
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<知識・学問・情報科学>
京都学派酔故伝 櫻井　正一郎／著 京都：京都大学学術出版会 002 
「ビッグデータ」&「人工知能」ガイドブック I O編集部／編集 東京：工学社 007.3 
ここが知りたい!デジタル遺品 古田　雄介／著 東京：技術評論社 007.6 
図書の修理とらの巻 書物の歴史と保存修復に関する研究会／編 大阪：澪標 014.6 
才能を引き出した情報空間 岡部　晋典／著 東京：勉誠出版 015 
教養は児童書で学べ 出口　治明／著 東京：光文社 019.5 
改正著作権法がよくわかる本 加藤　晋介／監修 東京：成美堂出版 021.2 
禁書 マリオ・インフェリーゼ／著 東京：法政大学出版局 023.8 
すごい古書店 変な図書館 井上　理津子／[著] 東京：祥伝社 024.8 
世界のしくみまるわかり図鑑 リチャード・プラット／著 東京：柏書房 033 
すごい会話のタネ700 話題の達人倶楽部／編 東京：青春出版社 049 

<哲学・思想・心理学・宗教>
新・風景論 清水　真木／著 東京：筑摩書房 112 
一瞬で人生が変わるすっごい呪文 メンタリストDaiGo／著 京都：PHP研究所 140.4 
「怒り」を活かす人、「怒り」に振り回される人 和田　秀樹／著 東京：海竜社 141.6 
男と女のアドラー心理学 岩井　俊憲／著 東京：青春出版社 143.1 
「超」怖い話鬼門 渡部　正和／著 東京：竹書房 147 
ついに「愛国心」のタブーから解き放たれる日本人 ケント・ギルバート／著 東京：PHP研究所 154 
まねる力 齋藤　孝／著 東京：朝日新聞出版 159 
家族>仕事(しごとよりもかぞく)で生きる。 赤城夫婦／著 東京：SBクリエイティブ 159.4 
悠々として、人生を降りる 川北　義則／著 京都：PHP研究所 159.7 
オオクニヌシ 出雲に封じられた神 戸矢　学／著 東京：河出書房新社 164.1 
地図でめぐる神社とお寺 帝国書院編集部／著 東京：帝国書院 175.9 
一遍 捨聖の思想 桜井　哲夫／著 東京：平凡社 188.6 
心配しなさんな。悩みはいつか消えるもの 板橋　興宗／著 東京：秀和システム 188.8 
正教会入門 ティモシー・ウェア／著 東京：新教出版社 198.1 

<歴史・地理・伝記・紀行>
世界単位日本 高谷　好一／著 京都：京都大学学術出版会 210.1 
戦争と平和 百田　尚樹／著 東京：新潮社 210.7 
江戸の「事件現場」を歩く 山本　博文／監修 東京：祥伝社 213.6 
出雲の中世 佐伯　徳哉／著 東京：吉川弘文館 217.3 
中国が反論できない真実の尖閣史 石　平／著 東京：扶桑社 219.9 
史記<列伝>　5 [司馬　遷／著] 東京：明治書院 222 
図説ヴィクトリア朝百貨事典 谷田　博幸／著 東京：河出書房新社 233 
英傑の日本史　西郷隆盛・維新編 井沢　元彦／[著] 東京：KADOKAWA 281 
図説ヴィクトリア女王 デボラ・ジャッフェ／著 東京：原書房 289 ｳﾞｲ
ストックホルムへの廻り道 大村　智／著 東京：日本経済新聞出版社 289 ｵｵ
いきどまり鉄道の旅 北尾　トロ／著 東京：河出書房新社 291 

新着図書案内 平成29年10月号 【２０１7】 
 発行  高砂市立図書館 

〒676-0805 高砂市米田町米田927-21 TEL079(432)1355 

 

     の人 
灰谷 健次郎(はいたに けんじろう) 
[1934(昭和9)年10月31日生] 
神戸生まれ。作家。 
詩誌「輪」同人。児童詩誌「きりん」の
編集を手伝う。17年間の教師生活ののち
沖縄・アジアを歩く。1979年山本有三記
念第1回「路傍の石」文学賞受賞。 
著書に「兎の眼」「太陽の子」「ひとり
ぼっちの動物園」など。 
2006年11月23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>
大人のための社会科 井手　英策／著 東京：有斐閣 301 
日本人だけがなぜ日本の凄さに気づかないのか ケント・ギルバート／著 東京：徳間書店 304 
君主論 マキャヴェッリ／著 東京：光文社 311.2 
希望の政治 小池　百合子／編著 東京：中央公論新社 318.2 
ナチスの「手口」と緊急事態条項 長谷部　恭男／著 東京：集英社 323.3 
民法<財産法>のしくみ 木島　康雄／監修 東京：三修社 324 
森卓77言 森永　卓郎／著 東京：プレジデント社 330.4 
競争社会の歩き方 大竹　文雄／著 東京：中央公論新社 331 
金利「超」入門 美和　卓／著 東京：日本経済新聞出版社 338.1 
図解最新税金のしくみと手続きがわかる事典 北川　ワタル／監修 東京：三修社 345 
無銭経済宣言 マーク・ボイル／著 東京：紀伊國屋書店 365 
「サードエイジ」をどう生きるか 片桐　恵子／著 東京：東京大学出版会 367.7 
尾木のママで 尾木　直樹／著 東京：文藝春秋 370.4 
となりのPTAの実践このPTAがすごい! 日本PTA全国協議会／著 東京：ジアース教育新社 374.6 
子どもの学力は「ふせんノート」で伸びる 栗田　正行／著 東京：かんき出版 375 
くらしの昭和史 小泉　和子／著 東京：朝日新聞出版 382.1 
きものとジャポニスム 深井　晃子／著 東京：平凡社 383.1 
ヨーロッパの昔話 マックス・リュテイ／著 東京：岩波書店 388.3 

<自然科学・数学・生物学・医学>
面白くて仕事に役立つ数学 柳谷　晃／著 東京：SBクリエイティブ 410 
これだけ!線形代数 石井　俊全／著 東京：秀和システム 411.3 
物理2600年の歴史を変えた51のスケッチ ドン・S.レモンズ／著 東京：プレジデント社 420.2 
元素118の新知識 桜井　弘／編 東京：講談社 431.1 
重力波で見える宇宙のはじまり ピエール・ビネトリュイ／著 東京：講談社 441.1 
惑星のきほん 室井　恭子／著 東京：誠文堂新光社 445 
海水の疑問50 上ノ山　周／編著 東京：成山堂書店 452.3 
人類の祖先はヨーロッパで進化した デイヴィッド・R.ビガン／著 東京：河出書房新社 469.2 
変形菌 川上　新一／著 東京：技術評論社 473.3 
どうぶつたちの給食時間 並木　美砂子／著 東京：旅するミシン店 480.7 
今日からできる認知症予防の食事と生活 家庭栄養研究会／編 東京：食べもの通信社 493.7 
医療危機 真野　俊樹／著 東京：中央公論新社 498.1 
呼吸で10歳若返る。 白澤　卓二／著 東京：ブックマン社 498.3 
蚊のはなし 上村　清／編 東京：朝倉書店 498.6 
和ハーブ図鑑 古谷　暢基／著 東京：和ハーブ協会 499.8 

<技術・工学・建築・工業>
なるほど図解商標法のしくみ 奥田　百子／著 [東京]：中央経済社 507.2 
建設中。 勝田　尚哉／写真・文 東京：グラフィック社 510.9 
ごみを資源にまちづくり 中村　修／著 東京：農山漁村文化協会 518.5 
今日、見に行くことができる国宝・重要文化財レトロ建築 伊藤　隆之／著・写真 東京：地球丸 521.6 
世界遺産法隆寺から学ぶすみずみまで楽しむ寺院の歩き方 山田　雅夫／著 東京：自由国民社 521.8 
絶景!日本全国ロープウェイ・ゴンドラコンプリートガイド 中島　信／著 東京：扶桑社 536.7 
よくわかる最新船舶の基本と仕組み 川崎　豊彦／著 東京：秀和システム 550 
日本の艪 田村　勇／著 東京：大河書房 552.7 
仕事に差がつくワード最速テクニック 井上　香緒里／著 東京：インプレス 582.3 
身の丈に合った服で美人になる 小山田　早織／著 東京：講談社 589.2 
暮らしの文房具 土橋　正／著 東京：玄光社 589.7 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
明日を変えるならスポンジから 一田　憲子／著 東京：マイナビ出版 590 
50歳からの「お金の不安」がなくなる生き方 横山　光昭／著 東京：大和書房 591 
ちょっとよそ行き 中野　ユカリ／著 東京：日本ヴォーグ社 593.3 
きもの着付けと帯結び 赤平　幸枝／監修 東京：世界文化社 593.8 
はじめてのノールビンドニング 北村　系子／著 東京：グラフィック社 594.3 
バッグの型紙の本 越膳　夕香／著 東京：日本ヴォーグ社 594.7 
羊毛フェルトでつくるほっこり動物とおうちカフェ さくだ　ゆうこ／著 東京：日本ヴォーグ社 594.9 
美人な歩き方 仁香／著 東京：SBクリエイティブ 595 
1回のお買い物で3日献立 中村　明花／著 東京：KADOKAWA 596 
からだが喜ぶ!藤井恵のおつまみ献立 藤井　恵／著 東京：世界文化社 596 
簡単!お寺ご飯 飯沼　康祐／著 東京：徳間書店 596.2 
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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>
肉料理 柴田書店／編 東京：柴田書店 596.3 
愛と憎しみを込めた旦那への猟奇的弁当 まこつ／著 東京：KADOKAWA 596.4 
日本茶のさわやかスイーツ 本間　節子／著 東京：世界文化社 596.6 
LOVE COFFEE ライアン・セーダー／著 東京：旭屋出版 596.7 
a Table 雅姫／著 東京：集英社 596.8 
あした死んでもいい30分片づけ ごんおばちゃま／著 東京：興陽館 597.5 
すごい!セスキ掃除 石鹼百科／監修 東京：KADOKAWA 597.9 
日めくりマタニティブック マギー・ブロット／監修 東京：技術評論社 598.2 
パパは脳研究者 池谷　裕二／著 東京：クレヨンハウス 599 
時短・かんたん・幼児食 友利　新／著 東京：徳間書店 599.3 
赤ちゃんとママがぐっすり眠れる本 小山　博史／監修 名古屋：リベラル社 599.4 
親子で楽しむ!おむつなし育児 ローリー・ブーケ／著 東京：河出書房新社 599.9 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
会社四季報業界地図　2018年版 東洋経済新報社／編 東京：東洋経済新報社 602.1 
多品目少量栽培で成功できる!!小さな農業の稼ぎ方 中村　敏樹／著 東京：誠文堂新光社 611.7 
トウガラシの歴史 ヘザー・アーント・アンダーソン／著 東京：原書房 619.9 
ニッポンの地方野菜 内田　悟／著 東京：KADOKAWA 626 
育苗からわかる野菜づくり 野口　貴／共著 東京：誠文堂新光社 626 
インドアグリーンのある暮らし 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 627.8 
基礎から学ぶ花色配色パターンBOOK 坂口　美重子／著 東京：誠文堂新光社 627.9 
狩猟日誌 今井　雄一郎／著 東京：共栄書房 659 
イカ先生のアオリイカ学 富所　潤／著 東京：成山堂書店 664.7 
家族ではじめる、小さなカフェ 渡部　和泉／著 東京：旭屋出版 673.9 
最強のネーミング 岩永　嘉弘／著 東京：日本実業出版社 674 
荷車と立ちん坊 武田　尚子／著 東京：吉川弘文館 685.8 
今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!スマートフォン超入門 リンクアップ／著 東京：技術評論社 694.6 
最新放送業界の動向とカラクリがよくわかる本 中野　明／著 東京：秀和システム 699.2 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
日本の美仏50選 田中　英道／著 東京：育鵬社 718 
運慶×仏像の旅 山本　勉／監修 東京：JTBパブリッシング 718.3 
浮世絵細見 浅野　秀剛／著 東京：講談社 721.8 
ポーランド ヤノフ村の絵織物 秋元　尚子／織り 東京：誠文堂新光社 753.3 
はじめての音楽史 久保田　慶一／ほか著 東京：音楽之友社 762 
「昭和」の子役 樋口　尚文／編著 東京：国書刊行会 772.1 
裏まで楽しむ!大相撲 ダグハウス／編 東京：KADOKAWA 788.1 
やさしく語る布石の原則 白石　勇一／著 東京：マイナビ出版 795 
DVDでもっと上達!社交ダンス魅せるラテン 田中　淳／監修 東京：メイツ出版 799.3 

<言　語>
なくなりそうな世界のことば 吉岡　乾／著 大阪：創元社 802 
校閲記者の目 毎日新聞校閲グループ／著 東京：毎日新聞出版 810.4 
「言いたいこと」から引ける大和ことば辞典 西谷　裕子／編 東京：東京堂出版 813.5 
敬語は変わる 井上　史雄／編 東京：大修館書店 815.8 
10倍速く書ける超スピード文章術 上阪　徹／著 東京：ダイヤモンド社 816 
韓国語のしくみ 増田　忠幸／著 東京：白水社 829.1 
オックスフォードの英語 岡田　昭人／著 東京：秀和システム 837.8 

<日本文学　小説など>
超・戦略的!作家デビューマニュアル 五十嵐　貴久／著 東京：PHP研究所 901.3 ｲｶﾞ
古典名作本の雑誌 本の雑誌編集部／編 東京：本の雑誌社 902 ﾎﾝ
池澤夏樹、文学全集を編む 河出書房新社編集部／編 東京：河出書房新社 904 ｶﾜ
シルバー川柳　7 全国有料老人ホーム協会／編 東京：ポプラ社 911.4 ﾎﾟﾌﾟ 7

死神と道連れ 赤川　次郎／著 東京：集英社 F ｱｶ
末ながく、お幸せに あさの　あつこ／著 東京：小学館 F ｱｻ
京都・舞鶴殺人事件 梓　林太郎／[著] 東京：徳間書店 F ｱｽﾞ
宗麟の海 安部　龍太郎／著 東京：NHK出版 F ｱﾍﾞ
名探偵傑作短篇集 火村英生篇 有栖川　有栖／[著] 東京：講談社 F ｱﾘ
花咲舞が黙ってない 池井戸　潤／著 東京：中央公論新社 F ｲｹ
ホワイトラビット 伊坂　幸太郎／著 東京：新潮社 F ｲｻ
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<日本文学　小説など>
裏切りのホワイトカード 石田　衣良／著 東京：文藝春秋 F ｲｼ
鳳凰の船 浮穴　みみ／著 東京：双葉社 F ｳｷ
墨の香 梶　よう子／著 東京：幻冬舎 F ｶｼﾞ
銀河鉄道の父 門井　慶喜／著 東京：講談社 F ｶﾄﾞ
オーバーロードの街 神林　長平／著 東京：朝日新聞出版 F ｶﾝ
院長選挙 久坂部　羊／著 東京：幻冬舎 F ｸｻ
7人の名探偵 綾辻　行人／[著] 東京：講談社 F ｺｳ
星ちりばめたる旗 小手鞠　るい／著 東京：ポプラ社 F ｺﾃﾞ
三度目の殺人 是枝　裕和／著 東京：宝島社 F ｺﾚ
孤軍 笹本　稜平／著 東京：双葉社 F ｻｻ
騙し絵の牙 塩田　武士／著 東京：KADOKAWA F ｼｵ
緑の窓口 下村　敦史／著 東京：講談社 F ｼﾓ
狐と韃 朱川　湊人／著 東京：光文社 F ｼﾕ
夏の祈りは 須賀　しのぶ／著 東京：新潮社 F ｽｶﾞ
果断の桜 鈴木　英治／[著] 東京：KADOKAWA F ｽｽﾞ
神の時空(とき)前紀 高田　崇史／著 東京：講談社 F ﾀｶ
乗りかかった船 瀧羽　麻子／著 東京：光文社 F ﾀｷ
移植医たち 谷村　志穂／著 東京：新潮社 F ﾀﾆ
人形たちの白昼夢 千早　茜／著 東京：PHP研究所 F ﾁﾊ
機龍警察狼眼殺手 月村　了衛／著 東京：早川書房 F ﾂｷ
R帝国 中村　文則／著 東京：中央公論新社 F ﾅｶ
ワルツを踊ろう 中山　七里／著 東京：幻冬舎 F ﾅｶ
無敵の二人 中村　航／著 東京：文藝春秋 F ﾅｶ
巨大幽霊マンモス事件 二階堂　黎人／著 東京：講談社 F ﾆｶ
100億人のヨリコさん 似鳥　鶏／著 東京：光文社 F ﾆﾀ
名探偵傑作短篇集 法月綸太郎篇 法月　綸太郎／[著] 東京：講談社 F ﾉﾘ
神の涙 馳　星周／著 東京：実業之日本社 F ﾊｾ
心中旅行 花村　萬月／著 東京：光文社 F ﾊﾅ
草笛物語 葉室　麟／著 東京：祥伝社 F ﾊﾑ
ライオンは仔猫に夢中 東川　篤哉／著 東京：祥伝社 F ﾋｶﾞ
マスカレード・ナイト 東野　圭吾／著 東京：集英社 F ﾋｶﾞ
八月十五日に吹く風 松岡　圭祐／[著] 東京：講談社 F ﾏﾂ
忌物堂鬼談 三津田　信三／著 東京：講談社 F ﾐﾂ
つぼみ 宮下　奈都／著 東京：光文社 F ﾐﾔ
ヴィオレッタの尖骨 宮木　あや子／著 東京：河出書房新社 F ﾐﾔ
失恋バスは謎だらけ 森沢　明夫／著 東京：双葉社 F ﾓﾘ
花野に眠る 森谷　明子／著 東京：東京創元社 F ﾓﾘ
きっと誰かが祈ってる 山田　宗樹／著 東京：幻冬舎 F ﾔﾏ
ほしのこ 山下　澄人／著 東京：文藝春秋 F ﾔﾏ
淳子のてっぺん 唯川　恵／著 東京：幻冬舎 F ﾕｲ
さらさら流る 柚木　麻子／著 東京：双葉社 F ﾕｽﾞ
十三階の女 吉川　英梨／著 東京：双葉社 F ﾖｼ
GIプリン 渡辺　淳子／著 東京：光文社 F ﾜﾀ
感傷的な午後の珈琲 小池　真理子／著 東京：河出書房新社 E ｺｲ
やばい老人になろう さだ　まさし／著 東京：PHP研究所 E ｻﾀﾞ
女塾 田渕　久美子／著 東京：主婦と生活社 E ﾀﾌﾞ
「マコトよりウソ」の法則 外山　滋比古／著 東京：さくら舎 E ﾄﾔ
安楽死で死なせて下さい 橋田　壽賀子／著 東京：文藝春秋 E ﾊｼ
昭和の男 半藤　一利／著 東京：東京書籍 E ﾊﾝ
東京の夫婦 松尾　スズキ／著 東京：マガジンハウス E ﾏﾂ
おれたちを跨ぐな! 椎名　誠／著 東京：小学館 915 ｼｲ
こうやって、考える。 外山　滋比古／著 東京：PHP研究所 917 ﾄﾔ
茶席からひろがる漢詩の世界 諸田　龍美／著 京都：淡交社 921 ﾓﾛ
ジャック・グラス伝 アダム・ロバーツ／著 東京：早川書房 933 ﾛﾊﾞ
闘う文豪とナチス・ドイツ 池内　紀／著 東京：中央公論新社 940 ｲｹ
五つの証言 トーマス・マン／著 東京：中央公論新社 944 ﾏﾝ
プレヴェール詩集 プレヴェール／[著] 東京：岩波書店 951 ﾌﾟﾚ
心は燃える ル・クレジオ／著 東京：作品社 953 ﾙｸ
パリに終わりはこない エンリーケ・ビラ=マタス／著 東京：河出書房新社 963 ﾋﾞﾗ

※「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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