
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<知識・学問・情報科学>
暗号の数学 ジョシュア・ホールデン／著 東京：青土社 007.1 
エクセルだけで手軽に楽しむプログラミング超入門 金宏　和實／著 [東京]：日経BP社 007.6 
学校司書という仕事 高橋　恵美子／著 東京：青弓社 017 
江戸の旅人書国漫遊 杉浦　日向子／著 東京：河出書房新社 019.9 
美篶堂とはじめる本の修理と仕立て直し 美篶堂／著 東京：河出書房新社 022.8 
大学生が考えたこれからの出版と図書館 湯浅　俊彦／編著 市川：出版メディアパル 023 
おかんメール　Final 『おかんメール』制作委員会／編 東京：扶桑社 049 
記者と権力 滝鼻　卓雄／著 東京：早川書房 070.1 

<哲学・思想・心理学・宗教>
もっと!神仏のご縁をもらうコツ 桜井　識子／著 東京：KADOKAWA 147 
ワクワク人生教室 武田　双雲／著 東京：河出書房新社 159 
やり抜く脳の鍛え方 茂木　健一郎／著 東京：学研プラス 159 
残念な人の口ぐせ 山崎　将志／著 東京：ベストセラーズ 159.4 
新・神話学入門 山田　仁史／著 東京：朝倉書店 164 
キリスト教は役に立つか 来住　英俊／著 東京：新潮社 190 
聖書と歎異抄 五木　寛之／著 東京：東京書籍 193 
幸せのありか 渡辺　和子／著 東京：PHP研究所 198.2 

<歴史・地理・伝記・紀行>
世界史/いま、ここから 小田中　直樹／編 東京：山川出版社 209 
モダン京都 加藤　政洋／編 京都：ナカニシヤ出版 216.2 
ぼくの村は壁で囲まれた 高橋　真樹／著 東京：現代書館 227.9 
図説アイルランドの歴史 山本　正／著 東京：河出書房新社 233.9 
いま知っておきたい天皇と皇室 山下　晋司／著 東京：河出書房新社 288.4 
織田信長 金子　拓／著 東京：河出書房新社 289 ｵﾀﾞ
進次郎メソッド 向谷　匡史／著 東京：双葉社 289 ｺｲ
小百合物語 坂本　小百合／著 東京：光文社 289 ｻｶ
遺書 森　喜朗／著 東京：幻冬舎 289 ﾓﾘ
もういちど読む山川地理 田邉　裕／著 東京：山川出版社 290 
ちょっとそこまで旅してみよう 益田　ミリ／著 東京：幻冬舎 291 
奥日光 花と絶景ウォーキング 小杉　国夫／文・写真 東京：河出書房新社 291.3 
銀座を知る111章 東京：平凡社 291.3 
できる人の「京都」術 柏井　壽／著 東京：朝日新聞出版 291.6 
大人の日帰り旅 東京：JTBパブリッシング 291.6 
猿神のロスト・シティ ダグラス・プレストン／著 東京：NHK出版 295.7 

<政治・法律・経済・教育>
英語で語る日本事情2020 江口　裕之／著 東京：ジャパンタイムズ 302.1 
池上彰の世界はどこに向かうのか 池上　彰／著 東京：日本経済新聞出版社 304 
国旗で知る国際情勢 ティム・マーシャル／著 東京：原書房 311.3 
中国政治からみた日中関係 国分　良成／著 東京：岩波書店 312.2 
国会を考える 大石　眞／編著 東京：三省堂 314 
日中漂流 毛里　和子／著 東京：岩波書店 319.1 
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       の人 
アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ 

[1900年6月29日生] 
フランスの作家。飛行士として働いた経験を
もとに、26歳で作家デビュー。郵便輸送機、
後に軍の飛行士として訓練や輸送の実務に
携わりつつ、『夜間飛行』『人間の土地』
などを発表する。1944年、偵察飛行中に行
方不明になる。『星の王子さま』はサン＝
テグジュペリの生前に出された最後の本。世
界中で翻訳出版されている。 
1944年7月31日没。 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<政治・法律・経済・教育>
いちばんやさしい憲法入門 初宿　正典／著 東京：有斐閣 323.1 
ケインズ ピーター・クラーク／著 [東京]：中央経済社 331.7 
日本の「いい会社」 坂本　光司／著 京都：ミネルヴァ書房 335.2 
捨てられる銀行　2 橋本　卓典／著 東京：講談社 338.2 
「コミュ力」アップ実践講座 下平　久美子／著 東京：オレンジページ 361.4 
知らないと損をする!国の制度をトコトン使う本 清水　京武／著 東京：KADOKAWA 364 
“好き”がお金に変わる33の方法 田口　智隆／著 東京：ダイヤモンド社 366.2 
定年後 楠木　新／著 東京：中央公論新社 367.7 
異才、発見! 伊藤　史織／著 東京：岩波書店 371.5 
ある日うっかりPTA 杉江　松恋／著 東京：KADOKAWA 374.6 
英訳付きニッポンの名前図鑑 和食・年中行事 服部　幸應／監修 京都：淡交社 383.8 
「和の食」全史 永山　久夫／著 東京：河出書房新社 383.8 
列島語り 赤坂　憲雄／著 東京：青土社 388.1 
灰緑色の戦史 大木　毅／著 東京：作品社 392.3 

<自然科学・数学・生物学・医学>
量子論はなぜわかりにくいのか 吉田　伸夫／著 東京：技術評論社 421.3 
天体写真の教科書 牛山　俊男／著 東京：誠文堂新光社 442.7 
衛星画像で読み解く噴火しそうな日本の火山 福田　重雄／著 東京：日本評論社 453.8 
深読み!絵本『せいめいのれきし』 真鍋　真／著 東京：岩波書店 457 
遺伝子は、変えられる。 シャロン・モアレム／著 東京：ダイヤモンド社 467.3 
子どもと一緒に覚えたい道草の名前 稲垣　栄洋／監修 静岡：マイルスタッフ 470 
鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 川上　和人／著 東京：新潮社 488 
熊が人を襲うとき 米田　一彦／著 東京：つり人社 489.5 
わが家で最期を。 千場　純／著 東京：小学館 490.1 
生活習慣病の漢方内科クリニック 入江　祥史／著 大阪：創元社 493.1 
つらい更年期障害をしっかり乗り越える方法 対馬　ルリ子／著 東京：ナショナル出版 495.1 
コーネンキなんてこわくない 横森　理香／著 東京：集英社 498.3 
薬はリスク? 宮坂　信之／著 東京：法研 499.1 

<技術・工学・建築・工業>
一人で特許<実用新案・意匠・商標>の手続きをするならこの1冊 中本　繁実／著 東京：自由国民社 507.2 
<狭さ>の美学 近藤　祐／著 東京：彩流社 520.1 
洗車のテクニック&メンテナンス カーケアジャパン／監修 東京：成美堂出版 537.7 
小さなお店&会社のホームページJimdo入門 藤川　麻夕子／著 東京：技術評論社 547.4 
マイバッグ ドミニック・ローホー／著 東京：講談社 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
おひとりさまの老後を楽しむ処方箋 阿部　絢子／著 東京：主婦の友社 590 
家事の断捨離 やました　ひでこ／著 東京：大和書房 590 
木工でかんたん使える!収納インテリアづくり 番匠　智香子／監修 東京：大泉書店 592.7 
毎日、きもの 河村　公美／著 東京：講談社 593.8 
靖子の夢 光浦　靖子／著 東京：スイッチ・パブリッシング 594 
大塚あや子の刺しゅうとアップリケの基本 大塚　あや子／著 東京：主婦の友社 594.2 
草花を編むタティングレース 藤重　すみ／[著] 東京：日本ヴォーグ社 594.3 
糸でつくるクチュールジュエリー 清水　ヨウコ／著 東京：マガジンランド 594.6 
ちりめん細工の小さな袋と小箱 井上　重義／監修 東京：朝日新聞出版 594.7 
羊毛フェルトで作るマスコットみたいなどうぶつまめぐち いとう　のりこ／著 東京：文化学園文化出版局 594.9 
大人美容 地曳　いく子／著 東京：宝島社 595 
セルフアニメネイル Venus Rico／著 東京：主婦の友インフォス 595.4 
すごい「デンタル美顔」プログラム 是枝　伸子／著 京都：PHP研究所 595.5 
男子ごはんの本　その9 国分　太一／著 東京：MCO 596 
栗原心平のとっておき「パパごはん」 栗原　心平／著 東京：講談社 596 
食の思想 小林　カツ代／著 東京：河出書房新社 596 
週末ビーガン野菜レシピ 本道　佳子／著 東京：新潮社 596.3 
見ためは地味だがじつにウマイ!作りたくなるお弁当 heavydrinker／著 東京：KADOKAWA 596.4 
夢をかなえるノンシュガーパフェ 今井　洋子／著 東京：主婦の友インフォス 596.6 
魔法のゼリー 荻田　尚子／著 東京：主婦と生活社 596.6 
神戸・阪神間美味しい酒場 ウエストプラン／編著 吹田：西日本出版社 596.7 
狭くても使いやすい台所 東京：主婦と生活社 596.9 
部屋をかっこよく片づける本 東京：学研プラス 597.5 
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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>
ボケない片づけ 高橋　和子／著 東京：CCCメディアハウス 597.5 
ヨチヨチ父 ヨシタケ　シンスケ／著 東京：赤ちゃんとママ社 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
知って納得!植物栽培のふしぎ 田中　修／著 東京：日刊工業新聞社 615 
コメの注目ブランドガイドブック 日本食糧新聞社／編 東京：日本食糧新聞社 616.2 
毎日、ハッカ生活。 北見ハッカ愛好会／著 東京：大和出版 617.6 
タマネギとニンニクの歴史 マーサ・ジェイ／著 東京：原書房 626.5 
一坪でできる野菜づくり 北条　雅章／監修 東京：ブティック社 626.9 
一番よくわかる庭木の剪定 小池　英憲／監修 東京：新星出版社 627.7 
雑木の庭百科 東京：ブティック社 629.7 
車いす犬ラッキー 小林　照幸／著 東京：毎日新聞出版 645.6 
フクロウが来た 苅谷　夏子／著 東京：筑摩書房 646 
日本の樹木500超! 加藤　真也／著 鹿沼：栃の葉書房 653.2 
クマ問題を考える 田口　洋美／著 東京：山と溪谷社 659.7 
おうちサロンのはじめ方 磯部　百香／著 東京：ナツメ社 673.9 
わかる!イベント・プロデュース 宮地　克昌／著 東京：戎光祥出版 674.5 
みらいをひらく、わたしの日用品 川島　蓉子／著 東京：リトルモア 675.1 
地図にない駅 牛山　隆信／監修 東京：宝島社 686.2 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
片隅の美術と文学の話 酒井　忠康／著 東京：求龍堂 702.1 
わたしの好きな子どものうた 安野　光雅／著 東京：講談社 723.1 
ブリューゲルの世界 森　洋子／著 東京：新潮社 723.3 
字が汚い! 新保　信長／著 東京：文藝春秋 728.9 
手作りスタンプのアイデア帖 主婦と生活社／編 東京：主婦と生活社 731 
プロジェクションマッピングの教科書 田中　健司／著 新潟：シーアンドアール研究所 746.8 
ダンスと音楽 クレール・パオラッチ／著 東京：アルテスパブリッシング 762.3 
権力と孤独 長谷部　浩／著 東京：岩波書店 772.1 
チャップリン 大野　裕之／著 東京：中央公論新社 778.2 
たった3分で飛距離アップ! 安楽　拓也／著 東京：学研プラス 783.8 
世界一やさしい海釣り入門 西野　弘章／著 東京：山と溪谷社 787.1 
相撲 土屋　喜敬／著 東京：法政大学出版局 788.1 
太極拳のヒミツ 真北　斐図／著 東京：BABジャパン 789.2 
名棋士の対局に学ぶ詰め&必死 田丸　昇／著 大阪：創元社 796 
麻雀を始めたい人のために 二階堂　亜樹／監修 東京：成美堂出版 797.5 

<言　語>
たった1分で会話が弾み、印象まで良くなる聞く力の教科書 魚住　りえ／著 東京：東洋経済新報社 809.2 
マジ文章書けないんだけど 前田　安正／著 東京：大和書房 816 
文章が一瞬でロジカルになる接続詞の使い方 吉岡　友治／著 東京：草思社 816 
これを英語で言いたかった! 箱田　勝良／著 東京：IBCパブリッシング 837.8 

<日本文学　小説など>
ミステリ国の人々 有栖川　有栖／著 東京：日本経済新聞出版社 902.3 ｱﾘ
ねんてん先生の文学のある日々 坪内　稔典／著 東京：新日本出版社 904 ﾂﾎﾞ
文学のレッスン 丸谷　才一／著 東京：新潮社 904 ﾏﾙ
辺境図書館 皆川　博子／著 東京：講談社 904 ﾐﾅ
みみずくは黄昏に飛びたつ 川上　未映子／訊く 東京：新潮社 910.2 ﾑﾗ
読んで楽しむ百人一首 吉海　直人／著 東京：KADOKAWA 911.1 ﾖｼ
芭蕉という修羅 嵐山　光三郎／著 東京：新潮社 911.3 ｱﾗ
正岡子規人生のことば 復本　一郎／著 東京：岩波書店 911.3 ﾌｸ
学校へ行けなかった私が「あの花」「ここさけ」を書くまで 岡田　麿里／著 東京：文藝春秋 912.7 ｵｶ
敗者たちの季節 あさの　あつこ／[著] 東京：KADOKAWA F ｱｻ
カカノムモノ 浅葉　なつ／著 東京：新潮社 F ｱｻ
人質オペラ 荒木　源／著 東京：講談社 F ｱﾗ
ライプツィヒの犬 乾　緑郎／著 東京：祥伝社 F ｲﾇ
群青のとき 今井　絵美子／[著] 東京：KADOKAWA F ｲﾏ
家康の遠き道 岩井　三四二／著 東京：光文社 F ｲﾜ
日蓮伝説殺人事件 内田　康夫／著 東京：実業之日本社 F ｳﾁ
ifの悲劇 浦賀　和宏／[著] 東京：KADOKAWA F ｳﾗ
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<日本文学　小説など>
幸福のパズル 折原　みと／著 東京：講談社 F ｵﾘ
薬草とウインク 金澤　マリコ／著 東京：原書房 F ｶﾅ
フォークロアの鍵 川瀬　七緒／著 東京：講談社 F ｶﾜ
さようなら、お母さん 北里　紗月／著 東京：講談社 F ｷﾀ
ライオン・ブルー 呉　勝浩／著 東京：KADOKAWA F ｺﾞ
ニャンニャンにゃんそろじー 有川　浩／著 東京：講談社 F ｺｳ
ホライズン 小島　慶子／著 東京：文藝春秋 F ｺｼﾞ
逆転 小杉　健治／著 東京：集英社 F ｺｽ
窓がない部屋のミス・マーシュ 斎藤　千輪／[著] 東京：KADOKAWA F ｻｲ
猫の傀儡 西條　奈加／著 東京：光文社 F ｻｲ
嫁入り 佐伯　泰英／著 東京：角川春樹事務所 F ｻｴ
しみ 坂口　恭平／著 東京：毎日新聞出版 F ｻｶ
エトロフ発緊急電 佐々木　譲／著 東京：新潮社 F ｻｻ
暁の火花 佐々木　裕一／著 東京：二見書房 F ｻｻ
ラブ・ミー・テンダー 小路　幸也／著 東京：集英社 F ｼﾖ
信義の雪 鈴木　英治／[著] 東京：KADOKAWA F ｽｽﾞ
ショートショート・BAR 田丸　雅智／著 東京：光文社 F ﾀﾏ
家出ファミリー 田村　真菜／著 東京：晶文社 F ﾀﾑ
かがみの孤城 辻村　深月／著 東京：ポプラ社 F ﾂｼﾞ
父 辻　仁成／著 東京：集英社 F ﾂｼﾞ
冬雷 遠田　潤子／著 東京：東京創元社 F ﾄｵ
凄腕 永瀬　隼介／著 東京：文藝春秋 F ﾅｶﾞ
神さまのビオトープ 凪良　ゆう／著 東京：講談社 F ﾅｷﾞ
西の魔女が死んだ 梨木　香歩／[著] 東京：新潮社 F ﾅｼ
人類最強のときめき 西尾　維新／著 東京：講談社 F ﾆｼ
十津川警部高山本線の秘密 西村　京太郎／著 東京：小学館 F ﾆｼ
ぷろぼの 楡　周平／著 東京：文藝春秋 F ﾆﾚ
宿命と真実の炎 貫井　徳郎／著 東京：幻冬舎 F ﾇｸ
暗手 馳　星周／著 東京：KADOKAWA F ﾊｾ
22年目の告白 浜口　倫太郎／著 東京：講談社 F ﾊﾏ
ラジオ・ガガガ 原田　ひ香／著 東京：双葉社 F ﾊﾗ
僕が殺した人と僕を殺した人 東山　彰良／著 東京：文藝春秋 F ﾋｶﾞ
ストラディヴァリウスを上手に盗む方法 深水　黎一郎／著 東京：河出書房新社 F ﾌｶ
薫風のカノン 福田　和代／著 東京：光文社 F ﾌｸ
初恋は坂道の先へ 藤石　波矢／[著] 東京：KADOKAWA F ﾌｼﾞ
女系の教科書 藤田　宜永／著 東京：講談社 F ﾌｼﾞ
劇場 又吉　直樹／著 東京：新潮社 F ﾏﾀ
最愛の子ども 松浦　理英子／著 東京：文藝春秋 F ﾏﾂ
永遠の道は曲りくねる 宮内　勝典／著 東京：河出書房新社 F ﾐﾔ
凍土の狩人 森村　誠一／著 東京：集英社 F ﾓﾘ
落語魅捨理(ミステリ)全集 山口　雅也／著 東京：講談社 F ﾔﾏ
ファイアスターター 結城　充考／著 東京：祥伝社 F ﾕｳ
海道の修羅 吉川　永青／著 東京：KADOKAWA F ﾖｼ
楽園 夜釣　十六／著 東京：筑摩書房 F ﾖｽﾞ
赤いゾンビ、青いゾンビ。 川上　弘美／著 東京：平凡社 E ｶﾜ
ひとり上手 岸本　葉子／著 東京：海竜社 E ｷｼ
人生という花 小檜山　博／著 東京：河出書房新社 E ｺﾋ
山寺清朝 外山　滋比古／著 東京：展望社 E ﾄﾔ
あのころ、早稲田で 中野　翠／著 東京：文藝春秋 E ﾅｶ
井上ひさしから、娘へ 井上　ひさし／著 東京：文藝春秋 915 ｲﾉ
いなごの日/クール・ミリオン ナサニエル・ウエスト／[著] 東京：新潮社 933 ｳｴ
人みな眠りて カート・ヴォネガット／著 東京：河出書房新社 933 ｳﾞｵ
林檎の木から、遠くはなれて トレイシー・シュヴァリエ／著 東京：柏書房 933 ｼﾕ
私の名前はルーシー・バートン エリザベス・ストラウト／著 東京：早川書房 933 ｽﾄ
人間とは何か マーク・トウェイン／[著] 東京：KADOKAWA 934 ﾄｳ
春のめざめ F.ヴェデキント／作 東京：岩波書店 942 ｳﾞｴ
原理 ジェローム・フェラーリ／[著] 東京：みすず書房 953 ﾌｴ
にんじん ルナール／著 東京：光文社 953 ﾙﾅ
バウドリーノ　上・下 ウンベルト・エーコ／作 東京：岩波書店 973 ｴｺ
とるにたらないちいさないきちがい アントニオ・タブッキ／著 東京：河出書房新社 973 ﾀﾌﾞ

※「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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