
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

ゼロからわかる量子コンピュータ 小林　雅一／著 東京：講談社 007.1 
中国のデジタルイノベーション 小池　政就／著 東京：岩波書店 007.3 
古代日本に於ける「図書館」の起源 新藤　透／著 東京：樹村房 010.2 
読書会という幸福 向井　和美／著 東京：岩波書店 015.6 
公立図書館における電子図書館サービスの現状 吉井　潤／著 東京：樹村房 016.2 
復活事典 造事務所／編著 東京：カンゼン 049 
47都道府県・博物館百科 可児　光生／著 東京：丸善出版 069 

<哲学・思想・心理学・宗教>

君ならわかる哲学 古牧　徳生／著 東京：春秋社 130 
わたしからはじまる 入江　杏／著 東京：小学館 141.6 
才能はゴミ箱の中に落ちている 金久保　麻子／著 東京：ビジネス社 159 
絶対悲観主義 楠木　建／[著] 東京：講談社 159.4 
転身力 楠木　新／著 東京：中央公論新社 159.4 
ひろさちや仏教名作選　3 ひろ　さちや／著 東京：佼成出版社 180.4 
空海 松長　有慶／著 東京：岩波書店 188.5 

<歴史・地理・伝記・紀行>

「お金」で読む日本史 本郷　和人／監修 東京：祥伝社 210 
明治維新の収支決算報告 青山　誠／著 東京：彩図社 210.6 
歴史像を伝える 成田　龍一／著 東京：岩波書店 210.6 
GHQは日本人の戦争観を変えたか 賀茂　道子／著 東京：光文社 210.7 
写真図説占領下の大阪・関西 橋爪　紳也／編著 大阪：創元社 216 
民族と文明で読み解く大アジア史 宇山　卓栄／[著] 東京：講談社 220 
スコットランド全史 桜井　俊彰／著 東京：集英社 233.2 
中学生から知りたいウクライナのこと 小山　哲／著 東京：ミシマ社 238.6 
偉人メシ伝 真山　知幸／著 東京：笠間書院 280.4 
熔ける再び 井川　意高／著 東京：幻冬舎 289 ｲｶ
帰ってきた日々ごはん　11 高山　なおみ／著 東京：KTC中央出版 289 ﾀｶ 
北条時政 野口　実／著 京都：ミネルヴァ書房 289 ﾎｳ

<政治・法律・経済・教育>

歴史の予兆を読む 池上　彰／著 東京：朝日新聞出版 304 
下り坂のニッポンの幸福論 内田　樹／著 京都：青幻舎 304 
新疆ウイグル自治区 熊倉　潤／著 東京：中央公論新社 316.8 
外国人差別の現場 安田　浩一／著 東京：朝日新聞出版 316.8 
ウクライナ危機後の世界 ユヴァル・ノア・ハラリ／著 東京：宝島社 319.3 
世界の憲法・日本の憲法 新井　誠／編 東京：有斐閣 323 
死刑について 平野　啓一郎／著 東京：岩波書店 326.4 
長いコトバは嫌われる 横田　伊佐男／著 [東京]：日経BP 336.4 
知らないと損する労働法の超基本 石井　孝治／著 東京：日本実業出版社 366.1 
私たちが声を上げるとき 和泉　真澄／著 東京：集英社 367.2 
君にもできる刃物犯罪対処マニュアル SOU／著 東京：誠文堂新光社 368.6 
わたし生活保護を受けられますか 三木　ひとみ／著 明石：ペンコム 369.2 
発達凸凹っ子に英才療育?してみた 古都　コト子／著 東京：飛鳥新社 378 
葬式消滅 島田　裕巳／著 東京：G.B. 385.6 

〒676-0805 高砂市米田町米田927-21 TEL079(432)1355 開館時間 9：30～20：00

発行 高砂市立図書館

令和4年8月号 【2022】

1 



書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<自然科学・数学・生物学・医学>

空想科学読本　1 柳田　理科雄／著 東京：KADOKAWA 404 
新体系・大学数学入門の教科書　上・下 芳沢　光雄／著 東京：講談社 410 
数の謎はどこまで解けたか オリヴァー・リントン／著 大阪：創元社 410 
生命の大進化40億年史　古生代編 土屋　健／著 東京：講談社 457 
いのちの科学の最前線 チーム・パスカル／著 東京：朝日新聞出版 460.4 
動物の体色がわかる図鑑 秋山　豊子／監修 東京：グラフィック社 481.1 
タモ網1本ではじめられる魚とり 仲　義輝／著 東京：山と溪谷社 487.5 
What is Tanuki? 佐伯　緑／著 東京：東京大学出版会 489.5 
家で死のう! 萬田　緑平／著 東京：三五館シンシャ 490.1 
人体 ニュートン編集部／編著 東京：ニュートンプレス 491.3 
ウルトラ図解肝炎・肝硬変・肝がん 永井　英成／監修 東京：法研 493.4 
ギャンブル依存と生きる 稲村　厚／著 東京：彩流社 493.7 
なぜ、認知症の人は家に帰りたがるのか 恩蔵　絢子／著 東京：中央法規出版 493.7 
女医が教える閉経の教科書 善方　裕美／著 東京：秀和システム 495.1 
緑内障の真実 深作　秀春／著 東京：光文社 496.3 
骨は知っている スー・ブラック／著 東京：亜紀書房 498.9 

<技術・工学・建築・工業>

今と未来がわかる工場 多田　夏代／著 東京：ナツメ社 509.5 
誰のための排除アート? 五十嵐　太郎／著 東京：岩波書店 518.8 
カーボンニュートラル 野村総合研究所／編 [東京]：日経BP日本経済新聞出版 519.1 
代表作でわかる世界の建築史入門 田所　辰之助／監修 東京：世界文化社 523 
0→100生み出す力 水野　和敏／著 東京：フォレスト出版 537 
僕たちはいつ宇宙に行けるのか 山崎　直子／著 東京：青春出版社 538.9 
メタバース未来戦略 久保田　瞬／著 [東京]：日経BP 547.4 
新しい香水の教科書 小磯　良江／監修 東京：マイナビ出版 576.7 
紙もの 暮らしの図鑑編集部／編 [東京]：翔泳社 585.7 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

楽しくできる!DIYで作る家具・小物 山田　芳照／著 東京：ナツメ社 592.7 
これだけでいいソーイングの基本 香田　あおい／著 東京：日本ヴォーグ社 593.3 
68歳、ひとり暮らし。きょう何食べる? 大庭　英子／著 東京：家の光協会 596 
駅ビルご当地グルメ大百科 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 596 
弾丸メシ 堂場　瞬一／著 東京：集英社 596 
日本のいいものおいしいもの KAILENE FALLS／著 東京：朝日新聞出版 596 
はじめてのアラブごはん 小松　あき／著 東京：イカロス出版 596.2 
摘んで野草料理 金田　初代／著 東京：創森社 596.3 
けむレシピ 小林　摩利子／著 東京：KADOKAWA 596.3 
つるんと、のどごしのいいおやつ 中川　たま／著 東京：文化学園文化出版局 596.6 
チェリーのお菓子 藤野　貴子／著 東京：文化学園文化出版局 596.6 
あっちこっち食器棚めぐり 伊藤　まさこ／著 東京：新潮社 596.9 
85歳現役、暮らしの中心は台所 高森　寛子／著 東京：小学館 596.9 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

トカイナカに生きる 神山　典士／著 東京：文藝春秋 601.1 
日本のコメ問題 小川　真如／著 東京：中央公論新社 611.3 
農業者になるには 大浦　佳代／著 東京：ぺりかん社 611.7 
野菜と果物すごい品種図鑑 竹下　大学／著 東京：エクスナレッジ 626.1 
はじめてでも失敗しない花づくりの基本100 古賀　有子／監修 東京：主婦の友社 627 
カラーリーフ図鑑 荻原　範雄／著 東京：講談社 629.7 
体罰ゼロのポチパパ流犬のしつけ大全 北村　紋義／著 東京：KADOKAWA 645.6 
カバノキの文化誌 アンナ・ルウィントン／著 東京：原書房 653.7 
地理学で読み解く流通と消費 土屋　純／著 東京：ベレ出版 672.1 
キャリア不要の時代 堀江　貴文／著 東京：ぴあ 673.9 
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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>

駒澤大学仏教学部教授が語る仏像鑑賞入門 村松　哲文／著 東京：集英社 718 
運慶 横須賀美術館／編 東京：吉川弘文館 718.3 
サンリオキャラクターズボールペンイラスト帖 サンリオ／監修 東京：学研プラス 726.5 
とびだせ!長谷川義史 長谷川　義史／著 東京：求龍堂 726.6 
見るだけでデザインセンスが身につく本 日本デザイン／著 東京：SBクリエイティブ 727 
津久井智子の消しゴムはんこ。アイデア帳 津久井　智子／著 東京：主婦の友社 736 
花火が写る絶景撮影術 井上　嘉代子／監修 東京：双葉社 743.5 
世界のふしぎな色の名前 城　一夫／著 東京：グラフィック社 757.3 
ミュージカルの歴史 宮本　直美／著 東京：中央公論新社 775.4 
定年後に見たい映画130本 勢古　浩爾／著 東京：平凡社 778.2 
ドリフターズとその時代 笹山　敬輔／著 東京：文藝春秋 779.9 
あの夏の正解 早見　和真／著 東京：新潮社 783.7 
登山のダメージ&体のトラブル解決法 木元　康晴／編 東京：山と溪谷社 786.1 
これ1冊でわかるタナゴ釣り つり人編集部／編 東京：つり人社 787.1 
なかなか解けないなぞ解きに挑戦しませんか? 暇謎／著 東京：ナツメ社 798 

<言　語>

世界最高の雑談力 岡本　純子／著 東京：東洋経済新報社 809.2 
1日3分で変わる!社会人のための滑舌ドリル 花形　一実／著 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 809.2 
あいまい・ぼんやり語辞典 森山　卓郎／編 東京：東京堂出版 814 
ニューヨークが教えてくれた“私だけ”の英語 岡田　光世／著 東京：CCCメディアハウス 830.4 
新美南吉童話選集 新美　南吉／著 東京：IBCパブリッシング 837.7 
一度読んだら絶対に忘れない英会話の教科書 牧野　智一／著 東京：SBクリエイティブ 837.8 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

「私」という男の生涯 石原　慎太郎／著 東京：幻冬舎 910.2 ｲｼ
漱石の白百合、三島の松 塚谷　裕一／著 東京：中央公論新社 910.2 ﾂｶ
恋愛名歌集 萩原　朔太郎／著 東京：岩波書店 911.1 ﾊｷﾞ
石垣りん詩集 石垣　りん／著 東京：角川春樹事務所 911.5 ｲｼ
中原中也詩集 中原　中也／著 東京：角川春樹事務所 911.5 ﾅｶ
まど・みちお詩集 まど　みちお／著 東京：角川春樹事務所 911.5 ﾏﾄﾞ
飛び立つ季節 沢木　耕太郎／著 東京：新潮社 915 ｻﾜ
青く滲んだ月の行方 青羽　悠／著 東京：講談社 F ｱｵ
やっと訪れた春に 青山　文平／著 東京：祥伝社 F ｱｵ
はぐれ鴉 赤神　諒／著 東京：集英社 F ｱｶ
ブータン、世界でいちばん幸せな女の子 阿川　佐和子／著 東京：文藝春秋 F ｱｶﾞ
八咫烏の罠 麻倉　一矢／著 東京：二見書房 F ｱｻ
凍る草原に鐘は鳴る 天城　光琴／著 東京：文藝春秋 F ｱﾏ
蹴れ、彦五郎 今村　翔吾／著 東京：祥伝社 F ｲﾏ
サウンド・ポスト 岩城　けい／著 東京：筑摩書房 F ｲﾜ
異動辞令は音楽隊! 内田　英治／[著] 東京：講談社 F ｳﾁ
ブロッコリー・レボリューション 岡田　利規／著 東京：新潮社 F ｵｶ
地図と拳 小川　哲／著 東京：集英社 F ｵｶﾞ
やわ肌くらべ 奥山　景布子／著 東京：中央公論新社 F ｵｸ
わたしたち 落合　恵子／著 東京：河出書房新社 F ｵﾁ
学園の魔王様と村人Aの事件簿 織守　きょうや／著 東京：KADOKAWA F ｵﾘ
鯨の岬 河崎　秋子／著 東京：集英社 F ｶﾜ
傷 北原　亞以子／著 東京：朝日新聞出版 F ｷﾀ
明日へのペダル 熊谷　達也／著 東京：NHK出版 F ｸﾏ
家庭用安心坑夫 小砂川　チト／著 東京：講談社 F ｺｻ
筆のみが知る 近藤　史恵／著 東京：KADOKAWA F ｺﾝ
亥子ころころ 西條　奈加／[著] 東京：講談社 F ｻｲ
八丁越 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ

3 



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)>

爆発物処理班の遭遇したスピン 佐藤　究／著 東京：講談社 F ｻﾄ
怪談小説という名の小説怪談 澤村　伊智／著 東京：新潮社 F ｻﾜ
恋ふらむ鳥は 澤田　瞳子／著 東京：毎日新聞出版 F ｻﾜ
セカンドチャンス 篠田　節子／著 東京：講談社 F ｼﾉ
おらんだ左近 柴田　錬三郎／著 東京：集英社 F ｼﾊﾞ
道 白石　一文／著 東京：小学館 F ｼﾗ
先祖探偵 新川　帆立／著 東京：角川春樹事務所 F ｼﾝ
Yuming Tribute Stories 小池　真理子／著 東京：新潮社 F ｼﾝ
ギフテッド 鈴木　涼美／著 東京：文藝春秋 F ｽｽﾞ
掬えば手には 瀬尾　まいこ／著 東京：講談社 F ｾｵ
F ショパンとリスト 高野　麻衣／著 東京：集英社 F ﾀｶ
箱庭の巡礼者たち 恒川　光太郎／著 東京：KADOKAWA F ﾂﾈ
号外!幕末かわら版 土橋　章宏／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾄﾞﾊﾞ
あさとほ 新名　智／著 東京：KADOKAWA F ﾆｲ
りぽぐら! 西尾　維新／[著] 東京：講談社 F ﾆｼ
聯愁殺 西澤　保彦／著 東京：中央公論新社 F ﾆｼ
紙の梟 貫井　徳郎／著 東京：文藝春秋 F ﾇｸ
揺籃の都 羽生　飛鳥／[著] 東京：東京創元社 F ﾊﾆ
短篇七芒星 舞城　王太郎／著 東京：講談社 F ﾏｲ
ギニー・ファウル 前川　裕／著 東京：光文社 F ﾏｴ
茜さす日に噓を隠して 真下　みこと／著 東京：講談社 F ﾏｼ
墜落 真山　仁／著 東京：文藝春秋 F ﾏﾔ
星屑 村山　由佳／著 東京：幻冬舎 F ﾑﾗ
ひと夜の恋 諸田　玲子／著 東京：中央公論新社 F ﾓﾛ
残星を抱く 矢樹　純／著 東京：祥伝社 F ﾔｷﾞ
あくてえ 山下　紘加／著 東京：河出書房新社 F ﾔﾏ
#真相をお話しします 結城　真一郎／著 東京：新潮社 F ﾕｳ
CF 吉村　萬壱／著 東京：徳間書店 F ﾖｼ
海の教場 吉川　英梨／著 東京：KADOKAWA F ﾖｼ
鯉姫婚姻譚 藍銅　ツバメ／著 東京：新潮社 F ﾗﾝ
さしみ朝膳 和田　はつ子／著 東京：角川春樹事務所 F ﾜﾀﾞ
居場所がないのがつらいです 高橋　源一郎／著 東京：毎日新聞出版 E ﾀｶ
言葉の還る場所で 谷川　俊太郎／著 東京：春陽堂書店 E ﾀﾆ
パリの空の下で、息子とぼくの3000日 辻　仁成／著 東京：マガジンハウス E ﾂｼﾞ
本を読んだら散歩に行こう 村井　理子／著 東京：集英社 E ﾑﾗ
スマホになじんでおりません 群　ようこ／著 東京：文藝春秋 E ﾑﾚ
プリズム ソン　ウォンピョン／著 東京：祥伝社 929 ｿﾝ
呑み込まれた男 エドワード・ケアリー／著 東京：東京創元社 933 ｹｱ
帰りたい カミーラ・シャムジー／著 東京：白水社 933 ｼﾔ
夏 アリ・スミス／著 東京：新潮社 933 ｽﾐ
ロンドン・アイの謎 シヴォーン・ダウド／著 東京：東京創元社 933 ﾀﾞｳ
ファイナル・ツイスト ジェフリー・ディーヴァー／著 東京：文藝春秋 933 ﾃﾞｲ
エドワードへの手紙 アン・ナポリターノ／著 東京：河出書房新社 933 ﾅﾎﾟ
あの人たちが本を焼いた日 ジーン・リース／著 東京：亜紀書房 933 ﾘｽ
祖父の祈り マイクル・Z.リューイン／著 東京：早川書房 933 ﾘﾕ
終戦日記一九四五 エーリヒ・ケストナー／著 東京：岩波書店 945 ｹｽ
街と犬たち バルガス・ジョサ／著 東京：光文社 963 ﾊﾞﾙ
ニホンジン オスカール・ナカザト／著 東京：水声社 969 ﾅｶ

※「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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