
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
書くだけで心、もの、お金が整う私のノート、手帳術 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 002.7 
AIの壁 養老　孟司／著 東京：PHP研究所 007.1 
SNS暴力 毎日新聞取材班／著 東京：毎日新聞出版 007.3 
理系読書 犬塚　壮志／著 東京：ダイヤモンド社 019.1 
子どもの本から世界をみる 石井　郁子／著 京都：かもがわ出版 019.5 
一生モノの教養が身につく世界の古典 必読の名作・傑作200冊 佐藤　優／監修 東京：宝島社 019.9 
近代出版史探索　4 小田　光雄／著 東京：論創社 023.1 
懸賞達人が教える当てるコメント集 懸賞なび編集部／編 東京：白夜書房 049 
嫌われるジャーナリスト 田原　総一朗／著 東京：SBクリエイティブ 070.2 

<哲学・思想・心理学・宗教>
色の心理学 龍仁　ひとみ／[著] 東京：枻出版社 141.2 
どんな怒りも6秒でなくなる 安藤　俊介／著 名古屋：リベラル社 141.6 
はじめての催眠術 漆原　正貴／著 東京：講談社 145.4 
コロナの時代の暮らしのヒント 井庭　崇／著 東京：晶文社 159 
藁を手に旅に出よう 荒木　博行／著 東京：文藝春秋 159.4 
女と男はすれ違う! 黒川　伊保子／著 東京：ポプラ社 159.6 
弘兼流やめる!生き方 弘兼　憲史／著 東京：青春出版社 159.7 
道教思想10講 神塚　淑子／著 東京：岩波書店 166 
全部わかる神社ガイド 岸川　雅範／監修 東京：成美堂出版 175 
御朱印でめぐる大阪兵庫の神社 『地球の歩き方』編集室／著 東京：ダイヤモンド・ビッグ社 175.9 
てくてく地獄さんぽガイド 田村　正彦／編著 東京：グラフィック社 181.4 

<歴史・地理・伝記・紀行>
世界を変えた100のスピーチ　上・下 コリン・ソルター／著 東京：原書房 209 
日本史サイエンス 播田　安弘／著 東京：講談社 210 
ぼくは縄文大工 雨宮　国広／著 東京：平凡社 210.2 
海からみた日本の古代 門田　誠一／著 東京：吉川弘文館 210.3 
シルクロード世界史 森安　孝夫／著 東京：講談社 220 
難民たちの日中戦争 芳井　研一／著 東京：吉川弘文館 222 
ドイツ人はなぜヒトラーを選んだのか ベンジャミン・カーター・ヘット／著 東京：亜紀書房 234 
日本人に忘れられたガダルカナル島の近現代史 内藤　陽介／著 東京：扶桑社 273.2 
宇喜多秀家 大西　泰正／著 東京：平凡社 289 ｳｷ
バナナ王サミュエル・ザムライ伝 リッチ・コーエン／著 東京：パンローリング 289 ｻﾞﾑ
世界で最も危険な男 メアリー・トランプ／著 東京：小学館 289 ﾄﾗ
ネルソン・マンデラ セロ・ハタン／著 東京：あすなろ書房 289 ﾏﾝ
地名の世界地図 21世紀研究会／編 東京：文藝春秋 290.1 
ふるさと再発見の旅　近畿2 清永　安雄／撮影 東京：産業編集センター 291 
ニュー東京ホリデイ 杉浦　さやか／著 東京：祥伝社 291.3 
フランスの小さな村を旅してみよう 木蓮／写真&文 東京：東海教育研究所 293.5 

<政治・法律・経済・教育>
20世紀の独裁者列伝 桂　令夫／[ほか]著 東京：イカロス出版 313.8 
警察の階級 古野　まほろ／著 東京：幻冬舎 317.7 
まちの未来を描く!自治体のSDGs 高木　超／著 東京：学陽書房 318.6 
世界の「住所」の物語 ディアドラ・マスク／著 東京：原書房 318.9 
いまはそれアウトです! 菊間　千乃／著 東京：アスコム 320.4 
あの日、ジュバは戦場だった 小山　修一／著 東京：文藝春秋 329.5 
「意思決定」の科学 川越　敏司／著 東京：講談社 331.1 

新着図書案内 令和2年11月号 【2020】
〒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

図書館カードの更新のお知らせ

高砂市立図書館では、5年ごとに図書館カードの更新手続きが必要です。5年に一度、住所や電話

番号等の登録内容に変更がないか確認し、有効期限を更新しています。

更新手続きを行わないと図書館カードが使用できなくなります。

有効期限は図書館ホームページからログインしてご確認いただけます。また、図書館カウンターや

お電話にて確認することもできます。

図書館カードをお手元にご用意の上、図書館へのご連絡をお願いいたします。
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<政治・法律・経済・教育>
会社には行かない 石倉　秀明／著 東京：CCCメディアハウス 336.4 
実践!オフィスの効率化ファイリング 長野　ゆか／著 東京：同文舘出版 336.5 
証券会社がなくなる日 浪川　攻／著 東京：講談社 338.1 
ゼロからはじめる相続必ず知っておきたいこと100 深代　勝美／編著 東京：あさ出版 345.5 
「高齢ニッポン」をどう捉えるか 浜田　陽太郎／著 東京：勁草書房 364 
マンション管理員オロオロ日記 南野　苑生／著 東京：三五館シンシャ 365.3 
国家資格キャリアコンサルタントになるには!? 柴田　郁夫／著 東京：秀和システム 366.2 
なかよし別居のすすめ 松場　登美／著 東京：小学館 367.3 
子どもたちの頭の中がこんなことになってるなんて! アクロストン／著 東京：主婦の友社 367.9 
これだけは知っておきたい介護施設の最強見極め5ステップ 須永　圭一／著 東京：産業能率大学出版部 369.2 
子どもの心の声を聴く 堀　正嗣／著 東京：岩波書店 369.4 
子どものココロが見えるユーモア詩の世界 増田　修治／著 東京：ぎょうせい 371.4 
全国学力テストはなぜ失敗したのか 川口　俊明／著 東京：岩波書店 375.1 
オンライン就活は面接が9割 瀧本　博史／著 東京：青春出版社 377.9 
子どもにおこづかいをあげよう! 藍　ひろ子／著 東京：主婦の友社 379.9 
おいしい昆虫記 佐伯　真二郎／著 東京：ナツメ社 383.8 
英語で伝える日本のマナー 小笠原　敬承斎／著 京都：淡交社 385.9 

<自然科学・数学・生物学・医学>
あしたの南極学 神沼　克伊／著 東京：青土社 402.9 
生と死を分ける数学 キット・イェーツ／著 東京：草思社 410 
化学の目で見る気体 齋藤　勝裕／著 東京：技術評論社 431 
宇宙飛行士、「ホーキング博士の宇宙」を旅する 若田　光一／著 東京：日本実業出版社 440.4 
リアルサイズ古生物図鑑　新生代編 土屋　健／著 東京：技術評論社 457 
菌根の世界 齋藤　雅典／編著 東京：築地書館 474.7 
もっとずるいいきもの図鑑 今泉　忠明／監修 東京：宝島社 480.4 
標本バカ 川田　伸一郎／著 [東京]：ブックマン社 480.7 
未来の医療年表 奥　真也／著 東京：講談社 490.4 
放っておくとこわい症状大全 秋津　壽男／著 東京：ダイヤモンド社 492 
コロバヌエクササイズ 枝光　聖人／著 東京：自由国民社 493.1 
化学物質過敏症対策 水城　まさみ／著 東京：緑風出版 493.1 
若さは心臓から築く 天野　篤／著 東京：講談社ビーシー 493.2 
認知症ありのままを認め、そのこころを知る 井桁　之総／著 東京：論創社 493.7 
親子で考える「子宮頸がん」と「女性のカラダ」 太田　寛／著 東京：日東書院本社 495 
香害は公害 水野　玲子／著 町田：ジャパンマシニスト社 498.4 
私たちはどう生きるか 福岡　伸一／[ほか著] 東京：婦人之友社 498.6 
薬のギモン早わかり帖 藤井　義晴／著 東京：主婦の友社 499.1 

<技術・工学・建築・工業>
最新水素エネルギーの仕組みと動向がよ〜くわかる本 今村　雅人／著 東京：秀和システム 501.6 
やっぱり、このゴミは収集できません 滝沢　秀一／著 東京：白夜書房 518.5 
ごみ減量政策 山谷　修作／著 東京：丸善出版 518.5 
世界の美しい住宅 廣部　剛司／著 東京：エクスナレッジ 527 
現場で役立つ旋盤加工の基本と実技 石田　正治／著 東京：秀和システム 532.1 
日本懐かし自転車大全 内藤　常美／著 東京：辰巳出版 536.8 
宇宙に行くことは地球を知ること 野口　聡一／著 東京：光文社 538.9 
電柱マニア 須賀　亮行／著 東京：オーム社 544.1 
最新二次電池が一番わかる 白石　拓／著 東京：技術評論社 572.1 
どんな木も生かす山村クラフト 時松　辰夫／著 東京：農山漁村文化協会 583 
ゼロから始めるシードル醸造所 小野　司／著 東京：虹有社 588.5 
あの人が着ると、パーカーがなぜおしゃれに見えるのか 川邉　サチコ／著 東京：主婦と生活社 589.2 
文房具の整理術 福島　槇子／著 東京：玄光社 589.7 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
くり返しの毎日をご機嫌にする日用品 穴吹　愛美／著 東京：主婦の友社 590.4 
荻原博子の家計引きしめ術 荻原　博子／著 東京：毎日新聞出版 591 
ちいさなお直し いわせ　あさこ／著 東京：池田書店 593.3 
た・の・し・い編み込み図案と小物 山下　ひとなつ／著 東京：グラフィック社 594.3 
ファスナーポーチの型紙の本 越膳　夕香／著 東京：日本ヴォーグ社 594.7 
朽ちてなお美しいドライボタニカル入門 小野木　彩香／著 東京：エクスナレッジ 594.8 
アンティーク・スタイルのテディベア hippie coco／著 東京：誠文堂新光社 594.9 
決め手は1ミリ!美眉メイク 化粧師秀／著 東京：Clover出版 595.5 
目で見てわかる!「材料入れて煮るだけ」レシピ 市瀬　悦子／著 東京：主婦と生活社 596 
本当はごはんを作るのが好きなのに、しんどくなった人たちへ コウ　ケンテツ／著 東京：ぴあ 596 
カフェ丼 adito／著 東京：旭屋出版 596.3 
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<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
免疫力UPのすごい納豆レシピ 葛　恵子／著 東京：エムディエヌコーポレーション 596.3 
発酵ベジあんのおかずとおやつ 木村　幸子／著 東京：WAVE出版 596.3 
お弁当サンド 若山　曜子／著 東京：KADOKAWA 596.4 
ふわふわカステラの本 中川　たま／著 東京：主婦と生活社 596.6 
こどもとあそぶくらす きなこ／著 東京：KADOKAWA 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
多年生雑草対策ハンドブック 伊藤　操子／著 東京：農山漁村文化協会 615.6 
今さら聞けないタネと品種の話きほんのき 農文協／編 東京：農山漁村文化協会 626.1 
多肉植物の水栽培 米原　政一／著 東京：日本文芸社 627.7 
たのしい路上園芸観察 村田　あやこ／著 東京：グラフィック社 627.8 
日本庭園のひみつ 宮元　健次／著 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 629.2 
犬と猫 小林　照幸／著 東京：毎日新聞出版 645.6 
けものが街にやってくる 羽澄　俊裕／著 東京：地人書館 654.8 
山と獣と肉と皮 繁延　あづさ／著 東京：亜紀書房 659 
有尾類の教科書 西沢　雅／著 東京：笠倉出版社 666.7 
こんなにおもしろい不動産鑑定士の仕事 大島　大容／著 [東京]：中央経済社 673.9 
幻の「カフェー」時代 斎藤　光／著 京都：淡交社 673.9 
鉄道遺産をめぐる 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 686.2 
折れる力 吉田　照幸／著 東京：SBクリエイティブ 699.6 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
東京のミュージアム100 芸術新潮編集部／編 東京：新潮社 706.9 
絵本のようにめくる世界遺産の物語　地球の記憶編 村山　秀太郎／監修 東京：昭文社 709 
横山大観の全貌 足立美術館／監修 東京：平凡社 721.9 
近代絵画 小林　秀雄／著 東京：新潮社 723 
超技巧!人物作画テクニック toshi／著 東京：エムディエヌコーポレーション 726.5 
映えるデザイン ARENSKI／編著 東京：日貿出版社 727 
UVレジンのモードかわいいアクセサリー a.k.b.／著 東京：河出書房新社 751.9 
紙のパッチワーク 堀込　好子／著 東京：日東書院本社 754.9 
音楽の危機 岡田　暁生／著 東京：中央公論新社 760.4 
よくわかる最新音楽の仕組みと科学 岩宮　眞一郎／著 東京：秀和システム 761 
旅ごころはリュートに乗って 星野　博美／著 東京：平凡社 762 
交響録N響で出会った名指揮者たち 茂木　大輔／著 東京：音楽之友社 762.8 
SF映画術 ジェームズ・キャメロン／著 [東京]：DU BOOKS 778.4 
テレビドラマオールタイムベスト100 TVガイドアーカイブチーム／編 東京：東京ニュース通信社 778.8 
人生は七転び八起き 内海　桂子／著 東京：飛鳥新社 779.1 
イップスの乗り越え方 河野　昭典／著 東京：BABジャパン 780.1 
スポーツを変えたテクノロジー スティーヴ・ヘイク／著 東京：白揚社 780.6 
焚き火の本 猪野　正哉／著 東京：山と溪谷社 786 
これだけで勝てるオセロ 三屋　伸明／著 東京：マイナビ出版 795.8 

<言　語>
オンラインでズバリ伝える力 佐藤　綾子／著 東京：幻冬舎 809.6 
amazonのすごい会議 佐藤　将之／著 東京：東洋経済新報社 809.6 
正しい言葉遣い 末岡　実／著 東京：阿部出版 810.4 
語感力事典 山口　謠司／著 東京：笠間書院 811.1 
この漢字が読めますか? 加納　喜光／著 東京：PHP研究所 811.2 
漢字の体系 白川　静／著 東京：平凡社 821.2 
韓国語読解ポイント100　初級から中級編 油谷　幸利／著 東京：白帝社 829.1 
小学校必修600英単語だけで大人も使える英会話 構　俊一／著 東京：幻冬舎 837.8 
マルチリンガルになるための“英語”最速マスター術 坪田　充史／著 東京：合同フォレスト 860.4 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
文学について ウンベルト・エーコ／[著] 東京：岩波書店 904 ｴｺ
未来のサイズ 俵　万智／著 所沢：角川文化振興財団 911.1 ﾀﾜ
超シルバー川柳　あっぱれ百歳編 みやぎシルバーネット／編 東京：河出書房新社 911.4 ｶﾜ
シルバー川柳　10 全国有料老人ホーム協会／編 東京：ポプラ社 911.4 ﾎﾟﾌﾟ
蛇神をめぐる伝承 佐佐木　隆／著 東京：青土社 913 ｻｻ
台風の目の少女たち 赤川　次郎／[著] 東京：KADOKAWA F ｱｶ
眠れる美女 秋吉　理香子／著 東京：小学館 F ｱｷ
スター 朝井　リョウ／著 東京：朝日新聞出版 F ｱｻ
汚れた手をそこで拭かない 芦沢　央／著 東京：文藝春秋 F ｱｼ
命の砦 五十嵐　貴久／著 東京：祥伝社 F ｲｶﾞ
揺籠のアディポクル 市川　憂人／著 東京：講談社 F ｲﾁ
もっこすの城 伊東　潤／著 東京：KADOKAWA F ｲﾄ
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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)>
龍神の子どもたち 乾　ルカ／著 東京：祥伝社 F ｲﾇ
ママナラナイ 井上　荒野／著 東京：祥伝社 F ｲﾉ
犬がいた季節 伊吹　有喜／著 東京：双葉社 F ｲﾌﾞ
密使 上田　秀人／[著] 東京：KADOKAWA F ｳｴ
三度目の恋 川上　弘美／著 東京：中央公論新社 F ｶﾜ
鳩護(はともり) 河崎　秋子／著 東京：徳間書店 F ｶﾜ
日没 桐野　夏生／著 東京：岩波書店 F ｷﾘ
泣き娘 小島　環／著 東京：集英社 F ｺｼﾞ
帰って来た刺客 小杉　健治／著 東京：二見書房 F ｺｽ
茨姫はたたかう 近藤　史恵／著 東京：祥伝社 F ｺﾝ
乱癒えず 佐伯　泰英／著 東京：光文社 F ｻｴ
ほろほろおぼろ豆腐 坂井　希久子／著 東京：角川春樹事務所 F ｻｶ
アウターQ 澤村　伊智／著 東京：祥伝社 F ｻﾜ
デルタの羊 塩田　武士／著 東京：KADOKAWA F ｼｵ
ルビィ 重松　清／[著] 東京：講談社 F ｼｹﾞ
戦国の城 芦辺　拓／著 静岡：静岡新聞社 F ｼｽﾞ
質草女房 渋谷　雅一／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｼﾌﾞ
ステイホームの密室殺人　2 乙一／著 東京：星海社 F ｾｲ
五色の殺人者 千田　理緒／著 東京：東京創元社 F ｾﾝ
ジョン・ディクスン・カーの最終定理 柄刀　一／著 東京：東京創元社 F ﾂｶ
銀齢探偵社 中山　七里／著 東京：文藝春秋 F ﾅｶ
今も未来も変わらない 長嶋　有／著 東京：中央公論新社 F ﾅｶﾞ
滅びの前のシャングリラ 凪良　ゆう／著 東京：中央公論新社 F ﾅｷﾞ
デリバリールーム 西尾　維新／著 東京：講談社 F ﾆｼ
ヘディングはおもに頭で 西崎　憲／著 東京：KADOKAWA F ﾆｼ
私を愛して下さい 西村　京太郎／著 東京：集英社 F ﾆｼ
くちばみ 花村　萬月／著 東京：小学館 F ﾊﾅ
谷根千ミステリ散歩 東川　篤哉／著 東京：KADOKAWA F ﾋｶﾞ
この本を盗む者は 深緑　野分／著 東京：KADOKAWA F ﾌｶ
アクセス 誉田　哲也／著 東京：中央公論新社 F ﾎﾝ
刑事何森 孤高の相貌 丸山　正樹／著 東京：東京創元社 F ﾏﾙ
逢魔(あま)宿り 三津田　信三／著 東京：KADOKAWA F ﾐﾂ
孔丘 宮城谷　昌光／著 東京：文藝春秋 F ﾐﾔ
天離り果つる国　上・下 宮本　昌孝／著 東京：PHP研究所 F ﾐﾔ
風よあらしよ 村山　由佳／著 東京：集英社 F ﾑﾗ
黒猫と歩む白日のラビリンス 森　晶麿／著 東京：早川書房 F ﾓﾘ
絵ことば又兵衛 谷津　矢車／著 東京：文藝春秋 F ﾔﾂ
自転しながら公転する 山本　文緒／著 東京：新潮社 F ﾔﾏ
シグナル 山田　宗樹／著 東京：KADOKAWA F ﾔﾏ
ルパンの星 横関　大／[著] 東京：講談社 F ﾖｺ
文学は実学である 荒川　洋治／[著] 東京：みすず書房 E ｱﾗ
作家の贅沢すぎる時間 伊集院　静／著 東京：双葉社 E ｲｼﾞ
回想のすすめ 五木　寛之／著 東京：中央公論新社 E ｲﾂ
かならず先に好きになるどうぶつ。 糸井　重里／著 東京：ほぼ日 E ｲﾄ
それでも、幸せになれる 鎌田　實／著 東京：清流出版 E ｶﾏ
蝶の粉 浜島　直子／著 東京：mille books E ﾊﾏ
私が私らしく生きる美学 松田　未来／著 東京：双葉社 E ﾏﾂ
わたしのもう一つの国 角野　栄子／著 東京：ポプラ社 915 ｶﾄﾞ
英国ロックダウン100日日記 入江　敦彦／著 東京：本の雑誌社 916 ｲﾘ
サバイバル家族 服部　文祥／著 東京：中央公論新社 916 ﾊﾂ
第九の波 チェ　ウンミ／著 福岡：書肆侃侃房 929 ﾁｴ
彼女の名前は チョ　ナムジュ／著 東京：筑摩書房 929 ﾁﾖ
誓願 マーガレット・アトウッド／著 東京：早川書房 933 ｱﾄ
「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
ナイトメア・アリー ウィリアム・リンゼイ・グレシャム／著 東京：扶桑社 933 ｸﾞﾚ
アニーはどこにいった C.J.チューダー／著 東京：文藝春秋 933 ﾁﾕ
新訳ペスト ダニエル・デフォー／著 東京：興陽館 933 ﾃﾞﾌ
真夜中のデッド・リミット　上・下 スティーヴン・ハンター／著 東京：扶桑社 933 ﾊﾝ
スターウォーカー フリードリッヒ・アーニ／著 東京：日曜社 943 ｱﾆ
娘を呑んだ道 スティーナ・ジャクソン／著 東京：小学館 949 ｼﾞﾔ
神さまの貨物 ジャン=クロード・グランベール／著 東京：ポプラ社 953 ｸﾞﾗ
ウィズ・ザ・ライツ・アウト ヴィルジニー・デパント／著 東京：早川書房 953 ﾃﾞﾊﾟ

※「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


