
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

問題解決大全 読書猿／著 東京：フォレスト出版 002.7 

ITエンジニアのための場面別英会話&キーフレーズ 細谷　竜一／著 東京：ナツメ社 007.3 

課長1年目のExcel術 林　学／著 東京：PHP研究所 007.6 

資質・能力を育てる学校図書館活用デザイン 稲井　達也／著 東京：学事出版 017.2 

歴史家の展望鏡 山内　昌之／[著] 東京：みすず書房 019.9 

知りたいレイアウトデザイン ARENSKI／著 東京：技術評論社 021.4 

この星の忘れられない本屋の話 ヘンリー・ヒッチングズ／編 東京：ポプラ社 024 

「日本の伝統」の正体 藤井　青銅／著 東京：柏書房 031.4 

ボーリンゲン ウィリアム・マガイアー／著 東京：白水社 061 

報道しない自由 西村　幸祐／著 東京：イースト・プレス 070.2 

<哲学・思想・心理学・宗教>

サーンキャとヨーガ 真下　尊吉／著 大阪：東方出版 126.6 

はじめての贈りもの赤ちゃんの幸せ名前事典 阿辻　哲次／監修 東京：ナツメ社 148.3 

これ1冊でぜんぶわかるタロットの基本 ルナ・マリア／著 東京：主婦の友社 148.9 

人生を整える禅的考え方 枡野　俊明／著 東京：大和書房 188.8 

<歴史・地理・伝記・紀行>

織田信長と戦国の村 深谷　幸治／著 東京：吉川弘文館 210.4 

日本は誰と戦ったのか 江崎　道朗／著 東京：ベストセラーズ 210.7 

ギリシア人の物語　3 塩野　七生／著 東京：新潮社 231 

西郷家の人びと 原口　泉／著 東京：KADOKAWA 288.3 

カストロ　上・下 セルジュ・ラフィ／著 東京：原書房 289 ｶｽ

レーニン権力と愛　上・下 ヴィクター・セベスチェン／著 東京：白水社 289 ﾚﾆ

新編秘められた旅路 岡田　喜秋／著 東京：天夢人 291 

おとなの旅と宿　[2017] 東京：昭文社 291.5 

<政治・法律・経済・教育>

習近平の悲劇 矢板　明夫／著 東京：産経新聞出版 312.2 

米朝密約 日高　義樹／著 東京：徳間書店 319.5 

残される母親が安心して暮らすための手続のすべて えがお相続相談室／著 東京：秀和システム 324.7 

資本主義と死の欲動 G.ドスタレール／[著] 東京：藤原書店 332 

経済がわかる論点50　2018 みずほ総合研究所／著 東京：東洋経済新報社 332.1 

人工知能は日本経済を復活させるか 柳川　範之／編著 東京：大和書房 332.1 

この1冊でわかる世界経済の新常識　2018 熊谷　亮丸／監修 [東京]：日経BP社 333.6 

アメリカの汚名 リチャード・リーヴス／著 東京：白水社 334.4 

新着図書案内 平成30年1月号 【２０１8】 
 発行  高砂市立図書館 
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    住井 すえ(すみい すえ） 

    [1902(明治35)年1月7日生] 
 奈良県生まれ。作家。 
 大正デモクラシー興隆期に上京し、編集者と
して仕事を始める。後に、農民文学者犬田卯氏
と結婚し、19歳から文筆活動に入る。1954年に
は『夜あけ朝あけ』で毎日出版文化賞を受けて
いる。多数の人々に読み続けられてきている『橋
のない川』1部～7部には、長く深い作家生活が
結晶している。その他の代表作には『向かい
風』等がある。 
 1997年6月16日没。 
 

≪図書館あれこれ≫ 

～ナクソス・ミュージック・ライブラリー～ 

 ナクソス・ミュージック・ライブラリーは、
ご家庭のインターネットに接続されたＰＣから

ご利用いただけるオンライン図書館です。ＣＤ
１０万枚以上、１６０万曲以上のクラシックや
ジャズなどを聞くことができるサービスです。 

ご利用には、ユーザーＩＤとパスワードが必要
です。図書館のカウンターでお渡しいたします
ので、図書館カードをお持ちの上お越しくださ

い。※図書館カードをお持ちでない方は登録後
にお越しください。 
 http://ml.naxos.jp/にアクセスして 

音楽を楽しもう♪ 
≪≪ナクソス・ミュージック・ 
                ライブラリー≫ 

の人 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>

ビジネスに効く表情のつくり方 清水　建二／著 東京：イースト・プレス 336.4 

人事担当者・管理職のためのメンタルヘルス・マネジメントの教科書 清水　隆司／著 東京：総合法令出版 336.4 

日本貨幣カタログ　2018 日本貨幣商協同組合／編集 東京：日本貨幣商協同組合 337.2 

図解・最新 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください! 山崎　元／著 東京：文響社 338.1 

日本の給料&職業図鑑 給料BANK／著 東京：宝島社 366.4 

過労死ゼロの社会を 高橋　幸美／著 東京：連合出版 366.9 

エンパワーメント 大崎　麻子／著 東京：経済界 367.1 

あなたが気づかないだけで神様もゲイもいつもあなたのそばにいる 平良　愛香／著 東京：学研プラス 367.9 

高齢者と楽しむマジック 藤原　邦恭／著 東京：いかだ社 369.2 

障害者総合支援法のすべて 柏倉　秀克／監修 東京：ナツメ社 369.2 

社会力を構想する 門脇　厚司／著 東京：七つ森書館 373.2 

まいにちぞうけい115 竹井　史／著 東京：メイト 376.1 

公立中高一貫校に合格させる塾は何を教えているのか おおた　としまさ／著 東京：青春出版社 376.8 

おにぎりと日本人 増淵　敏之／著 東京：洋泉社 383.8 

共食いの博物誌 ビル・シャット／著 東京：太田出版 383.8 

春の消息 柳　美里／著 東京：第三文明社 385.6 

<自然科学・数学・生物学・医学>

指導者が学ぶプログラムづくり 藤嶋　昭／監修 東京：学研プラス 407 

教え方のコツがわかる!“なぜ?”に答える小学校6年分の算数 齋田　雅彦／著 東京：ナツメ社 410 

気候変動 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 451.8 

雪崩教本 雪氷災害調査チーム／編 東京：山と溪谷社 451.6 

気象災害から身を守る大切なことわざ 弓木　春奈／著 東京：河出書房新社 451.9 

種子 ソーア・ハンソン／著 東京：白揚社 471.1 

骨格百科-スケルトン- アンドリュー・カーク／著 東京：グラフィック社 481.1 

1日5分!冷えとりふくらはぎ健康法 川嶋　朗／監修 東京：洋泉社 492.7 

がんばりすぎずにしれっと認知症介護 工藤　広伸／著 東京：新日本出版社 493.7 

尿もれ・頻尿・残尿感を自力で治すコツがわかる本 横山　博美／監修 東京：主婦の友インフォス 494.9 

女性のつらい「めまい」は朝・夜1分の体操でよくなる! 新井　基洋／著 京都：PHP研究所 496.6 

耳鳴り・難聴・めまいを自力でぐんぐん治すコツがわかる本 中川　雅文／監修 東京：主婦の友インフォス 496.6 

脳を使った休息術 茂木　健一郎／著 東京：総合法令出版 498.3 

<技術・工学・建築・工業>

一度は訪れたい名将ゆかりの名城 東京：昭文社 521.8 

小屋大全 西野　弘章／著 東京：山と溪谷社 526 

シェアハウス図鑑 篠原　聡子／編著 東京：彰国社 527.1 

EV新時代にトヨタは生き残れるのか 桃田　健史／著 東京：洋泉社 537 

マツダ・ロータリーエンジンの歴史 GP企画センター／編 東京：グランプリ出版 537.2 

太陽系旅行ガイド マーク・トンプソン／著 東京：地人書館 538.9 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

今さら聞けない手芸の基礎がよくわかる!ポケットつけ 中嶌　有希／著 東京：日東書院本社 593.3 

古布を着る。 堀内　春美／著 東京：主婦の友社 593.3 

自分でできる&人に着せる着付け 石田　節子／監修 東京：世界文化社 593.8 

人気の悉皆屋女将に教わる初めてのリサイクル着物 高橋　和江／監修 東京：世界文化社 593.8 

クチュール仕立ての刺繡ブレード Lemmikko／著 東京：文化学園文化出版局 594.2 

西村知子のもっともっと英語で編もう! 西村　知子／著 東京：日本ヴォーグ社 594.3 

ビーズクロッシェのアクセサリーとこもの 岡本　恵子／著 東京：マガジンランド 594.6 

ビーズ刺繡のおしゃれモチーフ 米永　真由美／著 東京：マガジンランド 594.7 

女の人生は朝10分のメイクで変わる 森本　美紀／著 東京：文響社 595.5 

ズボラ美容 篠宮　志乃／著 東京：主婦の友インフォス 595 

なぜか美人に見える人は髪が違う 津村　佳奈／著 東京：大和書房 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>

一汁一菜日々ごはん 大庭　英子／著 東京：主婦の友社 596 

ニュースタイルレシピ 金子　ふみえ／著 東京：主婦と生活社 596 

飲んで、食べて、みんなで楽しむおつまみおかず 井澤　由美子／著 東京：ナツメ社 596 

割烹あらかると 柴田書店／編 東京：柴田書店 596.2 

有元葉子 のり、わかめ、ひじき、昆布、もずく 有元　葉子／著 東京：家の光協会 596.3 

THE男前燻製レシピ77 岡野　永佑／著 東京：山と溪谷社 596.3 

ぷりっぷり、ふわふわミンチのアレンジレシピ94 栗山　小夜子／著 東京：マガジンランド 596.3 

ムラヨシマサユキのお菓子 ムラヨシ　マサユキ／著 東京：西東社 596.6 

住まいの修繕&リフォームが自分でできる本 山田　芳照／監修 東京：洋泉社 597 

人生を思い通りに操る片づけの心理法則 メンタリストDaiGo／著 東京：学研プラス 597.5 

とことん収納 本多　さおり／著 東京：大和書房 597.5 

掃除の解剖図鑑 日本ハウスクリーニング協会／著 東京：エクスナレッジ 597.9 

スグでき!離乳食アイデアBOOK 太田　百合子／監修 東京：ナツメ社 599.3 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

土壌・肥料の基本とつくり方・使い方 加藤　哲郎／監修 東京：ナツメ社 613.5 

果樹&フルーツ鉢で楽しむ育て方 三輪　正幸／著 東京：主婦の友社 625 

これでうまくいく!よく育つ多肉植物BOOK 靍岡　秀明／著 東京：主婦の友社 627.7 

日本の猫宿 小林　希／著 東京：エクスナレッジ 645.7 

国鉄マンが撮った昭和30年代の国鉄・私鉄カラー鉄道風景 稲葉　克彦／著 東京：フォト・パブリッシング 686.2 

山陽本線昭和の思い出アルバム 牧野　和人／著 東京：フォト・パブリッシング 686.2 

学研都市線、大和路線 生田　誠／著 東京：アルファベータブックス 686.2 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>

もっと知りたい仁和寺の歴史 久保　智康／著 東京：東京美術 702.1 

中国の伝統文様×デザイン センドポインツ・パブリッシング／編 東京：グラフィック社 727 

夕景・夜景撮影の教科書 岩崎　拓哉／著 東京：技術評論社 743.5 

日本の陶磁器 張替　清司／著 京都：淡交社 751.1 

UVレジンアクセサリー事典140 Tink create／編 東京：西東社 751.9 

ペーパークイリングスタイルブック 菊地　七夢／著 東京：日本ヴォーグ社 754.9 

手縫いで作る上質な革小物 .URUKUST／[編] 東京：日本ヴォーグ社 755.5 

吹部ノート　3 オザワ部長／著 東京：ベストセラーズ 764.6 

タブレット純 音楽の黄金時代レコードガイド タブレット純／パーソナリティ 東京：シンコーミュージック・エンタテイメ 767.8 

大林宣彦の映画は歴史、映画はジャーナリズム。 大林　宣彦／著 東京：七つ森書館 778 

通天閣さん 高山　トモヒロ／著 東京：ヨシモトブックス 779.1 

金栗四三 佐山　和夫／著 東京：潮出版社 782.3 

ドイツの子どもは審判なしでサッカーをする 中野　吉之伴／著 東京：ナツメ社 783.4 

高校ラグビーは頭脳が9割 斉藤　健仁／著 東京：東邦出版 783.4 

騎馬武者 紅葉台木曽馬牧場／監修・協力 東京：新紀元社 789.6 

マジ戦法!ローコンバット ルーク・ホロウェイ／著 東京：東邦出版 789.9 

伝説の序章 田丸　昇／著 東京：清流出版 796 

<言　語>

声が20歳若返るトレーニング 上野　実咲／著 東京：ヤマハミュージックエンタテインメン 809.2 

日本人の9割が知らない「ことばの選び方」大全 日本語研究会／編 東京：青春出版社 810.4 

日本人とリズム感 樋口　桂子／著 東京：青土社 811.1 

一字一絵 金子　都美絵／画・文 東京：太郎次郎社エディタス 821.2 

<ドラマ仕立て>イギリス英語のリスニング ナディア・マケックニー／著 東京：研究社 830 

最強の英語学習法 勝又　美智雄／著 東京：IBCパブリッシング 830.7 

社会人のための英語の世界ハンドブック 酒井　志延／編 東京：大修館書店 830.7 

英文創作教室 レアード・ハント／著 東京：研究社 836 

英語スピーチ・クリニック ケリー伊藤／著 東京：研究社 837.8 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<日本文学　小説など>

文学問題<F+f>+ 山本　貴光／著 東京：幻戯書房 901 ﾔﾏ

名作なんか、こわくない 柚木　麻子／著 東京：PHP研究所 902.3 ﾕｽﾞ

手紙を通して読む竹山道雄の世界 平川　祐弘／編著 東京：藤原書店 910.2 ﾋﾗ

人間吉村昭 柏原　成光／著 東京：風濤社 910.2 ｶｼ

千年後の百人一首 清川　あさみ／著 東京：リトルモア 911.1 ｷﾖ

日本の童謡・唱歌をいつくしむ 高橋　こうじ／著 東京：東邦出版 911.5 ﾀｶ

平家物語の女たち 細川　涼一／著 東京：吉川弘文館 913 ﾎｿ

キネマの天使 赤川　次郎／著 東京：講談社 F ｱｶ

哀しい殺し屋の歌 赤川　次郎／著 東京：実業之日本社 F ｱｶ

婚活中毒 秋吉　理香子／著 東京：実業之日本社 F ｱｷ

おもかげ 浅田　次郎／著 東京：毎日新聞出版 F ｱｻ

そのバケツでは水がくめない 飛鳥井　千砂／著 東京：祥伝社 F ｱｽ

函館殺人坂 梓　林太郎／著 東京：実業之日本社 F ｱｽﾞ

セブンズ! 五十嵐　貴久／著 東京：KADOKAWA F ｲｶﾞ

俺はエージェント 大沢　在昌／著 東京：小学館 F ｵｵ

万屋大悟のマシュマロな事件簿 太田　忠司／著 東京：ポプラ社 F ｵｵ

葵の残葉 奥山　景布子／著 東京：文藝春秋 F ｵｸ

テーラー伊三郎 川瀬　七緒／著 東京：KADOKAWA F ｶﾜ

ビギナーズ・ドラッグ 喜多　喜久／著 東京：講談社 F ｷﾀ

道標 今野　敏／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｺﾝ

卑劣犯 笹本　稜平／著 東京：光文社 F ｻｻ

いのち 瀬戸内　寂聴／著 東京：講談社 F ｾﾄ

白磁海岸 高樹　のぶ子／著 東京：小学館 F ﾀｶ

絶望の歌を唄え 堂場　瞬一／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾄﾞｳ

逃亡刑事 中山　七里／著 東京：PHP研究所 F ﾅｶ

結婚まで意識した彼と別れた。でもそれはけっして絶望ではない 野中　圭一郎／著 東京：プレジデント社 F ﾉﾅ

一網打尽 濱　嘉之／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾏ

犬と猫はどうして仲が悪いのか 福井　栄一／著 東京：技報堂出版 F ﾌｸ

森家の討ち入り 諸田　玲子／著 東京：講談社 F ﾓﾛ

飼う人 柳　美里／著 東京：文藝春秋 F ﾕｳ

仮面の君に告ぐ 横関　大／著 東京：講談社 F ﾖｺ

意識のリボン 綿矢　りさ／著 東京：集英社 F ﾜﾀ

50代からしたくなるコト、なくていいモノ 岸本　葉子／著 東京：中央公論新社 E ｷｼ

小泉放談 小泉　今日子／著 東京：宝島社 E ｺｲ

幼年 水の町 小池　昌代／著 東京：白水社 E ｺｲ

あなたがスマホを見ているとき、スマホもあなたを見ている。 藤原　智美／著 東京：プレジデント社 E ﾌｼﾞ

緑の庭で寝ころんで 宮下　奈都／著 東京：実業之日本社 E ﾐﾔ

北の空と雲と 椎名　誠／写真と文 東京：PHP研究所 915 ｼｲ

チェコの十二カ月 出久根　育／著　絵 東京：理論社 915 ﾃﾞｸ

天国に一番近い会社に勤めていた話 ハルオサン／著 東京：KADOKAWA 916 ﾊﾙ

ファング一家の奇想天外な謎めいた生活 ケヴィン・ウィルソン／著 東京：西村書店 933 ｳｲ

水底の女 レイモンド・チャンドラー／著 東京：早川書房 933 ﾁﾔ

ネバーホーム レアード・ハント／著 東京：朝日新聞出版 933 ﾊﾝ

小型哺乳類館 トマス・ピアース／著 東京：早川書房 933 ﾋﾟｱ

地下鉄道 コルソン・ホワイトヘッド／著 東京：早川書房 933 ﾎﾜ

刑務所の読書クラブ ミキータ・ブロットマン／著 東京：原書房 936 ﾌﾞﾛ

※「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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