
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<知識・学問・情報科学>
教養主義のリハビリテーション 大澤　聡／著 東京：筑摩書房 002 

50歳SEの生き方 松山　貴之／著 [東京]：日経BP社 007.3 

Excel関数組み合わせプロ技BESTセレクション AYURA／著 東京：技術評論社 007.6 

3ステップでしっかり学ぶPython入門 山田　祥寛／著 東京：技術評論社 007.6 

すてきな司書の図書館めぐり 高野　一枝／編著 東京：郵研社 010.2 

「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく東大読書 西岡　壱誠／著 東京：東洋経済新報社 019.1 

読書という荒野 見城　徹／著 東京：幻冬舎 019 

退屈をぶっとばせ! Joshua Glenn／著 東京：オライリー・ジャパン 033 

大人も楽しい博物館に行こう 東京：昭文社 069 

<哲学・思想・心理学・宗教>
傷つかない方法 武藤　清栄／著 東京：明日香出版社 146.8 

成功ではなく、幸福について語ろう 岸見　一郎／著 東京：幻冬舎 159 

仕事も人生も娯楽でいい 堀江　貴文／著 東京：宝島社 159 

止まった時計 松本　麗華／[著] 東京：講談社 169.1 

役行者伝の謎 銭谷　武平／著 大阪：東方出版 188.5 

消された信仰 広野　真嗣／著 東京：小学館 198.2 

<歴史・地理・伝記・紀行>
馬・車輪・言語　上 デイヴィッド・W.アンソニー／著 東京：筑摩書房 209.3 

馬・車輪・言語　下 デイヴィッド・W.アンソニー／著 東京：筑摩書房 209.3 

発掘された日本列島　2018 文化庁／編 東京：共同通信社 210 

大江戸知らないことばかり NHKスペシャル「大江戸」制作班／編 東京：NHK出版 213.6 

美術館ができるまで 佐々木　良／著 東京：啓文社書房 218.2 

SPQRローマ帝国史　1 メアリー・ビアード／著 東京：亜紀書房 232 

SPQRローマ帝国史　2 メアリー・ビアード／著 東京：亜紀書房 232 

パンと野いちご 山崎　佳代子／著 東京：勁草書房 239.3 

花殺し月の殺人 デイヴィッド・グラン／著 東京：早川書房 253.6 

アンデス古代の探求 大貫　良夫／編 東京：中央公論新社 268 

自分史のすすめ 小池　新／著 東京：平凡社 280.7 

脱北者たち 申　美花／著 東京：駒草出版 282.1 

皇后四代の歴史 森　暢平／編 東京：吉川弘文館 288.4 

王たちの最期の日々　上 パトリス・ゲニフェイ／編 東京：原書房 288.4 

王たちの最期の日々　下 パトリス・ゲニフェイ／編 東京：原書房 288.4 

ふしぎな県境 西村　まさゆき／著 東京：中央公論新社 291 

<政治・法律・経済・教育>
女は「政治」に向かないの? 秋山　訓子／著 東京：講談社 312.1 

24歳の僕が、オバマ大統領のスピーチライターに?! デビッド・リット／著 東京：光文社 312.5 

相続と遺言のことならこの1冊 石原　豊昭／監修 東京：自由国民社 324.7 

資産を遺す信託活用ハンドブック 清水　将博／著 東京：ビジネス教育出版社 324.8 

新着図書案内 平成30年7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 

〈図書館あれこれAGAIN〉 

図書館は高砂市で産出される「竜

山石の石切場」や「石の宝殿」を

イメージした外観となっています。 

またエントランス入口壁面も、竜

山石の板石を貼り混ぜ「竜山石の

石切場」をイメージして制作され

ています。赤・黄・青の3色の石

があり、日本国内でも珍しい歴史

ある石材です。 
〈図書館の外観と壁面の竜山石〉 

～７月の人～ 
原田 マハ(はらだ まは) 

1962年7月14日東京都生まれ。 

小説家。キュレーター。ペンネーム

はフランシスコ・ゴヤの「着衣のマ

ハ」「裸のマハ」に由来する。早稲

田大学卒業。企業、美術館勤務を経

て2002年フリーのキュレーターと

して独立。2003年には執筆活動も

開始。代表作に「カフーを待ちわび

て」「楽園のカンヴァス」等がある。 

 

〈赤・黄・青の３色の石〉 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<政治・法律・経済・教育>
よくわかる大使館 河東　哲夫／監修 東京：PHP研究所 329 

面白すぎて眠れない経済学イラスト図鑑 トキオ・ナレッジ／著 東京：宝島社 331 

世界を変えた14の密約 ジャック・ペレッティ／著 東京：文藝春秋 332 

かかわると面倒くさい人 榎本　博明／著 東京：日本経済新聞出版社 361.4 

IKIGAI 茂木　健一郎／[著] 東京：新潮社 361.5 

1週間で面接に自信がつく本 渡部　幸／著 東京：ナツメ社 366.2 

となりの少年少女A 草薙　厚子／著 東京：河出書房新社 368.7 

子どもの貧困 渡辺　由美子／著 東京：水曜社 369.4 

PTA不要論 黒川　祥子／著 東京：新潮社 374.6 

子どもがすくすく育つ幼稚園・保育園 猪熊　弘子／著 東京：内外出版社 376.1 

10歳までに身につけたい一生困らない子どものマナー 西出　ひろ子／著 東京：青春出版社 379.9 

日本の洋食 青木　ゆり子／著 京都：ミネルヴァ書房 383.8 

自宅で花嫁のすすめ 三澤　武彦／著 東京：玄光社 385.4 

<自然科学・数学・生物学・医学>
宮沢賢治の元素図鑑 桜井　弘／著 京都：化学同人 431.1 

広い宇宙に地球人しか見当たらない75の理由 スティーヴン・ウェッブ／著 東京：青土社 440 

星空撮影の教科書 中西　昭雄／著 東京：技術評論社 442.7 

怪異古生物考 土屋　健／著 東京：技術評論社 457.8 

趣味の鉱石トレジャーハンター 板垣　清司／著 東京：スタジオタッククリエイティブ 459 

「生物」のことが一冊でまるごとわかる 大石　正道／著 東京：ベレ出版 460 

性の進化史 松田　洋一／著 東京：新潮社 467.3 

最新進化論キーワード図鑑 池田　清彦／監修 東京：宝島社 467.5 

大逆転!奇跡の人類史 NHKスペシャル「人類誕生」制作班／著 東京：NHK出版 469.2 

先生、オサムシが研究室を掃除しています! 小林　朋道／著 東京：築地書館 481.7 

絶滅生物図誌 チョー　ヒカル／著 東京：雷鳥社 482 

日記を書くと血圧が下がる 最上　悠／著 東京：CCCメディアハウス 493 

入門うつ病のことがよくわかる本 野村　総一郎／監修 東京：講談社 493.7 

医師が教える女性の正しい不調ケア大全 ヘルスケア大学／著 東京：宝島社 495 

栄養まるごと10割レシピ! 小田　真規子／料理・レシピ 東京：世界文化社 498.5 

事例でわかる発達障害と職場のトラブルへの対応 谷原　弘之／著 東京：法研 498.8 

くすりの事典　2019年版 片山　志郎／監修 東京：成美堂出版 499.1 

薬草のちから 新田　理恵／著 東京：晶文社 499.8 

<技術・工学・建築・工業>
手のひらサイズで楽しむ1/64ミニカージオラマ 東京：スタジオタッククリエイティブ 507.9 

安心できる安全のための本 古谷　隆志／著 東京：日本工業出版 509.8 

きちんと知りたいにおいと臭気対策の基礎知識 光田　恵／編著 東京：日刊工業新聞社 519.7 

戦國の山めぐり 萩原　さちこ／監修 東京：G.B. 521.8 

世界の建築家解剖図鑑 大井　隆弘／著 東京：エクスナレッジ 523 

50代から生涯暮らすリフォーム 天野　彰／著 東京：KADOKAWA 527 

「小さな家」づくりのヒント 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 527.1 

究極の靴磨き 東京：世界文化社 584.7 

白いシャツは、白髪になるまで待って 光野　桃／著 東京：幻冬舎 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
手作りガーデンリビング百科 東京：学研プラス 592.7 

デザイナーが知っている大人をきれいに見せる服 海外　竜也／著 東京：日本ヴォーグ社 593.3 

ママとキッズのサマーハット 武蔵野：アップルミンツ 594.3 

すべては「乾かない肌」でいるために 有村　実樹／著 東京：小学館 595.5 

おうちで作れるカフェの朝食 山村　光春／監修 東京：世界文化社 596 

DOWNTIME ナディーヌ・レゼピ／著 東京：KADOKAWA 596.2 

アジアの麵 ワタナベ　マキ／著 東京：主婦と生活社 596.3 

食いしん坊のお弁当ダイアリー 雅姫／著 東京：扶桑社 596.4 

冷凍フルーツのひんやりスイーツ あまこ　ようこ／著 東京：主婦の友社 596.6 

自分で直せば断然お得!身のまわりの修理の教科書 西沢　正和／監修 京都：PHP研究所 597 

家族の片づけルール 江間　みはる／著 東京：ベストセラーズ 597.5 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
虫といっしょに家庭菜園 小川　幸夫／著 東京：家の光協会 613.8 

カラー図鑑ハーブの秘密 ジル・デイヴィーズ／著 東京：西村書店 617.6 

花の楽しみ育て方飾り方 吉谷　桂子／著 東京：主婦の友社 627.8 

リメ缶とグリーンのスタイリングブック たかはし　ようこ／著 東京：誠文堂新光社 627.9 

ねことはな 岩合　光昭／著 東京：クレヴィス 645.7 

ネコおやぶん 岩合　光昭／著 東京：辰巳出版 645.7 

迷わず書けるメール術 神垣　あゆみ／著 東京：フォレスト出版 670.9 

フェアトレードビジネスモデルの新たな展開 長坂　寿久／編著 東京：明石書店 678.2 

貿易実務がぜんぶ自分でできる本 木村　雅晴／著 東京：ソシム 678.4 

船しごと、海しごと。 商船高専キャリア教育研究会／編 東京：海文堂出版 683.8 

特急マーク図鑑 松原　一己／著 東京：天夢人 686.2 

岩合光昭の世界ネコ歩き番組ガイドブック　続々 岩合　光昭／著 東京：クレヴィス 699.6 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
もっと知りたい横山大観 古田　亮／監修・著 東京：東京美術 721.9 

ゴッホのあしあと 原田　マハ／著 東京：幻冬舎 723.3 

あなたのことがだいすき えがしら　みちこ／文・絵 東京：KADOKAWA 726.6 

絵本の冒険 小野　明／編 東京：フィルムアート社 726.6 

鳥取が好きだ。 安西　水丸／著 東京：河出書房新社 750.2 

オーブン樹脂粘土でつくるミニチュアお菓子とパン Petite Fleur／著 東京：日本ヴォーグ社 751.4 

野山の素材でかごを編む 谷川　栄子／著 東京：講談社 754.6 

音律と音階の科学 小方　厚／著 東京：講談社 761.1 

カセットテープ少年時代 マキタスポーツ／[著] 東京：KADOKAWA 767.8 

身体的物語論 蜷川　幸雄／著 東京：徳間書店 772.1 

母、野際陽子 真瀬　樹里／著 東京：朝日新聞出版 778.2 

一発屋芸人列伝 山田ルイ53世／著 東京：新潮社 779.1 

新しいピラティスの教科書 石部　美樹／著 東京：池田書店 781.4 

レアル・マドリードの流儀 スティーヴン・G.マンディス／著 東京：東邦出版 783.4 

萩原編集長の山塾 萩原　浩司／著 東京：山と溪谷社 786.1 

プロレスきょうは何の日? 鈴木健.txt／著 東京：河出書房新社 788.2 

一本がとれる!柔道立ち技必勝のコツ55 上水　研一朗／監修 東京：メイツ出版 789.2 

ほぼ100均プチプラ花コーデ 川守　由利子／著 東京：KADOKAWA 793 

攻めと読みの力が強くなる詰碁の筋力ジム 青木　紳一／著 東京：日本棋院 795 

<言　語>
究極の文字を求めて 松　樟太郎／著 東京：ミシマ社 801.1 

外国語を話せるようになるしくみ 門田　修平／編著 東京：SBクリエイティブ 807 

姿勢も話し方もよくなる声のつくりかた 中西　健太郎／著 東京：ダイヤモンド社 809.2 

春は曙光、夏は短夜 岩佐　義樹／著 東京：ワニブックス 814 

ことばが消えたワケ 米川　明彦／著 東京：朝倉書店 814.9 

小論文 書き方と考え方 大堀　精一／著 東京：講談社 816.5 

短くても気持ちが伝わる手紙・はがき・一筆箋きちんとマナーハンドブック 杉本　祐子／著 東京：主婦の友社 816.6 

漢文のルール 鈴木　健一／編 東京：笠間書院 820 

英単語の語源図鑑 清水　建二／著 東京：かんき出版 834 

1分間英語音読 大岩　秀樹／著 東京：ダイヤモンド社 835 

学校では教えてくれない!1ケ月で洋書が読めるタニケイ式英語リーディング 谷口　恵子／著 東京：プチ・レトル 837.5 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
シルバー川柳入門 水野　タケシ／著 東京：河出書房新社 910.2 ｶﾜ

ふわふわ 谷川　俊太郎／著 東京：スイッチ・パブリッシング 911 ｼﾗ

六月の雪 乃南　アサ／著 東京：文藝春秋 911.1 ｲｲ

戦国武将逸話集　別冊 湯浅　常山／原著 東京：勉誠出版 911.3 ｲｼ

旅先のオバケ 椎名　誠／著 東京：集英社 911.3 ﾃﾗ

フーテンのマハ 原田　マハ／著 東京：集英社 911.4 ｴﾇ

ビロウな話で恐縮です日記 三浦　しをん／著 東京：新潮社 911.4 ﾐｽﾞ

ニードルス 花村　萬月／著 東京：KADOKAWA 911.5 ﾀﾆ
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
みんな忘れた 野見山　暁治／著 東京：平凡社 F ｱｶ

怪しくて妖しくて 阿刀田　高／著 東京：集英社 F ｲｹ 

恋文の樹 和田　はつ子／著 東京：小学館 F ｵｵ

キルプの軍団 大江　健三郎／作 東京：岩波書店 F ｷﾀ 

さくら道 藤原　緋沙子／著 東京：光文社 F ｷﾘ

琴乃木山荘の不思議事件簿 大倉　崇裕／著 東京：山と溪谷社 F ｸｼﾞ

オールドレンズの神のもとで 堀江　敏幸／著 東京：文藝春秋 F ｸﾛ 
猫は抱くもの 大山　淳子／著 東京：キノブックス F ｺｳ
いちごの唄 岡田　惠和／著 東京：朝日新聞出版 F ｺｻﾞ

くらげホテル 尾崎　英子／著 東京：KADOKAWA F ｺｽ

ミルク・アンド・ハニー 村山　由佳／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ

恋の川、春の町 風野　真知雄／著 東京：KADOKAWA F ｼﾊﾞ

燃える水 河合　莞爾／著 東京：KADOKAWA F ｼﾗ

ペンギンは空を見上げる 八重野　統摩／著 東京：東京創元社 F ﾁﾊ

ロンリネス 桐野　夏生／著 東京：光文社 F ﾂﾈ

選んだ孤独はよい孤独 山内　マリコ／著 東京：河出書房新社 F ﾂﾑ

偽姉妹 山崎　ナオコーラ／著 東京：中央公論新社 F ﾄｶﾞ 

人間に向いてない 黒澤　いづみ／著 東京：講談社 F ﾅﾙ

万引き家族 是枝　裕和／著 東京：宝島社 F ﾊﾑ

仕事は2番 こざわ　たまこ／著 東京：双葉社 F ﾊﾑ 

最期 小杉　健治／著 東京：集英社 F ﾊﾑ 

敦盛おくり 佐伯　泰英／著 東京：新潮社 F ﾊﾗ

ファーストラヴ 島本　理生／著 東京：文藝春秋 F ﾋｶﾞ 

焼肉ドラゴン 鄭　義信／[著] 東京：KADOKAWA F ﾏﾂ

ふたつの夏 谷川　俊太郎／著 東京：小学館 F ﾏﾂ 

正しい女たち 千早　茜／著 東京：文藝春秋 F ﾏﾂ 

嚙みあわない会話と、ある過去について 辻村　深月／著 東京：講談社 F ﾑﾗ

真夜中の子供 辻　仁成／著 東京：河出書房新社 F ﾑﾗ

オカンといっしょ ツチヤ　タカユキ／著 東京：文藝春秋 F ﾓﾁ 

滅びの園 恒川　光太郎／著 東京：KADOKAWA F ﾔｴ

漱石センセと私 出久根　達郎／著 東京：潮出版社 F ﾔﾏ

レインコートを着た犬 吉田　篤弘／著 東京：中央公論新社 F ﾔﾏ

ディス・イズ・ザ・デイ 津村　記久子／著 東京：朝日新聞出版 F ﾔﾏ 

ポリフォニック・イリュージョン 飛　浩隆／著 東京：河出書房新社 F ﾖｼ

道具箱はささやく 長岡　弘樹／著 東京：祥伝社 F ﾖｼ

ライオットポリス 鳴海　章／[著] 東京：KADOKAWA F ﾖｼ

名探偵誕生 似鳥　鶏／著 東京：実業之日本社 F ﾜﾀ

きんじよ いしい　しんじ／著 東京：ミシマ社 E ｶﾏ

ほんとのこと言えば? 佐野　洋子／著 東京：河出書房新社 E ｼﾏ

生きるとか死ぬとか父親とか ジェーン・スー／著 東京：新潮社 E ｿﾉ

愛することば あなたへ 瀬戸内　寂聴／著 東京：光文社 E ﾀﾞｻﾞ

不明解日本語辞典 高橋　秀実／著 東京：新潮社 E ﾉﾐ

知の体力 永田　和宏／著 東京：新潮社 E ﾓﾘ

冬の炎 グレン・エリック・ハミルトン／著 東京：早川書房 933 ｽﾐ

憂鬱な10か月 イアン・マキューアン／著 東京：新潮社 933 ﾊﾐ

わたしを探して J.S.モンロー／著 東京：ハーパーコリンズ・ジャパン 933 ﾏﾂ

新しい名字 エレナ・フェッランテ／著 東京：早川書房 963 ﾙﾙ

トルストイの肖像画 レフ・トルストイ／著 東京：未知谷 973 ﾌｴ

※「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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