
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

頭の良い人がやっている「調べ方」究極のコツ 齋藤　孝／著 東京：学研プラス 002.7 
AI・ロボットと共存の倫理 西垣　通／編 東京：岩波書店 007.1 
Scratchであそぶ機械学習 石原　淳也／著 東京：オライリー・ジャパン 007.1 
算数で読み解くコンピュータのしくみ 馬場　敬信／著 東京：技術評論社 007.6 
図書館魔女の蔵書票 大島　真理／著 東京：郵研社 019.9 
SNS別最新著作権入門 井上　拓／著 東京：誠文堂新光社 021.2 
世界はさわらないとわからない 広瀬　浩二郎／著 東京：平凡社 069 

<哲学・思想・心理学・宗教>

哲学者たちの思想、戦わせてみました 畠山　創／監修 東京：SBクリエイティブ 104 
哲人たちの人生談義 國方　栄二／著 東京：岩波書店 131.5 
こころの葛藤はすべて私の味方だ。 チョン　ドオン／著 東京：ダイヤモンド社 146.1 
何もない空間が価値を生む オードリー・タン／語り 東京：文藝春秋 159 
流れが見えてくる宗教史図鑑 中村　圭志／監修 東京：ナツメ社 162 
スマホ片手に日本百観音旅日記 諸原　潔／著 東京：日本地域社会研究所 186.9 
最後の審判 岡田　温司／著 東京：中央公論新社 191.6 

<歴史・地理・伝記・紀行>

世界の偉大な日記図鑑 DK社／編著 東京：東京美術 209 
論点・日本史学 岩城　卓二／編著 京都：ミネルヴァ書房 210 
縄文人と弥生人 坂野　徹／著 東京：中央公論新社 210.2 
鎌倉幕府抗争史 細川　重男／著 東京：光文社 210.4 
江戸500藩全解剖 河合　敦／著 東京：朝日新聞出版 210.5 
ぼくらの戦争なんだぜ 高橋　源一郎／著 東京：朝日新聞出版 210.7 
遺跡に学ぶ考古学クッキング 海田　芙柚悸／著・編 名古屋：三恵社 239.3 
江戸の庶民から武士まで200年家系図をつくる本 橋本　雅幸／著 東京：旬報社 288.2 
誤解だらけの徳川家康 渡邊　大門／著 東京：幻冬舎 289 ﾄｸ
タイムトラベル世界あちこち旅日記 益田　ミリ／著 東京：毎日新聞出版 290.9 
しまずかん こにし　けい／著 東京：講談社 291 
アジアの一期一会 小牟田　哲彦／著 東京：三和書籍 292 

<政治・法律・経済・教育>

地域自治のしくみづくり実践ハンドブック 中川　幾郎／編著 京都：学芸出版社 318.8 
ウクライナ戦争と世界のゆくえ 池内　恵／著 東京：東京大学出版会 319.3 
忘れられた日本憲法 畑中　章宏／著 東京：亜紀書房 323.1 
史的システムとしての資本主義 ウォーラーステイン／著 東京：岩波書店 332 
道具としてのファイナンス 石野　雄一／著 東京：日本実業出版社 336.8 
国税OBだけが知っている失敗しない相続 坂田　拓也／著 東京：文藝春秋 345.5 
<サラリーマン>のメディア史 谷原　吏／著 東京：慶應義塾大学出版会 361.8 
家族に「イヤなこと」をされているあなたにお願い 獅城　けい／著 東京：高文研 367.6 
スマホで薬物を買う子どもたち 瀬戸　晴海／著 東京：新潮社 368.8 
あのデイサービスには、なぜ人が集まるのか 糠谷　和弘／編著 東京：PHP研究所 369.2 
ルポ誰が国語力を殺すのか 石井　光太／著 東京：文藝春秋 372.1 
一生役立つ独学戦略 林　輝幸／著 東京：三笠書房 379.7 
世界珍食紀行 山田　七絵／編 東京：文藝春秋 383.8 
女性兵士という難問 佐藤　文香／著 東京：慶應義塾大学出版会 392 

〒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
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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　2 柳田　理科雄／著 東京：KADOKAWA 404 
文系でもわかるAI時代の数学 永野　裕之／[著] 東京：祥伝社 410 
物理の4大定数 小谷　太郎／著 東京：幻冬舎 420.7 
読むだけで身につく化学千夜一夜物語 太田　博道／著 京都：化学同人 430.4 
極限大地 ウィリアム・グラスリー／著 東京：築地書館 450.9 
富士山測候所のはなし 佐々木　一哉／共編著 東京：成山堂書店 451.2 
生物を分けると世界が分かる 岡西　政典／著 東京：講談社 461 
禁断の毒草事典 Rustica Éditions／編 東京：グラフィック社 471.9 
カタニア先生は、キモい生きものに夢中! ケネス・カタニア／著 京都：化学同人 480.4 
びっくり深海魚 尼岡　邦夫／著 東京：エクスナレッジ 487.5 
ダマシオ教授の教養としての「意識」 アントニオ・ダマシオ／著 東京：ダイヤモンド社 491.3 
がん予防の教科書 浅香　正博／著 東京：潮出版社 491.6 
感覚過敏の僕が感じる世界 加藤　路瑛／著 東京：日本実業出版社 493.9 
40代から始めよう!閉経マネジメント 吉形　玲美／著 東京：講談社 495.1 
食品でひく機能性成分の事典 中村　宜督／著 東京：女子栄養大学出版部 498.5 
食べるお茶のススメ 梁川　正／編著 京都：クリエイツかもがわ 498.5 

<技術・工学・建築・工業>

47都道府県・城郭百科 西ケ谷　恭弘／著 東京：丸善出版 521.8 
日本の水族館五十三次 宮沢　洋／編著 京都：青幻舎 523.1 
間取りのレシピ100 小谷　和也／著 東京：エクスナレッジ 527.8 
バイク基本チューニング 佐々木　和夫／著 東京：グランプリ出版 537.9 
ドローンのつくり方・飛ばし方 野波　健蔵／共著 東京：オーム社 538.6 
なぜ、TikTokは世界一になれたのか? マシュー・ブレナン／著 東京：かんき出版 547.4 
M5StackではじめるIoT電子工作 伊藤　浩之／著 東京：技術評論社 548.2 
いかにして発明国民となるべきか 高峰　譲吉／[著] 東京：岩波書店 570.4 
おうちワークの文具術 高橋　拓也／著 東京：玄光社 589.7 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

貯まらない生活はもうやめよう ミニマリストTakeru／著 東京：KADOKAWA 591 
茅木真知子のソーイング作ってみたい12の服 茅木　真知子／著 東京：文化学園文化出版局 593.3 
日本一の洗濯屋が教える汚れ落としの神ワザ 洗濯ブラザーズ／監修 東京：宝島社 593.5 
フェルトで作る可憐な野の花 関根　明美／著 東京：ブティック社 594.9 
マシロさんとユウリさんの今日もきちんと身だしなみ 読書工房／編著 東京：国土社 595 
簡単料理は簡単か? 有元　葉子／著 東京：文化学園文化出版局 596 
発酵食品でつくるシンプル養生レシピ 車　浮代／著 東京：東京書籍 596 
ムーミン谷のしあわせレシピ トーベ・ヤンソン／絵と引用文 東京：講談社 596.2 
おうち台湾菜 沼口　ゆき／著 東京：主婦の友社 596.2 
鶏むねダイエット最強たんぱく質レシピ150 エダジュン／著 東京：主婦と生活社 596.3 
日本ご当地アイス大全 アイスマン福留／著 東京：辰巳出版 596.6 
湘南ERが教える大切な人を守るための応急手当 湘南ER／著 東京：KADOKAWA 598.5 
ぼくらは人間修行中 二宮　敦人／著 東京：新潮社 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

日本が飢える! 山下　一仁／著 東京：幻冬舎 611.3 
農家が教えるわくわくマメつくり 農文協／編 東京：農山漁村文化協会 616.7 
育てて楽しむ盆栽入門 平尾　成志／監修 東京：コスミック出版 627.8 
岩合光昭の日本ねこ歩き 岩合　光昭／著 東京：クレヴィス 645.7 
ハチのいない蜂飼い 西村　玲子／著 東京：天夢人 646.9 
ひとかけらの木片が教えてくれること 田鶴　寿弥子／著 京都：淡交社 657.2 
金魚いろ×かたち謎解き図鑑 大森　義裕／著 京都：化学同人 666.9 
75歳、交通誘導員まだまだ引退できません 柏　耕一／著 東京：河出書房新社 673.9 
ニッポン秘境路線バスの旅 風来堂／著 東京：交通新聞社 685.5 
寝台特急追跡乗車記 南　正時／著 東京：天夢人 686.2 
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<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>

魅惑する子どもアート ひぐち　けえこ／著 東京：評論社 704 
日本の美仏図鑑 帆足　てるたか／撮影 東京：EDITORS 718 
かんたん!4ステップ水彩 マリーナ・バカソーヴァ／著 東京：ホビージャパン 724.4 
かこさとし かこ　さとし／著 東京：平凡社 726.6 
金継ぎの技法書 工藤　かおる／著 東京：誠文堂新光社 751 
紙バンドで楽しくミニチュアの世界 村田　美穂／[著] 東京：ブティック社 754.9 
マヤコ一〇一歳 室井　摩耶子／著 東京：小学館 762.1 
まるごとマンドリンの本 吉田　剛士／著 東京：青弓社 763.5 
元祖アイドル「明日待子」がいた時代 押田　信子／著 東京：育鵬社 772.1 
八代目正蔵戦中日記 林家正蔵(八代目)／著 東京：中央公論新社 779.1 
暑さを味方につける<HEAT>トレーニング 中村　大輔／著 東京：扶桑社 780.1 
「復興五輪」とはなんだったのか 笹生　心太／著 東京：大修館書店 780.6 
バドミントンの歴史 鵤木　千加子／著 東京：大修館書店 783.5 
燃える闘魂ラストスタンド 鈴木　健三／著 東京：主婦の友社 788.2 
玉ころがし 杉山　一夫／著 東京：法政大学出版局 797.9 

<言　語>

翻訳はめぐる 金原　瑞人／著 東京：春陽堂書店 801.7 
漢字はコワくない 笹原　宏之／著 東京：東京新聞 811.2 
エモい古語辞典 堀越　英美／著 東京：朝日出版社 814.6 
日本人が言えそうで言えない英語表現650 キャサリン・A.クラフト／著 東京：青春出版社 835.5 
感動スピーチで英語「速」音読 鹿野　晴夫／著 東京：コスモピア 837.5 
本気で学ぶ中・上級フランス語 吉田　泉／著 東京：ベレ出版 855 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

ヨーロッパ中世の神話伝説の世界 チャントリー・ウェストウェル／著 東京：原書房 902 ｳｴ
文豪の家 高橋　敏夫／監修 東京：エクスナレッジ 910.2 ｴｸ
森鷗外 中島　国彦／著 東京：岩波書店 910.2 ﾅｶ
瓢簞から人生 夏井　いつき／著 東京：小学館 911.3 ﾅﾂ
工藤直子詩集 工藤　直子／著 東京：角川春樹事務所 911.5 ｸﾄﾞ
終活中毒 秋吉　理香子／著 東京：実業之日本社 F ｱｷ
ソロキャン! 秋川　滝美／著 東京：朝日新聞出版 F ｱｷ
落花狼藉 朝井　まかて／著 東京：双葉社 F ｱｻ
夜の道標 芦沢　央／著 東京：中央公論新社 F ｱｼ
京都・化野殺人怪路 梓　林太郎／著 東京：実業之日本社 F ｱｽﾞ
トツ! 麻生　幾／[著] 東京：幻冬舎 F ｱｿ
拝啓交換殺人の候 天祢　涼／著 東京：実業之日本社 F ｱﾏ
死のある風景 鮎川　哲也／著 東京：光文社 F ｱﾕ
下駄の上の卵 井上　ひさし／著 東京：新潮社 F ｲﾉ
内憂 上田　秀人／著 東京：光文社 F ｳｴ
レペゼン母 宇野　碧／著 東京：講談社 F ｳﾉ
果し合い 岡本　さとる／著 東京：光文社 F ｵｶ
301号室の聖者 織守　きょうや／著 東京：双葉社 F ｵﾘ
その殺人、本格ミステリに仕立てます。 片岡　翔／著 東京：光文社 F ｶﾀ
おいしい旅　想い出編 秋川　滝美／[著] 東京：KADOKAWA F ｶﾄﾞ
雪の夜のあと 北原　亞以子／著 東京：朝日新聞出版 F ｷﾀ
御留山 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
江戸寺子屋薫風庵 篠　綾子／著 東京：小学館 F ｼﾉ
かどわかし 芝村　凉也／著 東京：双葉社 F ｼﾊﾞ
腹を割ったら血が出るだけさ 住野　よる／著 東京：双葉社 F ｽﾐ
エゴイスト 高山　真／著 東京：小学館 F ﾀｶ
音楽が鳴りやんだら 高橋　弘希／著 東京：文藝春秋 F ﾀｶ
恋文横丁八祥亭 立川　談四楼／著 東京：小学館 F ﾀﾃ
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<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

愛という名の切り札 谷川　直子／著 東京：朝日新聞出版 F ﾀﾆ
殺人の多い料理店 辻　真先／著 東京：実業之日本社 F ﾂｼﾞ
武漢コンフィデンシャル 手嶋　龍一／著 東京：小学館 F ﾃｼ
誤ちの絆 堂場　瞬一／[著] 東京：講談社 F ﾄﾞｳ
出張料理みなづき 十三　湊／[著] 東京：幻冬舎 F ﾄｻ
帝都地下迷宮 中山　七里／著 東京：PHP研究所 F ﾅｶ
汝、星のごとく 凪良　ゆう／著 東京：講談社 F ﾅｷﾞ
悲運の皇子と若き天才の死 西村　京太郎／著 東京：徳間書店 F ﾆｼ
ピザ宅配探偵の事件簿 猫森　夏希／著 東京：宝島社 F ﾈｺ
屋久島トワイライト 樋口　明雄／著 東京：山と溪谷社 F ﾋｸﾞ
朴念仁 藤井　邦夫／著 東京：文藝春秋 F ﾌｼﾞ
縁結びカツサンド 冬森　灯／[著] 東京：ポプラ社 F ﾌﾕ
残照 本城　雅人／著 東京：文藝春秋 F ﾎﾝ
ウクライナにいたら戦争が始まった 松岡　圭祐／著 東京：KADOKAWA F ﾏﾂ
なぜ「星図」が開いていたか 松本　清張／著 東京：新潮社 F ﾏﾂ
よって件のごとし 宮部　みゆき／著 東京：KADOKAWA F ﾐﾔ
ロシアよ、我が名を記憶せよ 八木　荘司／著 東京：新潮社 F ﾔｷﾞ
クリ粥 山本　一力／著 東京：祥伝社 F ﾔﾏ
わがままな選択 横山　拓也／著 東京：河出書房新社 F ﾖｺ
流れる星をつかまえに 吉川　トリコ／著 東京：ポプラ社 F ﾖｼ
嫌いなら呼ぶなよ 綿矢　りさ／著 東京：河出書房新社 F ﾜﾀ
オーライウトーリひなた猫 青木　奈緒／著 東京：春陽堂書店 E ｱｵ
そして誰もゆとらなくなった 朝井　リョウ／著 東京：文藝春秋 E ｱｻ
まるまる徹夜で読み通す 井上　ひさし／著 東京：岩波書店 E ｲﾉ
文と本と旅と 上林　曉／著 東京：中央公論新社 E ｶﾝ
優しい地獄 イリナ・グリゴレ／著 東京：亜紀書房 E ｸﾞﾘ
戦争と人間と魂 小池　政行／著 京都：かもがわ出版 E ｺｲ
人間ってなんだ 鴻上　尚史／[著] 東京：講談社 E ｺｳ
自由対談 中村　文則／著 東京：河出書房新社 E ﾅｶ
日本人の真価 藤原　正彦／著 東京：文藝春秋 E ﾌｼﾞ
気づきの先へ 吉本　ばなな／[著] 東京：幻冬舎 E ﾖｼ
この場所、何かがおかしい 最東　対地／著 東京：エクスナレッジ 915 ｻｲ
僕は死なない子育てをする 遠藤　光太／著 大阪：創元社 916 ｴﾝ
復活への底力 出口　治明／著 東京：講談社 916 ﾃﾞｸﾞ
足よ手よ、僕はまた登る 松田　宏也／著 東京：山と溪谷社 916 ﾏﾂ
親父の納棺 柳瀬　博一／著 東京：幻冬舎 916 ﾔﾅ
B舎監とラブレター 羅　恵錫／著 福岡：書肆侃侃房 929 ｼﾖ
アルハンブラ物語 W.アーヴィング／著 東京：光文社 933 ｱｳﾞ
その少年は語れない ベン・H.ウィンタース／著 東京：早川書房 933 ｳｲ
ミス・マープル最初の事件 アガサ・クリスティ／著 東京：東京創元社 933 ｸﾘ
彼女の思い出/逆さまの森 J.D.サリンジャー／著 東京：新潮社 933 ｻﾘ
優等生は探偵に向かない ホリー・ジャクソン／著 東京：東京創元社 933 ｼﾞﾔ
アポロ18号の殺人　上・下 クリス・ハドフィールド／著 東京：早川書房 933 ﾊﾄﾞ 
快読「ハリー・ポッター」 菱田　信彦／著 東京：小鳥遊書房 933 ﾋｼ
ギデオン　上・下 タムシン・ミュア／著 東京：早川書房 933 ﾐﾕ
アウトサイダー H.P.ラヴクラフト／[著] 東京：新潮社 933 ﾗｳﾞ
田舎医者/断食芸人/流刑地で カフカ／著 東京：光文社 943 ｶﾌ
夜のエレベーター フレデリック・ダール／著 東京：扶桑社 953 ﾀﾞﾙ

※「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。

4 


