
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

図書館徹底活用術 寺尾　隆／監修 東京：洋泉社 015 

松居直と絵本づくり 藤本　朝巳／著 東京：教文館 019.5 

文庫解説ワンダーランド 斎藤　美奈子／著 東京：岩波書店 019.9 

言葉はこうして生き残った 河野　通和／著 東京：ミシマ社 021.4 

「本をつくる」という仕事 稲泉　連／著 東京：筑摩書房 022 

本屋、はじめました 辻山　良雄／著 神戸：苦楽堂 024 

<哲学・思想・心理学・宗教>

錯視の科学 北岡　明佳／著 東京：日刊工業新聞社 145.5 

島田秀平が3万人の手相を見てわかった!「強運」の鍛え方 島田　秀平／著 東京：SBクリエイティブ 148.1 

もう、がまんしない。 心屋　仁之助／著 東京：大和書房 159 

結局、「決められる人」がすべてを動かせる 藤由　達藏／著 東京：青春出版社 159 

人は死んだらどこに行くのか 島田　裕巳／著 東京：青春出版社 160.4 

「お寺」で読み解く日本史の謎 河合　敦／著 東京：PHP研究所 185.9 

<歴史・地理・伝記・紀行>

江戸の家計簿 磯田　道史／監修 東京：宝島社 210.5 

もののふ日本論 黒鉄　ヒロシ／著 東京：幻冬舎 210.6 

ロシア革命 池田　嘉郎／著 東京：岩波書店 238 

小林カツ代伝 中原　一歩／著 東京：文藝春秋 289 ｺﾊﾞ

私なりに絶景 宮田　珠己／著 東京：廣済堂出版 291 

世界遺産の都へ「ラトビア」の魅力100 ウエミチ　メグミ／写真・文 東京：雷鳥社 293.8 

<政治・法律・経済・教育>

大直言 青山　繁晴／著 東京：新潮社 304 

暗闘 山口　敬之／著 東京：幻冬舎 319.1 

いま生きる「資本論」 佐藤　優／著 東京：新潮社 331.6 

トコトンやさしいコストダウンの本 岡田　貞夫／著 東京：日刊工業新聞社 336.8 

移住女子 伊佐　知美／著 東京：新潮社 365 

ちょっと早めの老い支度　続々 岸本　葉子／著 東京：オレンジページ 367.7 

おしゃべりな足指 小山内　美智子／著 東京：中央法規出版 369.2 
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    の人 
大島 渚[1932(昭和7)年3月31日生] 
京都府京都市京都市生まれ。映画監督。1960年
「青春残酷物語」で、第1回日本映画監督協会
新人賞受賞。1976年「愛のコリーダ」で、シカ
ゴ映画祭特別賞、英国映画協会賞を受賞。1978
年「愛の亡霊」で、カンヌ国際映画祭最優秀監
督賞を受賞。ほかに「戦場のメリークリスマ
ス」など。2000年、文部大臣芸術選奨、紫綬褒
章を受章。2001年、毎日芸術賞、芸術文化勲章
コマンドゥール(フランス）を受賞。 
2013年1月15日死去。 
高砂市立図書館では『よい絵本』複製原画展示
で展示した『タケノコごはん』の作者でもある。 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>

保育で使える!ワクワク手袋シアター amico／著 東京：ナツメ社 376.1 

3年で退職しないための就活読本 三好　秀和／著 東京：同友館 377.9 

発達障害の子のための「すごい道具」 安部　博志／著 東京：小学館 378 

そのイタズラは子どもが伸びるサインです 伊藤　美佳／著 東京：青春出版社 379.9 

東海の山車とからくり 長屋　良行／著 名古屋：ゆいぽおと 386.1 

<自然科学・数学・生物学・医学>

科学のあらゆる疑問に答えます ミック・オヘア／編 東京：SBクリエイティブ 404 

先生、それって「量子」の仕業ですか? 大関　真之／著 東京：小学館 421.3 

元素周期表パーフェクトガイド 元素周期表パーフェクトガイド編集チーム／編集 東京：誠文堂新光社 431.1 

それでも宇宙は美しい! 佐治　晴夫／著 東京：春秋社 440.4 

生命の内と外 永田　和宏／著 東京：新潮社 463 

タンポポハンドブック 保谷　彰彦／著 東京：文一総合出版 479.9 

世界で一番美しいフクロウの図鑑 マイク・アンウィン／著 東京：エクスナレッジ 488.7 

人生の意味が見つかるノート 小澤　竹俊／著 東京：アスコム 490.1 

なぜ人はドキドキするのか? 中西　貴之／著 東京：技術評論社 491.3 

覚えておこう応急手当 加藤　啓一／監著 東京：少年写真新聞社 492.2 

花粉症・アレルギーを自分で治す70の知恵 水嶋　丈雄／監修 東京：主婦の友社 493.1 

だって更年期なんだもーん　治療編 善方　裕美／著 東京：主婦の友社 495.1 

やってはいけない歯の治療 斎藤　正人／著 東京：KADOKAWA 497 

50歳から始める介護されない体づくり 杉山　ゆみ／著 東京：合同フォレスト 498.3 

「安い食べ物」には何かがある 南　清貴／著 東京：三笠書房 498.5 

<技術・工学・建築・工業>

東京の地下鉄路線網はどのようにつくられたのか 東京地下鉄研究会／著 東京：洋泉社 516.7 

行基と長屋王の時代 尾田　栄章／著 東京：現代企画室 517.2 

利用者本位の建築デザイン 日本建築学会／編 東京：彰国社 525.1 

小屋入門 東京：地球丸 527 

なぜ、「子供部屋」をつくるのか 藤原　智美／著 東京：廣済堂出版 527.5 

正しい工具の揃え方・使い方 堀田　源治／著 東京：日本能率協会マネジメントセンター 532 

軍用機の誕生 水沢　光／著 東京：吉川弘文館 538.7 

いちばんやさしい60代からのiPad 増田　由紀／著 東京：日経BP社 548.2 

トコトンやさしい船舶工学の本 池田　良穂／著 東京：日刊工業新聞社 550 

世界の廃船と廃墟 アフロ／写真 京都：青幻舎 556 

僕はミドリムシで世界を救うことに決めた。 出雲　充／著 東京：小学館 579.9 

スタメン25着で着まわす毎日コーディネート塾 MB／著 東京：集英社 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

手にするものしないもの残すもの残さないもの 広瀬　裕子／著 東京：オレンジページ 590.4 

「折る縫うカットする」でできる服 藤井　あつ子／著 東京：文化学園文化出版局 593.3 

世界手芸紀行 東京：日本ヴォーグ社 594 

刺繡で作る立体の花々 鈴木　美江子／著 東京：文化学園文化出版局 594.2 

ちいさな織り機でちいさなおしゃれこもの 蔭山　はるみ／著 東京：日本ヴォーグ社 594.9 

見た目の9割は髪で決まる 稲垣　俊彦／著 東京：幻冬舎 595.4 
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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>

ミス日本の美人食 和田　あい／著 東京：小学館 596 

人気の「前菜」「先付け」大全 大田　忠道／著 東京：旭屋出版 596.2 

からだが喜ぶ!藤井恵の豆腐レシピ 藤井　恵／著 東京：世界文化社 596.3 

iacoupéのコッペパン イアコッペ／著 東京：グラフィック社 596.6 

日本料理祝儀不祝儀ハンドブック 長島　博／著 東京：柴田書店 596.8 

ふだんの部屋にちょっと手をいれたらステキになりました 川上　ユキ／著 東京：大和書房 597 

テレンス・コンラン インテリアの色使い テレンス・コンラン／著 東京：エクスナレッジ 597 

今日からすっきり!「片づく」暮らし ゆうゆう編集部／編 東京：主婦の友社 597.5 

育脳まとめ。 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

野菜の病害虫ハンドブック 草間　祐輔／著 東京：家の光協会 626.1 

ドクター古藤の家庭菜園診療所 古藤　俊二／著 東京：農山漁村文化協会 626.9 

プチ盆栽 小林　健二／著 東京：新星出版社 627.8 

全業種ですぐに使える!接客英語 山本　真実／著 東京：永岡書店 673.3 

航空から見た戦後昭和史 夫馬　信一／著 東京：原書房 687.2 

キャスターという仕事 国谷　裕子／著 東京：岩波書店 699.3 

青年の主張 佐藤　卓己／著 東京：河出書房新社 699.6 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>

新生オルセー美術館 高橋　明也／著 東京：新潮社 706.9 

かわいいナビ派 高橋　明也／監修・著 東京：東京美術 723.3 

旅するモラ 中山　富美子／著 京都：亥辰舎 753.7 

おりがみのはこどうぶつ 木村　良寿／著 東京：日本ヴォーグ社 754.9 

現代の名演奏家50 中川　右介／著 東京：幻冬舎 762.8 

天皇の音楽史 豊永　聡美／著 東京：吉川弘文館 768 

べっぴんさん　Part2 渡辺　千穂／作 東京：NHK出版 778.8 

親子でからだあそび 佐藤　弘道／著 東京：世界文化社 781.9 

バドミントン基本と戦術 大屋　貴司／監修 東京：実業之日本社 783.5 

チーム・ブライアン300点伝説 ブライアン・オーサー／著 東京：講談社 784.6 

ボルダリング基本ムーブと攻略法 野口　啓代／監修 東京：実業之日本社 786.1 

覚えて教える百人一首 小林　隆／著 横浜：学進出版 798 

<言　語>

お祝いのスピーチきちんとマナーハンドブック 杉本　祐子／著 東京：主婦の友社 809.4 

大人の語彙力が面白いほど身につく本 話題の達人倶楽部／編 東京：青春出版社 810.4 

日本の言葉の由来を愛おしむ 高橋　こうじ／著 東京：東邦出版 812 

テキスト不要の英語勉強法 布村　奈緒子／著 東京：KADOKAWA 830.7 

外国語ができなくてもおもてなしできる! 大橋　美紀／[ほか]著 東京：自由国民社 837.8 

<日本文学　小説など>

作家と楽しむ古典 池澤　夏樹／著 東京：河出書房新社 910.2 ｶﾜ

僕ならこう読む 佐藤　優／著 東京：青春出版社 910.2 ｻﾄ

グッドモーニング 最果　タヒ／著 東京：新潮社 911.5 ｻｲ
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<日本文学　小説など>

招待状 赤川　次郎／著 東京：光文社 F ｱｶ

暴走弁護士 麻野　涼／著 東京：文芸社 F ｱｻ

逆恨みのネメシス 新井　素子／著 東京：出版芸術社 F ｱﾗ

虹の不在 安東　能明／著 東京：徳間書店 F ｱﾝ

峠道 鷹の見た風景 上田　秀人／著 東京：徳間書店 F ｳｴ

鏡の女 内田　康夫／著 東京：実業之日本社 F ｳﾁ

銀行支店長、追う 江上　剛／著 東京：実業之日本社 F ｴｶﾞ

なかなか暮れない夏の夕暮れ 江國　香織／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｴｸ

下町アパートのふしぎ管理人 大城　密／[著] 東京：KADOKAWA F ｵｵ

三月 大島　真寿美／[著] 東京：ポプラ社 F ｵｵ

屋上で縁結び 岡篠　名桜／著 東京：集英社 F ｵｶ

誘拐捜査 緒川　怜／著 東京：光文社 F ｵｶﾞ

失われた地図 恩田　陸／著 東京：KADOKAWA F ｵﾝ

週末カミング 柴崎　友香／[著] 東京：KADOKAWA F ｼﾊﾞ

蘇我の娘の古事記 周防　柳／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｽｵ

ダブルマリッジ 橘　玲／著 東京：文藝春秋 F ﾀﾁ

黄金の時刻(とき)の滴り 辻　邦生／[著] 東京：講談社 F ﾂｼﾞ

木足の猿 戸南　浩平／著 東京：光文社 F ﾄﾅ

柳生三代の鬼謀 鳥羽　亮／著 東京：徳間書店 F ﾄﾊﾞ

ゼロ・アワー 中山　可穂／著 東京：朝日新聞出版 F ﾅｶ

妄想刑事(でか)エニグマの執着 七尾　与史／著 東京：徳間書店 F ﾅﾅ

最終兵器は女王様 福田　和代／著 東京：祥伝社 F ﾌｸ

ファイナルガール 藤野　可織／[著] 東京：KADOKAWA F ﾌｼﾞ

隠す 大崎　梢／著 東京：文藝春秋 F ﾌﾞﾝ

バラ色の未来 真山　仁／著 東京：光文社 F ﾏﾔ

ついに、来た? 群　ようこ／著 東京：幻冬舎 F ﾑﾚ

お宝探しが好きすぎて 山田　悠介／著 東京：文芸社 F ﾔﾏ

合理的にあり得ない 柚月　裕子／著 東京：講談社 F ﾕｽﾞ

うっとり、チョコレート 青木　奈緒／[ほか]著 東京：河出書房新社 E ｶﾜ

オトナのたしなみ 柴門　ふみ／著 東京：キノブックス E ｻｲ

ヨーコさんの“言葉” 佐野　洋子／文 東京：講談社 E ｻﾉ

「憧れ」の思想 執行　草舟／著 京都：PHP研究所 E ｼｷﾞ

もしもし、運命の人ですか。 穂村　弘／[著] 東京：KADOKAWA E ﾎﾑ

音の糸 堀江　敏幸／著 東京：小学館 E ﾎﾘ

老いと収納 群　ようこ／[著] 東京：KADOKAWA E ﾑﾚ

人生のぜいたく 吉沢　久子／著 東京：主婦の友社 E ﾖｼ

毎日っていいな 吉本　ばなな／著 東京：毎日新聞出版 E ﾖｼ

現役東大生が1日を50円で売ってみたら 高野　りょーすけ／著 東京：KADOKAWA 916 ﾀｶ

生れて来た以上は、生きねばならぬ 夏目　漱石／著 東京：新潮社 917 ﾅﾂ

天空の詩人李白 陳　舜臣／著 東京：講談社 921 ﾁﾝ

汚染訴訟　上・下 ジョン・グリシャム／[著] 東京：新潮社 933 ｸﾞﾘ

教養としてのゲーテ入門 仲正　昌樹／著 東京：新潮社 940 ﾅｶ

失踪者　上・下 シャルロッテ・リンク／著 東京：東京創元社 943 ﾘﾝ

※「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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