
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
「すぐやる人」のビジネス手帳術 伊庭　正康／著 東京：ナツメ社 002.7 
AI 2041 カイフー・リー／著 東京：文藝春秋 007.1 
デジタルデータを収益化!NFT実践講座 小澤　隆博／著 東京：秀和システム 007.3 
Excel関数を楽しく使いこなす104のレシピ 国本　温子／執筆 東京：ワン・パブリッシング 007.6 
児童書作家の思いつき 杉山　亮／著 東京：仮説社 019.5 
ギネス世界記録　2023 クレイグ・グレンディ／編 東京：角川アスキー総合研究所 031.5 
いつか必ず死ぬのになぜ君は生きるのか 立花　隆／著 東京：SBクリエイティブ 041 

<哲学・思想・心理学・宗教>
ときは、ながれない 八木沢　敬／著 東京：講談社 112 
「世界のすごい人」が使った心理学 清田　予紀／著 東京：三笠書房 140.4 
人のために生きることは自分のために生きること 吉岡　秀人／著 東京：主婦の友社 159 
成熟とともに限りある時を生きる ドミニック・ローホー／著 東京：講談社 159 
中高生の悩みが軽くなるヒント集めました。 葉一／著 東京：河出書房新社 159.7 
宗教2世 荻上　チキ／編著 東京：太田出版 160.4 
街の牧師 祈りといのち 沼田　和也／著 東京：晶文社 198.3 

<歴史・地理・伝記・紀行>
現代を生きる日本史 須田　努／著 東京：岩波書店 210.1 
古代の刀剣 小池　伸彦／著 東京：吉川弘文館 210.3 
徳川家康の地政学 小和田　哲男／監修 東京：成美堂出版 210.4 
歴史を読み解く城歩き 千田　嘉博／著 東京：朝日新聞出版 210.4 
昭和史研究の最前線 筒井　清忠／編著 東京：朝日新聞出版 210.7 
ヒッタイトに魅せられて 大村　幸弘／著 東京：山川出版社 227.4 
「笛吹き男」の正体 浜本　隆志／著 東京：筑摩書房 234 
姫路回想譚 池内　了／著 東京：青土社 289 ｲｹ
眠れないほどおもしろい徳川実紀 板野　博行／著 東京：三笠書房 289 ﾄｸ
冒険・探検・歩く旅の食事の歴史物語 デメット・ギュゼイ／著 東京：原書房 290.9 
とっておきの京都めぐり MKタクシー／監修 東京：ナツメ社 291.6 
大インダス世界への旅 船尾　修／写真・文 東京：彩流社 292.5 

<政治・法律・経済・教育>
おとなは子どもにテロをどう伝えればよいのか ターハル・ベン・ジェルーン／著 東京：柏書房 316.4 
アイヌ力よ! 宇梶　静江／著 東京：藤原書店 316.8 
親が元気なうちに始めておきたい不動産相続 古尾谷　裕昭／著 小金井：合同フォレスト 324.7 
隣人のあなた 安田　菜津紀／著 東京：岩波書店 329.9 
日本に住んでる世界のひと 金井　真紀／文・絵 東京：大和書房 334.4 
実地棚卸なるほどQ&A 近江　元／著 [東京]：中央経済社 336.9 
政府債務 森田　長太郎／著 東京：東洋経済新報社 341 
何もしないほうが得な日本 太田　肇／著 東京：PHP研究所 361.6 
まもられなかった人たち 兵庫県震災復興研究センター／編 京都：クリエイツかもがわ 365.3 
「働き方改革」の人類史 尾登　雄平／著 東京：イースト・プレス 366 
娘が理解できません 岩井　俊憲／著 東京：小学館クリエイティブ 367.3 
知識ゼロからのSTEAM教育 中島　さち子／著 東京：幻冬舎 375.4 
子どものことを子どもにきく 杉山　亮／著 東京：筑摩書房 376.1 
世界の絶滅危惧食 ダン・サラディーノ／著 東京：河出書房新社 383.8 
きもちを贈る 杉浦　さやか／著 東京：ワニブックス 385.9 
基地はなぜ沖縄でなければいけないのか 川名　晋史／著 東京：筑摩書房 395.3 

〒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>

科学オモテウラ大事典 左巻　健男／編著 東京：東洋館出版社 404 
世界が面白くなる!身の回りの数学 佐々木　淳／著 東京：あさ出版 410.4 
よくわかる最新有機化学の基本と仕組み 齋藤　勝裕／著 東京：秀和システム 437 
地球の変動はどこまで宇宙で解明できるか 宮原　ひろ子／著 京都：化学同人 444 
ふしぎで美しい水の図鑑 武田　康男／文・写真 東京：緑書房 452.9 
新種発見! 馬場　友希／編著 東京：山と溪谷社 461 
環境DNA入門 源　利文／著 東京：岩波書店 468 
プロの履歴書からわかる生きものの仕事 松橋　利光／著 東京：山と溪谷社 480 
ねパンダ 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 489.5 
自分で押せるツボ 柳本　真弓／著 東京：ナツメ社 492.7 
どうする?家族のメンタル不調 井上　智介／著 東京：集英社 493.7 
目で見てわかる認知症の予防 秋下　雅弘／監修 東京：成美堂出版 493.7 
ゲノムの子 石原　理／著 東京：集英社 495.4 
隣の聞き取れないひと 五十嵐　大／著 [東京]：翔泳社 496.6 
脳がどんどん強くなる!すごい地球の歩き方 高島　明彦／著 東京：地球の歩き方 498.3 
「80歳の壁」を超える食事術 吉村　芳弘／著 東京：幻冬舎 498.5 

<技術・工学・建築・工業>
水道を救え 加藤　崇／著 東京：新潮社 518.1 
このゴミは収集できません 滝沢　秀一／[著] 東京：KADOKAWA 518.5 
間取りスケッチブック 松原　正明／著 東京：エクスナレッジ 527.1 
国産航空機の歴史 笠井　雅直／著 東京：吉川弘文館 538 
よくわかる最新ジェットエンジンの基本と仕組み 青木　謙知／著 東京：秀和システム 538.3 
宇宙飛行士 鈴木　喜生／著 東京：朝日新聞出版 538.9 
トコトンやさしいVRの本 廣瀬　通孝／監修 東京：日刊工業新聞社 548 
世襲と経営 泉　秀一／著 東京：文藝春秋 588.5 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
幸せな心持ち 内田　彩仍／著 東京：主婦と生活社 590.4 
おひとりさまが知って得する、お金の貯め方・増やし方 佐藤　治彦／著 東京：ぱる出版 591 
かんたん!かわいい!平面でつくるあみぐるみ いちかわ　みゆき／監修 東京：KADOKAWA 594.3 
かぎ針と棒針で編む帽子 風工房／[ほか]著 東京：日東書院本社 594.3 
つゆつきのつまみ細工のたからもの 土田　由紀子／著 東京：日本ヴォーグ社 594.6 
一生使える!味つけ大事典 川上　文代／著 東京：池田書店 596 
藤井恵さんの更年期ごはん 藤井　恵／著 [東京]：世界文化ブックス 596 
戻さずポンッ!大豆ミートの楽うまレシピ 坂東　万有子／著 東京：河出書房新社 596.3 
豆腐、豆乳、豆乳ヨーグルトのおやつ 今井　ようこ／著 東京：文化学園文化出版局 596.6 
美しいねりきり 桔梗　有香子／監修 東京：日東書院本社 596.6 
おいしい器のある暮らし タサン志麻／[ほか著] 東京：家の光協会 596.9 
あの人にイライラするのは、部屋のせい。 米田　まりな／著 東京：PHP研究所 597.5 
「ついで掃除」できれいが続く 井上　めぐみ／著 東京：婦人之友社 597.9 
子どもの「好き」から始まる心地よい暮らし 美濃羽　まゆみ／著 東京：大和書房 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
使い切れない農地活用読本 農山漁村文化協会／編 東京：農山漁村文化協会 611.2 
世界で最初に飢えるのは日本 鈴木　宣弘／[著] 東京：講談社 611.3 
農産物直売所で稼ぐ70の極意 勝本　吉伸／著 東京：家の光協会 611.4 
野菜売り場の歩き方 青髪のテツ／著 東京：サンマーク出版 626 
犬おやつの教科書 俵森　朋子／著 東京：誠文堂新光社 645.6 
獣医病理学者が語る動物のからだと病気 中村　進一／著 東京：緑書房 649.4 
ビジネスで使える!ハーバード流世界標準の英語表現 左門　新／著 東京：すばる舎 670.9 
広告の仕事 杉山　恒太郎／著 東京：光文社 674 
スキー場は夏に儲けろ! 和田　寛／著 東京：東洋経済新報社 689 
最新世界切手地図 江波戸　昭／編著 東京：切手の博物館 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>

時を超える美術 新見　隆／著 東京：光文社 702 
木島櫻谷 木島　櫻谷／[画] 東京：東京美術 721.9 
超絶技巧の西洋美術史 池上　英洋／著 東京：新星出版社 723.3 
クロワッサンを描こう 笹原　由子／著 東京：芸術新聞社 724.4 
筆ペンでかわいいイラストが描ける本 朝日新聞出版／編著 東京：朝日新聞出版 726.5 
消しゴムはんこのアイデアと技法 江口　春畝／著 東京：日貿出版社 736 
和紙の包み折り 岡田　郁子／著 東京：ブティック社 754.9 
佐藤幸子ドールハウスの世界 佐藤　幸子／著 京都：亥辰舎 759 
オペラの歴史 加藤　浩子／著 東京：平凡社 766.1 
江戸の暮らしと落語ことはじめ 三遊亭　兼好／著 東京：KTC中央出版 779.1 
3ステップでできる!世界で一番やさしいマジック 藤原　邦恭／著 東京：いかだ社 779.3 
70歳からの椅子筋トレ 枝光　聖人／著 東京：家の光協会 780.7 
史料と写真で見る陸上競技の歴史 岡尾　惠市／著 東京：大修館書店 782 
親子で野球上達の極意 立浪　和義／著 東京：廣済堂出版 783.7 
トランプゲーム大全<2人用> 田中.ROM／著 東京：スモール出版 797.2 

<言　語>

言語学を学ぶ 千野　栄一／著 東京：筑摩書房 801 
辞書編集、三十七年 神永　曉／著 東京：草思社 813.1 
教養としての上級語彙 宮崎　哲弥／著 東京：新潮社 814 
関西人vs関東人ここまで違うことばの常識 博学こだわり倶楽部／編 東京：河出書房新社 818 
中国語は不思議 橋本　陽介／著 東京：新潮社 820.4 
すぐに使える!韓国語日常フレーズBOOK 李　恩周／著 東京：高橋書店 829.1 
通じすぎて怖いカタカナ英会話 長谷川　雄一朗／著 東京：みらいパブリッシング 837.8 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

小説作法の奥義 阿刀田　高／著 東京：新潮社 901.3 ｱﾄ
ジェンダーレスの日本史 大塚　ひかり／著 東京：中央公論新社 910.2 ｵｵ
芭蕉のあそび 深沢　眞二／著 東京：岩波書店 911.3 ﾌｶ
詩303P 内田　麟太郎／作 千葉：303 BOOKS 911.5 ｳﾁ
金子みすゞ詩選集 金子　みすゞ／著 東京：春陽堂書店 911.5 ｶﾈ
名探偵の生まれる夜 青柳　碧人／著 東京：KADOKAWA F ｱｵ
友よ 赤神　諒／著 東京：PHP研究所 F ｱｶ
葬式組曲 天祢　涼／著 東京：文藝春秋 F ｱﾏ
相棒　season20中 輿水　泰弘／ほか脚本 東京：朝日新聞出版 F ｲｶ
一睡の夢 伊東　潤／著 東京：幻冬舎 F ｲﾄ
馬廻役仁義 井原　忠政／著 東京：双葉社 F ｲﾊ
家康の軍師　1・2 岩室　忍／著 東京：朝日新聞出版 F ｲﾜ
家康を愛した女たち 植松　三十里／著 東京：集英社 F ｳｴ
継ぐ者 上田　秀人／著 東京：KADOKAWA F ｳｴ
みちびきの変奏曲 内山　純／著 東京：集英社 F ｳﾁ
骨灰 冲方　丁／著 東京：KADOKAWA F ｳﾌﾞ
ウナノハテノガタ 大森兄弟／著 東京：中央公論新社 F ｵｵ
草を褥に 大原　富枝／著 東京：河出書房新社 F ｵｵ
罪の轍 奥田　英朗／著 東京：新潮社 F ｵｸ
鎌倉駅徒歩8分、空室あり 越智　月子／著 東京：幻冬舎 F ｵﾁ
まち 小野寺　史宜／著 東京：祥伝社 F ｵﾉ
カプチーノ・コースト 片瀬　チヲル／著 東京：講談社 F ｶﾀ
息をつめて 桂　望実／著 東京：光文社 F ｶﾂ
これはちゃうか 加納　愛子／著 東京：河出書房新社 F ｶﾉ
罪人の選択 貴志　祐介／著 東京：文藝春秋 F ｷｼ
タイム・オブ・デス、デート・オブ・バース 窪　美澄／著 東京：筑摩書房 F ｸﾎﾞ
うさぎ玉ほろほろ 西條　奈加／著 東京：講談社 F ｻｲ
恋文ながし 坂岡　真／著 東京：中央公論新社 F ｻｶ
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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)>
名称未設定ファイル 品田　遊／著 東京：朝日新聞出版 F ｼﾅ
花と舞と 一人静 篠　綾子／著 東京：集英社 F ｼﾉ
ここでは誰もが噓をつく 嶋中　潤／著 東京：講談社 F ｼﾏ
分岐駅まほろし 清水　晴木／著 東京：実業之日本社 F ｼﾐ
伝言猫がカフェにいます 標野　凪／著 東京：PHP研究所 F ｼﾒ
君の地球が平らになりますように 斜線堂　有紀／著 東京：集英社 F ｼﾔ
芦屋山手お道具迎賓館 高殿　円／著 京都：淡交社 F ﾀｶ
踏切の幽霊 高野　和明／著 東京：文藝春秋 F ﾀｶ
朝比奈凛之助捕物暦 千野　隆司／著 東京：文藝春秋 F ﾁﾉ
風の値段 堂場　瞬一／著 東京：小学館 F ﾄﾞｳ
いつかこの失恋を、幸せにかえるために 中村　航／[著] 東京：KADOKAWA F ﾅｶ
感情教育 中山　可穂／著 東京：河出書房新社 F ﾅｶ
逃亡者 中村　文則／[著] 東京：幻冬舎 F ﾅｶ
ゴッホの犬と耳とひまわり 長野　まゆみ／著 東京：講談社 F ﾅｶﾞ
君の教室が永遠の眠りにつくまで 鵺野　莉紗／著 東京：KADOKAWA F ﾇｴ
タスキメシ-五輪- 額賀　澪／著 東京：小学館 F ﾇｶ
ぬくもり 宮部　みゆき／著 東京：PHP研究所 F ﾋﾟｴ
ギフテッド 藤野　恵美／著 東京：光文社 F ﾌｼﾞ
冬の霧 藤原　緋沙子／著 東京：新潮社 F ﾌｼﾞ
妖の絆 誉田　哲也／著 東京：文藝春秋 F ﾎﾝ
江戸の夢びらき 松井　今朝子／著 東京：文藝春秋 F ﾏﾂ
探偵の探偵 桐嶋颯太の鍵 松岡　圭祐／[著] 東京：KADOKAWA F ﾏﾂ
怪盗ロータス綺譚 三木　笙子／著 東京：東京創元社 F ﾐｷ
海を抱く 村山　由佳／著 東京：集英社 F ﾑﾗ
魔女たちは眠りを守る 村山　早紀／[著] 東京：KADOKAWA F ﾑﾗ
フラッタ・リンツ・ライフ 森　博嗣／著 東京：中央公論新社 F ﾓﾘ
罪の境界 薬丸　岳／著 東京：幻冬舎 F ﾔｸ
至誠の残滓 矢野　隆／著 東京：集英社 F ﾔﾉ
私のことだま漂流記 山田　詠美／著 東京：講談社 F ﾔﾏ
教誨 柚月　裕子／著 東京：小学館 F ﾕｽﾞ
闘え!ミス・パーフェクト 横関　大／著 東京：幻冬舎 F ﾖｺ
天使も怪物も眠る夜 吉田　篤弘／著 東京：中央公論新社 F ﾖｼ
じゃむパンの日 赤染　晶子／著 武蔵野：palmbooks E ｱｶ
フランスの街の夜 遠藤　周作／著 東京：河出書房新社 E ｴﾝ
シロかクロか、どちらにしてもトラ柄ではない 金井　美恵子／文 東京：平凡社 E ｶﾅ
わたしの心を強くする「ひとり時間」のつくり方 岸本　葉子／著 東京：佼成出版社 E ｷｼ
小説家の四季　1988-2002 佐藤　正午／著 東京：岩波書店 E ｻﾄ
笑って生ききる 瀬戸内　寂聴／著 東京：中央公論新社 E ｾﾄ
こりずにわるい食べもの 千早　茜／著 東京：ホーム社 E ﾁﾊ
90歳の人間力 外山　滋比古／著 東京：幻冬舎 E ﾄﾔ
猫を棄てる 村上　春樹／著 東京：文藝春秋 E ﾑﾗ
たりる生活 群　ようこ／著 東京：朝日新聞出版 E ﾑﾚ
旅行鞄のガラクタ 伊集院　静／著 東京：小学館 915 ｲｼﾞ
ある行旅死亡人の物語 武田　惇志／著 東京：毎日新聞出版 916 ﾀｹ
漢詩の名句・名吟 村上　哲見／[著] 東京：講談社 921 ﾑﾗ
熊と小夜鳴鳥 キャサリン・アーデン／著 東京：東京創元社 933 ｱﾃﾞ
ルミナリーズ エレノア・キャトン／[著] 東京：岩波書店 933 ｷﾔ
スペインの家 J.M.クッツェー／著 東京：白水社 933 ｸﾂ
「グレート・ギャツビー」を追え ジョン・グリシャム／著 東京：中央公論新社 933 ｸﾞﾘ
ウィンダム図書館の奇妙な事件 ジル・ペイトン・ウォルシュ／著 東京：東京創元社 933 ﾍﾟｲ
私と言葉たち アーシュラ・K.ル=グウィン／著 東京：河出書房新社 934 ﾙｸﾞ
うそつき王国とジェルソミーノ ジャンニ・ロダーリ／著 東京：講談社 973 ﾛﾀﾞ

※「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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