
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<知識・学問・情報科学>
データでいのちを描く 阿部　博史／著 東京：NHK出版 007.3 

Googleサービス完全マニュアル 桑名　由美／著 東京：秀和システム 007.5 

教養読書 福原　義春／著 東京：東洋経済新報社 019 

速読日本一が教えるすごい読書術 角田　和将／著 東京：ダイヤモンド社 019.1 

できる子に育つ魔法の読みきかせ ジム・トレリース／著 東京：筑摩書房 019.5 

進む、書籍PR! 奥村　知花／著 東京：PHP研究所 023.1 

本屋という「物語」を終わらせるわけにはいかない 松本　大介／著 東京：筑摩書房 024 

東京マニアック博物館 町田　忍／監修 東京：メイツ出版 069 

<哲学・思想・心理学・宗教>
日本の風水 諏訪　春雄／著 東京：KADOKAWA 148.5 

極上の孤独 下重　暁子／著 東京：幻冬舎 159 

あなたはそのままで愛されている 渡辺　和子／著 京都：PHP研究所 159.6 

老いる勇気 岸見　一郎／著 京都：PHP研究所 159.7 

図説ケルト神話伝説物語 マイケル・ケリガン／著 東京：原書房 164.3 

<歴史・地理・伝記・紀行>
奇妙な同盟　1・2 ジョナサン・フェンビー／[著] 東京：藤原書店 209.7 

元号 所　功／著 東京：文藝春秋 210 

考える江戸の人々 柴田　純／著 東京：吉川弘文館 210.5 

歴史と戦争 半藤　一利／著 東京：幻冬舎 210.6 

1968　2 東京：筑摩書房 210.7 

絶対に人に言いたくなるろくでもない三国志の話 うどん／著 東京：KADOKAWA 222 

ナチズムに囚われた子どもたち　上・下 リン・H.ニコラス／著 東京：白水社 234 

あの方を斬ったの…それがしです 長谷川　ヨシテル／著 東京：ベストセラーズ 281 

本当にあった15の心あたたまる物語 キャサリン・バーンズ／編 東京：東洋経済新報社 285.3 

皇位継承 高橋　紘／著 東京：文藝春秋 288.4 

跡見花蹊 泉　雅博／著 京都：ミネルヴァ書房 289 ｱﾄ

めざせ!槍ケ岳 奥田　裕章／著 神戸：神戸新聞総合出版センター 291 

極北へ 石川　直樹／著 東京：毎日新聞出版 297.8 

<政治・法律・経済・教育>
10年後の仕事図鑑 堀江　貴文／著 東京：SBクリエイティブ 304 

消えた21億円を追え NHK「未解決事件」取材班／著 東京：朝日新聞出版 312.1 

憎しみに抗って カロリン・エムケ／[著] 東京：みすず書房 316.8 

戦争文化と愛国心 海老坂　武／[著] 東京：みすず書房 319.8 

行政書士の「お仕事」と「正体」がよ〜くわかる本 石下　貴大／著 東京：秀和システム 327.1 

トヨタ流「5S」最強のルール 原　マサヒコ／著 東京：大和書房 336 

新着図書案内 平成30年5月号 【２０１8】 
 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～ 
館内には、読書を楽しむための読書席を１階フロアはもちろ
ん、２階フロアにも用意しています。２階の読書スペースで
は、太陽の差し込む光を感じながら読書を楽しめます。１階
美術コーナーではハイレゾリューション音源と呼ばれる広帯
域で高音質の自然音源による空間音響デザイン「ＫｏｏＮｅ
(ｸｰﾈ)」が設置されています。深い森の空気や息吹、小川の
せせらぎ、小鳥のさえずりなど、自然界の持つ心地よい音を
再生。脳や自立神経に作用し、高いリラックス効果(心身の
安定、集中、リラックス)があるといわれている自然音の中
で、読書をお楽しみください。 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<政治・法律・経済・教育>
まだ間に合う日本株投資 鈴木　亮／著 東京：日本経済新聞出版社 338.1 

知らないと損をする最新配偶者控除 梅本　正樹／著 東京：秀和システム 345.3 

想像力欠如社会 水島　宏明／編著 東京：弘文堂 361.9 

58歳からのハローワーク200%活用術 日向　咲嗣／著 東京：朝日新聞出版 366.2 

災害ボランティア入門 山本　克彦／編著 京都：ミネルヴァ書房 369.3 

心とからだを育てる和太鼓 水野　惠理子／著 京都：かもがわ出版 376.1 

生涯学習概論 小林　繁／著 東京：エイデル研究所 379 

賢者の勉強技術 谷川　祐基／著 東京：CCCメディアハウス 379.9 

イラストでよくわかる結び方・包み方 快適ライフ委員会／編 東京：彩図社 383 

世界の水の民話 日本民話の会外国民話研究会／編訳 東京：三弥井書店 388 

<自然科学・数学・生物学・医学>
数学をつくった天才たち 立田　奨／著 東京：辰巳出版 410.2 

面白くて眠れなくなる物理パズル 左巻　健男／著 [東京]：PHPエディターズ・グループ 420.4 

「宇宙のすべてを支配する数式」をパパに習ってみた 橋本　幸士／著 東京：講談社 429.6 

星と星座パーフェクトガイド 藤井　旭／著 東京：誠文堂新光社 440 

トコトン図解気象学入門 釜堀　弘隆／著 東京：講談社 451 

自分で探せる美しい石図鑑&採集ガイド 円城寺　守／著 東京：実業之日本社 458 

ゲノム編集からはじまる新世界 小林　雅一／著 東京：朝日新聞出版 467.2 

植物は<未来>を知っている ステファノ・マンクーゾ／著 東京：NHK出版 471.3 

図解身近にあふれる「生き物」が3時間でわかる本 左巻　健男／編著 東京：明日香出版社 480.4 

「在宅ホスピス」という仕組み 山崎　章郎／著 東京：新潮社 490.1 

痛みもコリも一瞬でとれる筋ツイスト 福冨　章／著 東京：秀和システム 492.7 

骨粗鬆症 石橋　英明／著 東京：主婦の友社 493.6 

視能訓練士になるには 橋口　佐紀子／著 東京：ぺりかん社 498.1 

「おいしさ」の科学 佐藤　成美／著 東京：講談社 498.5 

<技術・工学・建築・工業>
拡張の世紀 ブレット・キング／[ほか]著 東京：東洋経済新報社 504 

こんなにおもしろい弁理士の仕事 奥田　百子／著 [東京]：中央経済社 507.2 

トコトンやさしいトヨタ式作業安全の本 石川　君雄／著 東京：日刊工業新聞社 509.8 

県都物語 西村　幸夫／著 東京：有斐閣 518.8 

いつか一人になるための家の持ち方住まい方 井形　慶子／著 東京：KADOKAWA 527 

よくわかる最新バイクの基本と仕組み 青木　タカオ／著 東京：秀和システム 537.9 

図解よくわかる衛星測位と位置情報 久保　信明／著 東京：日刊工業新聞社 547.6 

行ってみたい世界の灯台 東京：自由国民社 557.5 

フランス香水伝説物語 アンヌ・ダヴィス／著 東京：原書房 576.7 

わかる!使える!接着入門 原賀　康介／著 東京：日刊工業新聞社 579.1 

草笛光子のクローゼット 草笛　光子／著 東京：主婦と生活社 589.2 

もし文豪たちが現代の文房具を試しに使ってみたら 福島　槇子／著 東京：ごま書房新社 589.7 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
家事の得ワザ 得する人損する人／編 東京：マガジンハウス 590 

国産材でつくるインパクトドライバー木工 大内　正伸／著 東京：農山漁村文化協会 592.7 

あたらしい着物の教科書 木下着物研究所／著 東京：日本文芸社 593.8 

やさしい手ぬい 高橋　恵美子／著 東京：KADOKAWA 594 

1日でつくれるマクラメアクセサリー 鎌田　武志／著 東京：世界文化社 594.3 

いちばんやさしいフェルトの花づくり PieniSieni／著 東京：エクスナレッジ 594.9 

着物の日のボブ&ショートアレンジ 鈴木　富美子／監修 東京：世界文化社 595.4 

ウマし 伊藤　比呂美／著 東京：中央公論新社 596 

12か月のおうち懐石 榊　せい子／著 東京：世界文化社 596.2 

主役は、ごちそうおにぎり Tesshi／著 東京：KADOKAWA 596.3 

つくおきのじみべん nozomi／著 東京：光文社 596.4 

マジパン細工 米山　巖／著 東京：旭屋出版 596.6 

世界のかわいいお菓子 パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル 596.6 
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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>
おいしい器の使い方 食と器の研究会／著 東京：KADOKAWA 596.9 

すっきり暮らすために持たないもの、やめたこと 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 597.5 

お家がキラキラ輝く魔法のオキシクリーン 徳間書店／編 東京：徳間書店 597.9 

妊活 治療と生活アドバイス 陣内　彦良／監修 東京：主婦の友社 598.2 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
「太陽の塔」新発見! 平野　暁臣／著 東京：青春出版社 606.9 

絶対にギブアップしたくない人のための成功する農業 岩佐　大輝／著 東京：朝日新聞出版 611.7 

最新農業の動向としくみがよ〜くわかる本 中村　恵二／著 東京：秀和システム 612.1 

ハーブのすべてがわかる事典 ジャパンハーブソサエティー／著 東京：ナツメ社 617.6 

はじめての野菜づくり12か月 板木　利隆／著 東京：家の光協会 626.9 

四季を楽しむミニ盆栽 橋口　リカ／著 東京：家の光協会 627.8 

しかけに感動する「京都名庭園」 烏賀陽　百合／著 東京：誠文堂新光社 629.2 

フロマジェが教えるおいしいチーズの新常識 ファビアン・デグレ／著 東京：世界文化社 648.1 

サバが好き! 池田　陽子／著 東京：山と溪谷社 664.6 

こんなにおもしろい調査業の仕事 金澤　秀則／著 [東京]：中央経済社 673.9 

全米は、泣かない。 五明　拓弥／著 東京：あさ出版 674 

阪急電鉄あるある 三浦　英二／著 東京：TOブックス 686.2 

深夜のラジオっ子 村上　謙三久／著 東京：筑摩書房 699.6 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
現代アートとは何か 小崎　哲哉／著 東京：河出書房新社 702 

百貨店の展覧会 志賀　健二郎／著 東京：筑摩書房 706.9 

線一本からはじめる伝わる絵の描き方 OCHABI Institute／著 東京：インプレス 725 

過去六年間を顧みて かこ　さとし／著 東京：偕成社 726.6 

日本の装飾と文様 海野　弘／解説・監修 東京：パイインターナショナル 757 

初代「君が代」 小田　豊二／著 東京：白水社 767.5 

真実 梶　芽衣子／著 東京：文藝春秋 772.1 

21世紀本格ミステリ映像大全 千街　晶之／編著 東京：原書房 778.2 

宮崎駿の地平 野村　幸一郎／著 東京：新典社 778.7 

マツコの何が“デラックス”か? 太田　省一／著 東京：朝日新聞出版 779.9 

義足でダンス エイミー・パーディ／著 東京：辰巳出版 784.3 

50歳を過ぎたら「輪行」しよう! 小林　建一／文・イラスト [東京]：彩流社 786.5 

素子の碁 新井　素子／著 東京：中央公論新社 795 

ひふみんの将棋の一二三 津江　章二／著 東京：神宮館 796 

はじめての健康マージャン 日本健康麻将協会／監修 東京：河出書房新社 797.5 

<言　語>
大学院入試小論文の書き方 佐々木　昭則／著 東京：法学書院 816.5 

科学的に正しい英語勉強法 メンタリストDaiGo／著 東京：DHC 830.7 

英語の素朴な疑問に答える36章 若林　俊輔／著 東京：研究社 835 

中学英語でわかる!留学・ホームステイ英会話 ウイング／著 東京：池田書店 837.8 

<日本文学　小説など>
新しい詩とその作り方 室生　犀星／著 東京：国書刊行会 901.1 ﾑﾛ

夏目漱石とクラシック音楽 瀧井　敬子／著 東京：毎日新聞出版 910.2 ﾀｷ

建礼門院右京大夫集 建礼門院右京大夫／[著] 東京：新潮社 911.1 ｹﾝ

イチからの俳句入門 辻　桃子／著 東京：主婦の友社 911.3 ﾂｼﾞ

閑吟集 北川　忠彦／校注 東京：新潮社 911.6 ｼﾝ

わたし、定時で帰ります。 朱野　帰子／[著] 東京：新潮社 F ｱｹ

爽年 石田　衣良／著 東京：集英社 F ｲｼ

奉行始末 上田　秀人／著 東京：中央公論新社 F ｳｴ

江戸川乱歩作品集　3 江戸川　乱歩／[著] 東京：岩波書店 F ｴﾄﾞ 3

にんげんぎらい 大西　智子／著 東京：光文社 F ｵｵ

泣きかたをわすれていた 落合　恵子／著 東京：河出書房新社 F ｵﾁ
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<日本文学　小説など>
ひと 小野寺　史宜／著 東京：祥伝社 F ｵﾉ

庭 小山田　浩子／著 東京：新潮社 F ｵﾔ

ウィステリアと三人の女たち 川上　未映子／著 東京：新潮社 F ｶﾜ

賞味期限のある恋だけど 喜多嶋　隆／[著] 東京：KADOKAWA F ｷﾀ

小萩のかんざし 北村　薫／著 東京：文藝春秋 F ｷﾀ

じっと手を見る 窪　美澄／著 東京：幻冬舎 F ｸﾎﾞ

豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ事件 倉知　淳／著 東京：実業之日本社 F ｸﾗ

震える教室 近藤　史恵／著 東京：KADOKAWA F ｺﾝ

オリンピックへ行こう! 真保　裕一／著 東京：講談社 F ｼﾝ

トッカン 高殿　円／著 東京：早川書房 F ﾀｶ

戦前の怪談 田中　貢太郎／著 東京：河出書房新社 F ﾀﾅ

田舎教師 田山　花袋／作 東京：岩波書店 F ﾀﾔ

祈りのカルテ 知念　実希人／著 東京：KADOKAWA F ﾁﾈ

小屋を燃す 南木　佳士／著 東京：文藝春秋 F ﾅｷﾞ

ぼくときみの半径にだけ届く魔法 七月　隆文／著 東京：幻冬舎 F ﾅﾅ

悲終伝 西尾　維新／著 東京：講談社 F ﾆｼ

草薙の剣 橋本　治／著 東京：新潮社 F ﾊｼ

平凡な革命家の食卓 樋口　有介／著 東京：祥伝社 F ﾋｸﾞ

海を抱いて月に眠る 深沢　潮／著 東京：文藝春秋 F ﾌｶ

黄砂の進撃 松岡　圭祐／[著] 東京：講談社 F ﾏﾂ

友達以上探偵未満 麻耶　雄嵩／著 東京：KADOKAWA F ﾏﾔ

消えた断章 深木　章子／著 東京：光文社 F ﾐｷ

風は西から 村山　由佳／著 東京：幻冬舎 F ﾑﾗ

春の旅人 村山　早紀／著 [東京]：立東舎 F ﾑﾗ

ふたりみち 山本　幸久／著 東京：KADOKAWA F ﾔﾏ

食堂メッシタ 山口　恵以子／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾔﾏ

朝鮮大学校物語 ヤン　ヨンヒ／著 東京：KADOKAWA F ﾔﾝ

凶犬の眼 柚月　裕子／著 東京：KADOKAWA F ﾕｽﾞ

デートクレンジング 柚木　麻子／著 東京：祥伝社 F ﾕｽﾞ

亡霊の柩 吉田　恭教／著 東京：南雲堂 F ﾖｼ

独り舞 李　琴峰／著 東京：講談社 F ﾘ

終わりと始まり2.0 池澤　夏樹／著 東京：朝日新聞出版 E ｲｹ

セキララ人生相談 石田　衣良／著 東京：ぴあ E ｲｼ

いろいろあった人へ 伊集院　静／著 東京：講談社 E ｲｼﾞ

不倫のオーラ 林　真理子／著 東京：文藝春秋 E ﾊﾔ

逃げる力 百田　尚樹／著 東京：PHP研究所 E ﾋﾔ

苦汁200% 尾崎　世界観／著 東京：文藝春秋 915 ｵｻﾞ

「五足の靴」をゆく 森　まゆみ／著 東京：平凡社 915 ﾓﾘ

小保方晴子日記 小保方　晴子／著 東京：中央公論新社 916 ｵﾎﾞ

手作り弁当は、ママから発達障害の娘へのラブレター 桜井　奈々／著 東京：宝島社 916 ｻｸ

幸せの入り口屋いらっしゃいませ 西亀　真／著 東京：ごま書房新社 916 ﾆｼ

発達障害だって大丈夫 堀田　あけみ／著 東京：河出書房新社 916 ﾎﾂ

野蛮なアリスさん ファン　ジョンウン／著 東京：河出書房新社 929 ﾌｱ

フィリップ・マーロウの教える生き方 レイモンド・チャンドラー／著 東京：早川書房 930 ﾁﾔ

報いられたもの/働き手 モーム／[著] 東京：講談社 932 ﾓﾑ

マザリング・サンデー グレアム・スウィフト／著 東京：新潮社 933 ｽｳ

乗客ナンバー23の消失 セバスチャン・フィツェック／著 東京：文藝春秋 943 ﾌｲ

おばあちゃんのごめんねリスト フレドリック・バックマン／著 東京：早川書房 949 ﾊﾞﾂ

額の星/無数の太陽 レーモン・ルーセル／著 東京：平凡社 952 ﾙｾ

ペンギンの島 アナトール・フランス／著 東京：白水社 953 ﾌﾗ

最後に鴉がやってくる イタロ・カルヴィーノ／著 東京：国書刊行会 973 ｶﾙ

※「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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