
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

愚者が訊く　その2 倉本　聰／著 東京：双葉社 002 

いまどきパソコン&Windows 10はこんなふうにできている 唯野　司／著 東京：技術評論社 007.6 

<哲学・思想・心理学・宗教>

面白くて眠れなくなる宗教学 中村　圭志／著 [東京]：PHPエディターズ・グループ 161 

こころにとどく歎異抄 三田　誠広／著 西東京：武蔵野大学出版会 188.7 

<歴史・地理・伝記・紀行>

「民族」で読み解く世界史 宇山　卓栄／著 東京：日本実業出版社 209 

誰も書かなかった日本史「その後」の謎大全 雑学総研／著 東京：KADOKAWA 210 

本能寺の変 生きていた光秀 井上　慶雪／著 東京：祥伝社 210.4 

戊辰戦争の新視点　上 奈倉　哲三／編 東京：吉川弘文館 210.6 

京大生小野君の占領期獄中日記 小野　信爾／著 京都：京都大学学術出版会 210.7 

写真のなかの江戸 金行　信輔／著 東京：ユウブックス 213.6 

図説呪われたロンドンの歴史 ジョン・D.ライト／著 東京：原書房 233.3 

上品の壁 佐高　信／著 東京：七つ森書館 281 

狙われた島 カベルナリア吉田／著 東京：アルファベータブックス 291 

五街道ウォークのすすめ 八木　牧夫／著 東京：山と溪谷社 291 

魚ヘンな旅 田代　俊一郎／著 東京：つり人社 291.9 

<政治・法律・経済・教育>

THE独裁者 古賀　茂明／著 東京：ベストセラーズ 312.1 

グリーンの上の政治家たち 石井　一／著 東京：産経新聞出版 312.8 

親日国の世界地図 佐藤　拓／[著] 東京：祥伝社 319.1 

合同会社<LLC>設立&運営完全ガイド 横須賀　輝尚／著 東京：技術評論社 325.2 

処刑の文化史 ジョナサン・J.ムーア／著 [東京]：ブックマン社 326.4 

経済史 小野塚　知二／著 東京：有斐閣 332 

中小企業のための社葬マニュアル 三上　清隆／著 東京：清文社 336 

プロはこうやって儲ける!ビットコイン相場の読み方 田代　昌之／著 東京：実業之日本社 338 
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  フィンセント・ヴィレム・ファン・ 

  ゴッホ Vincent Willem van Gogh 

  (1853年3月30日 - 1890年7月29日) 
 オランダの画家。 

  後期印象派の中でも最も名の知られたオランダ出身の画
家。後期印象派運動の中心人物。西洋美術史において最も
有名で影響力のある芸術家の1人。生前は全く作品が売れ

なかったものの、死後急速に評価を高め、現在では後期印
象派を代表する画家のひとりとして重要視されている。わ
ずか10年の創作期間のうちに約2100点以上の作品を制作。

そのなかの約860点は油彩作品であり、フランスに滞在し、
37歳で自殺するまでの約2年間のいちに短期集中制作され
たものである。 

≪図書館マナー≫ 
 ～いつも気持ちよく 
     ご利用いただくために～ 
 図書館は、どなたにも開放され、
誰でも利用することができる公共施
設です。子どもからご年配の方まで
さまざまな方がご利用になります。 
「図書館マナーブック」に書かれて
いる事柄は、多くの皆さまにとって
当たり前のことばかりですが、どな
たにもさらに気持ちよくご利用いた
だくために、ぜひご一読ください。 ≪≪図書館マナーブック≫ 

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>

神戸あるある 寺井　広樹／著 東京：TOブックス 361.4 

世界一やさしい障害年金の本 相川　裕里子／著 東京：学研プラス 364.6 

図解でわかる退職マニュアル 島田　弘樹／著 東京：ぱる出版 366.2 

誰にも聞けない転職の正解がわかる本 谷所　健一郎／監修 東京：成美堂出版 366.2 

子どもの権利最前線カナダ・オンタリオ州の挑戦 畑　千鶴乃／著 京都：かもがわ出版 369.4 

モンテッソーリ教育で伸びる子を育てる! 平川　裕貴／著 東京：彩図社 376.1 

思春期の育ちと高校教育 小野　善郎／著 東京：福村出版 376.4 

心理学者・脳科学者が子育てでしていること、していないこと 杉山　崇／著 東京：主婦の友社 379.9 

日本すし紀行 日比野　光敏／著 東京：旭屋出版 383.8 

<自然科学・数学・生物学・医学>

わくわくほっこり二十四節気を楽しむ図鑑 君野　倫子／著 東京：二見書房 449.3 

奇妙で面白い!生き物たちの不思議な世界 新宅　広二／監修 東京：学研プラス 460.4 

美しき小さな雑草の花図鑑 大作　晃一／写真 東京：山と溪谷社 470 

実は猫よりすごく賢い鳥の頭脳 ネイサン・エメリー／著 東京：エクスナレッジ 488.1 

高血圧の9割は「食べ物」と「運動」だけで下がる 石原　結實／著 東京：廣済堂出版 493.2 

シニアのひざの痛み 池内　昌彦／監修 東京：NHK出版 494.7 

家族を家で看取る本 村松　静子／監修 東京：主婦の友社 498 

心の中に「静」をもつ 片岡　鶴太郎／著 東京：サンマーク出版 498.3 

だまされない 鎌田　實／著 東京：KADOKAWA 498.3 

DNA鑑定は魔法の切札か 本田　克也／著 東京：現代人文社 498.9 

<技術・工学・建築・工業>

心地いいわが家のつくり方　02 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 527 

ツウになる!トラックの教本 広田　民郎／著 東京：秀和システム 537.9 

航空宇宙学への招待 東海大学『航空宇宙学への招待』編集委員会 平塚：東海大学出版部 538 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

「引き出し1つ」から始まる!人生を救う片づけ 井田　典子／著 東京：主婦と生活社 590 

ひとり暮らしレスキューBOOK 成美堂出版編集部／編 東京：成美堂出版 590 

季節のつるし飾りとちりめん細工 井上　重義／監修 東京：日本ヴォーグ社 594 

フェルトで作るかわいい和のお飾り 東京：ブティック社 594 

一生使えるおさいほうの基本 ミカ／著 東京：主婦の友社 594 

ちりめん戯縫(ざれしごと) 森島　民恵／著 東京：グラフィック社 594 

女の子がときめく通園・通学バッグとこもの リトルバード／編 東京：成美堂出版 594.7 

すぐれものバッグ 東京：日本ヴォーグ社 594.7 

女優きもの髪 黒田　啓蔵／著 東京：世界文化社 595.4 

2品で満足!ラクしてうまい!笠原定食 笠原　将弘／著 東京：扶桑社 596 

進化する刺身料理 大田　忠道／著 東京：旭屋出版 596.3 

和・洋・中 野菜がおいしいといわれるシェフたちの野菜料理と野菜づかい220 秋山　能久／[ほか著] 東京：柴田書店 596.3 

主人が瘦せた!ノンオイルサラダと、野菜のかさ増しで 牧田　敬子／著 東京：文化学園文化出版局 596.3 

肉の本 行正　り香／著 東京：扶桑社 596.3 
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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>

作りおきなし!朝10分!考えないお弁当 重信　初江／著 東京：家の光協会 596.4 

二菜弁当 オカズデザイン／著 東京：成美堂出版 596.4 

ギルトフリーなおやつ 川上　ミホ／著 東京：文化学園文化出版局 596.6 

至福のキャラメルスイーツ 若山　曜子／[著] 東京：オレンジページ 596.6 

家庭の医学 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 598.3 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

「太陽の塔」岡本太郎と7人の男(サムライ)たち 平野　暁臣／著 東京：青春出版社 606.9 

ぐうたら流有機農業のコツ読本 西村　和雄／著 東京：七つ森書館 615.7 

鳥獣害問題解決マニュアル 寺本　憲之／著 東京：古今書院 615.8 

無農薬「自然菜園」で育てる人気野菜 新田　穂高／著 東京：洋泉社 626.9 

はじめてでも失敗しない花づくりの基本100 古賀　有子／監修 東京：主婦の友社 627 

仕立てて楽しむつる植物 土橋　豊／著 東京：誠文堂新光社 627 

四季の野草リース 辻　典子／著 東京：世界文化社 627.9 

高家賃でも空室ゼロ! 大城　幸重／著 東京：秀和システム 673.9 

「通商国家」日本の情報戦略 角山　榮／著 東京：吉川弘文館 678.2 

読鉄全書 池内　紀／編 東京：東京書籍 686 

夜行列車よ永遠に 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 686.2 

昭和バラエティ番組の時代 田村　隆／著 東京：河出書房新社 699.6 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>

もっと知りたいベラスケス 大高　保二郎／著 東京：東京美術 723.3 

絵手紙描き方のヒント 上岡　ひろ子／著 東京：日貿出版社 724 

古屋加江子のトールペイント 古屋　加江子／著 東京：日本ヴォーグ社 724.4 

心ゆたかにこれからのかな書道 渡邊　春雪／著 東京：日貿出版社 728.5 

星空撮影&夜景撮影のための写真レンズ星空実写カタログ 西條　善弘／著 東京：誠文堂新光社 742.6 

おうちでできるおおらか金継ぎ 堀　道広／著 東京：実業之日本社 751 

光悦考 十五代樂吉左衞門／著 京都：淡交社 751.1 

部活ですぐ使える!基本のスポーツテーピング ニチバン株式会社／監修 東京：主婦の友社 780.1 

氷上のドリアン・グレイ 鈴木　ふさ子／著 東京：アーツアンドクラフツ 784.6 

詰めろ将棋入門 森　信雄／著 東京：実業之日本社 796 

弟子・藤井聡太の学び方 杉本　昌隆／著 東京：PHP研究所 796 

<言　語>

語彙力がないまま社会人になってしまった人へ　超「基礎」編 山口　謠司／著 東京：ワニブックス 810.4 

日常英語連想辞典 橋本　二郎／編著 東京：三省堂 833 

<日本文学　小説など>

怖い女 沖田　瑞穂／著 東京：原書房 902 ｵｷ

俳句、やめられません 岸本　葉子／著 東京：小学館 911.3 ｷｼ

オーパーツ死を招く至宝 蒼井　碧／著 東京：宝島社 F ｱｵ

雲上雲下 朝井　まかて／著 東京：徳間書店 F ｱｻ
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<日本文学　小説など>

小説禁止令に賛同する いとう　せいこう／著 東京：集英社 F ｲﾄ

モモコとうさぎ 大島　真寿美／著 東京：KADOKAWA F ｵｵ

雪の階 奥泉　光／著 東京：中央公論新社 F ｵｸ

定年オヤジ改造計画 垣谷　美雨／著 東京：祥伝社 F ｶｷ

沸点桜(ボイルドフラワー) 北原　真理／著 東京：光文社 F ｷﾀ

雪子さんの足音 木村　紅美／著 東京：講談社 F ｷﾑ

路上のX 桐野　夏生／著 東京：朝日新聞出版 F ｷﾘ

祝葬 久坂部　羊／著 東京：講談社 F ｸｻ

国会議員基礎テスト 黒野　伸一／著 東京：小学館 F ｸﾛ

げんげ 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ

赤猫 柴田　哲孝／著 東京：光文社 F ｼﾊﾞ

東京ランナーズ 渋谷　和宏／著 東京：KADOKAWA F ｼﾌﾞ

茶屋四郎次郎、伊賀を駆ける 諏訪　宗篤／著 東京：朝日新聞出版 F ｽﾜ

筋読み 田村　和大／著 東京：宝島社 F ﾀﾑ

龍馬が惚れた男 仲　俊二郎／著 東京：栄光出版社 F ﾅｶ

奥羽関ケ原 松永　弘高／著 東京：朝日新聞出版 F ﾏﾂ

刑事の血筋 三羽　省吾／著 東京：小学館 F ﾐﾂ

三国志名臣列伝　後漢篇 宮城谷　昌光／著 東京：文藝春秋 F ﾐﾔ

ディレイ・エフェクト 宮内　悠介／著 東京：文藝春秋 F ﾐﾔ

京洛の森のアリス 望月　麻衣／著 東京：文藝春秋 F ﾓﾁ

しょったれ半蔵 谷津　矢車／著 東京：小学館 F ﾔﾂ

光点 山岡　ミヤ／著 東京：集英社 F ﾔﾏ

私の頭が正常であったなら 山白　朝子／著 東京：KADOKAWA F ﾔﾏ

白鸚鵡 吉屋　信子／著 東京：文遊社 F ﾖｼ

花ひいらぎの街角 吉永　南央／著 東京：文藝春秋 F ﾖｼ

謎々将棋・囲碁 新井　素子／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｶﾄﾞ

定本実録大江戸奇怪草子 花房　孝典／著 東京：天夢人 914 ﾊﾅ

坂を見あげて 堀江　敏幸／著 東京：中央公論新社 E ﾎﾘ

工学部ヒラノ教授の終活大作戦 今野　浩／著 東京：青土社 916 ｺﾝ

特急二十世紀の夜と、いくつかの小さなブレークスルー カズオ・イシグロ／著 東京：早川書房 930 ｲｼ

『リア王』の時代 ジェイムズ・シャピロ／著 東京：白水社 932 ｼﾔ

オンブレ エルモア・レナード／[著] 東京：新潮社 933 ﾚﾅ

ハウスキーピング マリリン・ロビンソン／著 東京：河出書房新社 933 ﾛﾋﾞ

アウシュヴィッツの歯科医 ベンジャミン・ジェイコブス／著 東京：紀伊國屋書店 936 ｼﾞｴ

ぼくの名前はズッキーニ ジル・パリス／著 [東京]：DU BOOKS 953 ﾊﾟﾘ

アズブカ レフ・トルストイ／著 東京：未知谷 983 ﾄﾙ

ギリシアの抒情詩人たち 沓掛　良彦／著 京都：京都大学学術出版会 991 ｸﾂ

織られた町の罠 エンミ・イタランタ／著 東京：西村書店 993 ｲﾀ

※「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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