
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
ルーズリーフ手帳の作り方 マルマン／著 東京：KADOKAWA 002.7 
ファスト教養 レジー／著 東京：集英社 002.7 
パラレルアントレプレナー 佐藤　秀哉／著 東京：ダイヤモンド社 007.3 
文系のための基本情報技術者はじめに読む本 近藤　孝之／著 東京：技術評論社 007.6 
図書館の使命を問う 塩見　昇／著 東京：日本図書館協会 011.2 
ビタミンBOOKS 重松　清／著 東京：新潮社 019.9 
ザ・ミュージアム オーウェン・ホプキンズ／著 東京：河出書房新社 069 

<哲学・思想・心理学・宗教>
日本語からの哲学 平尾　昌宏／著 東京：晶文社 104 
見えないものを見る「抽象の目」 細谷　功／著 東京：中央公論新社 141.5 
「心の重荷」の降ろしかた 加藤　諦三／著 東京：三笠書房 159 
全部わかる世界の神々と神話 神話雑学研究会／編著 東京：成美堂出版 164 
新宗教と政治と金 島田　裕巳／著 東京：宝島社 169.1 
ゆかいな仏教 橋爪　大三郎／著 東京：三笠書房 180 
聖書がわかれば世界が見える 池上　彰／著 東京：SBクリエイティブ 190 

<歴史・地理・伝記・紀行>
人類史にかがやく古代都市はなぜ消滅したのか アナリー・ニューイッツ／著 東京：青土社 209 
江戸にラクダがやって来た 川添　裕／著 東京：岩波書店 210.5 
倭と加耶 東　潮／著 東京：朝日新聞出版 221 
中世イングランドの日常生活 トニ・マウント／著 東京：原書房 233 
ベルギーの歴史を知るための50章 松尾　秀哉／編著 東京：明石書店 235.8 
宿命 安倍　洋子／著 東京：文藝春秋 289 ｱﾍﾞ
青年家康 柴　裕之／著 東京：KADOKAWA 289 ﾄｸ
ここに住みたい 堀内　誠一／著 東京：中央公論新社 290.9 
旅は旨くて、時々苦い 山本　高樹／文・写真 東京：産業編集センター 290.9 
女人京都 酒井　順子／著 東京：小学館 291.6 
中国大陸大全 ヤンチャン／著 東京：KADOKAWA 292.2 
ニュージーランドの大らかで自然に寄りそう暮らし365日 草野　亜希子／著 東京：自由国民社 297.2 

<政治・法律・経済・教育>
18歳から100歳までの日本の未来を考える17のキーワード 樋口　裕一／著 東京：学研プラス 302.1 
ウクライナ戦争の200日 小泉　悠／著 東京：文藝春秋 319.3 
歴史から学ぶ相続の考え方 神山　敏夫／著 東京：集英社 324.7 
手数料と物流の経済全史 玉木　俊明／著 東京：東洋経済新報社 332 
ヒトゴトにしない社会へ アノニマ・スタジオ／編 東京：KTC中央出版 335.8 
60分でわかる!インボイス&消費税超入門 土屋　裕昭／著 東京：技術評論社 336.9 
水族館のアシカはいくらで買える? 野崎　敏彦／著 小金井：合同フォレスト 349 
「感じがいい人」の行動図鑑 大野　萌子／著 東京：小学館 361.4 
雇用か賃金か日本の選択 首藤　若菜／著 東京：筑摩書房 366.2 
切り裂きジャックに殺されたのは誰か ハリー・ルーベンホールド／著 東京：青土社 368.6 
危機の中の学問の自由 羽田　貴史／著 東京：岩波書店 377.1 
子育ての「選択」大全 おおた　としまさ／著 東京：KADOKAWA 379.9 
古くて新しい日本の伝統食品 陸田　幸枝／著 東京：柴田書店 383.8 
まつりは守れるか 石垣　悟／編著 東京：八千代出版 386.8 

〒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>

身の回りにあるノーベル賞がよくわかる本 かきもち／著 [東京]：翔泳社 402 
文系のためのめっちゃやさしい数学　数と数式編 山本　昌宏／監修 東京：ニュートンプレス 410 
すべては量子でできている フランク・ウィルチェック／著 東京：筑摩書房 420 
宇宙を動かしているものは何か 谷口　義明／著 東京：光文社 440.1 
ブルーカーボンとは何か 枝廣　淳子／著 東京：岩波書店 451.8 
美しいインクルージョンの鉱物図鑑 atelier Ruchi／[編] 東京：エクスナレッジ 459 
生き物たちよ、なんでそうなった!? 五十嵐　杏南／著 東京：笠間書院 468 
我が思ひ出 牧野　富太郎／著 東京：北隆館 470.4 
日本の高山植物 工藤　岳／著 東京：光文社 471.7 
キリンのひづめ、ヒトの指 郡司　芽久／著 東京：NHK出版 481.1 
昆虫学者、奇跡の図鑑を作る 丸山　宗利／著 東京：幻冬舎 486 
運動しても瘦せないのはなぜか ハーマン・ポンツァー／著 東京：草思社 491.4 
ヤング中高年 竹中　晃二／著 東京：集英社 493.7 
「気づき」のがん患者学 古川　雅子／著 東京：NHK出版 494.5 
フードリテラシーを高めよう! 下野　房子／著 東京：大修館書店 498.5 
イギリス花粉学者の科学捜査ファイル パトリシア・ウィルトシャー／著 東京：白揚社 498.9 

<技術・工学・建築・工業>
世界を変える100の技術 日経BP／編 [東京]：日経BP 504 
舗装に花が咲くか 山田　優／著 大阪：大阪教育図書 514.4 
旅する煉瓦 深尾　精一／著 東京：鹿島出版会 524.4 
建築家の自邸探訪 田中　卓志／責任編集 東京：扶桑社 527 
鉄道運転進化論 西上　いつき／著 東京：交通新聞社 536 
今と未来がわかる電気 川村　康文／監修 東京：ナツメ社 540 
新・日本懐かし自販機大全 魚谷　祐介／著 東京：辰巳出版 582.4 
もっと知りたいシャネルと20世紀モード 朝倉　三枝／著 東京：東京美術 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
実践!はじめてのホームファイリング 長野　ゆか／著 東京：同文舘出版 591 
おとな服名品図鑑 中野　ユカリ／著 東京：日本ヴォーグ社 593.3 
愛犬とおそろい!ハンドメイドのわんこ服&小物 武田　斗環／著 東京：マイナビ出版 594 
最高の髪型解剖図鑑 篠原　龍／著 東京：エクスナレッジ 595.4 
やせる筋肉の鍛え方 石井　直方／著 東京：学研プラス 595.6 
有元葉子の冷凍術 有元　葉子／著 東京：筑摩書房 596 
55歳からの新しい食卓 上田　淳子／著 東京：学研プラス 596 
お菓子・パン・料理教室のつくり方 まつお　みかこ／著 東京：同文舘出版 596 
奄美ごはん 恵上　イサ子／著 東京：東京ニュース通信社 596.2 
野菜で中華 今井　亮／著 東京：成美堂出版 596.3 
農家が教えるタケノコづくし 農文協／編 東京：農山漁村文化協会 596.3 
さつまいものお菓子 若山　曜子／著 東京：家の光協会 596.6 
箸置きの世界 串岡　慶子／著 東京：平凡社 596.9 
収納上手のインテリア押入れ 成美堂出版編集部／編 東京：成美堂出版 597.5 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
イチジクの歴史 デイヴィッド・C.サットン／著 東京：原書房 625.6 
ネコはここまで考えている 高木　佐保／著 東京：慶應義塾大学出版会 645.7 
肉完全バイブル 山本　謙治／監修 東京：ナツメ社 648.2 
スギと広葉樹の混交林 清和　研二／著 東京：農山漁村文化協会 653.4 
ファーストペンギン 坪内　知佳／著 東京：講談社 660.6 
かんたん主婦からの家事代行サービスの始め方 夢咲　ジュン／著 東京：文芸社 673.9 
伝わる短文のつくり方 OCHABI Institute／著 東京：ビー・エヌ・エヌ 674 
ウェルビーイングビジネスの教科書 藤田　康人／著 東京：アスコム 675 
世界と日本の鉄道史 川辺　謙一／著 東京：技術評論社 686.2 
切手デザイナーの仕事 間部　香代／著 東京：グラフィック社 693.8 
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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>

正倉院宝物を10倍楽しむ 山本　忠尚／著 東京：吉川弘文館 702.1 
新しいアートのかたち 施井　泰平／著 東京：平凡社 706.7 
東京藝大・クローン文化財 宮廻　正明／監修 東京：東京美術 709 
名画の中で働く人々 中野　京子／著 東京：集英社 723 
絵が上手くなる5つの習慣 焼まゆる／著 東京：KADOKAWA 726.5 
スマホ1台で動画制作はじめます! JEMMA／著 東京：インプレス 746.7 
めでる張り子 アトリエおはよう／著 東京：文化学園文化出版局 754.9 
透かしてうっとり光の折り紙 中村　香代／著 東京：講談社 754.9 
日本のヴァイオリン史 梶野　絵奈／著 東京：青弓社 763.4 
落語の凄さ 橘　蓮二／著 東京：PHP研究所 779.1 
あなたのスコアが一変する!中井学のゴルフ練習革命 中井　学／著 東京：日本文芸社 783.8 
臆病者の自転車生活 安達　茉莉子／著 東京：亜紀書房 786.5 
おうち茶道のすすめ 水上　麻由子／著 東京：二見書房 791 
1日5分いけばなの歴史 細川　武稔／著 京都：淡交社 793.2 
詰み筋別!実戦形詰将棋3手〜9手 北島　忠雄／著 東京：マイナビ出版 796 

<言　語>

手話が「発音」できなくなる時 石原　和／編 東京：ひつじ書房 801.9 
1日1トレで声も話し方も感動的に良くなる 阿部　恵／著 東京：日本実業出版社 809.2 
小さな言の葉の本 東　直子／監修 名古屋：リベラル社 814 
いきもの英単語 清水　建二／文 東京：実業之日本社 834 
ほめ英語入門 松田　佳奈／著 東京：アルク 837.8 
表現パターンを身につけるフランス語作文 塩谷　祐人／著 東京：白水社 856 
教養としての「ラテン語の授業」 ハン　ドンイル／著 東京：ダイヤモンド社 892 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

あなたの小説にはたくらみがない 佐藤　誠一郎／著 東京：新潮社 901.3 ｻﾄ
五〇人の作家たち 岡山　典弘／著 東京：新典社 910.2 ｵｶ
俳句いまむかし　みたび 坪内　稔典／著 東京：毎日新聞出版 911.3 ﾂﾎﾞ
脚本力 倉本　聰／著 東京：幻冬舎 912.7 ｸﾗ
平家物語への羅針盤 武久　堅／著 西宮：関西学院大学出版会 913 ﾀｹ
赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 青柳　碧人／著 東京：双葉社 F ｱｵ
幾千年の声を聞く 青羽　悠／著 東京：中央公論新社 F ｱｵ
家族 中島　要／著 東京：朝日新聞出版 F ｱｻ
グッドバイ 朝井　まかて／著 東京：朝日新聞出版 F ｱｻ
森江春策の災難 芦辺　拓／著 福岡：行舟文化 F ｱｼ
あなたへの挑戦状 阿津川　辰海／著 東京：講談社 F ｱﾂ
烏の緑羽 阿部　智里／著 東京：文藝春秋 F ｱﾍﾞ
迷宮の月 安部　龍太郎／著 東京：新潮社 F ｱﾍﾞ
容疑者は何も知らない 天野　節子／[著] 東京：幻冬舎 F ｱﾏ
五木寛之セレクション　1 五木　寛之／著 東京：東京書籍 F ｲﾂ
天下大乱 伊東　潤／著 東京：朝日新聞出版 F ｲﾄ
水底のスピカ 乾　ルカ／著 東京：中央公論新社 F ｲﾇ
小説家の一日 井上　荒野／著 東京：文藝春秋 F ｲﾉ
銀座「四宝堂」文房具店 上田　健次／著 東京：小学館 F ｳｴ
老害の人 内館　牧子／著 東京：講談社 F ｳﾁ
アクション 榎本　憲男／[著] 東京：幻冬舎 F ｴﾉ
君のクイズ 小川　哲／著 東京：朝日新聞出版 F ｵｶﾞ
ライオンのおやつ 小川　糸／[著] 東京：ポプラ社 F ｵｶﾞ
葵のしずく 奥山　景布子／著 東京：文藝春秋 F ｵｸ
永遠年軽 温　又柔／著 東京：講談社 F ｵﾝ
イコトラベリング1948- 角野　栄子／著 東京：KADOKAWA F ｶﾄﾞ
ぼくらは、まだ少し期待している 木地　雅映子／著 東京：中央公論新社 F ｷｼﾞ
世界の望む静謐 倉知　淳／著 東京：東京創元社 F ｸﾗ
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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)>
ひたむきに 小杉　健治／著 東京：祥伝社 F ｺｽ
乱れる海よ 小手鞠　るい／著 東京：平凡社 F ｺﾃﾞ
一人二役 佐伯　泰英／著 東京：光文社 F ｻｴ
名残の花 澤田　瞳子／著 東京：新潮社 F ｻﾜ
うきよの恋花 周防　柳／著 東京：集英社 F ｽｵ
あこがれ 瀬戸内　寂聴／著 東京：新潮社 F ｾﾄ
駅の名は夜明 高田　郁／著 東京：双葉社 F ﾀｶ
過怠 谷村　志穂／著 東京：光文社 F ﾀﾆ
春いちばん 玉岡　かおる／著 東京：家の光協会 F ﾀﾏ
太陽諸島 多和田　葉子／著 東京：講談社 F ﾀﾜ
機械仕掛けの太陽 知念　実希人／著 東京：文藝春秋 F ﾁﾈ
君といた日の続き 辻堂　ゆめ／著 東京：新潮社 F ﾂｼﾞ
川のほとりに立つ者は 寺地　はるな／著 東京：双葉社 F ﾃﾗ
吉原と外 中島　要／著 東京：祥伝社 F ﾅｶ
商う狼 永井　紗耶子／著 東京：新潮社 F ﾅｶﾞ
本を守ろうとする猫の話 夏川　草介／著 東京：小学館 F ﾅﾂ
海が見える家 旅立ち はらだ　みずき／著 東京：小学館 F ﾊﾗ
老人ホテル 原田　ひ香／著 東京：光文社 F ﾊﾗ
仕掛島 東川　篤哉／著 東京：東京創元社 F ﾋｶﾞ
侵略少女 古野　まほろ／著 東京：光文社 F ﾌﾙ
仕事ください 眉村　卓／著 東京：竹書房 F ﾏﾕ
やっかいな食卓 御木本　あかり／著 東京：小学館 F ﾐｷ
MISSING 村上　龍／著 東京：新潮社 F ﾑﾗ
探偵と家族 森　晶麿／著 東京：早川書房 F ﾓﾘ
ダウン・ツ・ヘヴン 森　博嗣／著 東京：中央公論新社 F ﾓﾘ
写楽女 森　明日香／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾓﾘ
麻阿と豪 諸田　玲子／著 東京：PHP研究所 F ﾓﾛ
不知火判事の比類なき被告人質問 矢樹　純／著 東京：双葉社 F ﾔｷﾞ
はじまりの島 柳　広司／[著] 東京：幻冬舎 F ﾔﾅ
大江戸あにまる 山本　幸久／著 東京：集英社 F ﾔﾏ
金色の魔術師 横溝　正史／[著] 東京：KADOKAWA F ﾖｺ
逃亡小説集 吉田　修一／[著] 東京：KADOKAWA F ﾖｼ
薔薇色に染まる頃 吉永　南央／著 東京：文藝春秋 F ﾖｼ
湖上の空 今村　翔吾／著 東京：小学館 E ｲﾏ
お母ちゃんの鬼退治 小手鞠　るい／作 東京：偕成社 E ｺﾃﾞ
作家の老い方 草思社編集部／編 東京：草思社 E ｿｳ
たのしく老後もはたらく生き方 豊田　有恒／著 東京：ビジネス社 E ﾄﾖ
湊かなえのことば結び 湊　かなえ／[著] 東京：角川春樹事務所 E ﾐﾅ
残されたつぶやき 山本　文緒／[著] 東京：KADOKAWA E ﾔﾏ
とりあえずお湯わかせ 柚木　麻子／著 東京：NHK出版 E ﾕｽﾞ
言葉を植えた人 若松　英輔／著 東京：亜紀書房 E ﾜｶ
無人島のふたり 山本　文緒／著 東京：新潮社 915 ﾔﾏ
ウクライナから来た少女ズラータ、16歳の日記 ズラータ・イヴァシコワ／文・絵 [東京]：世界文化ブックス 916 ｲｳﾞ
正岡子規ベースボール文集 正岡　子規／[著] 東京：岩波書店 918 ﾏｻ
文城 余　華／著 東京：中央公論新社 923 ﾕｲ
小さなことばたちの辞書 ピップ・ウィリアムズ／著 東京：小学館 933 ｳｲ
ルビーが詰まった脚 ジョーン・エイキン／著 東京：東京創元社 933 ｴｲ
闇の覚醒 ナオミ・ノヴィク／著 東京：静山社 933 ﾉｳﾞ
ハロルドとモード コリン・ヒギンズ／著 東京：二見書房 933 ﾋｷﾞ
鏡の迷宮 エリック・フアシエ／著 東京：早川書房 953 ﾌｱ
兎の島 エルビラ・ナバロ／著 東京：国書刊行会 963 ﾅﾊﾞ
ステパンチコヴォ村とその住人たち ドストエフスキー／著 東京：光文社 983 ﾄﾞｽ

※「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 


