
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
アメリカの大学生が学んでいる本物の教養 斉藤　淳／著 東京：SBクリエイティブ 002 
イラストでわかる最新IT用語集 大河原　克行／著 [東京]：日経BP 007 
いいね!ボタンを押す前に 李　美淑／著 東京：亜紀書房 007.3 
よくわかる最新サイバーセキュリティ対策の基本 福田　敏博／著 東京：秀和システム 007.6 
今すぐ使えるかんたんExcelグラフ 柳田　留美／著 東京：技術評論社 007.6 
図書館ウォーカー オラシオ／著 東京：日外アソシエーツ 016.2 
一冊の本・絵本が学校を変える 多賀　一郎／著 名古屋：黎明書房 019.2 

<哲学・思想・心理学・宗教>
1日3分やめるノート 中島　美鈴／著 東京：すばる舎 141.7 
関西の怖い街 関西怖い街研究会／著 東京：興陽館 147 
「正義論」講義 中村　聡一／著 東京：東洋経済新報社 158 
思い込みにとらわれない生き方 坂東　眞理子／著 東京：ポプラ社 159.6 
心に響く名言100 遠越　段／著 東京：総合法令出版 159.8 
徹底討論!問われる宗教と“カルト” 島薗　進／著 東京：NHK出版 160.4 
まつりと神々の古代 笹生　衛／著 東京：吉川弘文館 172 

<歴史・地理・伝記・紀行>
世界を変えた100の手紙　上・下 コリン・ソルター／著 東京：原書房 204 
装飾古墳の謎 河野　一隆／著 東京：文藝春秋 210.3 
「幕府」とは何か 東島　誠／著 東京：NHK出版 210.4 
47都道府県・戦国大名百科 森岡　浩／著 東京：丸善出版 210.4 
大名廃業 安藤　優一郎／著 東京：彩図社 210.5 
家康の仕掛け 岡本　哲志／著 京都：淡交社 213.6 
貴族とは何か 君塚　直隆／著 東京：新潮社 230 
ヒエログリフを解け エドワード・ドルニック／著 東京：東京創元社 242 
キュリー夫人と娘たち クロディーヌ・モンテイユ／著 東京：中央公論新社 288.3 
好きを生きる 牧野　富太郎／著 東京：興陽館 289 ﾏｷ
日本全国奇妙な県境・市町村境の事典 浅井　建爾／著 東京：東京堂出版 291 
南極の食卓 渡貫　淳子／著 東京：家の光協会 297.9 

<政治・法律・経済・教育>
2040年の日本 野口　悠紀雄／著 東京：幻冬舎 304 
霞が関の人になってみた 霞　いちか／著 東京：カンゼン 317.3 
「情報自由法」で社会を変える! ジョン・ミッチェル／[著] 東京：岩波書店 317.9 
検証ウクライナ侵攻10の焦点 朝日新聞取材班／著 東京：朝日新聞出版 319.3 
世界のマネージョーク集 早坂　隆／著 東京：中央公論新社 330.4 
そのビジネス、経済学でスケールできます。 ジョン・A.リスト／著 東京：東洋経済新報社 331 
かえし言葉のフレーズ事典 吉田　裕子／監修 東京：永岡書店 361.4 
朽ちるマンション老いる住民 朝日新聞取材班／著 東京：朝日新聞出版 365.3 
パワハラ上司を科学する 津野　香奈美／著 東京：筑摩書房 366.3 
もう親のことで悩まない本 石原　加受子／著 東京：きずな出版 367.3 
還暦後の40年 長澤　光太郎／編著 東京：平凡社 367.7 
もしもワニに襲われたら ジョシュア・ペイビン／著 東京：文響社 369.3 
不登校-親子のための教科書 今村　久美／著 東京：ダイヤモンド社 371.4 
みんなにやさしいインクルーシブ保育 酒井　幸子／著 東京：ナツメ社 378 
災間に生かされて 赤坂　憲雄／著 東京：亜紀書房 380.4 
「おふくろの味」幻想 湯澤　規子／著 東京：光文社 383.8 
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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>

はまると深い!数学クイズ 横山　明日希／著 東京：講談社 410.7 
物質は何からできているのか ハリー・クリフ／著 東京：柏書房 429.6 
地図記号のひみつ 今尾　恵介／著 東京：中央公論新社 448.9 
大陸はどのように動くのか 吉田　晶樹／著 東京：技術評論社 455.8 
僕とアンモナイトの1億年冒険記 相場　大佑／著 東京：イースト・プレス 457.8 
古代ゲノムから見たサピエンス史 太田　博樹／著 東京：吉川弘文館 469.2 
道草ワンダーランド 多田　多恵子／著 東京：NHK出版 471.7 
あつまる細胞 竹市　雅俊／著 東京：岩波書店 481.1 
諸国カメムシ採集記 高橋　敬一／著 東京：ベレ出版 486.5 
画像が語る診えない真実 佐藤　俊彦／著 [東京]：時事通信出版局 492.4 
教養としての精神医学 松崎　朝樹／著 東京：KADOKAWA 493.7 
歴史から読み解くワクチンのはなし 中山　哲夫／著 東京：朝倉書店 493.8 
「健康神話」を科学的に検証する 生田　哲／著 東京：草思社 498.3 
見るだけで心が整うかわいい動物の写真 入戸野　宏／著 東京：アスコム 498.3 
ドライフルーツとナッツの教科書 井上　嘉文／著 岡山：大学教育出版 498.5 
見つけて食べて愉しむ季節の薬用植物150種 森　昭彦／著 東京：秀和システム 499.8 

<技術・工学・建築・工業>
「大地の再生」実践マニュアル 矢野　智徳／著 戸田：農山漁村文化協会 519.8 
図解はじめての日本建築 松崎　照明／著 東京：丸善出版 521 
航空宇宙エンジニアになるには 小熊　みどり／著 東京：ぺりかん社 538 
最新ネットのキーワード図鑑 島袋　コウ／監修 東京：旬報社 547.4 
今すぐ使えるかんたんMac完全ガイドブック リブロワークス／著 東京：技術評論社 548.2 
「超スマート社会」への挑戦 尾木　蔵人／監修 東京：東洋経済新報社 549 
初心者のための海図教室 吉野　秀男／著 東京：成山堂書店 557.7 
発酵食品を楽しむ教科書 金内　誠／監修 東京：ナツメ社 588.5 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
90歳、ひとり暮らしの知恵袋 大崎　博子／著 東京：宝島社 590 
今さら、再びの夫/婦二人暮らし 上田　淳子／著 東京：オレンジページ 590.4 
資産形成の超正解100 鈴木　さや子／著 東京：朝日新聞出版 591 
猫のためのDIY家づくり 建築知識／編 東京：エクスナレッジ 592.7 
人生にはいつも料理本があった 赤澤　かおり／著 東京：筑摩書房 596 
温めなおしてもおいしいごはん 堤　人美／[著] 東京：オレンジページ 596 
はなの彩り食堂 はな／[著] 東京：宝島社 596 
個性を極めて使いこなすスパイス完全ガイド 稲田　俊輔／著 東京：西東社 596.2 
ラクなのに絶品!のっけごはん&のっけパン170 瀬尾　幸子／著 東京：主婦と生活社 596.3 
スーパーのお魚で!港町の漁師飯 ダンノ　マリコ／著 東京：春陽堂 596.3 
失敗なしのとびきりおいしいお菓子 石川　マサヨシ／著 東京：KADOKAWA 596.6 
レンチンで超簡単!村上祥子さんの世界のおやつ 村上　祥子／著 東京：マキノ出版 596.6 
旅するキッチン 口尾　麻美／著 東京：家の光協会 596.9 
パパのための育児クイズ115 高橋　幸恵／著 東京：クロスメディア・パブリッシング 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
ザクロの歴史 ダミアン・ストーン／著 東京：原書房 625.6 
図解知識ゼロからの畜産入門 田島　淳史／監修 東京：家の光協会 642.1 
いぬからのお願い 中川　恵美子／著 東京：青春出版社 645.6 
猫はなぜごはんに飽きるのか? 岩崎　永治／著 東京：ホーム社 645.7 
銃猟Q&A100 『狩猟生活』編集部／編 東京：山と溪谷社 659 
60分でわかる!ECビジネスのための法律超入門 小野　智博／著 東京：技術評論社 673.3 
全国駄菓子屋探訪 土橋　真／監修 東京：トゥーヴァージンズ 673.7 
酷道大百科 鹿取　茂雄／編著 東京：実業之日本社 685.2 
鉄道聖地巡礼 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 686.2 
雑草ラジオ 瀬戸　義章／著 東京：英治出版 699.2 
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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>

天下人たちの文化戦略 北野　信彦／著 東京：吉川弘文館 702.1 
解読真珠庵本『百鬼夜行絵巻』の暗号 名倉　ミサ子／著 東京：三弥井書店 721.2 
エゴン・シーレ 古川　真宏／著 東京：平凡社 723.3 
絵付けの教科書 有坂　多絵子／著 東京：誠文堂新光社 751 
漆芸の見かた 小林　真理／編著 東京：誠文堂新光社 752 
いちばんよくわかるはじめての革手縫い 野谷　久仁子／著 東京：日本ヴォーグ社 755.5 
ウィーン・フィルの哲学 渋谷　ゆう子／著 東京：NHK出版 764.3 
名優が語る演技と人生 関　容子／著 東京：文藝春秋 772.1 
社長たちの映画史 中川　右介／著 東京：日本実業出版社 778 
動画でわかるヒモトレ入門 小関　勲／著 東京：日貿出版社 780.7 
人は何歳まで走れるのか? 南井　正弘／著 東京：集英社 782 
ゴルフ飛距離アップ大全 ゴルフエキスパート／著 東京：河出書房新社 783.8 
穂高小屋番レスキュー日記 宮田　八郎／著 東京：山と溪谷社 786.1 
家で楽しむ大相撲 ホビージャパン相撲部／著 東京：ホビージャパン 788.1 
藤井聡太はどこまで強くなるのか 谷川　浩司／[著] 東京：講談社 796 

<言　語>

外国語の遊園地 黒田　龍之助／著 東京：白水社 804 
漢字の動物苑 円満字　二郎／著 東京：岩波書店 811.2 
奇妙な漢字 杉岡　幸徳／著 東京：ポプラ社 821.2 
毎日つぶやいてみる韓国語ひとりごと チョ　ヒチョル／著 東京：ベレ出版 829.1 
英語と日本人 江利川　春雄／著 東京：筑摩書房 830.7 
英会話「1日1パターン」レッスン デイビッド・セイン／著 東京：PHP研究所 837.8 
大学1・2年生のためのすぐわかるフランス語 中島　万紀子／著 東京：東京図書 850 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

直木賞をとれなかった名作たち 小谷野　敦／著 東京：筑摩書房 910.2 ｺﾔ
リンボウ先生のなるほど古典はおもしろい! 林　望／著 東京：理論社 910.2 ﾊﾔ
四季のうた 長谷川　櫂／著 東京：中央公論新社 911 ﾊｾ
シルバー川柳　バラ色の人生編 みやぎシルバーネット／編 東京：河出書房新社 911.4 ｶﾜ
覇王の轍 相場　英雄／著 東京：小学館 F ｱｲ
朝星夜星 朝井　まかて／著 東京：PHP研究所 F ｱｻ
風を紡ぐ あさの　あつこ／著 東京：実業之日本社 F ｱｻ
大江戸奇巌城 芦辺　拓／著 東京：早川書房 F ｱｼ
猛き朝日 天野　純希／著 東京：中央公論新社 F ｱﾏ
何食わぬきみたちへ 新　胡桃／著 東京：河出書房新社 F ｱﾗ
十六夜橋 石牟礼　道子／著 東京：筑摩書房 F ｲｼ
ケチる貴方 石田　夏穂／著 東京：講談社 F ｲｼ
神々の宴 乾石　智子／著 東京：東京創元社 F ｲﾇ
僕の女を探しているんだ 井上　荒野／著 東京：新潮社 F ｲﾉ
完全なる白銀 岩井　圭也／著 東京：小学館 F ｲﾜ
帝国ホテル建築物語 植松　三十里／著 東京：PHP研究所 F ｳｴ
十日えびす 宇江佐　真理／著 東京：祥伝社 F ｳｴ
逆転のバラッド 宇佐美　まこと／著 東京：講談社 F ｳｻ
銀行員生野香織が許さない 江上　剛／著 東京：祥伝社 F ｴｶﾞ
ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい 大前　粟生／著 東京：河出書房新社 F ｵｵ
がらんどう 大谷　朝子／著 東京：集英社 F ｵｵ
元の黙阿弥 奥山　景布子／著 東京：エイチアンドアイ F ｵｸ
ゆうべの食卓 角田　光代／著 東京：オレンジページ F ｶｸ
東大に名探偵はいない 市川　憂人／著 東京：KADOKAWA F ｶﾄﾞ
川崎警察下流域 香納　諒一／著 東京：徳間書店 F ｶﾉ
黄色い家 川上　未映子／著 東京：中央公論新社 F ｶﾜ
真珠とダイヤモンド　上・下 桐野　夏生／著 東京：毎日新聞出版 F ｷﾘ
大雑把かつあやふやな怪盗の予告状 倉知　淳／著 東京：ポプラ社 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)>
どうした、家康 矢野　隆／[著] 東京：講談社 F ｺｳ
桜の下で 小杉　健治／著 東京：祥伝社 F ｺｽ
家康の血筋 近衛　龍春／著 東京：実業之日本社 F ｺﾉ
つぎはぐ、さんかく 菰野　江名／著 東京：ポプラ社 F ｺﾓ
猫にならって 佐川　光晴／著 東京：実業之日本社 F ｻｶﾞ
うぽっぽ同心終活指南　1 坂岡　真／著 東京：中央公論新社 F ｻｶ
たらしの城 佐々木　功／著 東京：光文社 F ｻｻ
荒地の家族 佐藤　厚志／著 東京：新潮社 F ｻﾄ
ガウディの遺言 下村　敦史／著 東京：PHP研究所 F ｼﾓ
三兄弟の僕らは 小路　幸也／著 東京：PHP研究所 F ｼﾖ
松雪先生は空を飛んだ　上・下 白石　一文／著 東京：KADOKAWA F ｼﾗ
パレードのシステム 高山　羽根子／著 東京：講談社 F ﾀｶ
ラーメンカレー 滝口　悠生／著 東京：文藝春秋 F ﾀｷ
答えは市役所3階に 辻堂　ゆめ／著 東京：光文社 F ﾂｼﾞ
不可能な過去 堂場　瞬一／著 東京：角川春樹事務所 F ﾄﾞｳ
ドールハウスの惨劇 遠坂　八重／著 東京：祥伝社 F ﾄｵ
牧野富太郎の恋 長尾　剛／著 東京：朝日新聞出版 F ﾅｶﾞ
蝙蝠か燕か 西村　賢太／著 東京：文藝春秋 F ﾆｼ
数学の女王 伏尾　美紀／著 東京：講談社 F ﾌｼ
あなたはここにいなくとも 町田　そのこ／著 東京：新潮社 F ﾏﾁ
よき時を思う 宮本　輝／著 東京：集英社 F ﾐﾔ
野火の夜 望月　諒子／著 東京：新潮社 F ﾓﾁ
クレィドゥ・ザ・スカイ 森　博嗣／著 東京：中央公論新社 F ﾓﾘ
固結び 山本　一力／著 東京：文藝春秋 F ﾔﾏ
初夏の春巻 山口　恵以子／著 東京：角川春樹事務所 F ﾔﾏ
帰ってきたK2 横関　大／[著] 東京：講談社 F ﾖｺ
自分をどう愛するか　生活編 遠藤　周作／著 東京：青春出版社 E ｴﾝ
私のものではない国で 温　又柔／著 東京：中央公論新社 E ｵﾝ
明日も一日きみを見てる 角田　光代／著 東京：KADOKAWA E ｶｸ
僕は珈琲 片岡　義男／著 東京：光文社 E ｶﾀ
十字路が見える　1・2 北方　謙三／著 東京：岩波書店 E ｷﾀ
食べるたのしみ 田辺　聖子／著 東京：中央公論新社 E ﾀﾅ
今日のミトロジー 中沢　新一／著 東京：講談社 E ﾅｶ
巻頭随筆百年の百選 文藝春秋／編 東京：文藝春秋 E ﾌﾞﾝ
好きになってしまいました。 三浦　しをん／著 東京：大和書房 E ﾐｳ
はやく一人になりたい! 村井　理子／著 東京：亜紀書房 E ﾑﾗ
迷宮遊覧飛行 山尾　悠子／著 東京：国書刊行会 E ﾔﾏ
数学の影絵 吉田　洋一／著 東京：筑摩書房 E ﾖｼ
女二人のニューギニア 有吉　佐和子／著 東京：河出書房新社 915 ｱﾘ
銀座に住むのはまだ早い 小野寺　史宜／著 東京：柏書房 915 ｵﾉ
ネット右翼になった父 鈴木　大介／著 東京：講談社 916 ｽｽﾞ
多文化都市ニューヨークを生きる 神舘　美会子／著 [東京]：花伝社 916 ﾐﾀ
四書 閻　連科／[著] 東京：岩波書店 923 ｲｴ
地球の果ての温室で キム　チョヨプ／著 東京：早川書房 929 ｷﾑ
ひとりだから楽しい仕事 クォン　ナミ／著 東京：平凡社 929 ｸｵ
他人の家 ソン　ウォンピョン／著 東京：祥伝社 929 ｿﾝ
帝国の亡霊、そして殺人 ヴァシーム・カーン／著 東京：早川書房 933 ｶﾝ
善意の代償 ベルトン・コッブ／著 東京：論創社 933 ｺﾂ
父から娘への7つのおとぎ話 アマンダ・ブロック／著 東京：東京創元社 933 ﾌﾞﾛ
ソクチョの冬 エリザ・スア・デュサパン／著 東京：早川書房 953 ﾃﾞﾕ
同調者 モラヴィア／著 東京：光文社 973 ﾓﾗ

※「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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