
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<知識・学問・情報科学>
脱!スマホのトラブル 佐藤　佳弘／著 西東京：武蔵野大学出版会 007.3 
シリアの秘密図書館 デルフィーヌ・ミヌーイ／著 東京：東京創元社 010.2 
魔女っ子司書と図書館のたね 八巻　千穂／著 東京：郵研社 010.4 
BOOK BAR 杏／著 東京：新潮社 019.9 
記者襲撃 樋田　毅／著 東京：岩波書店 070.1 
新聞社崩壊 畑尾　一知／著 東京：新潮社 070.1 

<哲学・思想・心理学・宗教>
『青色本』を掘り崩す 永井　均／[著] 東京：講談社 134.9 
東大教授が教える知的に考える練習 柳川　範之／著 東京：草思社 141.5 
ラブという薬 いとう　せいこう／著 東京：リトルモア 146.8 
整える、こと 広瀬　裕子／著 京都：PHP研究所 159 
イスラム教の論理 飯山　陽／著 東京：新潮社 167 
仏典をよむ　2 中村　元／著 東京：岩波書店 183 
お寺はじめました 渡邊　源昇／著 東京：原書房 188.9 

<歴史・地理・伝記・紀行>
帝国の最期の日々　上・下 パトリス・ゲニフェイ／編 東京：原書房 204 
秀吉の武威、信長の武威 黒嶋　敏／著 東京：平凡社 210.4 
世界史のなかの昭和史 半藤　一利／著 東京：平凡社 210.7 
江戸→TOKYOなりたちの教科書　2 岡本　哲志／著 京都：淡交社 213.6 
ケルトを知るための65章 木村　正俊／編著 東京：明石書店 230.3 
パリとカフェの歴史 ジェラール・ルタイユール／著 東京：原書房 235.3 
太陽の船復活 吉村　作治／著 東京：太陽の船復原研究所 242 
ピエ・ノワール列伝 大嶋　えり子／著 東京：パブリブ 284.3 
天皇の旅と寄り道 竹内　正浩／著 東京：ベストセラーズ 288.4 
夢を食いつづけた男 植木　等／著 東京：筑摩書房 289 ｳｴ
世の中のしくみが氷解する世界一おもしろい地理の授業 鈴木　達人／著 東京：KADOKAWA 290 
攻める山城50城 清野　明／著 東京：山と溪谷社 291 
おとぎの国をめぐる旅バルト三国へ 渋谷　智子／著 東京：イカロス出版 293.8 
極夜行 角幡　唯介／著 東京：文藝春秋 297.8 

<政治・法律・経済・教育>
世界まちかど地政学 藻谷　浩介／著 東京：毎日新聞出版 302 
オマーンを知るための55章 松尾　昌樹／編著 東京：明石書店 302.2 
世界の選挙制度 大林　啓吾／編著 東京：三省堂 314.8 
老いぼれ記者魂 早瀬　圭一／著 東京：幻戯書房 326.2 
基本国際法 杉原　高嶺／著 東京：有斐閣 329 
ウェルス・マネジャー富裕層の金庫番 ブルック・ハリントン／[著] 東京：みすず書房 338.8 
勘定奉行の江戸時代 藤田　覚／著 東京：筑摩書房 342.1 
日本人の質問 ドナルド・キーン／著 東京：朝日新聞出版 361.5 
図解でわかる社会保険いちばん最初に読む本 山田　芳子／編著 東京：アニモ出版 364.3 
精神科医が教えるちょこっとずぼら老後のすすめ 保坂　隆／著 東京：海竜社 367.7 
子どもの人権をまもるために 木村　草太／編 東京：晶文社 369.4 
よくわかる教育課程 田中　耕治／編 京都：ミネルヴァ書房 375 
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 発行  高砂市立図書館 

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

～ようこそ、高砂市立図書館へ～ 
館内での閲覧は、どなたでも登録なしでご利用いただけます。また、利用登録をする
ことで、資料の貸出や予約をすることができます。 
 
《図書館カードをつくる～はじめて図書館を利用される方へ～》 
高砂市にお住まいの方、市内に通勤・通学されている方、または播磨圏域にお住まい
の方ならどなたでも図書館カードを作ることができます。その際は、住所が確認でき
るもの（免許証、保険証など）をお持ち下さい。 
播磨圏域…相生市、明石市、赤穂市、小野市、加古川市、加西市、加東市、宍粟市、
たつの市、西脇市、姫路市、三木市、市川町、稲美町、神河町、上郡町、佐用町、太
子町、多可町、播磨町、福崎町（50音順）。 
館内の記載台にある「利用登録申込書」をご記入いただき、登録カウンターまでお持
ち下さい。 

≪≪図書館カードおもて≫ 

≪≪図書館カードうら≫ 

バーコード下の 
数字８桁が 
【利用者番号】 
    です 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<政治・法律・経済・教育>
シニア学びの群像 木下　康仁／著 東京：弘文堂 379.4 
和と出会う本 小野　幸惠／著 東京：アルテスパブリッシング 382.1 
日本の祭り 小川　秀一／写真 東京：パイインターナショナル 386.1 
ジプシー史再考 水谷　驍／著 東京：柘植書房新社 382.9 
英国スパイ物語 川成　洋／著 東京：中央公論新社 391.6 
知らないではすまされない自衛隊の本当の実力 池上　彰／著 東京：SBクリエイティブ 392.1 

<自然科学・数学・生物学・医学>
疑惑の科学者たち ジル・アルプティアン／著 東京：原書房 402 
ここが一番おもしろい理系の話 おもしろサイエンス学会／編 東京：青春出版社 404 
この数学パズル、解けますか? アレックス・ベロス／著 東京：SBクリエイティブ 410.7 
温度と熱のはなし 稲場　秀明／著 岡山：大学教育出版 426 
窓から見える世界の風 福島　あずさ／著 大阪：創元社 451.4 
絵でわかる進化のしくみ 山田　俊弘／著 東京：講談社 467.5 
動物はいつから眠るようになったのか? 大島　靖美／著 東京：技術評論社 481.3 
疲れない体になるには筋膜をほぐしなさい 竹井　仁／著 東京：誠文堂新光社 492.5 
アルツハイマー病の謎 マーガレット・ロック／著 名古屋：名古屋大学出版会 493.7 
国立がん研究センターのこころと苦痛の本 清水　研／監修 東京：小学館クリエイティブ 494.5 
「マス目」で気づく目の病気 平松　類／著 [東京]：翔泳社 496.3 
やさしい歯と口の事典 下山　和弘／編 東京：医歯薬出版 497 
いっしょに食べよう 川口　美喜子／著 福岡：木星舎 498.5 
アロマセラピー使いこなし事典 池田　明子／著 東京：世界文化社 499.8 

<技術・工学・建築・工業>
「石油」の終わり 松尾　博文／著 東京：日本経済新聞出版社 501.6 
わかる!使える!5S入門 古谷　誠／著 東京：日刊工業新聞社 509.6 
トコトンやさしいトンネルの本 土門　剛／著 東京：日刊工業新聞社 514.9 
名建築の歴史図鑑 オーウェン・ホプキンス／著 東京：エクスナレッジ 523 
コンタクトレンズと眼鏡の科学 久保田　慎／著 東京：日刊工業新聞社 535.8 
太陽系観光旅行読本 オリヴィア・コスキー／著 東京：原書房 538.9 
すごい廃炉 日経コンストラクション／編 [東京]：日経BP社 543.5 
インスタグラム リンクアップ／著 東京：技術評論社 547.4 
鉱物の人類史 サリーム・H.アリ／著 東京：青土社 560.9 
日本のレトロコスメ 日本のレトロコスメ研究会／編 東京：グラフィック社 576.7 
「365日」の考えるパン 杉窪　章匡／著 東京：世界文化社 588.3 
痛い靴がラクに歩ける靴になる 西村　泰紀／著 東京：主婦の友社 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
丁寧に暮らしている暇はないけれど。 一田　憲子／著 東京：SBクリエイティブ 590 
セカンドライフ、はじめてみました bonpon／著 東京：大和書房 590.4 
タオルでつくりたいもの かわい　きみ子／著 東京：地球丸 593.3 
まいにちつかうもの 石川　ゆみ／著 東京：筑摩書房 594 
エコアンダリヤで編む大人のバッグと帽子 朝日新聞出版／編著 東京：朝日新聞出版 594.3 
ハーバリウム 誠文堂新光社／編 東京：誠文堂新光社 594.8 
メイク大全 高松　由佳／監修 東京：成美堂出版 595.5 
ゆらいだら、薬膳 麻木　久仁子／著 東京：光文社 596 
料理用あま酒、はじめました。 舘野　真知子／著 東京：光文社 596 
名画の中の料理 メアリー・アン・カウズ／著 東京：エクスナレッジ 596.2 
手づくり絶品レトロパン 山崎　豊／著 東京：世界文化社 596.6 
家でたのしむ手焙煎(ハンド・ロースト)コーヒーの基本 中川　ワニ／著 東京：リトルモア 596.7 
おいしい育児 佐川　光晴／著 京都：世界思想社 599 
ママがんばらないで離乳食 森崎　友紀／著 東京：トランスワールドジャパン 599.3 
五感を育てるおむつなし育児 三砂　ちづる／著 東京：主婦の友社 599.9 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
単位と記号パーフェクトガイド 単位と記号パーフェクトガイド編集チーム／ 東京：誠文堂新光社 609 
赤毛のアンとハーブのある暮らし 竹田　久美子／絵・文 東京：BABジャパン 617.6 
ベランダ寄せ植え菜園 たなか　やすこ／著 東京：誠文堂新光社 626.9 
ペットの判例ガイドブック 渋谷　寛／著 東京：民事法研究会 645.6 
桐 八重樫　良暉／ほか著 東京：農山漁村文化協会 653.7 
熱帯魚・水草選びからはじめるアクアリウム 千田　義洋／監修 東京：成美堂出版 666.9 
チラシの教科書 中山　マコト／著 東京：すばる舎 674.7 
鉄道写真が語る昭和 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 686.2 
絵解きでわかるiPhoneアプリ開発超入門 七島　偉之／著 東京：秀和システム 694.6 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
石を聴く ヘイデン・ヘレーラ／[著] 東京：みすず書房 712.5 
60歳からはじめる色鉛筆画 渡辺　芳子／著 東京：河出書房新社 725.5 
かな書へのいざない 中室　舟水／著 東京：日貿出版社 728.5 
紙パンダ! 大原　まゆみ／著 東京：日貿出版社 754.9 
童謡の百年 井手口　彰典／著 東京：筑摩書房 767.7 
私が愛した映画たち 吉永　小百合／著 東京：集英社 778.2 
羽生結弦が生まれるまで 宇都宮　直子／著 東京：集英社 784.6 
茶事の懐石料理がホントに一人で作れる本 入江　亮子／著 東京：世界文化社 791.8 
永世七冠羽生善治 羽生　善治／著 東京：宝島社 796 

<言　語>
微妙におかしな日本語 神永　曉／著 東京：草思社 810.4 
文章表現のための辞典活用法 中村　明／著 東京：東京堂出版 816 
迷わず書ける記者式文章術 松林　薫／著 東京：慶應義塾大学出版会 816 
心を伝える手紙・はがきの書き方文例事典 岩下　宣子／監修 東京：成美堂出版 816.6 
ついつい出ちゃう!日本人のかんちがい英語 ゲーリー・スコット・ファイン／著 東京：高橋書店 837.8 

<日本文学　小説など>
仏教からよむ古典文学 末木　文美士／著 東京：KADOKAWA 910.2 ｽｴ
現代に生きる夏目漱石 伊藤　美喜雄／著 東京：はるかぜ書房 910.2 ｲﾄ
主よ一羽の鳩のために 須賀　敦子／著 東京：河出書房新社 911.5 ｽｶﾞ
雨月物語 上田　秋成／作 東京：岩波書店 913 ｳｴ
大友二階崩れ 赤神　諒／著 東京：日本経済新聞出版社 F ｱｶ
長く高い壁 浅田　次郎／著 東京：KADOKAWA F ｱｻ
松本・梓川殺人事件 梓　林太郎／著 東京：光文社 F ｱｽﾞ
山の霊異記 安曇　潤平／著 東京：KADOKAWA F ｱｽﾞ
あの世探し 荒井　通子／著 東京：里文出版 F ｱﾗ
レッドリスト 安生　正／著 東京：幻冬舎 F ｱﾝ
杉下右京の多忙な休日 碇　卯人／著 東京：朝日新聞出版 F ｲｶ
地検のS 伊兼　源太郎／著 東京：講談社 F ｲｶﾞ
ため息に溺れる 石川　智健／著 東京：中央公論新社 F ｲｼ
イザベルに薔薇を 伊集院　静／著 東京：双葉社 F ｲｼﾞ
月の炎 板倉　俊之／著 東京：新潮社 F ｲﾀ
修羅の都 伊東　潤／著 東京：文藝春秋 F ｲﾄ
天の花 伊吹　有喜／著 東京：ポプラ社 F ｲﾌﾞ
ひとり白虎 植松　三十里／著 東京：集英社 F ｳｴ
熟れた月 宇佐美　まこと／著 東京：光文社 F ｳｻ
江國香織童話集 江國　香織／著 東京：理論社 F ｴｸ
一身二生 太田　俊明／著 東京：日本経済新聞出版社 F ｵｵ
メゾン刻の湯 小野　美由紀／著 東京：ポプラ社 F ｵﾉ
学校の青空 角田　光代／著 東京：河出書房新社 F ｶｸ
白金南蛮娘殺人事件 風野　真知雄／著 東京：文藝春秋 F ｶｾﾞ
スタア誕生 金井　美恵子／著 東京：文藝春秋 F ｶﾅ
兵 木下　昌輝／著 東京：講談社 F ｷﾉ
虚談 京極　夏彦／著 東京：KADOKAWA F ｷﾖ
鉄塔おじさん 黒木　渚／著 東京：講談社 F ｸﾛ
影なき刺客 小杉　健治／著 東京：二見書房 F ｺｽ
罪の名前 木原　音瀬／著 東京：講談社 F ｺﾉ
星か獣になる季節 最果　タヒ／著 東京：筑摩書房 F ｻｲ
さくさくかるめいら 坂井　希久子／著 東京：角川春樹事務所 F ｻｶ
逃げた名馬 佐々木　裕一／[著] 東京：講談社 F ｻｻ
桜の実の熟する時 島崎　藤村／作 東京：岩波書店 F ｼﾏ
そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ／著 東京：文藝春秋 F ｾｵ
卑弥呼の葬祭 高田　崇史／著 東京：新潮社 F ﾀｶ
愛を乞う皿 田中　経一／著 東京：幻冬舎 F ﾀﾅ
シャーロック・ホームズたちの新冒険 田中　啓文／著 東京：東京創元社 F ﾀﾅ
額を紡ぐひと 谷　瑞恵／著 東京：新潮社 F ﾀﾆ
クローゼット 千早　茜／著 東京：新潮社 F ﾁﾊ
丘の上 豊島　与志雄／著 [東京]：彩流社 F ﾄﾖ
身代わり忠臣蔵 土橋　章宏／著 東京：幻冬舎 F ﾄﾞﾊﾞ
COPY 内藤　了／[著] 東京：KADOKAWA F ﾅｲ
樽とタタン 中島　京子／著 東京：新潮社 F ﾅｶ
結び布 中島　要／著 東京：角川春樹事務所 F ﾅｶ
77便に何が起きたか 夏樹　静子／著 東京：中央公論新社 F ﾅﾂ
西から来た死体 西村　京太郎／著 東京：中央公論新社 F ﾆｼ
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<日本文学　小説など>
完パケ! 額賀　澪／著 東京：講談社 F ﾇｶ
ミライミライ 古川　日出男／著 東京：新潮社 F ﾌﾙ
お天気屋のお鈴さん 堀川　アサコ／[著] 東京：KADOKAWA F ﾎﾘ
異常探偵宇宙船 前田　司郎／著 東京：中央公論新社 F ﾏｴ
首都圏大震災 牧野　武則／著 東京：幻冬舎 F ﾏｷ
龍の耳を君に 丸山　正樹／著 東京：東京創元社 F ﾏﾙ
超動く家にて 宮内　悠介／[著] 東京：東京創元社 F ﾐﾔ
水田マリのわだかまり 宮崎　誉子／著 東京：新潮社 F ﾐﾔ
さよなら、わるい夢たち 森　晶麿／著 東京：朝日新聞出版 F ﾓﾘ
刑事学校 矢月　秀作／著 東京：文藝春秋 F ﾔｽﾞ
エンディングノート 山本　譲司／著 東京：光文社 F ﾔﾏ
老侍 吉川　永青／著 東京：講談社 F ﾖｼ
ぼくがきみを殺すまで あさの　あつこ／著 東京：朝日新聞出版 F ｱｻ
よろず占い処陰陽屋開店休業 天野　頌子／[著] 東京：ポプラ社 F ｱﾏ
私小説 市川　拓司／著 東京：朝日新聞出版 F ｲﾁ
わたしの忘れ物 乾　ルカ／著 東京：東京創元社 F ｲﾇ
私はあなたの記憶のなかに 角田　光代／著 東京：小学館 F ｶｸ
死の島 小池　真理子／著 東京：文藝春秋 F ｺｲ
房総グランオテル 越谷　オサム／著 東京：祥伝社 F ｺｼ
枕女王 新堂　冬樹／著 東京：河出書房新社 F ｼﾝ
青くて痛くて脆い 住野　よる／著 東京：KADOKAWA F ｽﾐ
カーネーション 徳永　圭／著 東京：KADOKAWA F ﾄｸ
悪徳の輪舞曲(ロンド) 中山　七里／著 東京：講談社 F ﾅｶ
にらみ 長岡　弘樹／著 東京：光文社 F ﾅｶﾞ
奏弾室 仁木　英之／著 東京：徳間書店 F ﾆｷ
おまじない 西　加奈子／著 東京：筑摩書房 F ﾆｼ
大人になったら、 畑野　智美／著 東京：中央公論新社 F ﾊﾀ
雨と詩人と落花と 葉室　麟／著 東京：徳間書店 F ﾊﾑ
穢れ舌 原　宏一／著 東京：KADOKAWA F ﾊﾗ
スイート・ホーム 原田　マハ／著 東京：ポプラ社 F ﾊﾗ
それまでの明日 原　尞／著 東京：早川書房 F ﾊﾗ
鍬ケ崎心中 平谷　美樹／著 東京：小学館 F ﾋﾗ
虚像のアラベスク 深水　黎一郎／著 東京：KADOKAWA F ﾌｶ
安土唐獅子画狂伝 谷津　矢車／著 東京：徳間書店 F ﾔﾂ
デラシネの時代 五木　寛之／[著] 東京：KADOKAWA E ｲﾂ
女盛りは心配盛り 内館　牧子／[著] 東京：幻冬舎 E ｳﾁ
卵を買いに 小川　糸／[著] 東京：幻冬舎 E ｵｶﾞ
木皿食堂　3 木皿　泉／著 東京：双葉社 E ｷｻﾞ
立ち直る力 辻　仁成／著 東京：光文社 E ﾂｼﾞ
恨みっこなしの老後 橋田　壽賀子／著 東京：新潮社 E ﾊｼ
美女は天下の回りもの 林　真理子／著 東京：マガジンハウス E ﾊﾔ
ほどほど快適生活百科 群　ようこ／著 東京：集英社 E ﾑﾚ
すぐそこのたからもの よしもと　ばなな／[著] 東京：幻冬舎 E ﾖｼ
極小農園日記 荻原　浩／著 東京：毎日新聞出版 E ｵｷﾞ
酒の渚 さだ　まさし／著 東京：幻冬舎 E ｻﾀﾞ
あるいて行くとぶつかるんだ 椎名　誠／著 東京：KADOKAWA E ｼｲ
吉祥寺デイズ 山田　詠美／著 東京：小学館 E ﾔﾏ
100歳。今日も楽しい 吉沢　久子／著 東京：主婦の友社 E ﾖｼ
日本人が知らない世界の歩き方 曽野　綾子／著 東京：PHP研究所 915 ｿﾉ
脳は回復する 鈴木　大介／著 東京：新潮社 916 ｽｽﾞ
96歳元海軍兵の「遺言」 瀧本　邦慶／著 東京：朝日新聞出版 916 ﾀｷ
海峡を渡る幽霊 李　昻／著 東京：白水社 923 ﾘ
酸っぱいブドウ/はりねずみ ザカリーヤー・ターミル／著 東京：白水社 929 ﾀﾐ
『北回帰線』物語 本田　康典／著 東京：水声社 933 ﾎﾝ
15時17分、パリ行き アンソニー・サドラー／著 東京：早川書房 936 ﾊﾔ
死神裁判 ヨハネス・デ・テプラ／著 東京：現代書館 943 ﾖﾊ
孤島の祈り イザベル・オティシエ／著 東京：集英社 953 ｵﾃ
娘たちの空返事 モラティン／作 東京：岩波書店 962 ﾓﾗ
日本人の恋びと イサベル・アジェンデ／著 東京：河出書房新社 963 ｱｼﾞ
わが兄チェーホフ ミハイル・チェーホフ／著 東京：東洋書店新社 980 ﾁｴ

※「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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