
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<知識・学問・情報科学>
グラフをつくる前に読む本 松本　健太郎／著 東京：技術評論社 002.7 
魅せ技&決め技Photoshop ARENSKI／著 東京：技術評論社 007.6 
はじめての今さら聞けないPDF入門 桑名　由美／著 東京：秀和システム 007.6 
本棚の本 赤澤　かおり／著 東京：KTC中央出版 019 
正しい本の読み方 橋爪　大三郎／著 東京：講談社 019.1 
印刷という革命 アンドルー・ペティグリー／著 東京：白水社 022.7 
保育・子育て絵本の住所録 舟橋　斉／編著 大津：三学出版 028 
もう雑談のネタに困らない!大人の雑学大全 話題の達人倶楽部／編 東京：青春出版社 049 
マスコミはなぜここまで反日なのか ケント・ギルバート／著 東京：宝島社 070.2 
吉本隆明全集　13 吉本　隆明／著 東京：晶文社 081.6 

<哲学・思想・心理学・宗教>
いまこそ知りたい日本の思想家25人 小川　仁志／著 東京：KADOKAWA 121 
「心は遺伝する」とどうして言えるのか 安藤　寿康／著 大阪：創元社 141.9 
また身の下相談にお答えします 上野　千鶴子／著 東京：朝日新聞出版 159 
生きていくあなたへ 日野原　重明／著 東京：幻冬舎 159 
知っているようで実は知らない世界の宗教 池上　彰／著 東京：SBクリエイティブ 160 
日本の新宗教 島田　裕巳／著 東京：KADOKAWA 169.1 
ニッポンのおみくじ 鏑木　麻矢／著 東京：グラフィック社 176.8 
仏典百話 高橋　勇夫／著 大阪：東方出版 183 
オトナの一休さん NHKオトナの一休さん制作班／著 東京：KADOKAWA 188.8 
人生の役に立つ聖書の名言 佐藤　優／著 東京：講談社 193 
キリスト教会の社会史 指　昭博／編著 東京：彩流社 198 

<歴史・地理・伝記・紀行>
小さな大世界史 ジェフリー・ブレイニー／著 京都：ミネルヴァ書房 209 
女系図でみる驚きの日本史 大塚　ひかり／著 東京：新潮社 210 
世界史のなかの天正遣欧使節 伊川　健二／著 東京：吉川弘文館 210.4 
台湾人の歌舞伎町 稲葉　佳子／著 東京：紀伊國屋書店 213.6 
真田松代藩の財政改革 笠谷　和比古／著 東京：吉川弘文館 215.2 
中東世界データ地図 ダン・スミス／著 東京：原書房 227 
これが人間か プリーモ・レーヴィ／著 東京：朝日新聞出版 234 
日本人のおなまえっ!　1 NHK「日本人のおなまえっ!」制作班／編 東京：集英社インターナショナル 288.1 
武田勝頼 丸島　和洋／著 東京：平凡社 289 ﾀｹ
美しいものを見に行くツアーひとり参加 益田　ミリ／著 東京：幻冬舎 290.9 
ブラタモリ　9・10 NHK「ブラタモリ」制作班／監修 東京：KADOKAWA 291 
北欧おみやげ手帖 森　百合子／著 東京：ジュウ・ドゥ・ポゥム 293.8 

<政治・法律・経済・教育>
『日本』って、どんな国? 大森　和夫／編著 東京：日本僑報社 302.1 
図解よくわかる住宅火災の消火・避難・防火 小林　恭一／著 東京：日刊工業新聞社 317.7 
法情報の調べ方入門 ロー・ライブラリアン研究会／編 東京：日本図書館協会 320.7 
不平等 ジェームス・K.ガルブレイス／著 東京：明石書店 331.8 
図解でわかる!投資信託 風呂内　亜矢／著 東京：秀和システム 338.8 

新着図書案内 平成29年11月号 【２０１7】 

                     発行  高砂市立図書館 
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     の人 
宇野 千代(うの ちよ) 
[1897(明治30)年11月28日生] 
山口県岩国市生まれ。小説家。 
1921年「時事新報」の懸賞短篇小説に応募、
一等となり、作家活動へ。1957年代表作
「おはん」で野間文芸賞受賞。1958年女流
文学賞受賞。1972年芸術院賞受賞。1983年
「生きて行く私」を発表、ﾍﾞｽﾄｾﾗｰになる。
1996年6月10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>
あなたのまわりのデータの不思議 景山　三平／著 東京：実教出版 350.1 
メイク・ア・ウィッシュ夢の実現が人生を変えた 大野　寿子／著 東京：KADOKAWA 369.4 
はじめてのボランティア手話 谷　千春／監修 東京：主婦の友社 378.2 
廓の媚学 菊地　ひと美／著・絵 東京：講談社 384.9 
もしもの時の手続きガイド 山口　朝重／監修 名古屋：リベラル社 385.6 
小学生でもわかる国を守るお仕事そもそも事典 佐藤　正久／著 新潟：シーアンドアール研究所 392.1 

<自然科学・数学・生物学・医学>
美しい科学の世界 伊知地　国夫／写真・文 東京：東京堂出版 404 
探検!数の密林・数論の迷宮 橋本　喜一朗／著 東京：日本評論社 412 
時間とはなんだろう 松浦　壮／著 東京：講談社 421.2 
水の不思議 稲場　秀明／著 東京：技報堂出版 435.4 
重力波発見! 高橋　真理子／著 東京：新潮社 441.1 
異常気象はなぜ増えたのか 森　朗／[著] 東京：祥伝社 451 
CRISPR究極の遺伝子編集技術の発見 ジェニファー・ダウドナ／著 東京：文藝春秋 467.2 
しっかり見わけ観察を楽しむきのこ図鑑 中島　淳志／著 東京：ナツメ社 474.8 
似ている動物「見分け方」事典 木村　悦子／執筆 東京：ベレ出版 481.1 
いさぎよく死ぬ生きかた 帯津　良一／著 東京：徳間書店 490.1 
100歳まで元気でいるための歩き方&杖の使い方 西野　英行／著 [東京]：翔泳社 493.1 
アスリートヨガ ライアン・カニングハム／著 東京：ガイアブックス 498.3 
かみやすい、飲み込みやすい健康ごはん 山田　晴子／料理指導 東京：主婦の友社 498.5 

<技術・工学・建築・工業>
特許を取ろう! 宮保　憲治／共著 東京：東京電機大学出版局 507.2 
世界の美しい窓 五十嵐　太郎／編著 東京：エクスナレッジ 524.8 
これから始まる自動運転社会はどうなる!? 森口　将之／著 東京：秀和システム 537 
東芝の悲劇 大鹿　靖明／著 東京：幻冬舎 540.6 
はじめての今さら聞けないインスタグラム入門 吉岡　豊／著 東京：秀和システム 547.4 
闘え!高専ロボコン 萱原　正嗣／著 東京：ベストセラーズ 548.3 
クレンジングをやめたら肌がきれいになった 北島　寿／著 東京：文藝春秋 576.7 
パンのペリカンのはなし 渡辺　陸／著 東京：二見書房 588.3 
賢いスーツの買い方 しぎはら　ひろ子／著 東京：プレジデント社 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
小さな家の暮らし 柳本　あかね／[著] 東京：エクスナレッジ 590 
60代シンプル・シックな暮らし方 石黒　智子／著 東京：SBクリエイティブ 590.4 
簡単手ぬいで素敵に作れる着物リメイクの服と小物 高橋　恵美子／著 東京：家の光協会 593.3 
魔法水でシミが落ちる! 横倉　靖幸／監修 東京：扶桑社 593.5 
刺し子の手しごと 日本文芸社／編 東京：日本文芸社 594.2 
はじめてでも簡単!太糸で編むマフラー・帽子・スヌード 朝日新聞出版／編著 東京：朝日新聞出版 594.3 
冬のかぎ針あみこもの Ronique／著 東京：文化学園文化出版局 594.3 
夢見るミニドール&ブローチ 今井　のり子／著 東京：日東書院本社 594.9 
やせる!筋膜リリース 竹井　仁／著 東京：自由国民社 595.6 
ウー・ウェンの家庭料理8つの基本 ウー　ウェン／著 東京：文藝春秋 596 
うれしい副菜 瀬尾　幸子／著 東京：新星出版社 596 
みそ汁はおかずです 瀬尾　幸子／著 東京：学研プラス 596.2 
賛否両論笠原将弘 鶏大事典 笠原　将弘／著 東京：KADOKAWA 596.3 
おでかけ弁当ドリル 上島　亜紀／[著] 東京：宙出版 596.4 
はじめてのお菓子教室 荻田　尚子／著 東京：主婦の友社 596.6 
さよさんの「きれいが続く」収納レッスン 小西　紗代／著 東京：講談社 597.5 
プロに教わるシンプル掃除術 ミニメイド・サービス／監修 東京：双葉社 597.9 
子どもの病気SOS 草川　功／監修 東京：マガジンハウス 598.3 
子育てはガマンしない 平塚　さとみ／著 東京：秀和システム 599 
はじめてのおいしい離乳食 山口　真弓／著 東京：ナツメ社 599.3 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
全国棚田ガイド 中島　峰広／監修 東京：家の光協会 616.2 
自分で育てて、食べる果樹100 船越　亮二／監修 東京：主婦の友社 625 
人気ブロガー・横着じいさんのかんたん水耕栽培決定版! 伊藤　龍三／著 東京：主婦と生活社 626.9 
花木をはじめて育てる人に役立つ本 船越　亮二／監修 東京：主婦の友社 627.7 
あたらしい盆栽の教科書 小林　健二／著 東京：エクスナレッジ 627.8 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
美しい苔庭づくり アニー・マーティン／著 東京：エクスナレッジ 629.7 
手作りネコのおうち カリン・オリバー／著 東京：エクスナレッジ 645.7 
ウサギの看取りガイド 田向　健一／監修 東京：エクスナレッジ 645.9 
荒くれ漁師をたばねる力 坪内　知佳／著 東京：朝日新聞出版 661.7 
キャビアの歴史 ニコラ・フレッチャー／著 東京：原書房 667.4 
はじめてのメルカリの使い方 桑名　由美／著 東京：秀和システム 673.3 
銭湯は、小さな美術館 ステファニー・コロイン／[著] 東京：啓文社書房 673.9 
今を駆ける蒸気機関車 都築　雅人／著 東京：交通新聞社 686.2 
ウェルネスツーリズム 荒川　雅志／著 東京：フレグランスジャーナル社 689.4 
久米宏です。 久米　宏／著 東京：世界文化クリエイティブ 699.3 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
西洋美術史 木村　泰司／著 東京：ダイヤモンド社 702.3 
どうしても欲しい! エリン・L.トンプソン／著 東京：河出書房新社 707.9 
日本の宝 京都国立博物館／監修 東京：ベストセラーズ 709.1 
比べてもっとよくわかる仏像 熊田　由美子／著 東京：朝日新聞出版 718 
名画の中の植物 大場　秀章／著 東京：八坂書房 720.2 
ゴッホの耳 バーナデット・マーフィー／著 東京：早川書房 723.3 
かんたんやさしい押し絵 西本　典子／[著] 東京：日本ヴォーグ社 726.9 
写真家三木淳と「ライフ」の時代 須田　慎太郎／著 東京：平凡社 740.2 
自分でできる!印刷・加工テクニックブック 平田　美咲／著 東京：誠文堂新光社 749 
民藝の日本 日本民藝館／監修 東京：筑摩書房 750.8 
繕うワザを磨く金継ぎ上達レッスン 持永　かおり／監修 東京：メイツ出版 751 
広告チラシのかごと雑貨 寺西　恵里子／著 東京：主婦の友社 754.9 
新しい分かり方 佐藤　雅彦／著 東京：中央公論新社 757 
オーケストラ解体新書 読売日本交響楽団／編 東京：中央公論新社 764.3 
木村拓哉という生き方 太田　省一／著 東京：青弓社 767.8 
これで眠くならない!能の名曲60選 中村　雅之／著 東京：誠文堂新光社 773 
映画監督、北野武。 フィルムアート社／編 東京：フィルムアート社 778.2 
バイクパッキング入門 田村　浩／著 東京：実業之日本社 786.5 
茶花の二十四節気 武内　範男／著 東京：世界文化社 791.6 
ひふみんの将棋入門 加藤　一二三／著 東京：産経新聞出版 796 

<言　語>
大声のすすめ。 乙津　理風／著 東京：晶文社 809.2 
金田一秀穂のおとなの日本語 金田一　秀穂／著 東京：海竜社 810.4 
図説日本の文字 今野　真二／著 東京：河出書房新社 811 
大人の語彙力ノート 齋藤　孝／著 東京：SBクリエイティブ 814 
日本語のなかの中国故事 小林　祥次郎／著 東京：勉誠出版 824 
困ったときのお助け英語 東京：JTBパブリッシング 837.8 
デンマーク語のしくみ 鈴木　雅子／著 東京：白水社 849.7 
発信型日本人が使いこなせないフランス基本単語小辞典 久松　健一／著 横浜：春風社 854 
ハンガリー語のしくみ 大島　一／著 東京：白水社 893.7 

<日本文学　小説など>
文豪の女遍歴 小谷野　敦／著 東京：幻冬舎 910.2 ｺﾔ
うたげと孤心 大岡　信／著 東京：岩波書店 911 ｵｵ
古事記 梅原　猛／著 東京：新潮社 913 ｼﾝ
トップリーグ 相場　英雄／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｱｲ
踊る星座 青山　七恵／著 東京：中央公論新社 F ｱｵ
わろてんか　上 吉田　智子／作 東京：NHK出版 F ｱｵ
三世代探偵団 赤川　次郎／著 東京：KADOKAWA F ｱｶ
ジゼル 秋吉　理香子／著 東京：小学館 F ｱｷ
波濤の城 五十嵐　貴久／著 東京：祥伝社 F ｲｶﾞ
世界で一番のクリスマス 石井　光太／著 東京：文藝春秋 F ｲｼ
琥珀の夢　上・下 伊集院　静／著 東京：集英社 F ｲｼﾞ
西郷の首 伊東　潤／著 東京：KADOKAWA F ｲﾄ
僕たちのアラル 乾　緑郎／著 東京：KADOKAWA F ｲﾇ
地の星 伊吹　有喜／著 東京：ポプラ社 F ｲﾌﾞ
屍人荘の殺人 今村　昌弘／著 東京：東京創元社 F ｲﾏ
天魔の所業、もっての外なり 岩井　三四二／[著] 京都：淡交社 F ｲﾜ
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<日本文学　小説など>
混乱 上田　秀人／著 東京：徳間書店 F ｳｴ
角の生えた帽子 宇佐美　まこと／著 東京：KADOKAWA F ｳｻ
覆面作家 大沢　在昌／著 東京：講談社 F ｵｵ
白霧学舎探偵小説倶楽部 岡田　秀文／著 東京：光文社 F ｵｶ
カシス川 荻野　アンナ／著 東京：文藝春秋 F ｵｷﾞ
双生児 折原　一／著 東京：早川書房 F ｵﾘ
転生の魔 笠井　潔／著 東京：講談社 F ｶｻ
1999年の王 加藤　元／著 東京：KADOKAWA F ｶﾄ
森へ行きましょう 川上　弘美／著 東京：日本経済新聞出版社 F ｶﾜ
肉弾 河崎　秋子／著 東京：KADOKAWA F ｶﾜ
愛のかたち 岸　惠子／著 東京：文藝春秋 F ｷｼ
ミステリークロック 貴志　祐介／著 東京：KADOKAWA F ｷｼ
武士マチムラ 今野　敏／著 東京：集英社 F ｺﾝ
ころころ手鞠ずし 坂井　希久子／著 東京：角川春樹事務所 F ｻｶ
砂上 桜木　紫乃／著 東京：KADOKAWA F ｻｸ
乱世をゆけ 佐々木　功／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｻｻ
戦いすんで日が暮れて 佐藤　愛子／[著] 東京：講談社 F ｻﾄ
千の扉 柴崎　友香／著 東京：中央公論新社 F ｼﾊﾞ
猫ヲ捜ス夢 小路　幸也／著 東京：徳間書店 F ｼﾖ
青い花 瀬戸内　寂聴／著 東京：小学館 F ｾﾄ
高架線 滝口　悠生／著 東京：講談社 F ﾀｷ
花になるらん 玉岡　かおる／著 東京：新潮社 F ﾀﾏ
エッグマン 辻　仁成／著 東京：朝日新聞出版 F ﾂｼﾞ
おんな城主直虎　4 森下　佳子／作 東京：NHK出版 F ﾄﾖ
酒が仇と思えども 中島　要／著 東京：祥伝社 F ﾅｶ
教場　0 長岡　弘樹／著 東京：小学館 F ﾅｶﾞ
千夜と一夜の物語 仁木　英之／著 東京：文藝春秋 F ﾆｷ
鬼の家 花房　観音／著 東京：KADOKAWA F ﾊﾅ
太閤私記 花村　萬月／著 東京：講談社 F ﾊﾅ
守教　上・下 帚木　蓬生／著 東京：新潮社 F ﾊﾊ
マスカレード・ナイト 東野　圭吾／著 東京：集英社 F ﾋｶﾞ
アナログ ビートたけし／著 東京：新潮社 F ﾋﾞﾄ
アゲハの公約 三萩　せんや／著 東京：河出書房新社 F ﾐﾊ
武者始め 宮本　昌孝／著 東京：祥伝社 F ﾐﾔ
34歳無職父さんの東大受験日記 両角　長彦／著 東京：KADOKAWA F ﾓﾛ
見た目レシピいかがですか? 椰月　美智子／著 東京：PHP研究所 F ﾔｽﾞ
毒母ですが、なにか 山口　恵以子／著 東京：新潮社 F ﾔﾏ
僕はロボットごしの君に恋をする 山田　悠介／著 東京：河出書房新社 F ﾔﾏ
米澤穂信と古典部 米澤　穂信／著 東京：KADOKAWA F ﾖﾈ
生きる勇気が湧いてくる本 遠藤　周作／著 東京：青志社 E ｴﾝ
ていだん 小林　聡美／著 東京：中央公論新社 E ｺﾊﾞ
夫の後始末 曽野　綾子／著 東京：講談社 E ｿﾉ
いとも優雅な意地悪の教本 橋本　治／著 東京：集英社 E ﾊｼ
松任谷正隆の素 松任谷　正隆／著 東京：光文社 E ﾏﾂ
とりとめなく庭が 三角　みづ紀／著 東京：ナナロク社 E ﾐｽ
100歳の生きじたく 吉沢　久子／著 東京：さくら舎 E ﾖｼ
私たちの星で 梨木　香歩／著 東京：岩波書店 915 ﾅｼ
笑顔のママと僕と息子の973日間 清水　健／著 東京：小学館 916 ｼﾐ
中国文学の愉しき世界 井波　律子／著 東京：岩波書店 920 ｲﾅ
13・67 陳　浩基／著 東京：文藝春秋 923 ﾁﾝ
ギリシャ語の時間 ハン　ガン／著 東京：晶文社 929 ﾊﾝ
トールキンのベーオウルフ物語 J.R.R.トールキン／著 東京：原書房 931 ﾄﾙ
ただの黒人であることの重み ニール・ホール／著 東京：彩流社 931 ﾎﾙ
運命と復讐 ローレン・グロフ／著 東京：新潮社 933 ｸﾞﾛ
ノクターナル・アニマルズ オースティン・ライト／著 東京：早川書房 933 ﾗｲ
ナミコとささやき声 アンドレアス・セシェ／著 東京：西村書店 943 ｾｼ
ボージャングルを待ちながら オリヴィエ・ブルドー／著 東京：集英社 953 ﾌﾞﾙ
チリ夜想曲 ロベルト・ボラーニョ／著 東京：白水社 963 ﾎﾞﾗ
テルリア ウラジーミル・ソローキン／著 東京：河出書房新社 983 ｿﾛ
レーナの日記 エレーナ・ムーヒナ／[著] 東京：みすず書房 985 ﾑﾋ

※「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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