
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

ロイヒトトゥルム1917ではじめる箇条書き手帳術 平和堂／監修 東京：実務教育出版 002.7 

Photoshop 10年使える逆引き手帖 藤本　圭／著 東京：SBクリエイティブ 007.6 

<哲学・思想・心理学・宗教>

新錯視図鑑 杉原　厚吉／著 東京：誠文堂新光社 145.5 

30の神社からよむ日本史 安藤　優一郎／著 東京：日本経済新聞出版社 175.9 

天平の楽園東大寺 三好　和義／著 東京：求龍堂 188.3 

禅とジブリ 鈴木　敏夫／著 京都：淡交社 188.8 

<歴史・地理・伝記・紀行>

逆転した日本史 河合　敦／著 東京：扶桑社 210 

幕末・維新〜並列100年日本史&世界史年表 山本　博文／監修 東京：NHK出版 210.5 

「玉砕の島」ペリリューから帰還した父 ゆき惠・ヒアシュ／著 東京：潮出版社 210.7 

原爆 石井　光太／著 東京：集英社 217.6 

あなたの人生の意味　上 デイヴィッド・ブルックス／著 東京：早川書房 280.4 

あなたの人生の意味　下 デイヴィッド・ブルックス／著 東京：早川書房 280.4 

ホーキング未来を拓く101の言葉 桝本　誠二／著 東京：KADOKAWA 289 ﾎｷ

地球MAPS 竹花　秀春／訳 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 290 

新にっぽん奥地紀行 芦原　伸／著 東京：天夢人 291 

青春18きっぷの教科書 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 291 

鳥瞰図! 本渡　章／著 大阪：140B 291 

とっておきのフィンランド kukkameri／著 東京：ダイヤモンド・ビッグ社 293.8 

<政治・法律・経済・教育>

ニュース池上塾 池上　彰／著 東京：祥伝社 304 

「毒婦」和歌山カレー事件20年目の真実 田中　ひかる／著 東京：ビジネス社 326.2 

紛争地の看護師 白川　優子／著 東京：小学館 329.3 

電子マネー、スマホ決済…キャッシュレスで得する!お金の新常識 岩田　昭男／著 東京：青春出版社 338 

上手に「切り返す」技術 齋藤　孝／著 東京：辰巳出版 361.4 

届け出だけでもらえるお金 井戸　美枝／著 東京：プレジデント社 364.3 

全告白後妻業の女 小野　一光／著 東京：小学館 368.6 

身近な人が障害をもったときの手続きのすべて 鈴木　四季／監修 東京：自由国民社 369.2 

身近な人を介護施設にあずけるお金がわかる本 高室　成幸／監修 東京：自由国民社 369.2 

子どもと貧困 朝日新聞取材班／著 東京：朝日新聞出版 369.4 

新着図書案内 平成30年8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～ 

 ８月、夏休みということで図書館ゲートすぐの展示棚

では『図書館を使った調べる学習コンクール」第２１回

入賞作品８点の複製を展示しています。図書館を使った

「調べる学習」の参考に、手に取ってご覧ください。ま

た第１８回～２０回の入賞作品も展示しています。 

    【「調べる学習」の方法】 

           ＳＴＥＰ１ テーマを決める 
           ＳＴＥＰ２ 図書館で調べる 
           ＳＴＥＰ３ もっと調べる＆メモをとる 
           ＳＴＥＰ４ 書いてまとめる 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>

子どもに伝える行事食 食べもの文化編集部／編 東京：芽ばえ社 376.1 

LD<学習障害>のある子を理解して育てる本 竹田　契一／監修 東京：学研プラス 378 

夏祭りの戯れ 大西　昭彦／著 大阪：東方出版 386.1 

<自然科学・数学・生物学・医学>

できる人は統計思考で判断する 篠原　拓也／著 東京：三笠書房 417 

地震学をつくった男・大森房吉 上山　明博／著 東京：青土社 453 

世界を変えた100の化石 ポール・D.テイラー／著 東京：エクスナレッジ 457 

世界史を大きく動かした植物 稲垣　栄洋／著 [東京]：PHPエディターズ・グループ 471.9 

ウソばっかり! 竹内　久美子／著 東京：ワニブックス 481.7 

イカ4億年の生存戦略 ダナ・スターフ／著 東京：エクスナレッジ 484.7 

テントウムシハンドブック 阪本　優介／著 東京：文一総合出版 486.6 

鳥の卵 ティム・バークヘッド／著 東京：白揚社 488.1 

鹿と日本人 田中　淳夫／著 東京：築地書館 489.8 

間違いだらけのご臨終 志賀　貢／[著] 東京：KADOKAWA 490.1 

その「1錠」が脳をダメにする 宇多川　久美子／著 東京：SBクリエイティブ 491.5 

熟年期障害 熊本　悦明／[著] 東京：祥伝社 493.1 

長生きしたければのどを鍛えなさい 大谷　義夫／著 東京：SBクリエイティブ 493.3 

肝臓病 泉　並木／著 東京：主婦の友社 493.4 

世界一効率よく若返る!1日5秒骨トレーニング! 藤澤　孝志郎／著 東京：ビジネス社 498.3 

医者が考案した「長生きみそ汁」 小林　弘幸／著 東京：アスコム 498.5 

<技術・工学・建築・工業>

最新省エネビジネスがよ〜くわかる本 今村　雅人／著 東京：秀和システム 501.6 

今、心配されている環境問題は、実は心配いらないという本当の話 武田　邦彦／著 東京：山と溪谷社 519 

Mobitecture レベッカ・ローク／著 東京：グラフィック社 527 

月を見てパンを焼く 塚本　久美／著 東京：カンゼン 588.3 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

トヨタ式家事シェア 香村　薫／著 東京：主婦の友社 590 

ばぁば、93歳。暮らしと料理の遺言 鈴木　登紀子／著 東京：主婦と生活社 590.4 

玲子さんののんびり老い支度 西村　玲子／著 東京：主婦の友社 590.4 

DIY基本テクニック百科 東京：学研プラス 592.7 

簡単!住まいのDIYマニュアル 窓・間仕切り<窓周り・ふすま・アコーディオンドア> 東京：スタジオタッククリエイティブ 592.7 

着物から 高橋　恵美子／著 東京：主婦と生活社 593.3 

かたちがステキな大人の帽子 東京：ブティック社 593.3 

5分で結べる!簡単らくらく半幅帯のお洒落 石田　節子／監修 東京：世界文化社 593.8 

一番わかりやすいかぎ針編みバッグ&小物 徳増　理恵／著 東京：講談社 594.3 

パイナップルレース編みの小さなドイリー 日本文芸社／編 東京：日本文芸社 594.3 

今さら聞けない手芸の基礎がよくわかる!口金&持ち手つけ 中嶌　有希／著 東京：日東書院本社 594.7 

ひとりごはんの愉しみと工夫 有元　葉子／著 東京：東京書籍 596 

奥薗流からだ想いのひとりごはん 奥薗　壽子／著 東京：文化学園文化出版局 596 

たのしいおいしい京都ごはんとおやつ 甲斐　みのり／文 東京：朝日新聞出版 596 

笠原将弘の白いごはんに合うおかず 笠原　将弘／著 東京：主婦の友社 596 

切りおき 小林　まさみ／著 東京：小学館 596 

調味料とたれ&ソース568 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 596 

365日の保存びんレシピ202 ダンノ　マリコ／著 東京：主婦の友社 596 

定年ごはん 山田　玲子／著 東京：大和書房 596 

魚を使い切る 遠藤　十士夫／著 東京：旭屋出版 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>

いちばんくわしい魚のおろし方と料理 島津　修／著 東京：成美堂出版 596.3 

きれいな野菜のスープ 若山　曜子／著 東京：学研プラス 596.3 

おいしいヴィーガン/パイ&キッシュ 阿部　靜／著 東京：双葉社 596.6 

ドイツ菓子図鑑 森本　智子／著 東京：誠文堂新光社 596.6 

抹茶BOOK 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 596.7 

片づけベタでもできるやさしい収納 まどなお／著 東京：大和書房 597.5 

その症状、すぐ病院に行くべき?行く必要なし? 山中　克郎／著 東京：CCCメディアハウス 598.3 

おんぶで整うこころとからだ 松園　亜矢／著 東京：駒草出版 599 

悩まない子育て 和田　明日香／著 東京：ぴあ 599 

1週間ラクラク!おいしい!フリージング離乳食 牧野　直子／著 東京：西東社 599.3 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

誰も教えてくれない田舎暮らしの教科書 清泉　亮／著 東京：東洋経済新報社 611.9 

タネはどうなる?! 山田　正彦／著 東京：サイゾー 615.2 

お取り分け猫ごはん 五月女　圭紀／著 東京：駒草出版 645.7 

中型インコ完全飼育 すずき　莉萌／著 東京：誠文堂新光社 646.8 

コーンスネーク完全飼育 海老沼　剛／著 東京：誠文堂新光社 666.7 

金魚の飼い方・育て方 佐藤　昭広／監修・写真 東京：主婦の友社 666.9 

儲かる日本語損する日本語 野呂　エイシロウ／著 東京：祥伝社 673.3 

小さなサロンのはじめ方 Business Train／著 東京：河出書房新社 673.9 

最新航空業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 吉田　力／著 東京：秀和システム 687.2 

情報通信白書　平成30年版 総務省／編 東京：日経印刷 692.1 

世界一高価な切手の物語 ジェームズ・バロン／著 東京：東京創元社 693.8 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>

縄文美術館 小川　忠博／写真 東京：平凡社 702.1 

世界遺産100断面図鑑 中川　武／監修 東京：宝島社 709 

世界の文様カラフル切り絵 ゆまあひmaki／著 東京：誠文堂新光社 726.9 

硯の中の地球を歩く 青柳　貴史／著 東京：左右社 728.3 

滝 森田　敏隆／写真 京都：光村推古書院 748 

作りたい使いたいエコクラフトのかごと小物 寺西　恵里子／著 東京：西東社 754.9 

花の立体カード やまもと　えみこ／著 東京：日本ヴォーグ社 754.9 

クラシック天才たちの到達点 百田　尚樹／著 東京：PHP研究所 760.8 

スポーツ好きは甲子園とオリンピックから始まった 佐塚　元章／著 東京：文芸社 780.6 

あたらしい草花あそび 相澤　悦子／著 東京：山と溪谷社 781.9 

証言大谷翔平 野村　克也／ほか著 東京：宝島社 783.7 

甲子園運命の一球 森岡　浩／[著] 東京：枻出版社 783.7 

<言　語>

すぐ使いこなせる知的な大人の語彙1000 齋藤　孝／著 東京：興陽館 810.4 

単語でカンタン!旅行ミャンマー語会話 西澤　卓美／著 東京：Jリサーチ出版 829.3 

<日本文学　小説など>

処女崇拝の系譜 アラン・コルバン／[著] 東京：藤原書店 902 ｺﾙ

江戸「仕事人」案内 岡村　直樹／著 東京：天夢人 910.2 ｵｶ

K氏の大阪弁ブンガク論 江　弘毅／著 東京：ミシマ社 910.2 ｺｳ

ブルーハワイ 青山　七恵／著 東京：河出書房新社 F ｱｵ

大友の聖将(ヘラクレス) 赤神　諒／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｱｶ

地に滾る あさの　あつこ／著 東京：祥伝社 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>

下町ロケット　[3] 池井戸　潤／著 東京：小学館 F ｲｹ

ぞぞのむこ 井上　宮／著 東京：光文社 F ｲﾉ

骨を弔う 宇佐美　まこと／著 東京：小学館 F ｳｻ

赤い風 梶　よう子／著 東京：文藝春秋 F ｶｼﾞ

秘録島原の乱 加藤　廣／著 東京：新潮社 F ｶﾄ

天地に燦たり 川越　宗一／著 東京：文藝春秋 F ｶﾜ

絵金、闇を塗る 木下　昌輝／著 東京：集英社 F ｷﾉ

銀幕のメッセージ 鯨　統一郎／著 東京：光文社 F ｸｼﾞ

うなぎばか 倉田　タカシ／著 東京：早川書房 F ｸﾗ

パラレルワールド 小林　泰三／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｺﾊﾞ

無限の玄/風下の朱 古谷田　奈月／著 東京：筑摩書房 F ｺﾔ

任俠浴場 今野　敏／著 東京：中央公論新社 F ｺﾝ

椿落つ 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ

ISOROKU 柴田　哲孝／著 東京：祥伝社 F ｼﾊﾞ

きょうのできごと 柴崎　友香／著 東京：河出書房新社 F ｼﾊﾞ

送り火 高橋　弘希／著 東京：文藝春秋 F ﾀｶ

鏡のなかのアジア 谷崎　由依／著 東京：集英社 F ﾀﾆ

巡る桜 知野　みさき／著 東京：光文社 F ﾁﾉ

ミダスの河 柄刀　一／著 東京：祥伝社 F ﾂｶ

焦土の刑事 堂場　瞬一／著 東京：講談社 F ﾄﾞｳ

ふたたびの虹 中島　久枝／著 東京：光文社 F ﾅｶ

神に守られた島 中脇　初枝／著 東京：講談社 F ﾅｶ

能面検事 中山　七里／著 東京：光文社 F ﾅｶ

風に恋う 額賀　澪／著 東京：文藝春秋 F ﾇｶ

むすびつき 畠中　恵／著 東京：新潮社 F ﾊﾀ

水槽の中 畑野　智美／著 東京：KADOKAWA F ﾊﾀ

彼女は頭が悪いから 姫野　カオルコ／著 東京：文藝春秋 F ﾋﾒ

堕天使たちの夜会 福田　和代／著 東京：朝日新聞出版 F ﾌｸ

この世界で君に逢いたい 藤岡　陽子／著 東京：光文社 F ﾌｼﾞ

ショコラティエ 藤野　恵美／著 東京：光文社 F ﾌｼﾞ

彼女の恐喝 藤田　宜永／著 東京：実業之日本社 F ﾌｼﾞ

友を待つ 本城　雅人／著 東京：東京創元社 F ﾎﾝ

しき 町屋　良平／著 東京：河出書房新社 F ﾏﾁ

ギケイキ　2 町田　康／著 東京：河出書房新社 F ﾏﾁ

絶対解答可能な理不尽すぎる謎 未須本　有生／著 東京：文藝春秋 F ﾐｽ

燃える波 村山　由佳／著 東京：中央公論新社 F ﾑﾗ

でもいいの 佐野　洋子／著 東京：河出書房新社 E ｻﾉ

失敗という人生はない 曽野　綾子／著 東京：海竜社 E ｿﾉ

ふつうの非婚出産 櫨畑　敦子／著 東京：イースト・プレス 916 ﾊｼﾞ

インパール作戦悲劇の構図 久山　忍／著 東京：潮書房光人新社 916 ﾋｻ

戦艦「大和」反転の真相 深井　俊之助／著 東京：宝島社 916 ﾌｶ

七人のイヴ　2 ニール・スティーヴンスン／著 東京：早川書房 933 ｽﾃ

あなたを愛してから デニス・ルヘイン／著 東京：早川書房 933 ﾚﾍ

ぼくの兄の場合 ウーヴェ・ティム／著 東京：白水社 946 ﾃｲ

それからの彼女 アンヌ・ヴィアゼムスキー／著 [東京]：DU BOOKS 953 ｳｲ

世紀の小説『レ・ミゼラブル』の誕生 デイヴィッド・ベロス／著 東京：白水社 953 ﾍﾞﾛ

※「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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