
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
メモ・ノートの極意 弓削　徹／著 東京：ぱる出版 002.7 
AI新世 小林　亮太／著 東京：文藝春秋 007.1 
調べ物に役立つ図書館のデータベース 小曽川　真貴／著 東京：勉誠出版(発売) 015 
かれが最後に書いた本 津野　海太郎／著 東京：新潮社 019 
歴史の本棚 加藤　陽子／著 東京：毎日新聞出版 019.9 
物語を一人称で語るビブリオトーク 笹倉　剛／著 京都：あいり出版 019.9 
知識の海へ 東京子ども図書館／編 東京：東京子ども図書館 028 

<哲学・思想・心理学・宗教>
絶滅へようこそ 稲垣　諭／著 東京：晶文社 104 
西田幾多郎の哲学 小坂　国継／著 東京：岩波書店 121.6 
道徳および立法の諸原理序説　上・下 ジェレミー・ベンサム／著 東京：筑摩書房 133.4 
「推し」の科学 久保(川合)南海子／著 東京：集英社 141.5 
一生使える!プロカウンセラーの自己肯定感の基本 古宮　昇／著 東京：総合法令出版 146.8 
ケルト神話・伝承事典 木村　正俊／著 東京：論創社 164.3 
あなたの心に青空を 瀬戸内　寂聴／著 東京：光文社 188.4 

<歴史・地理・伝記・紀行>
「水中遺跡」消えた日本史を追え! 「遺された歴史」取材班／編 東京：青春出版社 210 
もういちど読みとおす山川新日本史　上・下 大津　透／著 東京：山川出版社 210.1 
武者から武士へ 森　公章／著 東京：吉川弘文館 210.3 
日本とロシアの近現代史 歴史街道編集部／編 東京：PHP研究所 210.6 
空から見た関西の街と鉄道駅 牧野　和人／解説 東京：アルファベータブックス 216 
たたらの実像をさぐる 山陰の製鉄遺跡 角田　徳幸／著 東京：新泉社 217.1 
歴史の呪縛を解く 木村　光彦／著 東京：論創社 221 
ミャンマー現代史 中西　嘉宏／著 東京：岩波書店 223.8 
北欧史　上・下 百瀬　宏／編 東京：山川出版社 238.9 
紋章学入門 森　護／著 東京：筑摩書房 288.6 
北陸の名城を歩く　富山編 佐伯　哲也／編 東京：吉川弘文館 291.4 
台湾鉄路千公里 宮脇　俊三／著 東京：中央公論新社 292.2 

<政治・法律・経済・教育>
ようこそ中華世界へ 川島　真／編 京都：昭和堂 302.2 
ウクライナ戦記 宮嶋　茂樹／著 東京：文藝春秋 302.3 
今すぐ格差を是正せよ! ベン・フィリップス／著 東京：筑摩書房 309 
長期腐敗体制 白井　聡／[著] 東京：KADOKAWA 312.1 
入管問題とは何か 鈴木　江理子／編著 東京：明石書店 329.9 
お金は銀行が創っているの? 下田　直能／著 東京：同時代社 337.1 
社会学の名著50冊が1冊でざっと学べる 岡本　裕一朗／著 東京：KADOKAWA 361 
デマの影響力 シナン・アラル／著 東京：ダイヤモンド社 361.4 
社会保障のトリセツ 山下　慎一／著 東京：弘文堂 364 
おっさん社会が生きづらい 小島　慶子／著 東京：PHP研究所 367.5 
奇祭巡礼 北條　秀司／著 京都：淡交社 386.1 
日本インテリジェンス史 小谷　賢／著 東京：中央公論新社 391.6 
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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>

空想科学読本　3 柳田　理科雄／著 東京：KADOKAWA 404 
世界を変えた実験と研究 齋藤　勝裕／著 東京：技術評論社 407 
宇宙のはじまり ニュートン編集部／編著 東京：ニュートンプレス 443.9 
あしたの防災学 神沼　克伊／著 東京：青土社 450.9 
気候変動への「適応」を考える 肱岡　靖明／著 東京：丸善出版 451.8 
親子で観察する身近な雑草図鑑 天野　誠／著 東京：ナツメ社 470.3 
深海魚コレクション 篠原　現人／著 東京：オーム社 487.5 
絶滅したオオカミの物語 志村　真幸／著 東京：三弥井書店 489.5 
命をどこまで操作してよいか 澤井　努／著 東京：慶應義塾大学出版会 490.1 
面白くて眠れなくなるウンチ学 左巻　健男／著 [東京]：PHPエディターズ・グループ 491.3 
化学物質過敏症の暮らしと住まい 足立　和郎／著 東京：緑風出版 493.1 
精神科医の本音 益田　裕介／著 東京：SBクリエイティブ 493.7 
気象病ハンドブック 久手堅　司／著 東京：誠文堂新光社 498.4 
EAT ショーン・スティーブンソン／著 東京：ダイヤモンド社 498.5 
不自然な死因 リチャード・シェパード／著 東京：大和書房 498.9 
漢方薬剤師が教える薬のキホン 平地　治美／著 東京：日貿出版社 499.1 

<技術・工学・建築・工業>
SDGsとトイレ 日本トイレ協会／編 東京：柏書房 518.5 
安くて小さい家を建てる方法のすべてがわかる本 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 527 
メガネの歴史 ジェシカ・グラスコック／著 東京：原書房 535.8 
事業用車両の世界 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 536 
トコトンやさしい自動運転の本 クライソン トロンナムチャイ／著 東京：日刊工業新聞社 537 
原発再稼働 日野　行介／著 東京：集英社 539 
図解まるわかりメタバースのしくみ 波多間　俊之／著 [東京]：翔泳社 547.4 
よくわかる最新表面熱処理の基本と仕組み 田中　和明／著 東京：秀和システム 566.7 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
着回す、毎日が変わる、私も変わる 珍田／著 東京：KADOKAWA 589.2 
キーワードでまるごとわかるお金の教科書 酒井　富士子／著 東京：学研プラス 591 
可愛いハンガリー刺しゅう 筒井　はるみ／著 東京：河出書房新社 594.2 
はじめてのナチュラルドライフラワー 吉本　博美／著 東京：家の光協会 594.8 
今日からはじめる減塩ごはん 小田　真規子／著 東京：家の光協会 596 
平野レミのオールスターレシピ 平野　レミ／著 東京：主婦の友社 596 
80歳のスパイス屋さんが伝えたい人生で大切なこと 吉山　武子／著 東京：KADOKAWA 596 
薬膳ナムル手帖 植木　もも子／著 東京：家の光協会 596.3 
ハロウィーンの料理帳 ヴァンサン・アミエル／著 東京：原書房 596.4 
ふんわりもっちり米粉のパンとお菓子 石澤　清美／著 東京：学研プラス 596.6 
満月珈琲店のレシピ帖 桜田　千尋／著 東京：主婦の友社 596.6 
しない掃除 みな／著 東京：KADOKAWA 597.9 
1歳の君とバナナへ 岡田　悠／著 東京：小学館 599 
すぐでき&作りおきおいしい幼児食250品 小池　澄子／監修 東京：学研プラス 599.3 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
SDGsを活かす地域づくり 白井　信雄／編著 京都：晃洋書房 601.1 
地域人材を育てる手法 中塚　雅也／編著 東京：農山漁村文化協会 611.1 
農家はもっと減っていい 久松　達央／著 東京：光文社 612.1 
けなげな野菜図鑑 稲垣　栄洋／監修 東京：エクスナレッジ 626 
小さな庭をつくる 河野　義雄／著 東京：NHK出版 629.7 
犬の問題行動の教科書 奥田　順之／著 東京：緑書房 645.6 
奇跡の小売り王国「北海道企業」はなぜ強いのか 浜中　淳／[著] 東京：講談社 673.7 
SNS担当者の実務と知識がこれ1冊でしっかりわかる教科書 広瀬　安彦／著 東京：技術評論社 675 
国鉄 石井　幸孝／著 東京：中央公論新社 686.2 
テレビ番組制作会社のリアリティ 林　香里／編 東京：大月書店 699.3 
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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>

「美味しい」とは何か 源河　亨／著 東京：中央公論新社 701.1 
地球に描こう!GPSアート Yassan／著 東京：技術評論社 704 
366日絵のなかの部屋をめぐる旅 海野　弘／解説・監修 東京：パイインターナショナル 723 
ピカソ作品集 ピカソ／[画] 東京：東京美術 723.3 
人生はごちそう 田村　セツコ／著 東京：あさ出版 726.5 
カリグラフィーのすべて パトリシア・ラヴェット／著 東京：グラフィック社 727.8 
やきもの文様事典 陶工房編集部／編 東京：誠文堂新光社 751.1 
志村ふくみ染めと織り 志村　ふくみ／著 東京：求龍堂 753.2 
ファンタジー配色アイデア事典 桜井　輝子／著 東京：エクスナレッジ 757.3 
K-POP bibimbap 桑畑　優香／著 東京：池田書店 767.8 
バレエ音楽がわかる本 音楽の友／編 東京：音楽之友社 769.9 
2.5次元文化論 須川　亜紀子／著 東京：青弓社 772.1 
ナトセンおすすめおもしろ学校映画館 名取　弘文／編 東京：子どもの未来社 778.2 
筋トレ最高の食事術 川端　理香／監修 東京：EDITORS 780.1 
明日、野球やめます 鳥谷　敬／著 東京：集英社 783.7 

<言　語>
話し合いの作法 中原　淳／著 東京：PHP研究所 809.6 
小論文これだけ!　法・政治超基礎編 樋口　裕一／著 東京：東洋経済新報社 816.5 
漢文の学び方 魚返　善雄／著 市川：志学社 820 
ラテン語・ギリシア語由来の言葉 奥　貞二／著 津：三重大学出版会 832 
推し英語入門 藤代　あゆみ／著 東京：アルク 836 
新ゼロからスタートフランス語単語 鈴木　文恵／著 東京：Jリサーチ出版 854 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
書いた、愛した、祈った-ありがとう、瀬戸内寂聴さん 寂聴さんを偲ぶ会／編 東京：宝島社 910.2 ﾀｶ
私の文学史 町田　康／著 東京：NHK出版 910.2 ﾏﾁ
短歌の時間 東　直子／編著 東京：春陽堂書店 911.1 ﾋｶﾞ
夏井いつき、俳句を旅する 夏井　いつき／著 東京：悟空出版 911.3 ﾅﾂ
17歳のポケット 山田　かまち／著 東京：集英社 911.5 ﾔﾏ
大名倒産　上・下 浅田　次郎／著 東京：文藝春秋 F ｱｻ 
かんむり 彩瀬　まる／著 東京：幻冬舎 F ｱﾔ
風の証言 鮎川　哲也／著 東京：光文社 F ｱﾕ
れんげ出合茶屋 泉　ゆたか／著 東京：双葉社 F ｲｽﾞ
灰かぶりの夕海 市川　憂人／著 東京：中央公論新社 F ｲﾁ
故郷がえり 稲葉　稔／著 東京：光文社 F ｲﾅ
雲を紡ぐ 伊吹　有喜／著 東京：文藝春秋 F ｲﾌﾞ
星の契 今井　絵美子／著 東京：角川春樹事務所 F ｲﾏ
生者のポエトリー 岩井　圭也／著 東京：集英社 F ｲﾜ
たとえば、葡萄 大島　真寿美／著 東京：小学館 F ｵｵ
偽悪病患者 大下　宇陀児／著 東京：東京創元社 F ｵｵ
掌に眠る舞台 小川　洋子／著 東京：集英社 F ｵｶﾞ
噓と正典 小川　哲／著 東京：早川書房 F ｵｶﾞ
ループ・オブ・ザ・コード 荻堂　顕／著 東京：新潮社 F ｵｷﾞ
僕が君の名前を呼ぶから 乙野　四方字／著 東京：早川書房 F ｵﾄ
我、鉄路を拓かん 梶　よう子／著 東京：PHP研究所 F ｶｼﾞ
デクリネゾン 金原　ひとみ／著 東京：ホーム社 F ｶﾈ
介護者D 河崎　秋子／著 東京：朝日新聞出版 F ｶﾜ
二人のクラウゼヴィッツ 霧島　兵庫／著 東京：新潮社 F ｷﾘ
爆弾犯と殺人犯の物語 久保　りこ／著 東京：双葉社 F ｸﾎﾞ
孤立宇宙 熊谷　達也／著 東京：講談社 F ｸﾏ
フィールダー 古谷田　奈月／著 東京：集英社 F ｺﾔ
一千億のif 斉藤　詠一／著 東京：祥伝社 F ｻｲ
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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)>
コークスが燃えている 櫻木　みわ／著 東京：集英社 F ｻｸ
人間みたいに生きている 佐原　ひかり／著 東京：朝日新聞出版 F ｻﾊ
遠い指先が触れて 島口　大樹／著 東京：講談社 F ｼﾏ
ロスト・スピーシーズ 下村　敦史／著 東京：KADOKAWA F ｼﾓ
うさぎの町の殺人 周木　律／著 東京：実業之日本社 F ｼﾕ
ヘルンとセツ 田渕　久美子／著 東京：NHK出版 F ﾀﾌﾞ
イオカステの揺籃 遠田　潤子／著 東京：中央公論新社 F ﾄｵ
レッドゾーン 夏川　草介／著 東京：小学館 F ﾅﾂ
鬼女 鳴海　風／著 東京：早川書房 F ﾅﾙ
家裁調査官・庵原かのん 乃南　アサ／著 東京：新潮社 F ﾉﾅ
覇王の譜 橋本　長道／著 東京：新潮社 F ﾊｼ
若葉荘の暮らし 畑野　智美／著 東京：小学館 F ﾊﾀ
レミは生きている 平野　威馬雄／著 東京：筑摩書房 F ﾋﾗ
団地のふたり 藤野　千夜／著 東京：U-NEXT F ﾌｼﾞ
知られざる敵 藤　水名子／著 東京：二見書房 F ﾌｼﾞ
事件は終わった 降田　天／著 東京：集英社 F ﾌﾙ
レッドクローバー まさき　としか／著 東京：幻冬舎 F ﾏｻ
キッズ・アー・オールライト 丸山　正樹／著 東京：朝日新聞出版 F ﾏﾙ
送り舟 森　真沙子／著 東京：二見書房 F ﾓﾘ
まやかしうらない処 山本　巧次／著 東京：小学館 F ﾔﾏ
孤島の飛来人 山野辺　太郎／著 東京：中央公論新社 F ﾔﾏ
方舟 夕木　春央／著 東京：講談社 F ﾕｳ
絵本のことば詩のことば 内田　麟太郎／著 東京：皓星社 E ｳﾁ
小田嶋隆のコラムの向こう側 小田嶋　隆／著 東京：ミシマ社 E ｵﾀﾞ
人生ってなんだ 鴻上　尚史／[著] 東京：講談社 E ｺｳ
本物のおとな論 外山　滋比古／著 東京：中央公論新社 E ﾄﾔ
小さなひとり暮らしのものがたり みつはし　ちかこ／著 東京：興陽館 E ﾐﾂ
ベスト・エッセイ　2022 日本文藝家協会／編 東京：光村図書出版 E ﾐﾂ 
縦横無尽の人間力 宮城谷　昌光／著 東京：中央公論新社 E ﾐﾔ
黒猫ジュリエットの話 森　茉莉／著 東京：河出書房新社 E ﾓﾘ
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
透明な膜を隔てながら 李　琴峰／著 東京：早川書房 E ﾘ
山のごはん 沢野　ひとし／[著] 東京：KADOKAWA 915 ｻﾜ
万葉学者、墓をしまい母を送る 上野　誠／[著] 東京：講談社 916 ｳｴ
妻はサバイバー 永田　豊隆／著 東京：朝日新聞出版 916 ﾅｶﾞ
ある日、僕が死にました イ　ギョンヘ／著 東京：KADOKAWA 929 ｲ
春の心臓 イェイツ／著 [東京]：立東舎 933 ｲｴ
われら闇より天を見る クリス・ウィタカー／著 東京：早川書房 933 ｳｲ
疫神記　上・下 チャック・ウェンディグ／著 東京：竹書房 933 ｳｴ 
かくて彼女はヘレンとなった キャロライン・B.クーニー／著 東京：早川書房 933 ｸﾆ
ピラネージ スザンナ・クラーク／著 東京：東京創元社 933 ｸﾗ
世界の終わりの天文台 リリー・ブルックス=ダルトン／著 東京：東京創元社 933 ﾌﾞﾙ
マーダー・ミステリ・ブッククラブ C.A.ラーマー／著 東京：東京創元社 933 ﾗﾏ
もうやってらんない カイリー・リード／著 東京：早川書房 933 ﾘﾄﾞ
忘れたとは言わせない トーヴェ・アルステルダール／著 東京：KADOKAWA 949 ｱﾙ
北京の秋 ボリス・ヴィアン／著 東京：河出書房新社 953 ｳﾞｲ
翼っていうのは噓だけど フランチェスカ・セラ／著 東京：早川書房 953 ｾﾗ
戦争日記 オリガ・グレベンニク／著 東京：河出書房新社 986 ｸﾞﾚ

※「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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