
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
「技術書」の読書術 IPUSIRON／著 [東京]：翔泳社 007 
大きな字でわかりやすいエクセル2021入門 AYURA／著 東京：技術評論社 007.6 
学校図書館とマンガ 高橋　恵美子／著 東京：日本図書館協会 017 
絵本はホスピタリティの宝箱 元気が湧く／編 京都：かもがわ出版 019.5 
一冊に名著一〇〇冊がギュッと詰まった凄い本 大岡　玲／著 東京：日刊現代 019.9 
東北の古本屋 折付　桂子／[著] 東京：文学通信 024.8 
東京国立博物館 東京国立博物館／編 東京：吉川弘文館 069.6 

<哲学・思想・心理学・宗教>
思想史講義　明治篇1 山口　輝臣／編 東京：筑摩書房 121.6 
試験に出る現代思想 斎藤　哲也／著 東京：NHK出版 133 
思考力がある人のアタマの中身 福嶋　隆史／著 東京：大和出版 141.5 
悪い気は植物が吸ってくれる 時雨／著 東京：飛鳥新社 147 
仕事は職場が9割 沢渡　あまね／[著] 東京：扶桑社 159.4 
統一教会との闘い 山口　広／著 東京：旬報社 169.2 
持たない 枡野　俊明／著 東京：コスミック出版 188.8 

<歴史・地理・伝記・紀行>
若い読者のための世界史 エルンスト・H.ゴンブリッチ／著 東京：中央公論新社 209 
いっきに!同時に!世界史もわかる日本史 河合　敦／監修 東京：実業之日本社 210.1 
家康はなぜ乱世の覇者となれたのか 安部　龍太郎／著 東京：NHK出版 210.4 
ロシアの思考回路 三浦　清美／著 東京：扶桑社 238 
すばらしい失敗 ニコリ／編 東京：ニコリ 289 ｶｼﾞ
マーガレット王女とわたし アン・グレンコナー／著 東京：白水社 289 ｸﾞﾚ
家康の正妻 築山殿 黒田　基樹／著 東京：平凡社 289 ﾂｷ
家康、人づかいの技術 童門　冬二／[著] 東京：KADOKAWA 289 ﾄｸ
天路の旅人 沢木　耕太郎／著 東京：新潮社 289 ﾆｼ
家康家臣の戦と日常 盛本　昌広／[著] 東京：KADOKAWA 289 ﾏﾂ
世界のすごいホテル 地球の歩き方編集室／編集 東京：地球の歩き方 290.9 
五島列島 後藤　暢子／著 東京：辰巳出版 291.9 

<政治・法律・経済・教育>
社会主義前夜 中嶋　洋平／著 東京：筑摩書房 309.2 
ゼレンスキーの真実 レジス・ジャンテ／著 東京：河出書房新社 312.3 
市民は行政と協働を創れるか 河井　孝仁／編著 東京：彩流社 318 
心理的安全性を高めるリーダーの声かけベスト100 田中　弦／著 東京：ダイヤモンド社 336.3 
男性中心企業の終焉 浜田　敬子／著 東京：文藝春秋 336.4 
情報パンデミック 読売新聞大阪本社社会部／著 東京：中央公論新社 361.4 
聞く技術聞いてもらう技術 東畑　開人／著 東京：筑摩書房 361.4 
陰謀論 秦　正樹／著 東京：中央公論新社 361.4 
マイノリティだと思っていたらマジョリティだった件 松井　彰彦／編著 武蔵野：ヘウレーカ 361.6 
家族が誰かを殺しても 阿部　恭子／著 東京：イースト・プレス 368.6 
親が倒れた!親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 太田　差惠子／著 [東京]：翔泳社 369.2 
ネウボラから学ぶ児童虐待防止メソッド 横山　美江／編集 東京：医学書院 369.4 
村八分 礫川　全次／著 東京：河出書房新社 384.1 
ひどい民話を語る会 京極　夏彦／著 東京：KADOKAWA 388.1 

〒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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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<自然科学・数学・生物学・医学>

世界を変えた書物 山本　貴光／著 東京：小学館 402 
宇宙を解くパズル カムラン・バッファ／著 東京：講談社 421 
前恐竜時代 土屋　健／著 [東京]：ブックマン社 457.8 
にっぽんのスズメ 小宮　輝之／監修 東京：カンゼン 488.9 
アザラシ語入門 水口　大輔／著 京都：京都大学学術出版会 489.5 
今と未来がわかる脳と心 毛内　拡／監修 東京：ナツメ社 491.3 
ウルトラ図解糖尿病 山田　悟／監修 東京：法研 493.1 
血圧を下げる!1か月献立 島田　和幸／監修 東京：成美堂出版 493.2 
若年性認知症の人や家族への支援のきほん 沖田　裕子／著 東京：中央法規出版 493.7 
ドーパミン中毒 アンナ・レンブケ／著 東京：新潮社 493.7 
疫病の社会史 五味　文彦／著 東京：KADOKAWA 493.8 
名医が教える男性妊活の最強事典 辻村　晃／著 東京：扶桑社 494.9 
更年期の処方箋 松峯　寿美／著 東京：ナツメ社 495.1 
私の半分はどこから来たのか 大野　和基／著 東京：朝日新聞出版 495.4 
奇跡の鎌田式ウォーキング 鎌田　實／著 東京：家の光協会 498.3 
食材の選び方と保存法 造事務所／編 東京：メディアパル 498.5 

<技術・工学・建築・工業>
橋とトンネル鉄道探究読本 小野田　滋／著 東京：河出書房新社 516.2 
間取りがおもしろい平屋 主婦と生活社／編 東京：主婦と生活社 527.1 
2025年、人類が再び月に降り立つ日 寺薗　淳也／[著] 東京：祥伝社 538.9 
「電気、マジわからん」と思ったときに読む本 田沼　和夫／著 東京：オーム社 540 
地熱エネルギーの疑問50 日本地熱学会／編 東京：成山堂書店 543.7 
ツインバードのものづくり 野水　重明／著 東京：プレジデント社 545.8 
スパコン富岳の挑戦 松岡　聡／著 東京：文藝春秋 548.2 
「紙の温度」が出会った世界の紙と日本の和紙 紙の温度株式会社／著 東京：グラフィック社 585 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
旬のカレンダー 旬の暮らしをたのしむ会／著 東京：ダイヤモンド社 590 
ひとりで楽しく生きるためのお金大全 板倉　京／著 東京：ダイヤモンド社 591 
型紙なしでまっすぐ縫いの着物リメイク 松下　純子／著 東京：日本ヴォーグ社 593.3 
大きなダーニング刺繡 ミムラ　トモミ／著 東京：誠文堂新光社 593.3 
着物を楽しむ教科書 池田　由紀子／監修 東京：ナツメ社 593.8 
フェルトの着せ替え人形ヌイヌイちゃん ピポン／著 東京：文化学園文化出版局 594.9 
美脚RUN 森　拓郎／著 東京：Gakken 595 
のせて焼くだけ。毎日のオーブンレシピ 市瀬　悦子／著 東京：ワン・パブリッシング 596 
がんばりすぎない発酵づくり 舘野　真知子／著 東京：文化学園文化出版局 596 
これ、台所でつくれます。 農山漁村文化協会／編 東京：農山漁村文化協会 596 
低糖質のキッシュとタルト ケークサレ 山本　蓮理／著 東京：秀和システム 596.2 
コーヒープラネット ラニ・キングストン／著 東京：グラフィック社 596.7 
一生、片づく家になる! 水越　美枝子／著 東京：エクスナレッジ 597.5 
赤ちゃんと子どもの病気・ケガホームケアBOOK 細部　千晴／監修 東京：ナツメ社 598.3 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
新地方論 小松　理虔／著 東京：光文社 601.1 
今日からはじめる農家の事業承継 伊東　悠太郎／著 東京：家の光協会 611.7 
図書館司書32人が選んだ犬の本棚 高野　一枝／編著 東京：郵研社 645.6 
かわいいうさぎ 大里　美奈／著 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 645.9 
短いのに感じがいいメールが悩まず書ける本 亀井　ゆかり／著 東京：日本実業出版社 670.9 
「おいしい」を経済に変えた男たち 加藤　一隆／著 東京：TAC株式会社出版事業部 673.9 
はじめての流通 崔　容熏／著 東京：有斐閣 675.4 
国鉄車両回想の旅 谷川　一巳／著 東京：イカロス出版 686.2 
観光立国・日本 箱谷　真司／著 東京：光文社 689.2 
脱サラパーソナリティ、テレビを飛び出す 佐久間　宣行／著 東京：ニッポン放送 699.6 
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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>

土偶美術館 小川　忠博／写真 東京：平凡社 702.1 
絵画を読む 若桑　みどり／著 東京：筑摩書房 723.3 
スケジュール帳かんたんアイコン図鑑1300 hicono／著 東京：ワニブックス 726.5 
棟方志功作品集 棟方　志功／[作] 東京：東京美術 733 
ショパン・コンクール見聞録 青柳　いづみこ／著 東京：集英社 763.2 
僕はどうしても捨てられない。 おいでやす小田／著 東京：ヨシモトブックス 779.1 
文字助のはなし 立川　談四楼／著 東京：筑摩書房 779.1 
こどもの運動能力がぐんぐん伸びる公園 遠山　健太／監修 東京：JTBパブリッシング 781.9 
それからの僕にはマラソンがあった 松浦　弥太郎／著 東京：筑摩書房 782.3 
女子サッカー140年史 スザンヌ・ラック／著 東京：白水社 783.4 
明るく楽しく、強いチームをつくるために僕が考えてきたこと 高津　臣吾／著 東京：アルファポリス 783.7 
日本一“練習しない”プロが教える「科学的」ゴルフ上達法30 堀川　未来夢／著 東京：KADOKAWA 783.8 
俺が戦った真に強かった男 天龍　源一郎／著 東京：青春出版社 788.2 
ホンダF1復活した最速のDNA NHK取材班／著 東京：幻冬舎 788.7 
今すぐ打てる!はじめての麻雀 狩野　洋一／著 東京：日本文芸社 797.5 

<言　語>

書く力 鷲巣　力／著 東京：集英社 816 
大学生のための論文・レポートの論理的な書き方 渡邊　淳子／著 東京：研究社 816.5 
15構文を覚えるだけ!カンタン中国語 陳　淑梅／著 東京：朝日出版社 820 
絵で学ぶ中級韓国語文法 金　京子／著 東京：白水社 829.1 
教養の語源英単語 清水　建二／著 東京：講談社 832 
英語で読むナルニア国物語ライオンと魔女 C.S.ルイス／原著 東京：IBCパブリッシング 837.7 
75パターンで身につける英語の気づかい・丁寧・敬語表現 津村　元司／著 東京：ベレ出版 837.8 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

ポエトリー・ドッグス 斉藤　倫／著 東京：講談社 902.1 ｻｲ
樋口一葉赤貧日記 伊藤　氏貴／著 東京：中央公論新社 910.2 ｲﾄ
この父ありて 梯　久美子／著 東京：文藝春秋 910.2 ｶｹ
女を書けない文豪たち イザベラ・ディオニシオ／著 東京：KADOKAWA 910.2 ﾃﾞｲ
室生犀星俳句集 室生　犀星／[著] 東京：岩波書店 911.3 ﾑﾛ
月の立つ林で 青山　美智子／著 東京：ポプラ社 F ｱｵ
素直な狂気 赤川　次郎／著 東京：徳間書店 F ｱｶ
死にがいを求めて生きているの 朝井　リョウ／著 東京：中央公論新社 F ｱｻ
おもみいたします あさの　あつこ／著 東京：徳間書店 F ｱｻ
ジャクソンひとり 安堂　ホセ／著 東京：河出書房新社 F ｱﾝ
清く貧しく美しく 石田　衣良／著 東京：新潮社 F ｲｼ
お江戸けもの医 毛玉堂 泉　ゆたか／[著] 東京：講談社 F ｲｽﾞ
この世の喜びよ 井戸川　射子／著 東京：講談社 F ｲﾄﾞ
風待ちの四傑 今村　翔吾／著 東京：角川春樹事務所 F ｲﾏ
変な絵 雨穴／著 東京：双葉社 F ｳｹ
猫とメガネ 榎田　ユウリ／著 東京：文藝春秋 F ｴﾀﾞ
犬小屋アットホーム! 大山　淳子／著 東京：U-NEXT F ｵｵ
緑の我が家 小野　不由美／[著] 東京：KADOKAWA F ｵﾉ
タクジョ! 小野寺　史宜／著 東京：実業之日本社 F ｵﾉ
なんとかしなくちゃ。　青雲編 恩田　陸／著 東京：文藝春秋 F ｵﾝ
京都四条月岡サヨの小鍋茶屋 柏井　壽／[著] 東京：講談社 F ｶｼ
クロノス・ジョウンターの黎明 梶尾　真治／著 東京：徳間書店 F ｶｼﾞ
お龍のいない夜 風野　真知雄／著 東京：小学館 F ｶｾﾞ
鎌倉残影 朝井　まかて／著 東京：KADOKAWA F ｶﾄﾞ
六畳間ミステリーアパート 河端　ジュン一／著 東京：新潮社 F ｶﾜ
小麦の法廷 木内　一裕／[著] 東京：講談社 F ｷｳ
連鎖 黒川　博行／著 東京：中央公論新社 F ｸﾛ
トーラスの炎 五代　ゆう／著 東京：早川書房 F ｺﾞﾀﾞ
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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)>
御家の大事 近衛　龍春／著 東京：新潮社 F ｺﾉ
今夜、ぬか漬けスナックで 古矢永　塔子／著 東京：小学館 F ｺﾔ
最後の封印 今野　敏／著 東京：徳間書店 F ｺﾝ
カサンドラのティータイム 櫻木　みわ／著 東京：朝日新聞出版 F ｻｸ
闇の聖域 佐々木　譲／著 東京：KADOKAWA F ｻｻ
少年探偵には向かない事件 佐藤　友哉／著 東京：星海社 F ｻﾄ
吼えろ道真 澤田　瞳子／著 東京：集英社 F ｻﾜ
ばくうどの悪夢 澤村　伊智／著 東京：KADOKAWA F ｻﾜ
ブレイクスルー 柴田　哲孝／著 東京：双葉社 F ｼﾊﾞ
憐憫 島本　理生／著 東京：朝日新聞出版 F ｼﾏ
プリテンド・ファーザー 白岩　玄／著 東京：集英社 F ｼﾗ
倒産続きの彼女 新川　帆立／著 東京：宝島社 F ｼﾝ
ポロック生命体 瀬名　秀明／著 東京：新潮社 F ｾﾅ
ネアンデル人、サピエン人に出会う 高田　裕一／著 東京：論創社 F ﾀｶ
私のことならほっといて 田中　兆子／著 東京：新潮社 F ﾀﾅ
特殊清掃人 中山　七里／著 東京：朝日新聞出版 F ﾅｶ
南洋のエレアル 中路　啓太／著 東京：中央公論新社 F ﾅｶ
鎌倉署・小笠原亜澄の事件簿 鳴神　響一／著 東京：文藝春秋 F ﾅﾙ
魔法使いと最後の事件 東川　篤哉／著 東京：文藝春秋 F ﾋｶﾞ
青木きららのちょっとした冒険 藤野　可織／著 東京：講談社 F ﾌｼﾞ
徳川家康 松本　清張／[著] 東京：KADOKAWA F ﾏﾂ
バタフライ・エフェクト 松嶋　智左／著 東京：小学館 F ﾏﾂ
さっちゃんは、なぜ死んだのか? 真梨　幸子／著 東京：講談社 F ﾏﾘ
女の敵には向かない職業 水生　大海／著 東京：光文社 F ﾐｽﾞ
BAD KIDS 村山　由佳／著 東京：集英社 F ﾑﾗ
ゆれる階 村松　友視／著 東京：河出書房新社 F ﾑﾗ
殺人者 望月　諒子／著 東京：新潮社 F ﾓﾁ
オメガ城の惨劇 森　博嗣／著 東京：講談社 F ﾓﾘ
満天の星 森　真沙子／著 東京：二見書房 F ﾓﾘ
サブスクの子と呼ばれて 山田　悠介／著 東京：河出書房新社 F ﾔﾏ
ファーストクラッシュ 山田　詠美／著 東京：文藝春秋 F ﾔﾏ
自転しながら公転する 山本　文緒／著 東京：新潮社 F ﾔﾏ
夜光怪人 横溝　正史／[著] 東京：KADOKAWA F ﾖｺ
栞と噓の季節 米澤　穂信／著 東京：集英社 F ﾖﾈ
かなりあ堂迷鳥草子 和久井　清水／[著] 東京：講談社 F ﾜｸ
カラスは言った 渡辺　優／著 東京：中央公論新社 F ﾜﾀ
家 亜希／著 東京：CCCメディアハウス E ｱｷ
道行きや 伊藤　比呂美／著 東京：新潮社 E ｲﾄ
マイ・ペース 銀色　夏生／[著] 東京：KADOKAWA E ｷﾞﾝ
寒山の森から 田渕　義雄／著 東京：山と溪谷社 E ﾀﾌﾞ
講釈場のある風景 中央公論新社／編 東京：中央公論新社 E ﾁﾕ
WIN ハーラン・コーベン／著 東京：小学館 933 ｺﾍﾞ
図書館島異聞 翼ある歴史 ソフィア・サマター／著 東京：東京創元社 933 ｻﾏ
時ありて イアン・マクドナルド／著 東京：早川書房 933 ﾏｸ
彼女は水曜日に死んだ リチャード・ラング／著 東京：東京創元社 933 ﾗﾝ
グレイス・イヤー キム・リゲット／著 東京：早川書房 933 ﾘｹﾞ
フローリングのお手入れ法 ウィル・ワイルズ／著 東京：東京創元社 933 ﾜｲ
野原 ローベルト・ゼーターラー／著 東京：新潮社 943 ｾﾞﾀ
京都に咲く一輪の薔薇 ミュリエル・バルベリ／著 東京：早川書房 953 ﾊﾞﾙ
シェフチェンコ詩集 シェフチェンコ／[著] 東京：岩波書店 989 ｼｴ

※「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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