
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<知識・学問・情報科学>
思考を鍛えるメモ力 齋藤　孝／著 東京：筑摩書房 002.7 

ゼロから作るDeep Learning　2 斎藤　康毅／著 東京：オライリー・ジャパン 007.1 

ホテルに学ぶ図書館接遇 加納　尚樹／著 東京：青弓社 013.1 

ようこそ、読書のアニマシオンへ 種村　エイ子／編著 鹿児島：南方新社 019.2 

日本の小さな本屋さん 和氣　正幸／著 東京：エクスナレッジ 024.1 

<哲学・思想・心理学・宗教>
凡人の怪談 工藤　美代子／著 東京：中央公論新社 147 

絶対に出る世界の幽霊屋敷 ロバート・グレンビル／著 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 147 

会社人生、五十路の壁 江上　剛／著 東京：PHP研究所 159.4 

お母さん、年末、実家に帰らなければダメですか? 心屋　仁之助／著 東京：廣済堂出版 159.6 

神社とお寺おいしいお詣りスイーツ 大浦　春堂／著 東京：講談社 175.9 

新編日本のミイラ仏をたずねて 土方　正志／著 東京：天夢人 182.1 

高野山の宿坊公式ガイドBOOK 東京：枻出版社 188.5 

<歴史・地理・伝記・紀行>
世界から消えた50の国 ビョルン・ベルゲ／著 東京：原書房 209.6 

刀の明治維新 尾脇　秀和／著 東京：吉川弘文館 210.5 

実証史学への道 秦　郁彦／著 東京：中央公論新社 210.7 

これならわかるイギリスの歴史Q&A 石出　法太／著 東京：大月書店 233 

昭和の怪物七つの謎 保阪　正康／著 東京：講談社 281 

池上彰の「天皇とは何ですか?」 池上　彰／著 東京：PHP研究所 288.4 

ある世捨て人の物語 マイケル・フィンケル／著 東京：河出書房新社 289 ﾅｲ

世界の路地裏を歩いて見つけた「憧れのニッポン」 早坂　隆／著 東京：PHP研究所 290.9 

ペリーとともに ハイネ／[原著] 東京：三一書房 291 

青春18きっぷパーフェクトガイド　2018-2019 谷崎　竜／著 東京：イカロス出版 291 

<政治・法律・経済・教育>
中学校の公民が1冊でしっかりわかる本 蔭山　克秀／著 東京：かんき出版 300 

引き裂かれた大地 スコット・アンダーソン／著 東京：白水社 302.2 

政策至上主義 石破　茂／著 東京：新潮社 310.4 

図解国会の楽しい見方 時事通信社政治部／監修 東京：東京書籍 314.1 

誰のために法は生まれた 木庭　顕／著 東京：朝日出版社 320.4 

よくわかる!成年後見のしくみと利用法 しんきん成年後見サポート／監修 東京：ナツメ社 324.6 

認知症の親の介護に困らない「家族信託」の本 杉谷　範子／著 東京：大和出版 324.8 

収録を終えて、こんなことを考えた 村上　龍／著 東京：日本経済新聞出版社 335.1 

誰でもすぐ使える雑談術 吉田　幸弘／著 東京：さくら舎 336.4 

図解親の財産を見つけて実家をたたむ方法 内藤　久／著 東京：ビジネス社 365 

ヤクザの幹部をやめて、うどん店はじめました。 廣末　登／著 東京：新潮社 368.5 

新着図書案内 平成30年9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 

9月はバリアフリー月間です。 

それに伴い高砂市立図書館ではさまざまなイベントを開催します。 

≪バリアフリー映画会≫ 

9月22日(土)14:00～上映作品は「博士の愛した数式」です。 

※先着60名、事前申し込み不要 

「バリアフリー映画会」とは…音声ガイドと日本語字幕を付けた作品の映画会で

す。 

障がいのある方もない方も一緒に楽しんでいただけます。 

≪バリアフリー月間展示≫ 

9/22(土)～30日(日)図書館1階 展示スペース 

認知症や障がいに関する書籍の紹介、色々なマークを紹介するポスターの展示。 

≪バリアフリー月間連続講座≫ 

9/1(土)、9/9(日)、9/23(日)、9/30(日)各回10:00～12:00 

※各回先着40名、要申込、図書館までお問い合わせください。 

～9月の人～ 
東山 彰良(ひがしやま あきら) 
1968年9月11日生まれ。本名：王 震

緒。台湾出身、福岡県在住。 

筆名の「東山」は祖父の出身地である

中国山東省から、「彰良」は父親が暮

らした地であり、母親の出身地でもあ

る台湾の彰化に由来する。2002年

「タード・オン・ザ・ラン」で第1回

「このミステリーがすごい！」大賞の

銀賞および読者賞を受賞。20万部突破

のベストセラーとなった。 

2015年には「流」で第153回直木三

十五賞を受賞。 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<政治・法律・経済・教育>
筧千佐子60回の告白 安倍　龍太郎／著 東京：朝日新聞出版 368.6 

骨が語る兵士の最期 楢崎　修一郎／著 東京：筑摩書房 369.3 

子どもの発達に「あれ?」と思ったら読む本 津田　望／著 東京：幻冬舎メディアコンサルティング 378 

アドラー式子育て家族を笑顔にしたいパパのための本 熊野　英一／著 東京：小学館クリエイティブ 379.9 

キャンディと砂糖菓子の歴史物語 ローラ・メイソン／著 東京：原書房 383.8 

いきものをとむらう歴史 依田　賢太郎／著 東京：社会評論社 387 

古生物学者、妖怪を掘る 荻野　慎諧／著 東京：NHK出版 388.1 

<自然科学・数学・生物学・医学>
シンプルな物理学 ポール・J.ナーイン／著 東京：共立出版 420 

ホーキング、最後に語る スティーヴン・W.ホーキング／著 東京：早川書房 443.9 

琵琶湖はいつできた 里口　保文／著 彦根：サンライズ出版 452.9 

化石になりたい 土屋　健／著 東京：技術評論社 457 

羽毛恐竜と巨大昆虫 マリー・ステルブ／著 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 457.8 

時をあやつる遺伝子 松本　顕／著 東京：岩波書店 464.1 

生まれたときからせつない動物図鑑 ブルック・バーカー／著 東京：ダイヤモンド社 480.4 

どうぶつのおちんちん学 浅利　昌男／監修 東京：緑書房 481.3 

子どもと一緒に覚えたい毒生物の名前 ふじのくに地球環境史ミュージアム／監修 静岡：マイルスタッフ 481.9 

ホタルの不思議な世界 サラ・ルイス／著 東京：エクスナレッジ 486.6 

鳥類学者の目のツケドコロ 松原　始／著 東京：ベレ出版 488 

たった1分脳疲労にきく魔法の手もみ 手島　渚／著 東京：河出書房新社 492.7 

「脱水症」と「経口補水液」のすべてがわかる本 谷口　英喜／著 東京：日本医療企画 493.1 

遺伝するがん・しないがん 仲田　洋美／著 東京：法研 495.4 

選べなかった命 河合　香織／著 東京：文藝春秋 495.6 

男のヨガ 竹下　雄真／監修 東京：朝日新聞出版 498.3 

一生太らない食事術 中野　ジェームズ修一／著東京：大和書房 498.5 

<技術・工学・建築・工業>
Q&A雨仕舞のはなし 石川　廣三／著 東京：彰国社 524.8 

世界の美しい博物館 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526 

ディズニー、NASAが認めた遊ぶ鉄工所 山本　昌作／著 東京：ダイヤモンド社 532 

自動運転「戦場」ルポ 冷泉　彰彦／著 東京：朝日新聞出版 537 

トコトンやさしい電気の本 山崎　耕造／著 東京：日刊工業新聞社 540 

炭鉱と「日本の奇跡」 中澤　秀雄／編著 東京：青弓社 567 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
主婦力ゼロからのやってみた家事 マルサイ／著 東京：大和書房 590 

「貯まる女」になれる本 丸山　晴美／著 東京：宝島社 591 

なぜあの人のシャツはパリッとしているのか 読売新聞生活部／著 東京：中央公論新社 592 

アルファベット刺しゅう図案集 東京：主婦と生活社 594.2 

ドライフラワーでつくる花束飾り華やかなスワッグ Kristen／著 東京：日東書院本社 594.8 

人生を変える髪の魔法 牛尾　早百合／著 東京：自由国民社 595.4 

L.M.モンゴメリの「赤毛のアン」クックブック ケイト・マクドナルド／著 東京：原書房 596 

体にうれしい藤井恵のまいにち納豆 藤井　恵／著 東京：家の光協会 596.3 

野菜のごちそう弁当 坂本　ちなみ／著 東京：KADOKAWA 596.4 

日本百銘菓 中尾　隆之／著 東京：NHK出版 596.6 

狭い部屋でスッキリ心地よく暮らす すばる舎編集部／編 東京：すばる舎 597.5 

小児科医ママの子どもの病気とホームケアBOOK 森戸　やすみ／著 東京：内外出版社 598.3 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
農家が教える軽トラ&バックホー 農文協／編 東京：農山漁村文化協会 614.8 

トウモロコシの歴史 マイケル・オーウェン・ジョーンズ／著 東京：原書房 616.6 

大豆の科学 五日市　哲雄／著 東京：日刊工業新聞社 619.6 

部屋で楽しむ小さな苔の森 石河　英作／著 東京：家の光協会 627.8 

これからはじめる狩猟入門 原田　祐介／監修 東京：ナツメ社 659 

けっきょく、よはく。 ingectar‐e／著 東京：ソシム 674.3 
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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>
直島誕生 秋元　雄史／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 706.9 

顔に魅せられた人生 辻　一弘／著 東京：宝島社 778.4 

師匠歌丸 桂　歌助／著 東京：イースト・プレス 779.1 

阿佐ケ谷姉妹ののほほんふたり暮らし 阿佐ケ谷姉妹／著 東京：幻冬舎 779.1 

ブレない子育て 栗原　泉／著 東京：KADOKAWA 779.9 

木梨憲武って!? 木梨　憲武／著 東京：ベストセラーズ 779.9 

スポーツ栄養学 鈴木　志保子／著 東京：日本文芸社 780.1 

女性アスリートの教科書 須永　美歌子／著 東京：主婦の友社 780.1 

なにもできない夫が、妻を亡くしたら 野村　克也／著 東京：PHP研究所 783.7 

勝つ!ボート競技スカル・スウィープ上達のコツ50 日本ボート協会／監修 東京：メイツ出版 785.5 

季節を彩る「はな言葉」 葉菜桜　花子／著 東京：扶桑社 793 

「観る将」もわかる将棋用語ガイド 青野　照市／著 大阪：創元社 796 

<言　語>
人生は「声」で決まる 竹内　一郎／著 東京：朝日新聞出版 809.2 

もう一度学びたい日本語 吉田　裕子／著 東京：枻出版社 810 

女のことば男のことば 小林　祥次郎／著 東京：勉誠出版 814.9 

150冊執筆売れっ子ライターのもう恥をかかない文章術 神山　典士／著 東京：ポプラ社 816 

英語にまつわるエトセトラ 八木　克正／著 東京：研究社 830.4 

やさしい日本語とやさしい英語でおもてなし 藤田　玲子／著 東京：研究社 837.8 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
夏井いつきの世界一わかりやすい俳句の授業 夏井　いつき／著 東京：PHP研究所 911.3 ﾅﾂ

レイテ戦記　3 大岡　昇平／著 東京：中央公論新社 F ｵｵ 

晴れ時々、食品サンプル 青柳　碧人／著 東京：東京創元社 F ｱｵ

悪玉伝 朝井　まかて／著 東京：KADOKAWA F ｱｻ

カレーなる逆襲! 乾　ルカ／著 東京：文藝春秋 F ｲﾇ

破蕾 冲方　丁／著 東京：講談社 F ｳﾌﾞ

文字渦 円城　塔／著 東京：新潮社 F ｴﾝ

レイテ戦記　4 大岡　昇平／著 東京：中央公論新社 F ｵｵ 

四十歳、未婚出産 垣谷　美雨／著 東京：幻冬舎 F ｶｷ

夢の浮橋 小杉　健治／著 東京：祥伝社 F ｺｽ

生き残り 古処　誠二／著 東京：KADOKAWA F ｺﾄﾞ

マトリョーシカ・ブラッド 呉　勝浩／著 東京：徳間書店 F ｺﾞ

ふたりぐらし 桜木　紫乃／著 東京：新潮社 F ｻｸ

引火点 笹本　稜平／著 東京：幻冬舎 F ｻｻ

鏡の背面 篠田　節子／著 東京：集英社 F ｼﾉ

公園へ行かないか?火曜日に 柴崎　友香／著 東京：新潮社 F ｼﾊﾞ

一億円のさようなら 白石　一文／著 東京：徳間書店 F ｼﾗ

秒速11.2キロの熱情 直原　冬明／著 東京：講談社 F ｼﾞｷ

夏空白花 須賀　しのぶ／著 東京：ポプラ社 F ｽｶﾞ

正義の申し子 染井　為人／著 東京：KADOKAWA F ｿﾒ

音叉 高見澤　俊彦／著 東京：文藝春秋 F ﾀｶ

この血の流れ着くところ 滝田　愛美／著 東京：新潮社 F ﾀｷ

東遊記 武内　涼／著 東京：KADOKAWA F ﾀｹ

新・水滸後伝　上巻 田中　芳樹／著 東京：講談社 F ﾀﾅ 

新・水滸後伝　下巻 田中　芳樹／著 東京：講談社 F ﾀﾅ 
大人は泣かないと思っていた 寺地　はるな／著 東京：集英社 F ﾃﾗ
十津川警部海の見える駅 西村　京太郎／著 東京：小学館 F ﾆｼ

襲来　上 帚木　蓬生／著 東京：講談社 F ﾊﾊ 

襲来　下 帚木　蓬生／著 東京：講談社 F ﾊﾊ 

猫の姫、狩りをする 廣嶋　玲子／著 東京：東京創元社 F ﾋﾛ

インジョーカー 深町　秋生／著 東京：幻冬舎 F ﾌｶ

ハレルヤ 保坂　和志／著 東京：新潮社 F ﾎｻ

跡を消す 前川　ほまれ／著 東京：ポプラ社 F ﾏｴ

ツキマトウ 真梨　幸子／著 東京：KADOKAWA F ﾏﾘ
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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)>

君の話 三秋　縋／著 東京：早川書房 F ﾐｱ

蹴爪(ボラン) 水原　涼／著 東京：講談社 F ﾐｽﾞ

スケルトン・キー 道尾　秀介／著 東京：KADOKAWA F ﾐﾁ

水族館ガール　5 木宮　条太郎／著 東京：実業之日本社 F ﾓｸ 

大ぼら吹きの城 矢野　隆／著 東京：KADOKAWA F ﾔﾉ

赤い靴 大山　淳子／著 東京：ポプラ社 F ｵｵ

蝶のゆくへ 葉室　麟／著 東京：集英社 F ﾊﾑ

シンドローム　上 真山　仁／著 東京：講談社 F ﾏﾔ 

シンドローム　下 真山　仁／著 東京：講談社 F ﾏﾔ 

星をつなぐ手 村山　早紀／著 東京：PHP研究所 F ﾑﾗ

小説曲直瀬道三 山崎　光夫／著 東京：東洋経済新報社 F ﾔﾏ

牡丹灯籠 横山　泰子／著 東京：白澤社 913 ﾊｸ

お釈迦さま以外はみんなバカ 高橋　源一郎／著 東京：集英社インターナショナル E ﾀｶ

死を想う 石牟礼　道子／著 東京：平凡社 E ｲｼ

七〇歳年下の君たちへ 五木　寛之／著 東京：新潮社 E ｲﾂ

須賀敦子エッセンス　2 須賀　敦子／著 東京：河出書房新社 E ｽｶﾞ

日本の美徳 瀬戸内　寂聴／著 東京：中央公論新社 E ｾﾄ

人生の値打ち 曽野　綾子／著 東京：ポプラ社 E ｿﾉ

三谷幸喜のありふれた生活　15 三谷　幸喜／著 東京：朝日新聞出版 E ﾐﾀ 

これからの私をつくる29の美しいこと 光野　桃／著 東京：講談社 E ﾐﾂ

咳をしても一人と一匹 群　ようこ／著 東京：KADOKAWA E ﾑﾚ

MORI Magazine　2 森　博嗣／編集長 東京：大和書房 E ﾓﾘ 

切なくそして幸せな、タピオカの夢 吉本　ばなな／著 東京：幻冬舎 E ﾖｼ

やや黄色い熱をおびた旅人 原田　宗典／著 東京：岩波書店 915 ﾊﾗ

森籠もりの日々 森　博嗣／著 東京：講談社 915 ﾓﾘ

亜由未が教えてくれたこと 坂川　裕野／著 東京：NHK出版 916 ｻｶ

人殺しの息子と呼ばれて 張江　泰之／著 東京：KADOKAWA 916 ﾊﾘ

なんでもない日はとくべつな日 大谷　邦郎／編著 東京：はる書房 916 ﾊﾙ

工学部ヒラノ教授の研究所わたりある記 今野　浩／著 東京：青土社 916 ｺﾝ

月の文学館 和田　博文／編 東京：筑摩書房 918 ﾁｸ

星の文学館 和田　博文／編 東京：筑摩書房 918 ﾁｸ

数字が明かす小説の秘密 ベン・ブラット／著 [東京]：DU BOOKS 930 ﾌﾞﾗ

エラリー・クイーンの冒険 エラリー・クイーン／著 東京：東京創元社 933 ｸｲ

リンカーンとさまよえる霊魂たち ジョージ・ソーンダーズ／著 東京：河出書房新社 933 ｿﾝ

セーヌ川の書店主 ニーナ・ゲオルゲ／著 東京：集英社 943 ｹﾞｵ

「星の王子さま」Le Petit Princeとのちょっぴり哲学的なさ・ん・ぽ… 前川　久次／著 [東京]：東京図書出版 953 ﾏｴ

失われた時を求めて　6 プルースト／著 東京：光文社 953 ﾌﾟﾙ 

ガルヴェイアスの犬 ジョゼ・ルイス・ペイショット／著 東京：新潮社 969 ﾍﾟｲ

方言でたのしむイソップ物語 イソップ／[著] 東京：平凡社 991 ｲｿ

※「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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