
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
池上彰の教養のススメ 池上　彰／著 [東京]：日経BP日本経済新聞出版 002 
よはく手帳術 miyu／著 東京：実務教育出版 002.7 
メタバースと経済の未来 井上　智洋／著 東京：文藝春秋 007.3 
絵本のなかへ帰る 高村　志保／著 武蔵野：夏葉社 019.5 
標準著作権法 高林　龍／著 東京：有斐閣 021.2 
書籍修繕という仕事 ジェヨン／著 東京：原書房 022.8 
新聞は偉そうに噓をつく 高山　正之／著 東京：新潮社 070.4 

<哲学・思想・心理学・宗教>
きょうだいが苦手だ みずがき　ひろみ／著 東京：河出書房新社 146.8 
<共生>から考える 川本　隆史／著 東京：岩波書店 150.4 
もう一度、学ぶ技術 石田　淳／著 [東京]：日経BP日本経済新聞出版 159.4 
カルト宗教 紀藤　正樹／著 東京：アスコム 169.1 
開運の絶景神社 島田　裕巳／監修 東京：宝島社 175.9 
図解仏教13宗派がよくわかる本 永田　美穂／監修 名古屋：リベラル社 182.1 
歎異抄 齋藤　孝／著 東京：ウェッジ 188.7 

<歴史・地理・伝記・紀行>
国際平和を歴史的に考える 岡本　隆司／編 東京：山川出版社 209.5 
超訳深読みしたい人のための歴史書図鑑 伊藤　賀一／監修 東京：かんき出版 210 
縄文人がなかなか稲作を始めない件 笛木　あみ／著 京都：かもがわ出版 210.2 
チャートと地図でわかる徳川家康と最強家臣団 小和田　泰経／著 東京：ホビージャパン 210.4 
天下人の日本史 本郷　和人／著 東京：宝島社 210.4 
昭和史の核心 保阪　正康／著 東京：PHP研究所 210.7 
江戸はスゴイ 堀口　茉純／著 東京：PHP研究所 213.6 
ガラスの来た道 小寺　智津子／著 東京：吉川弘文館 220 
古代ギリシア人の24時間 フィリップ・マティザック／著 東京：河出書房新社 231.4 
三流シェフ 三國　清三／著 東京：幻冬舎 289 ﾐｸ
台湾はおばちゃんで回ってる?! 近藤　弥生子／著 東京：大和書房 292.2 
獣医師、アフリカの水をのむ 竹田津　実／著 東京：集英社 294 

<政治・法律・経済・教育>
歴史の逆流 長谷部　恭男／著 東京：朝日新聞出版 304 
コロナ利権の真相 鳥集徹+特別取材班／著 東京：宝島社 312.1 
ウクライナ戦争 小泉　悠／著 東京：筑摩書房 319.3 
「争い」入門 ニキー・ウォーカー／著 東京：亜紀書房 319.8 
超インフレ時代の「お金の守り方」 藤巻　健史／著 東京：PHP研究所 332.1 
ゆるい職場 古屋　星斗／著 東京：中央公論新社 336.4 
フリーランスがインボイスで損をしない本 原　尚美／著 東京：日本実業出版社 336.9 
世界インフレと戦争 中野　剛志／著 東京：幻冬舎 337.9 
対話形式でわかるみんなの相続税超入門 椎野　年雅／著 小金井：合同フォレスト 345.5 
リーダーは話し方が9割 永松　茂久／著 東京：すばる舎 361.4 
脱・下流老人 藤田　孝典／著 東京：NHK出版 367.7 
虐待したことを否定する親たち 宮口　智恵／著 東京：PHP研究所 369.4 
だれが校則を決めるのか 内田　良／編 東京：岩波書店 375.2 
すぐに引ける手話ハンドブック モンキー高野／著 東京：ナツメ社 378.2 
世界の麵図鑑 地球の歩き方編集室／編集 東京：地球の歩き方 383.8 
ルポ アメリカの核戦力 渡辺　丘／著 東京：岩波書店 392.5 

〒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>

直感とちがう数学 葉一／監修 東京：Gakken 410.4 
よくわかる最新光工学の基本と仕組み 小野　明／著 東京：秀和システム 425 
地球外生命を探る 松井　孝典／著 東京：山と溪谷社 440.4 
世界を変えた100の化石 ポール・D.テイラー／著 東京：エクスナレッジ 457 
体をつくり、機能を維持する生体物質事典 鈴木　裕太／著 東京：ソシム 464 
禁断の進化史 更科　功／著 東京：NHK出版 469.2 
植物の形には意味がある 園池　公毅／[著] 東京：KADOKAWA 471.1 
カラダのすべてを肛門は知っている 赤羽根　拓弥／監修 東京：カンゼン 491.3 
文系のためのめっちゃやさしい睡眠 林　悠／監修 東京：ニュートンプレス 491.3 
寿命ハック ニクラス・ブレンボー／著 東京：新潮社 491.3 
検査のしくみ・検査値の読み方 西崎　泰弘／著 東京：日本実業出版社 492.9 
発達障害の人には世界がどう見えるのか 井手　正和／著 東京：SBクリエイティブ 493.7 
認知症ポジティブおばあちゃん だんだん・えむ／著 東京：フォレスト出版 493.7 
ルポ副反応疑い死 山岡　淳一郎／著 東京：筑摩書房 493.8 
100歳足腰のつくり方 笹原　健太郎／著 東京：主婦と生活社 498.3 
香害入門 深谷　桂子／著 東京：緑風出版 498.4 

<技術・工学・建築・工業>
生産技術の実践手法がよ〜くわかる本 菅間　正二／著 東京：秀和システム 509.6 
この間取りがすごい 田島　則行／編著 東京：エクスナレッジ 527.1 
JR姿を消した名車両・特急図鑑 松本　典久／文・監修 [東京]：世界文化ブックス 536 
宇宙の歩き方太陽系TRAVEL BOOK 鈴木　喜生／著 東京：G.B. 538.9 
電力崩壊 竹内　純子／著 [東京]：日経BP日本経済新聞出版 540.9 
黒い海 伊澤　理江／著 東京：講談社 557.8 
日本の香り物語 宮沢　敏子／著 東京：八坂書房 576.6 
織物の世界史 ソフィ・タンハウザー／著 東京：原書房 586 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
すこやかなほうへ 小川　奈緒／著 東京：集英社クリエイティブ 590.4 
図解でわかる14歳からの金融リテラシー 社会応援ネットワーク／著 東京：太田出版 591 
ほし☆みつきのあみあみカラフルフィッシュ ほし　みつき／著 東京：自由国民社 594.3 
ちりめん動物歳時記 馬場　美智子／著 東京：グラフィック社 594.9 
金継ぎアレンジでつくるアクセサリー&小物 金継ぎ暮らし／監修 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 594.9 
男のロジカル美容75 荒木　尚子／著 東京：主婦の友社 595 
世界食味紀行 芦原　伸／著 東京：平凡社 596 
ジッパーつきポリ袋でつくる誰でもできる手前味噌 杵島　直美／著 東京：ブティック社 596 
大盛り!さだおの丸かじり 東海林　さだお／著 東京：文藝春秋 596 
志麻さんのベストおかず　料理のきほん編 タサン志麻／著 東京：扶桑社 596 
日本を味わう366日の旬のもの図鑑 暦生活／著 京都：淡交社 596 
「ストウブ」だから野菜がおいしい無水煮込み 大橋　由香／著 東京：主婦と生活社 596.3 
植物生まれの気楽なおやつ 白崎　裕子／著 東京：扶桑社 596.6 
ドーナツの旅 溝呂木　一美／著 東京：グラフィック社 596.6 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
明治日本の産業革命遺産 岩下　哲典／編 東京：勉誠出版(発売) 602.1 
誰が農業を殺すのか 窪田　新之助／著 東京：新潮社 611.1 
ルポ食が壊れる 堤　未果／著 東京：文藝春秋 611.3 
人もペットも気をつけたい園芸有毒植物図鑑 土橋　豊／著 京都：淡交社 623 
スキーム図解公民連携パークマネジメント 鈴木　文彦／著 京都：学芸出版社 629.3 
保護犬・保護猫と暮らす。 坂上　忍／責任編集 東京：プレジデント社 645.6 
森林に何が起きているのか 吉川　賢／著 東京：中央公論新社 654.5 
図解よくわかるスマート水産業 三輪　泰史／編著 東京：日刊工業新聞社 660 
突き抜けろ 三木谷　浩史／監修 東京：幻冬舎 673.3 
鉄道きっぷ探究読本 後藤　茂文／著 東京：河出書房新社 686.5 
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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>

ギャラリーストーカー-美術業界を蝕む女性差別と性被害 猪谷　千香／著 東京：中央公論新社 704 
災厄の絵画史 中野　京子／著 [東京]：日経BP日本経済新聞出版 723 
レオポルド美術館エゴン・シーレ展 朝日新聞出版／編 東京：朝日新聞出版 723.3 
「わが道」の達人水木しげる 釈　徹宗／著 東京：NHK出版 726.1 
ロゴづくりの研究室 かねこ　あみ／著 東京：日貿出版社 727.8 
話す写真 畠山　直哉／著 東京：小学館 740.4 
エコクラフトで作る暮らしのかごと小物の部屋 丹野　安祐子／著 東京：ブティック社 754.9 
日本のブリキ玩具図鑑 熊谷　信夫／著 大阪：創元社 759 
挫折しないギター入門　[2022] 自由現代社編集部／編著 東京：自由現代社(発売) 763.5 
2022年日本語ラップの旅 R‐指定／著 東京：白夜書房 767.8 
K-POPバックステージパス 古家　正亨／著 東京：イースト・プレス 767.8 
完本中村吉右衛門 小玉　祥子／著 東京：朝日新聞出版 774.2 
どうする家康　前編 古沢　良太／作 東京：NHK出版 778.8 
アイスダンスを踊る 宇都宮　直子／著 東京：集英社 784.6 
アントニオ猪木闘魂の遺伝子 門馬　忠雄／著 東京：文藝春秋 788.2 

<言　語>

四季を感じる毎朝音読 寺田　理恵子／著 東京：さくら舎 809.4 
やっぱり悩ましい国語辞典 神永　曉／著 [東京]：時事通信出版局 810.4 
書くとはどういうことか 梶谷　真司／著 東京：飛鳥新社 816 
もっと!字幕なしで韓国ドラマが見られるようになる本 宍戸　奈美／著 東京：コスミック出版 829.1 
タイ語の耳 山田　均／著 東京：白水社 829.3 
ねこネコ英語 コスモピア編集部／編 東京：コスモピア 830 
1日1分!英字新聞　2023年版 石田　健／著 東京：祥伝社 837.5 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

名作には猫がいる ジュディス・ロビンソン／著 東京：原書房 902 ﾛﾋﾞ
絶縁 村田　沙耶香／著 東京：小学館 908.3 ｼﾖ
ずばり池波正太郎 里中　哲彦／著 東京：文藝春秋 910.2 ｻﾄ
ことばの種 はっとり／著 東京：双葉社 911.6 ﾊﾂ
山路の露・雲隠六帖 今西　祐一郎／編注 東京：岩波書店 913 ｲﾜ
呪われ少将の交遊録 相田　美紅／[著] 東京：ポプラ社 F ｱｲ
11文字の檻 青崎　有吾／著 東京：東京創元社 F ｱｵ
あかあかや明恵 梓澤　要／著 東京：新潮社 F ｱｽﾞ
ここはとても速い川 井戸川　射子／[著] 東京：講談社 F ｲﾄﾞ
ソロバン・キッド 犬飼　六岐／著 東京：集英社 F ｲﾇ
姉川忠義 井原　忠政／著 東京：小学館 F ｲﾊ
殲滅特区の静寂 大倉　崇裕／著 東京：二見書房 F ｵｵ
コロナの夜明け 岡田　晴恵／著 東京：KADOKAWA F ｵｶ
片をつける 越智　月子／[著] 東京：ポプラ社 F ｵﾁ
島守の塔 [田村　洋三／原作] 東京：言視舎 F ｶｼ
書楼弔堂 待宵 京極　夏彦／著 東京：集英社 F ｷﾖ
オカシナ記念病院 久坂部　羊／[著] 東京：KADOKAWA F ｸｻ
たおやかに輪をえがいて 窪　美澄／著 東京：中央公論新社 F ｸﾎﾞ
彼女のことを知っている 黒川　創／著 東京：新潮社 F ｸﾛ
こどものころにみた夢 角田　光代／文 東京：講談社 F ｺｳ
名探偵のままでいて 小西　マサテル／著 東京：宝島社 F ｺﾆ
湯道 小山　薫堂／原作 東京：幻冬舎 F ｺﾔ
荒ぶるや 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
山岳捜査 笹本　稜平／著 東京：小学館 F ｻｻ
月人壮士 澤田　瞳子／著 東京：中央公論新社 F ｻﾜ
冬の縁談 芝村　凉也／著 東京：双葉社 F ｼﾊﾞ
ワーキングガール・ウォーズ 柴田　よしき／著 東京：徳間書店 F ｼﾊﾞ
グレイスレス 鈴木　涼美／著 東京：文藝春秋 F ｽｽﾞ
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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)>
藍色ちくちく 高森　美由紀／著 東京：中央公論新社 F ﾀｶ
首里の馬 高山　羽根子／著 東京：新潮社 F ﾀｶ
遅刻する食パン少女 田丸　雅智／著 東京：光文社 F ﾀﾏ
西国の宝船 千野　隆司／著 東京：双葉社 F ﾁﾉ
夢の終幕 堂場　瞬一／著 東京：集英社 F ﾄﾞｳ
浮遊 遠野　遙／著 東京：河出書房新社 F ﾄｵ
クラックアウト 長沢　樹／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾅｶﾞ
木挽町のあだ討ち 永井　紗耶子／著 東京：新潮社 F ﾅｶﾞ
異分子の彼女 西澤　保彦／著 東京：実業之日本社 F ﾆｼ
名探偵外来 似鳥　鶏／著 東京：光文社 F ﾆﾀ
冷たい誘惑 乃南　アサ／著 東京：文藝春秋 F ﾉﾅ
食われる国 萩　耿介／著 東京：中央公論新社 F ﾊｷﾞ
スクロール 橋爪　駿輝／[著] 東京：講談社 F ﾊｼ
ふたつの星とタイムマシン 畑野　智美／著 東京：小学館 F ﾊﾀ
DRY 原田　ひ香／著 東京：光文社 F ﾊﾗ
間借り鮨まさよ 原　宏一／著 東京：双葉社 F ﾊﾗ
ここが終の住処かもね 久田　恵／著 東京：潮出版社 F ﾋｻ
わたしのアグアをさがして 深沢　潮／著 東京：KADOKAWA F ﾌｶ
介錯人 藤井　邦夫／著 東京：文藝春秋 F ﾌｼﾞ
密室を開ける手 藤本　ひとみ／[著] 東京：講談社 F ﾌｼﾞ
シュレーディンガーの少女 松崎　有理／著 東京：東京創元社 F ﾏﾂ
香港陥落 松浦　寿輝／著 東京：講談社 F ﾏﾂ
死にたいって誰かに話したかった 南　綾子／著 東京：双葉社 F ﾐﾅ
あなたの死体を買い取らせてください 村崎　羯諦／著 東京：小学館 F ﾑﾗ
今日はいい天気ですね。 群　ようこ／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾑﾚ
呪い人形 望月　諒子／著 東京：集英社 F ﾓﾁ
チーズ屋マージュのとろける推理 森　晶麿／著 東京：新潮社 F ﾓﾘ
できたてごはんを君に。 行成　薫／著 東京：集英社 F ﾕｷ
月に呼ばれて海より如来る 夢枕　獏／著 東京：徳間書店 F ﾕﾒ
青二才で候 吉森　大祐／著 東京：中央公論新社 F ﾖｼ
諦念後 小田嶋　隆／著 東京：亜紀書房 E ｵﾀﾞ
のほほん絵日記 さくら　ももこ／著 東京：集英社 E ｻｸ
すばらしい暗闇世界 椎名　誠／著 東京：新潮社 E ｼｲ
おつかれ、今日の私。 ジェーン・スー／著 東京：マガジンハウス E ｼﾞｴ
若き日に薔薇を摘め 瀬戸内　寂聴／著 東京：河出書房新社 E ｾﾄ
女のイイ顔 田辺　聖子／著 東京：中央公論新社 E ﾀﾅ
失われた“雑談”を求めて 辻本　力／著 東京：タバブックス E ﾂｼﾞ
笑犬楼vs.偽伯爵 筒井　康隆／著 東京：新潮社 E ﾂﾂ
いらねえけどありがとう 村井　理子／著 東京：CCCメディアハウス E ﾑﾗ
積み木シンドローム 森　博嗣／[著] 東京：講談社 E ﾓﾘ
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
スティーブ&ボニー 安東　量子／著 東京：晶文社 916 ｱﾝ
謎が解かれたその日から 国立　ともこ／著 京都：クリエイツかもがわ 916 ｸﾆ
一日三秋 劉　震雲／著 東京：早川書房 923 ﾘﾕ
消えたソンタクホテルの支配人 チョン　ミョンソプ／著 東京：影書房 929 ﾁﾖ
グリーン・ロード アン・エンライト／著 東京：白水社 933 ｴﾝ
誰? アルジス・バドリス／著 東京：国書刊行会 933 ﾊﾞﾄﾞ
鹿狩りの季節 エリン・フラナガン／著 東京：早川書房 933 ﾌﾗ
WILDERNESS AND RISK ジョン・クラカワー／著 東京：山と溪谷社 936 ｸﾗ
彼女はマリウポリからやってきた ナターシャ・ヴォーディン／著 東京：白水社 943 ｳﾞｵ
十一月の嵐 ボフミル・フラバル／著 京都：松籟社 989 ﾌﾗ

※「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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