
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
実践自分で調べる技術 宮内　泰介／著 東京：岩波書店 002.7 
メモの変態が手帳をスマホに変えた理由(わけ) 堀越　吉太郎／著 東京：小学館集英社プロダクション 007.5 
ホワイトハッカー入門 阿部　ひろき／著 東京：インプレス 007.6 
Outlookプロ技BESTセレクション AYURA／著 東京：技術評論社 007.6 
図書館の新型コロナ対策ガイド 吉井　潤／著 東京：青弓社 013 
病と障害と、傍らにあった本。 齋藤　陽道／著 川崎：里山社 019 
世界で読み継がれる子どもの本100 コリン・ソルター／著 東京：原書房 019.5 
小学生なら1秒で答える!大人を悩ますクイズ 知的生活追跡班／編 東京：青春出版社 031.7 
脳から見るミュージアム 中野　信子／著 東京：講談社 069 

<哲学・思想・心理学・宗教>
人生のレシピ 神崎　繁／著 東京：岩波書店 104 
ゼロからはじめる哲学対話 河野　哲也／編 東京：ひつじ書房 107 
哲学の名著50冊が1冊でざっと学べる 岡本　裕一朗／著 東京：KADOKAWA 130 
はじめて出会う心理学 長谷川　寿一／著 東京：有斐閣 140 
本心は顔より声に出る 重野　純／著 東京：新曜社 141.2 
嫉妬の正体 谷沢　永一／[著] 東京：祥伝社 141.6 
老いと外出 松本　光太郎／著 東京：新曜社 143.7 
Dr.コパのはじめての厄除け風水 小林　祥晃／著 東京：河出書房新社 148.5 
勝間式超スローライフ 勝間　和代／著 東京：KADOKAWA 159 
74歳、ないのはお金だけ。あとは全部そろってる ミツコ／著 東京：すばる舎 159.7 
知っておきたい日本の宗教 岩田　文昭／編著 京都：ミネルヴァ書房 162.1 
日本仏教はじまりの寺 元興寺 元興寺／編 東京：吉川弘文館 188.5 

<歴史・地理・伝記・紀行>
考古学ガイドブック 小野　昭／著 東京：新泉社 202.5 
海から見た歴史 川勝　平太／編 東京：藤原書店 209 
入門埋蔵文化財と考古学 水ノ江　和同／著 東京：同成社 210 
南朝研究の最前線 日本史史料研究会／監修 東京：朝日新聞出版 210.4 
証言天安門事件を目撃した日本人たち 六四回顧録編集委員会／編 京都：ミネルヴァ書房 222 
アドリア海の海賊ウスコク 越村　勲／著 東京：彩流社 230.5 
一冊でわかるロシア史 関　眞興／著 東京：河出書房新社 238 
「悪」が変えた世界史　上・下 ヴィクトル・バタジオン／編 東京：原書房 280.4 
47都道府県・名門/名家百科 森岡　浩／著 東京：丸善出版 288.2 
ルース・ベイダー・ギンズバーグ ジェフ・ブラックウェル／編 東京：あすなろ書房 289 ｷﾞﾝ
あの場所の意外な起源 トラビス・エルボラフ／著 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 290.9 
全国「武将印」徹底ガイド 小和田　哲男／監修 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 291 
草原の国キルギスで勇者になった男 春間　豪太郎／著 東京：新潮社 292.9 
地中海クルーズ完全ガイド 喜多川　リュウ／著 東京：山と溪谷社 293 
デンマーク文化読本 長島　要一／著 東京：丸善出版 293.8 

<政治・法律・経済・教育>
シリアで猫を救う アラー・アルジャリール／著 東京：講談社 302.2 
ノーベル平和賞の裏側で何が行われているのか? ゲイル・ルンデスタッド／著 東京：彩図社 319.8 
18歳から考える人権 宍戸　常寿／編 京都：法律文化社 323.1 
最新売掛金回収・債権管理の基本と対策 中村　啓一／監修 東京：三修社 324.4 
AI裁判 小川　進／著 東京：緑風出版 327.6 
国際公務員になるには 横山　和子／著 東京：ぺりかん社 329.3 
エクソダス 村山　祐介／[著] 東京：新潮社 334.4 

新着図書案内 令和2年12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

年末年始の図書館・館内の特集コーナーについて
今年も一年間、高砂市立図書館を利用いただきありがとうございました。

図書館は、１２月２９日（火）から２０２１年１月４日（月）まで、年末年始のため休館いたします。

これに伴い、１２月１５日（火）から２８日（月）の期間は、４週間２０冊の貸出が可能です。

さて図書館では、毎月テーマを変えて 「 特集 」 のコーナーを設けています。

１２月のテーマは、一般書が「おうち時間のすごし方」で、設置場所は１階 南奥の展示スペースです。

児童書は「クリスマスの本 冬の本」で、雑誌コーナーの裏（児童コーナーの展示架）に集めています。

何かと慌ただしいこの季節も、図書館の資料をぜひお役立てください。
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>
逆・タイムマシン経営論 楠木　建／著 [東京]：日経BP 335 
ブラックストーン・ウェイ スティーブ・シュワルツマン／著 [東京]：翔泳社 335.1 
図解オンライン研修入門 三坂　健／編著 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 336.4 
日本人は論理的でなくていい 山本　尚／著 東京：産経新聞出版 361.4 
個人事業主・フリーランスの年金不安をなくす本 奥野　文夫／著 東京：自由国民社 364.6 
買い物難民対策で田舎を残す 村上　稔／著 東京：岩波書店 365 
女のお悩み動物園 ジェーン・スー／著 東京：小学館 367.2 
シニアのデジタル化が拓く豊かな未来 沢村　香苗／著 東京：学陽書房 367.7 
同性婚論争 小泉　明子／著 東京：慶應義塾大学出版会 367.9 
里親になりませんか 吉田　菜穂子／著 東京：日本法令 369.4 
学校弁護士 神内　聡／[著] 東京：KADOKAWA 374 
読み書きが得意になる!対話力がアップする!国語あそび101 三好　真史／著 東京：学陽書房 375.8 
“うつ”“ひきこもり”の遠因になる発達障害の“二次障害”を理解する本 宮尾　益知／監修 東京：河出書房新社 378 
採集民俗論 野本　寛一／著 京都：昭和堂 382.1 
学校制服とは何か 小林　哲夫／著 東京：朝日新聞出版 383.1 
江戸のスポーツ歴史事典 谷釜　尋徳／著 東京：柏書房 384.8 
夜ふけに読みたい神秘なアイルランドのおとぎ話 長島　真以於／監修 東京：平凡社 388.3 
世界特殊部隊大全 リー・ネヴィル／著 東京：原書房 392 

<自然科学・数学・生物学・医学>
スケール　上・下 ジョフリー・ウェスト／著 東京：早川書房 404 
数学パズル大図鑑 小谷　善行／監修 東京：ニュートンプレス 410.7 
なぜか宇宙はちょうどいい 松原　隆彦／著 東京：誠文堂新光社 440.1 
47都道府県知っておきたい気象・気象災害がわかる事典 三隅　良平／著 東京：ベレ出版 451.9 
「池の水」抜くのは誰のため? 小坪　遊／著 東京：新潮社 480.9 
里山に暮らすアナグマたち 金子　弥生／著 東京：東京大学出版会 489.5 
医療倫理超入門 マイケル・ダン／[著] 東京：岩波書店 490.1 
ヒトの足 水野　祥太郎／著 大阪：創元社 491.1 
脳外科医が語る困難を乗りこえる脳の使い方 篠浦　伸禎／著 東京：国書刊行会 491.3 
認知症グレーゾーン 朝田　隆／著 東京：青春出版社 493.7 
図解でよくわかる坐骨神経痛 酒井　慎太郎／著 東京：河出書房新社 494.6 
前立腺がん病後のケアと食事 頴川　晋／監修 東京：法研 494.9 
性暴力救援マニュアル 種部　恭子／編著 東京：新興医学出版社 495 
「色のふしぎ」と不思議な社会 川端　裕人／著 東京：筑摩書房 496.4 
心の疲れをとる事典 西多　昌規／監修 東京：朝日新聞出版 498.3 
からだによく効く食材&食べあわせ手帖 三浦　理代／監修 東京：池田書店 498.5 
武漢支援日記 査　瓊芳／著 東京：岩波書店 498.6 
中高生から知っておきたい「くすりの正しい使い方」 齋藤　百枝美／編著 東京：薬事日報社 499.1 

<技術・工学・建築・工業>
ヒューマンファクター 日本ヒューマンファクター研究所／編 東京：成山堂書店 509.8 
よくわかる最新鉄道の技術と仕組み 秋山　芳弘／監修 東京：秀和システム 516 
日本人建築家が建てた、海外の美しい建築 パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル 520.8 
和室学 松村　秀一／編 東京：平凡社 521.8 
WONDER ARCHITECTURE 白井　良邦／著 東京：扶桑社 523 
世界の夢の動物園 ナターシャ・ムーザー／著 東京：エクスナレッジ 523 
災害に負けない家を造ろう 保坂　貴司／著 東京：論創社 524.9 
初心者のための機械製図 藤本　元／監修 東京：森北出版 531.9 
YouTube Perfect GuideBook タトラエディット／著 東京：ソーテック社 547.4 
洗浄と殺菌のはなし 新名　史典／編著 東京：同文舘出版 576.5 
1キロ100万円の塩をつくる 川内　イオ／著 東京：ポプラ社 588 
152cmだっておしゃれはできる! エディターJ／著 東京：小学館 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
家時間 内田　彩仍／著 東京：主婦と生活社 590.4 
定年前後のお金の正解 板倉　京／著 東京：ダイヤモンド社 591 
「世帯分離」で家計を守る 太田　哲二／著 [東京]：中央経済社 591 
男の子にも女の子にも似合う服 高島　まりえ／著 東京：日本ヴォーグ社 593.3 
毛糸のパンツ 朝日新聞出版／編著 東京：朝日新聞出版 594.3 
マルティナさんのカラフル糸で編むレッグウエア 梅村　マルティナ／著 東京：NHK出版 594.3 
かぎ針で編むどうぶつのバッグ 小鳥山　いん子／著 東京：日本文芸社 594.3 
働くセーター 保里　尚美／著 東京：文化学園文化出版局 594.3 
今すぐ作りたいビーズリング187点 奥　美有紀／[著] 東京：ブティック社 594.6 
いい白髪ケア、やばい白髪ケア 伊熊　奈美／著 東京：小学館 595.4 
自分史上最高のキレイが手に入る顔タイプメイク 岡田　実子／著 東京：かんき出版 595.5 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
選び放題!鍋レシピ250 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 596 
自炊。何にしようか 高山　なおみ／著 東京：朝日新聞出版 596 
きちんと祝いたい新しいおせちとごちそう料理 堤　人美／著 東京：朝日新聞出版 596.4 
簡単シェラカップレシピ 蓮池　陽子／著 東京：山と溪谷社 596.4 
しあわせのイラストパン Ran／著 東京：KADOKAWA 596.6 
妊活にいいこと大全 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 598.2 
そんなふう 川内　倫子／著 東京：ナナロク社 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
知らなきゃ損する新農家の相続税 藤崎　幸子／著 東京：農山漁村文化協会 611.8 
図解でよくわかるスマート農業のきほん 野口　伸／監修 東京：誠文堂新光社 614.8 
豆の歴史 ナタリー・レイチェル・モリス／著 東京：原書房 616.7 
カキ 三輪　正幸／著 東京：NHK出版 625.4 
なぜネギ1本が1万円で売れるのか? 清水　寅／[著] 東京：講談社 626.5 
飼いならす アリス・ロバーツ／著 東京：明石書店 642 
「犬」たちが伝えてくれる本当の気持ち 関根　友希子／著 東京：ロングセラーズ 645.6 
コンビニはどうなる 中村　昌典／著 [東京]：花伝社 673.8 
Q&A広告宣伝・景品表示に関する法律と実務 波光　巖／著 東京：日本加除出版 674 
サブスクリプション 小宮　紳一／著 大阪：創元社 675 
交通事故の被害者になったら読む本 ベンチャーサポート法律事務所／著 東京：合同フォレスト 681.3 
「線」の思考 原　武史／著 東京：新潮社 686.2 
昭和・平成を駆け抜けた長距離鈍行列車 山田　亮／著 東京：フォト・パブリッシング 686.2 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
ビジネス教養としてのアート 岡田　温司／監修 東京：KADOKAWA 704 
舞妓モダン 京都文化博物館／編 京都：青幻舎 708.7 
関西の仏さま 京阪神エルマガジン社／編集 大阪：京阪神エルマガジン社 718 
光と影のポーズカタログ chaos／著 東京：マール社 724.5 
少女マンガのブサイク女子考 トミヤマ　ユキコ／著 東京：左右社 726.1 
筆ペンで書くゆる文字季節のあいさつ 宇田川　一美／著 東京：誠文堂新光社 728 
篆刻鑑賞と分析のコツ 川内　伯豐／著 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 739 
困ったときのおへやあそび 近藤　理恵／著 京都：かもがわ出版 750 
ピープショーのぞきからくり 吉田　稔美／著 町田：玉川大学出版部 759 
舞台上の青春 相田　冬二／著 東京：辰巳出版 775.7 
水のように 浪花　千栄子／著 東京：朝日新聞出版 778.2 
映像制作のための自宅で整音テクニック 三島　元樹／著 東京：玄光社 778.4 
必ずウケる!カードマジックプロが教えるかんたん&本格手品ベスト50 沢　しんや／監修 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 779.3 
見えないスポーツ図鑑 伊藤　亜紗／著 東京：晶文社 780 
力尽き筋トレ 石本　哲郎／著 東京：光文社 780.7 
卓球超観戦術 松下　浩二／著 東京：カンゼン 783.6 
車中泊入門 武内　隆／著 東京：山と溪谷社 786.3 
チェス定跡と戦い方 有田　謙二／著 東京：河出書房新社 796.9 
eスポーツビジネス 中野　龍三／著 東京：秀和システム 798.5 

<言　語>
笑うかどうかに福来たる 小島　慶一／著 東京：朝日出版社 807.9 
声が通らない! 新保　信長／著 東京：文藝春秋 809.2 
日清戦争以前の日本語・中国語会話集 園田　博文／著 東京：武蔵野書院 810.2 
国語教師が教える大学生の長作文練習 金子　泰子／著 広島：溪水社 816 
瞬間!韓国語会話エクササイズ イ　ダヒ／著 東京：KADOKAWA 829.1 
ニューエクスプレスプラス インドネシア語 降幡　正志／著 東京：白水社 829.4 
中学英語から始める洋書の世界 林　剛司／著 東京：青春出版社 830.7 
写真と動画で見るジェスチャー・ボディランゲージの英語表現 ランサムはな／著 東京：クロスメディア・ランゲージ 837.8 
音読で学ぶドイツ語 中川　純子／著 東京：第三書房 840 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
マナーはいらない 三浦　しをん／著 東京：集英社 901.3 ﾐｳ
西洋文学にみる異類婚姻譚 山内　淳／監修 東京：小鳥遊書房 902 ﾀｶ
くちずさみたくなる名詩 下重　暁子／選・著 東京：海竜社 908.1 ｶｲ
世界の児童文学をめぐる旅 池田　正孝／著 東京：エクスナレッジ 909.3 ｲｹ
戦後文学のみた<高度成長> 伊藤　正直／著 東京：吉川弘文館 910.2 ｲﾄ
三島由紀夫 佐藤　秀明／著 東京：岩波書店 910.2 ｻﾄ
文豪の死に様 門賀　美央子／著 東京：誠文堂新光社 910.2 ﾓﾝ
和歌史 渡部　泰明／著 東京：KADOKAWA 911.1 ﾜﾀ
はじめまして現代川柳 小池　正博／編著 福岡：書肆侃侃房 911.4 ｼﾖ
挑発する軍記 大津　雄一／著 東京：勉誠出版 913 ｵｵ
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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)>
アンダークラス 相場　英雄／著 東京：小学館 F ｱｲ
お探し物は図書室まで 青山　美智子／著 東京：ポプラ社 F ｱｵ
賢者の棘 麻見　和史／著 東京：講談社 F ｱｻ
イスランの白琥珀 乾石　智子／著 東京：東京創元社 F ｲﾇ
ババヤガの夜 王谷　晶／著 東京：河出書房新社 F ｵｳ
冬の狩人 大沢　在昌／著 東京：幻冬舎 F ｵｵ
浄土双六 奥山　景布子／著 東京：文藝春秋 F ｵｸ
希望病棟 垣谷　美雨／著 東京：小学館 F ｶｷ
銀の夜 角田　光代／著 東京：光文社 F ｶｸ
探偵は友人ではない 川澄　浩平／著 東京：東京創元社 F ｶﾜ
小麦の法廷 木内　一裕／著 東京：講談社 F ｷｳ
白菊の声 小杉　健治／著 東京：祥伝社 F ｺｽ
青田波 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
絶局 坂岡　真／著 東京：小学館 F ｻｶ
伊達女 佐藤　巖太郎／著 東京：PHP研究所 F ｻﾄ
少女モモのながい逃亡 清水　杜氏彦／著 東京：双葉社 F ｼﾐ
サード・キッチン 白尾　悠／著 東京：河出書房新社 F ｼﾗ
誘拐ファミリー 新堂　冬樹／著 東京：双葉社 F ｼﾝ
この気持ちもいつか忘れる 住野　よる／著 東京：新潮社 F ｽﾐ
地べたを旅立つ そえだ　信／著 東京：早川書房 F ｿｴ
白日 月村　了衛／著 東京：KADOKAWA F ﾂｷ
どうしてわたしはあの子じゃないの 寺地　はるな／著 東京：双葉社 F ﾃﾗ
復讐の協奏曲(コンチェルト) 中山　七里／著 東京：講談社 F ﾅｶ
そして、海の泡になる 葉真中　顕／著 東京：朝日新聞出版 F ﾊﾏ
ハグとナガラ 原田　マハ／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾗ
一橋桐子<76>の犯罪日記 原田　ひ香／著 東京：徳間書店 F ﾊﾗ
美しき凶器 東野　圭吾／著 東京：光文社 F ﾋｶﾞ
階段にパレット 東　直子／著 東京：ポプラ社 F ﾋｶﾞ
青春とは、 姫野　カオルコ／著 東京：文藝春秋 F ﾋﾒ
ぼくもだよ。 平岡　陽明／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾋﾗ
へんろ宿 藤原　緋沙子／著 東京：新潮社 F ﾌｼﾞ
水と礫 藤原　無雨／著 東京：河出書房新社 F ﾌｼﾞ
ふたりでちょうど200% 町屋　良平／著 東京：河出書房新社 F ﾏﾁ
空洞のなかみ 松重　豊／著 東京：毎日新聞出版 F ﾏﾂ
聖女か悪女 真梨　幸子／著 東京：小学館 F ﾏﾘ
君と奏でるポコアポコ 水生　欅／著 東京：新潮社 F ﾐｽﾞ
肉体のジェンダーを笑うな 山崎　ナオコーラ／著 東京：集英社 F ﾔﾏ
ぐっどいゔにんぐ 吉田　篤弘／文と絵 東京：平凡社 F ﾖｼ
攫い鬼 輪渡　颯介／著 東京：講談社 F ﾜﾀ
見果てぬ花 浅田　次郎／著 東京：小学館 E ｱｻ
あかるい死にかた 木内　みどり／著 東京：集英社インターナショナル E ｷｳ
ガラスの50代 酒井　順子／著 東京：講談社 E ｻｶ
寂聴残された日々 瀬戸内　寂聴／著 東京：朝日新聞出版 E ｾﾄ
たべる生活 群　ようこ／著 東京：朝日新聞出版 E ﾑﾚ
世間とズレちゃうのはしょうがない 養老　孟司／著 東京：PHP研究所 E ﾖｳ
またいつか歩きたい町 森　まゆみ／著 東京：新潮社 915 ﾓﾘ
元女子高生、パパになる 杉山　文野／著 東京：文藝春秋 916 ｽｷﾞ
夫が倒れた!献身プレイが始まった 野田　敦子／著 東京：主婦の友社 916 ﾉﾀﾞ
毒親と絶縁する 古谷　経衡／著 東京：集英社 916 ﾌﾙ
詩人・菅原道真 大岡　信／著 東京：岩波書店 919 ｵｵ
バグダードのフランケンシュタイン アフマド・サアダーウィー／著 東京：集英社 929 ｻｱ
ミラクル・クリーク アンジー・キム／著 東京：早川書房 933 ｷﾑ
夏の雷鳴 スティーヴン・キング／著 東京：文藝春秋 933 ｷﾝ
図書室の怪 マイケル・ドズワース・クック／著 東京：東京創元社 933 ｸﾂ
ミスエデュケーション エミリー・M.ダンフォース／著 東京：サウザンブックス社 933 ﾀﾞﾝ
ゴシック文学神髄 東　雅夫／編 東京：筑摩書房 933 ﾁｸ
ラスト・タイクーン F.スコット・フィッツジェラルド／著 東京：作品社 933 ﾌｲ
ニッケル・ボーイズ コルソン・ホワイトヘッド／著 東京：早川書房 933 ﾎﾜ
黒魚都市 サム・J.ミラー／著 東京：早川書房 933 ﾐﾗ
洪水 フィリップ・フォレスト／著 東京：河出書房新社 953 ﾌｵ
きらめく共和国 アンドレス・バルバ／著 東京：東京創元社 963 ﾊﾞﾙ
海と山のオムレツ カルミネ・アバーテ／著 東京：新潮社 973 ｱﾊﾞ
マリーナの三十番目の恋 ウラジーミル・ソローキン／著 東京：河出書房新社 983 ｿﾛ

※「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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