光社 594.2 
てづくり推しぬいBOOK 平栗　あずさ／著 東京：グラフィック社 594.9 
男の肌活 現役世代の新ルーティーン 橋本　加代子／著 東京：ライフサイエンス出版 595.5 
毎日おいしいびん詰め サルボ恭子／著 東京：文化学園文化出版局 596 
志麻さんのサクッと作れる極上おつまみ タサン志麻／著 東京：マガジンハウス 596 
JA全農広報部さんにきいた世界一おいしい野菜の食べ方 JA全農広報部／監修 東京：KADOKAWA 596.3 
はじめてのドライフード CAMMOC／著 東京：山と溪谷社 596.3 
いちじくのお菓子づくり 今井　ようこ／著 東京：誠文堂新光社 596.6 
台所図鑑 大木奈　ハル子／著 東京：大和書房 596.9 
だから、50歳から片づける 阿部　静子／著 東京：CCCメディアハウス 597.5 
一緒に生きる 東　直子／著 東京：福音館書店 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

万博100の物語 久島　伸昭／著 東京：ヨシモトブックス 606.9 
子育て世代のための快適移住マニュアル 金丸　知弘／著 東京：誠文堂新光社 611.9 
土を育てる ゲイブ・ブラウン／著 東京：NHK出版 613.5 
ゼラニウムの文化誌 カシア・ボディ／著 東京：原書房 627.5 
カワウソをよく知るための本 コツメカワウソ研究会／編著 東京：グラフィック社 645.9 
海に生きた百姓たち 渡辺　尚志／著 東京：草思社 662.1 
滅びない商店街のつくりかた 梯　輝元／著 京都：学芸出版社 672.1 
「持たない時代」のマーケティング 高橋　広行／編著 東京：同文舘出版 675 
世界鉄道文化史 小島　英俊／[著] 東京：講談社 686.2 
変化する宿泊ビジネス 石崎　祥之／編著 京都：文理閣 689.8 
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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>

悪魔絵の物語 アリックス・パレ／著 東京：グラフィック社 702 
ミュージアムの教科書 暮沢　剛巳／著 東京：青弓社 706.9 
フェルメールとオランダ黄金時代 中野　京子／著 東京：文藝春秋 723.3 
そこが知りたい現代水墨画　基本編 根岸　嘉一郎／著 東京：日貿出版社 724.1 
東大×マンガ 東大カルペ・ディエム／著 東京：内外出版社 726.1 
永遠のデザインとことば ディック・ブルーナ／[著] 東京：KADOKAWA 726.6 
幻想店舗録 清水　大輔／著 東京：パイインターナショナル 748 
世界を旅するポップアップカード 月本　せいじ／[著] 東京：ブティック社 754.9 
演奏家が語る音楽の哲学 大嶋　義実／著 東京：講談社 760.4 
東宝空想特撮映画1954-1984轟く 小林　淳／著 東京：アルファベータブックス 778.2 
スポーツ毒親 島沢　優子／著 東京：文藝春秋 780.7 
子どもを壊す部活トレ 中野　ジェームズ修一／著 東京：中央公論新社 780.7 
ハードル 谷川　聡／著 東京：ベースボール・マガジン社 782.3 
今日もお稽古日和 はな／著 京都：淡交社 791 
囲碁はじめての布石入門 村川　大介／監修 東京：成美堂出版 795 

<言　語>

フリースタイル言語学 川原　繁人／著 東京：大和書房 804 
日本一短い手紙「こころ」 丸岡文化財団／編集 [東京]：中央経済社 816.8 
夏季老師の中国語用の口を手に入れる発音教室 原田　夏季／著 東京：三修社 821.1 
推したい私の韓国語 イ　ダヒ／著 東京：ワニブックス 829.1 
「英語を話せる人」と「挫折する人」の習慣 西　真理子／著 東京：明日香出版社 830.7 
新・スペイン人が日本人によく聞く100の質問 瓜谷　望／著 東京：三修社 867.8 
これからはじめるイタリア語入門 花本　知子／著 東京：NHK出版 870 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

小説の読み方 平野　啓一郎／著 東京：PHP研究所 901.3 ﾋﾗ
やりなおし世界文学 津村　記久子／著 東京：新潮社 904 ﾂﾑ
鷗外追想 宗像　和重／編 東京：岩波書店 910.2 ｲﾜ
私解説 瀬戸内　寂聴／著 東京：新潮社 910.2 ｾﾄ
魔法の文芸 江畑　哲男／著 東京：飯塚書店 911.4 ｴﾊﾞ
シルバー川柳　丘を越えて編 みやぎシルバーネット／編 東京：河出書房新社 911.4 ｶﾜ
金子みすゞ詩集 金子　みすゞ／著 東京：角川春樹事務所 911.5 ｶﾈ
萩原朔太郎詩集 萩原　朔太郎／著 東京：角川春樹事務所 911.5 ﾊｷﾞ
吉野弘詩集 吉野　弘／著 東京：角川春樹事務所 911.5 ﾖｼ
たそがれの侵入者 赤川　次郎／著 東京：双葉社 F ｱｶ
俺ではない炎上 浅倉　秋成／著 東京：双葉社 F ｱｻ
沈みかけの船より、愛をこめて 乙一／著 東京：朝日新聞出版 F ｱｻ
贋物霊媒師 阿泉　来堂／著 東京：PHP研究所 F ｱｽﾞ
まっとうな人生 絲山　秋子／著 東京：河出書房新社 F ｲﾄ
駆ける　2 稲田　幸久／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｲﾅ
くるまの娘 宇佐見　りん／著 東京：河出書房新社 F ｳｻ
南蛮の絆 大村　友貴美／著 東京：双葉社 F ｵｵ
夏鳥たちのとまり木 奥田　亜希子／著 東京：双葉社 F ｵｸ
広重ぶるう 梶　よう子／著 東京：新潮社 F ｶｼﾞ
弥勒の手 風野　真知雄／著 東京：双葉社 F ｶｾﾞ
孤剣の涯て 木下　昌輝／著 東京：文藝春秋 F ｷﾉ
氷の致死量 櫛木　理宇／著 東京：早川書房 F ｸｼ
石礫 今野　敏／著 東京：光文社 F ｺﾝ
よろずを引くもの 西條　奈加／著 東京：東京創元社 F ｻｲ
朱に交われば 坂井　希久子／著 東京：文藝春秋 F ｻｶ
死してなお 坂岡　真／著 東京：双葉社 F ｻｶ
孤蝶の城 桜木　紫乃／著 東京：新潮社 F ｻｸ
さよならの向う側 清水　晴木／著 東京：マイクロマガジン社 F ｼﾐ
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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)>

任俠ショコラティエ 新堂　冬樹／著 東京：双葉社 F ｼﾝ
エクアドール 滝沢　志郎／著 東京：双葉社 F ﾀｷ
AI法廷のハッカー弁護士 竹田　人造／著 東京：早川書房 F ﾀｹ
待宵の芒舟 千野　隆司／著 東京：双葉社 F ﾁﾉ
隠し女小春 辻原　登／著 東京：文藝春秋 F ﾂｼﾞ
馬鹿みたいな話! 辻　真先／著 東京：東京創元社 F ﾂｼﾞ
化物園 恒川　光太郎／著 東京：中央公論新社 F ﾂﾈ
観覧車は謎を乗せて 朝永　理人／著 東京：宝島社 F ﾄﾓ
棘の家 中山　七里／著 東京：KADOKAWA F ﾅｶ
属国の銃弾 永瀬　隼介／著 東京：文藝春秋 F ﾅｶﾞ
イーヴィル・デッド 七尾　与史／著 東京：実業之日本社 F ﾅﾅ
京都感情案内　上・下 西村　京太郎／著 東京：中央公論新社 F ﾆｼ
春だから 野口　卓／著 東京：集英社 F ﾉｸﾞ
パパイヤ・ママイヤ 乗代　雄介／著 東京：小学館 F ﾉﾘ
貸し物屋お庸謎解き帖 平谷　美樹／著 東京：大和書房 F ﾋﾗ
焰 星野　智幸／著 東京：新潮社 F ﾎｼ
宙ごはん 町田　そのこ／著 東京：小学館 F ﾏﾁ
JK 松岡　圭祐／[著] 東京：KADOKAWA F ﾏﾂ
ウェルカム・ホーム! 丸山　正樹／著 東京：幻冬舎 F ﾏﾙ
夢をかなえるゾウ　0 水野　敬也／著 東京：文響社 F ﾐｽﾞ
青薔薇アンティークの小公女 道草　家守／[著] 東京：KADOKAWA F ﾐﾁ
子宝船 宮部　みゆき／著 東京：PHP研究所 F ﾐﾔ
てのひらの未来 村山　由佳／著 東京：集英社 F ﾑﾗ
死仮面 横溝　正史／[著] 東京：KADOKAWA F ﾖｺ
忍者に結婚は難しい 横関　大／著 東京：講談社 F ﾖｺ
幽霊座 横溝　正史／[著] 東京：KADOKAWA F ﾖｺ
十三階の仇 吉川　英梨／著 東京：双葉社 F ﾖｼ
高く翔べ 吉川　永青／著 東京：中央公論新社 F ﾖｼ
沓が行く。 戌井　昭人／文・写真 東京：左右社 E ｲﾇ
おいしい沖縄 池上　永一／[ほか]著 東京：河出書房新社 E ｶﾜ
よみぐすり 坂口　恭平／著 東京：東京書籍 E ｻｶ
心がフワッと軽くなる!2分間ストーリー ささき　かつお／著 東京：PHP研究所 E ｻｻ
寄り添って老後 沢村　貞子／著 東京：中央公論新社 E ｻﾜ
99年、ありのままに生きて 瀬戸内　寂聴／著 東京：中央公論新社 E ｾﾄ
人生相談 谷川俊太郎対談集 谷川　俊太郎／著 東京：朝日新聞出版 E ﾀﾆ
冴子の母娘草 氷室　冴子／著 東京：集英社 E ﾋﾑ
万感のおもい 万城目　学／著 武蔵野：夏葉社 E ﾏｷ
小さいわたし 益田　ミリ／著 東京：ポプラ社 E ﾏｽ
地球、この複雑なる惑星に暮らすこと ヤマザキ　マリ／著 東京：文藝春秋 E ﾔﾏ
私と街たち<ほぼ自伝> 吉本　ばなな／著 東京：河出書房新社 E ﾖｼ
大丈夫な人 カン　ファギル／著 東京：白水社 929 ｶﾝ
波が海のさだめなら キム　ヨンス／著 東京：駿河台出版社 929 ｷﾑ
リリアンと燃える双子の終わらない夏 ケヴィン・ウィルソン／著 東京：集英社 933 ｳｲ
図書館島 ソフィア・サマター／著 東京：東京創元社 933 ｻﾏ
レオ・ブルース短編全集 レオ・ブルース／著 東京：扶桑社 933 ﾌﾞﾙ
気狂いピエロ ライオネル・ホワイト／[著] 東京：新潮社 933 ﾎﾜ
もう行かなくては イーユン・リー／著 東京：河出書房新社 933 ﾘ
南の子供たち S.J.ローザン／著 東京：東京創元社 933 ﾛｻﾞ
呼び出し ヘルタ・ミュラー／著 東京：三修社 943 ﾐﾕ
パトリック・ピアース短篇集 パトリック・ピアース／著 東京：未知谷 993 ﾋﾟｱ

※「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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