
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<知識・学問・情報科学>
整理・整頓が人生を変える 小野　裕子／著 東京：法研 002.7 

効率化オタクが実践する光速パソコン仕事術 ヨス／著 東京：KADOKAWA 007.6 

公共図書館の冒険 柳　与志夫／編 東京：みすず書房 016.2 

情報化時代の今、公共図書館の役割とは 菱川　廣光／著 岡山：大学教育出版 016.2 

書物の文化史 加藤　好郎／編 東京：丸善出版 020.2 

1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 デイヴィッド・S.キダー／著 東京：文響社 033 

高校生と考える希望のための教科書 桐光学園中学校・高等学校／編 東京：左右社 041 

おかんメールリターンズ 『おかんメール』制作委員会／編 東京：扶桑社 049 

<哲学・思想・心理学・宗教>
その悩み、哲学者がすでに答えを出しています 小林　昌平／著 東京：文響社 104 

若い読者のための哲学史 ナイジェル・ウォーバートン／著 東京：すばる舎 130.2 

存在と時間　4 ハイデガー／著 東京：光文社 134.9 

いい人病 玉川　真里／著 東京：大和書房 146.8 

弘兼流「ひとり力」で孤独を楽しむ 弘兼　憲史／著 京都：PHP研究所 159.7 

はじまりが見える世界の神話 植　朗子／編著 大阪：創元社 164 

御朱印アートブック　2 菊池　洋明／編著 京都：PHP研究所 186.9 

かくれキリシタン 後藤　真樹／著 東京：新潮社 198.2 

<歴史・地理・伝記・紀行>
海賊の文化史 海野　弘／著 東京：朝日新聞出版 209 

江戸の暮らし 山本　博文／監修 東京：日本文芸社 210.5 

古文書が伝える北海道の仰天秘話51 合田　一道／著 札幌：寿郎社 211 

不便ですてきな江戸の町 永井　義男／著 東京：柏書房 213.6 

兵士というもの ゼンケ・ナイツェル／[著] 東京：みすず書房 234 

図説呪われたアメリカの歴史 キーロン・コノリー／著 東京：原書房 253 

忘れてはならない日本の偉人たち 渡部　昇一／著 東京：致知出版社 281 

世界の国旗と国章大図鑑 苅安　望／編著 東京：平凡社 288.9 

相沢英之と司葉子 人生100歳「一日生涯」 相沢　英之／著 東京：双葉社 289 ｱｲ

できるだけがんばらないひとりたび 田村　美葉／著 東京：KADOKAWA 290.9 

かわいいロシアのA to Z 井岡　美保／著 京都：青幻舎 293.8 

<政治・法律・経済・教育>
池上彰の未来を拓く君たちへ 池上　彰／著 東京：日本経済新聞出版社 304 

最新土地・建物の法律と手続き 松岡　慶子／監修 東京：三修社 324.2 
すぐに役立つ入門図解最新内容証明郵便・公正証書・支払督促の手続きと書式サンプル50 松岡　慶子／監修 東京：三修社 327.2 

人口減少社会の未来学 内田　樹／編 東京：文藝春秋 334.3 

「紙1枚!」松下幸之助 浅田　すぐる／著 東京：PHP研究所 336.2 

新着図書案内 平成30年6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～ 

 ６月は年に一度の特別整理期間があ
ります。 
 ６月４日(月)から６月１３日(水)ま
で、図書整理のため休館します。本の
返却は、図書館入口横に設置してある
返却ポストをご利用ください。休館に
伴い、６月３日(日)まで貸出期間が４
週間となります。その間に借りられた
本の延長貸出はできませんので、ご了
承ください。ご理解とご協力をお願い
します。 

Q.特別整理期間って？ 
A.図書館が所蔵している資料が紛失していな
いか、本来あるべき場所に正しく配置されて
いるかの点検作業、所在不明となっている資
料の再調査をおこなうなどの作業を行います。
所蔵している資料すべてのチェックをおこな
うため、一定期間休館して作業を行います。
資料についているバーコードをすべて機械で
読み取って確認し、間違った場所にあるもの
を正しい位置に戻していきます。また、館内
整理日だけではできない本の移動や修理など
もこの期間にあわせて行います。 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<政治・法律・経済・教育>
財政破綻後 小林　慶一郎／編著 東京：日本経済新聞出版社 342.1 

これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール 梅田　泰宏／著 東京：フォレスト出版 345 

困った老人のトリセツ 和田　秀樹／著 東京：宝島社 367.7 

子どもの貧困と食格差 阿部　彩／編著 東京：大月書店 369.4 

藩校に学ぶ 藁科　満治／著 東京：日本評論社 372.1 

吉原はスゴイ 堀口　茉純／著 東京：PHP研究所 384.9 

<自然科学・数学・生物学・医学>
江戸の科学者 新戸　雅章／著 東京：平凡社 402.1 

数学ガール 結城　浩／著 東京：SBクリエイティブ 410.4 

きみは宇宙線を見たか 山本　海行／著 東京：仮説社 429.6 

宇宙を旅する生命 チャンドラ・ウィックラマシンゲ／著 東京：恒星社厚生閣 440.4 

雷をひもとけば 新藤　孝敏／[著] 東京：電気学会 451.7 

合成生物学の衝撃 須田　桃子／著 東京：文藝春秋 579.9 

タツノオトシゴ図鑑 サラ・ローリー／著 東京：丸善出版 487.7 

子どもを持つ親が病気になった時に読む本 ポーラ・ラウフ／著 大阪：創元社 490.1 

発達障害を生きる NHKスペシャル取材班／著 東京：集英社 493.7 

ハゲを着こなす 松本　圭司／著 東京：WAVE出版 494.8 

目で見る食品糖質量ハンドブック 小田原　雅人／監修 東京：学研プラス 498.5 

<技術・工学・建築・工業>
水がなくなる日 橋本　淳司／著 東京：産業編集センター 517 

新・よくわかるISO環境法 鈴木　敏央／著 東京：ダイヤモンド社 519.1 

小さなエネルギーで豊かに暮らせる住まいをつくる 野池　政宏／著 京都：学芸出版社 527 

きちんと知りたい!自動車サスペンションの基礎知識 飯嶋　洋治／著 東京：日刊工業新聞社 537.5 

石けんだけで肌はきれいになる 井出　順子／著 東京：ベストセラーズ 576.5 

ニッポン駄菓子工場 Beretta／著 東京：雷鳥社 588.3 

懐かしの電子ゲーム大博覧会 山崎　功／著 東京：主婦の友インフォス 589.7 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
明日の私を助ける家事貯金 河内　智美／著 東京：KADOKAWA 590 

はじめての金融リテラシー 奥田　真之／著 京都：昭和堂 591 

小さな子どもの手づくり服 新垣　美穂／著 東京：文化学園文化出版局 593.3 

手帳をもっと楽しく!DIY BOOK MdN編集部／編 東京：エムディエヌコーポレーション 594 

フェルト刺しゅうの花図鑑 PieniSieni／著 東京：日本ヴォーグ社 594.2 

野の花コサージュ Chi・Chi／著 東京：河出書房新社 594.3 

麻ひもと天然素材で編むかごバッグと帽子 東京：日本ヴォーグ社 594.7 

ハーバリウムづくりの教科書 平山　りえ／著 東京：世界文化社 594.8 

ディップフラワーの教科書 m.a.c.／著 東京：講談社 594.9 

どんな敏感肌でも美肌になれる!オフスキンケア かずのすけ／著 東京：KADOKAWA 595 

一生使える。包丁の基本 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 596 

焼物・あしらい便利帳 森本　泰宏／著 東京：柴田書店 596.2 

かんたん!ヘルシー!魚の缶詰レシピ キッチンさかな／著 東京：河出書房新社 596.3 

ストックデリで簡単!パン弁 高橋　雅子／著 東京：パルコエンタテインメント事業部 596.4 

スイーツ放浪記 今　柊二／著 東京：中央公論新社 596.6 

果物と野菜のゼリー 袴田　尚弥／著 東京：グラフィック社 596.6 

本日晴天お片づけ 伊藤　まさこ／著 東京：筑摩書房 597.5 

35歳からのはじめての妊娠・出産・育児安心BOOK 大鷹　美子／監修 東京：ナツメ社 598.2 

0歳児とのあそびかた大全 汐見　稔幸／監修 東京：大泉書店 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
新しい1キログラムの測り方 臼田　孝／著 東京：講談社 609 

ビジュアルスペシャルティコーヒー大事典 ジェームズ・ホフマン／著 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 619.8 

コンパニオンプランツの野菜づくり 木嶋　利男／著 東京：家の光協会 626.9 

アジサイ 川原田　邦彦／著 東京：NHK出版 627.7 

2



書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
岩合光昭の世界ネコ歩き　2 岩合　光昭／著 東京：クレヴィス 645.7 

竹の民俗誌 沖浦　和光／著 東京：現代書館 657.9 

ニシンの歴史 キャシー・ハント／著 東京：原書房 664.6 

ていねいで「短いメール」のお手本 出口　汪／監修 東京：宝島社 670.9 

日本鉄道事始め 高橋　団吉／編著 東京：NHK出版 686.2 

はじめてのAndroidプログラミング 金田　浩明／著 東京：SBクリエイティブ 694.6 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
美術館へ行こう 伊藤　まさこ／著 東京：新潮社 706.9 

もっと知りたい文人画 黒田　泰三／著 東京：東京美術 721.7 

押して描く!消しゴムはんこ 田口　奈津子／著 東京：日本文芸社 736 

世界はもっと美しい。 東京カメラ部／編 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 748 

はじめての籐編み 齊藤　美子／著 東京：日本ヴォーグ社 754.6 

とっておきの知育おもちゃ 寺西　恵里子／[著] 東京：ブティック社 759 

ドビュッシーと歩くパリ 中井　正子／著 東京：アルテスパブリッシング 762.3 

運命の歌のジグソーパズル 加藤　登紀子／著 東京：朝日新聞出版 767.8 

クイズでおぼえるサッカールール 日本サッカー協会／監修 東京：カンゼン 783.4 

石には方向がある 韓　鐵均／著 東京：東京創元社 795 

振り飛車の核心“さばき”の基本手筋 藤倉　勇樹／著 東京：マイナビ出版 796 

<言　語>
物語を忘れた外国語 黒田　龍之助／著 東京：新潮社 804 

日本人のための声がよくなる「舌力」のつくり方 篠原　さなえ／著 東京：講談社 809.2 

えんたくん革命 川嶋　直／著 東京：みくに出版 809.6 

この一言で「YES」を引き出す格上の日本語 山口　謠司／著 東京：幻冬舎 810.4 

本当にある!変なことわざ図鑑 森山　晋平／文 東京：プレジデント社 814.4 

1冊のノートが「あなたの言葉」を育てる 川上　徹也／著 東京：朝日新聞出版 816 

英語のこころ マーク・ピーターセン／著 東京：集英社インターナショナル 830.4 

フランス語新つづり字ハンドブック ミシェル・サガズ／著 東京：白水社 851.5 

<日本文学　小説など>
文学という出来事 テリー・イーグルトン／著 東京：平凡社 901 ｲｸﾞ

文芸翻訳教室 越前　敏弥／著 東京：研究社 901.3 ｴﾁ

文豪たちの友情 石井　千湖／著 [東京]：立東舎 910.2 ｲｼ

短歌と俳句の五十番勝負 穂村　弘／著 東京：新潮社 911.1 ﾎﾑ

バルパライソの長い坂をくだる話 神里　雄大／著 東京：白水社 912.6 ｶﾐ

神話のなかのヒメたち 産経新聞取材班／著 東京：産経新聞出版 913 ｻﾝ

コンビニなしでは生きられない 秋保　水菓／著 東京：講談社 F ｱｷ

無名時代 阿久　悠／著 東京：集英社 F ｱｸ

雲の果 あさの　あつこ／著 東京：光文社 F ｱｻ

天城越え殺人事件 梓　林太郎／著 東京：実業之日本社 F ｱｽﾞ

烏百花　蛍の章 阿部　智里／著 東京：文藝春秋 F ｱﾍﾞ

赤銅(あかがね)の魔女 乾石　智子／著 東京：東京創元社 F ｲﾇ

その話は今日はやめておきましょう 井上　荒野／著 東京：毎日新聞出版 F ｲﾉ

本懐 上田　秀人／著 東京：光文社 F ｳｴ

蕎麦、食べていけ! 江上　剛／著 東京：光文社 F ｴｶﾞ

爆身 大沢　在昌／著 東京：徳間書店 F ｵｵ

逢魔が時に会いましょう 荻原　浩／著 東京：集英社 F ｵｷﾞ

西陣あんてぃく着物取引帖 小田　菜摘／[著] 東京：KADOKAWA F ｵﾀﾞ

新選組の料理人 門井　慶喜／著 東京：光文社 F ｶﾄﾞ

紅のアンデッド 川瀬　七緒／著 東京：講談社 F ｶﾜ

山猫クー 川口　晴／著 東京：河出書房新社 F ｶﾜ
宇喜多の楽土 木下　昌輝／著 東京：文藝春秋 F ｷﾉ
雨に殺せば 黒川　博行／[著] 東京：KADOKAWA F ｸﾛ

ドロシイ殺し 小林　泰三／著 東京：東京創元社 F ｺﾊﾞ
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<日本文学　小説など>
わたしの本の空白は 近藤　史恵／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｺﾝ

無暁の鈴 西條　奈加／著 東京：光文社 F ｻｲ

若旦那のひざまくら 坂井　希久子／著 東京：双葉社 F ｻｶ

日の出 佐川　光晴／著 東京：集英社 F ｻｶﾞ

雑賀の女鉄砲撃ち 佐藤　恵秋／著 東京：徳間書店 F ｻﾄ

黙過 下村　敦史／著 東京：徳間書店 F ｼﾓ

ヘイ・ジュード 小路　幸也／著 東京：集英社 F ｼﾖ

流転の虹 鈴木　英治／[著] 東京：KADOKAWA F ｽｽﾞ

ありえないほどうるさいオルゴール店 瀧羽　麻子／著 東京：幻冬舎 F ﾀｷ

地球にちりばめられて 多和田　葉子／著 東京：講談社 F ﾀﾜ

ゼニガタ 辻森　惺／著 東京：竹書房 F ﾂｼﾞ

まぼろしの維新 津本　陽／著 東京：集英社 F ﾂﾓ

砂の家 堂場　瞬一／著 東京：KADOKAWA F ﾄﾞｳ

Team383 中澤　日菜子／著 東京：新潮社 F ﾅｶ

連続殺人鬼カエル男ふたたび 中山　七里／著 東京：宝島社 F ﾅｶ

うたかたの城 西野　喬／著 東京：郁朋社 F ﾆｼ

バルス 楡　周平／著 東京：講談社 F ﾆﾚ

我が心の底の光 貫井　徳郎／著 東京：双葉社 F ﾇｸ

バビロンの階段 蜂須賀　敬明／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾁ

爆裂通貨 濱　嘉之／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾏ

キネマトグラフィカ 古内　一絵／著 東京：東京創元社 F ﾌﾙ

あの夏、二人のルカ 誉田　哲也／著 東京：KADOKAWA F ﾎﾝ

瑕疵借り 松岡　圭祐／著 東京：講談社 F ﾏﾂ

あやかし草紙 宮部　みゆき／著 東京：KADOKAWA F ﾐﾔ

鷗外・ドイツみやげ三部作 森　鷗外／著 東京：未知谷 F ﾓﾘ

奪うは我なり 朝倉義景 吉川　永青／著 東京：KADOKAWA F ﾖｼ

物の怪斬り 輪渡　颯介／著 東京：講談社 F ﾜﾀ

いずれの日にか国に帰らん 安野　光雅／著 東京：山川出版社 E ｱﾝ

プーと私 石井　桃子／著 東京：河出書房新社 E ｲｼ

違和感 太田　光／著 東京：扶桑社 E ｵｵ

女って何だ? カレー沢薫／著 東京：キノブックス E ｶﾚ

勝負師 坂口　安吾／著 東京：中央公論新社 E ｻｶ

男の背中、女のお尻 佐藤　愛子／著 東京：中央公論新社 E ｻﾄ

明日への一歩 津村　節子／著 東京：河出書房新社 E ﾂﾑ

パリのキッチンで四角いバゲットを焼きながら 中島　たい子／著 東京：ポプラ社 E ﾅｶ

一日の苦労は、その日だけで十分です 三浦　綾子／著 東京：小学館 E ﾐｳ

ゴリラからの警告 山極　寿一／著 東京：毎日新聞出版 E ﾔﾏ

役に立たない人生相談　2 佐藤　愛子／著 東京：ポプラ社 E ｻﾄ 2

跳べない蛙 金　柱聖／著 東京：双葉社 929 ｷﾑ

荒地/文化の定義のための覚書 T.S.エリオット／著 東京：中央公論新社 931 ｴﾘ

モリアーティ アンソニー・ホロヴィッツ／[著] 東京：KADOKAWA 933 ﾎﾛ

4歳の僕はこうしてアウシュヴィッツから生還した マイケル・ボーンスタイン／著 東京：NHK出版 936 ﾎﾞﾝ

きげんのいいリス トーン・テレヘン／著 東京：新潮社 949 ﾃﾚ

黒い魔術 ポール・モラン／著 東京：未知谷 953 ﾓﾗ

ヴェネツィアの出版人 ハビエル・アスペイティア／著 東京：作品社 963 ｱｽ

ヨゼフ・チャペックエッセイ集 ヨゼフ・チャペック／著 東京：平凡社 989 ﾁﾔ

※「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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