
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

情報生産者になる 上野　千鶴子／著 東京：筑摩書房 002.7 

人工知能に哲学を教えたら 岡本　裕一朗／著 東京：SBクリエイティブ 007.1 

ギネス世界記録　2019 クレイグ・グレンディ／編 東京：角川アスキー総合研究所 031.5 

時事漫才 爆笑問題／著 東京：太田出版 049 

<哲学・思想・心理学・宗教>

大人の道徳 齋藤　孝／著 東京：育鵬社 154 

とっても大きな会社のトップを務めた「相談役」の相談室 上田　準二／著 [東京]：日経BP社 159 

寺と仏像手帳 土門　拳／著 東京：東京書籍 185.9 

「墓じまい」の結末 森下　瑞堂／著 東京：現代書林 186.4 

比べず、とらわれず、生きる 枡野　俊明／著 東京：PHP研究所 188.8 

<歴史・地理・伝記・紀行>

ホモ・デウス　上・下 ユヴァル・ノア・ハラリ／著 東京：河出書房新社 204 

天皇はなぜ紙幣に描かれないのか 三上　喜孝／著 東京：小学館 210 

実は科学的!?江戸時代の生活百景 西田　知己／著 東京：東京堂出版 210.5 

史上最悪の破局を迎えた13の恋の物語 ジェニファー・ライト／著 東京：原書房 280.4 

ガンディーに訊け 中島　岳志／著 東京：朝日新聞出版 289 ｶﾞﾝ

日本の古道を歩く 東京：平凡社 291 

京阪神発半日旅 吉田　友和／著 東京：ワニブックス 291.6 

京都の「違和感」 杉本　幸雄／著 京都：淡交社 291.6 

<政治・法律・経済・教育>

日本が世界一の国になるために変えなければならない6つの悪癖 ケント・ギルバート／著 東京：宝島社 302.1 

済州島を知るための55章 梁　聖宗／編著 東京：明石書店 302.2 

物語でわかるAI時代の仕事図鑑 竹内　一正／著 東京：宝島社 304 

政権奪取論 橋下　徹／著 東京：朝日新聞出版 312.1 

先生!バナナはおやつに含まれますか? 中野　友貴／著 東京：第一法規 321 

いま君に伝えたいお金の話 村上　世彰／著 東京：幻冬舎 338 

よくわかる新たな配偶者控除等適用ガイド 石井　敏彦／著 東京：大蔵財務協会 345.3 

世界の空き家対策 米山　秀隆／編著 京都：学芸出版社 365.3 

「気になる子」のわらべうた 山下　直樹／著 東京：クレヨンハウス 378 

ニホンオオカミの最後 遠藤　公男／著 東京：山と溪谷社 382.1 

山怪　3 田中　康弘／著 東京：山と溪谷社 388.1 
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〒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～ 
 2018・第72回『読書週間』期間：2018年
10月27日土曜日～11月9日金曜日 
 今年の標語は『ホッと一息 本と一息』です。
今年の「読書週間」が、みなさん一人ひとり
に読書のすばらしさを知ってもらうきっかけ
となることを願っています。  
 また10月27日は「文字・活字文化の日」で
す。2005年「文字・活字文化振興法」により
制定されています。 
 「読書週間」秋の読書を楽しみませんか？
ぜひ、図書館で本を手に取ってみてください。 

～「読書週間」ふくろうマークの由来～ 
 その昔、ギリシャ神話の世界で「ふくろう」は、学
問・技芸・知恵を司る美貌の女神アテナの使者であり、
また、代表的なポリスで文化の中心地アテナイ（アテ
ネ）の聖鳥でもありました。 
 古代のギリシャ人たちは、賢そうな 
丸い目ですまし顔の「ふくろう」を 
知恵の象徴として大切にしたといい 
ます。 
 こうした理由から森の奥ふかく、 
静かに瞑想にふけるこの「ふくろう」 
の姿を、マークに使用しています。  
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<自然科学・数学・生物学・医学>

数学オリンピック　2014〜2018 数学オリンピック財団／監修 東京：日本評論社 410 

タイムトラベル ジェイムズ・グリック／著 東京：柏書房 421.2 

忙しすぎる人のための宇宙講座 ニール・ドグラース・タイソン／著 東京：早川書房 440.4 

東西ベルリン動物園大戦争 ヤン・モーンハウプト／著 東京：CCCメディアハウス 480.7 

がんばらないストレッチ 田川　直樹／著 東京：主婦の友インフォス 492.7 

リウマチ 竹内　勤／監修 東京：高橋書店 493.6 

50歳からの婦人科 松峯　寿美／監修 東京：高橋書店 495.1 

自分で治す!老眼・近視 日比野　佐和子／著 東京：洋泉社 496.4 

フィンランドの幸せメソッドSISU カトヤ・パンツァル／著 東京：方丈社 498.3 

<技術・工学・建築・工業>

スマート工場のしくみ 松林　光男／監修 東京：日本実業出版社 509.6 

世界の遺跡と名建築 ジョン・ズコウスキー／著 東京：東京書籍 520.2 

電車の顔図鑑　3 江口　明男／著 東京：天夢人 536 

好きなものは、日々使う 雅姫／著 東京：マガジンハウス 589 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

おとな時間を重ねる 後藤　由紀子／著 東京：扶桑社 590 

コートを縫おう。 かたやま　ゆうこ／著 東京：主婦と生活社 593.3 

ウール刺繡で作る立体の花々 鈴木　美江子／著 東京：文化学園文化出版局 594.2 

一生使えるかぎ針あみと棒針あみの基本 ミカ／著 東京：主婦の友社 594.3 

トロッケンゲシュテック 網野　妙子／著 東京：誠文堂新光社 594.8 

和布でちくちくミニチュアのお着物 秋田　廣子／著 東京：ブティック社 594.9 

ヘアゴム1本でできる「まとめ髪」便利帳 HAIR／監修 東京：宝島社 595.4 

女子の筋トレ&筋肉ごはん 坂詰　真二／監修 東京：新星出版社 595.6 

見てわかる和洋中の味つけ 川上　文代／著 東京：新星出版社 596 

雪平鍋で2品献立 飛田　和緒／著 東京：東京書籍 596 

なぜ?からはじめるかんたん和食 野崎　洋光／著 東京：ぴあ 596.2 

大豆ミートのヘルシーレシピ 坂東　万有子／著 東京：河出書房新社 596.3 

エスプレッソパーフェクトバイブル 丸山珈琲／監修 東京：ナツメ社 596.7 

小児科医のぼくが伝えたい最高の子育て 高橋　孝雄／著 東京：マガジンハウス 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

西村和雄ぐうたら農法 西村　和雄／監修 東京：学研プラス 626.9 

はじめてのインドアグリーン選び方と楽しみ方 尾崎　忠／監修 東京：ナツメ社 627.8 

ペットを安らかに送る終活のすべて 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 645.6 

ドングリさんぽ手帖 宮國　晋一／写真・文 東京：世界文化社 657.8 

ビジネスで1番よく使う英会話 松井　こずえ／著 東京：Jリサーチ出版 670.9 

丸亀製麵はなぜNo.1になれたのか? 小野　正誉／著 東京：祥伝社 673.9 

後遺障害入門 小松　初男／編 東京：青林書院 681.3 

地図で楽しむ日本の鉄道 今尾　恵介／著 東京：洋泉社 686.2 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
歌川国芳いきものとばけもの 歌川　国芳／[画] 東京：東京書籍 721.8 

猫と女とモンパルナス 京都：オクターブ 723.1 

ムンクの世界 田中　正之／監修 東京：平凡社 723.3 

水墨画構図のポイント 全日本水墨作家連／編 東京：日貿出版社 724.1 

ヴィクトリアン様式素材集 キャロル・ベランガー・グラフトン／編 東京：グラフィック社 727 

フランス手仕事、名品の物語 石澤　季里／著 東京：大修館書店 750.2 
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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>

ちょこっと折りでカワイイおりがみ手紙BOOK mizutama／著 東京：ブティック社 754.9 

ふたりのトトロ 木原　浩勝／著 東京：講談社 778.7 

それいけ避難小屋 橋尾　歌子／著 東京：山と溪谷社 786.1 

ロードバイクスキルアップトレーニング 福田　昌弘／著 東京：日東書院本社 786.5 

フレンチスタイルのフラワーデザイン〜美しい配色集〜 古賀　朝子／著 東京：誠文堂新光社 793 

名著再び 活碁新評 秋山　次郎／監修 東京：日本棋院 795 

<言　語>

心に響く弔辞 新星出版社編集部／編 東京：新星出版社 809.4 

ワンランク上の日本語を習得したい社会人へ 玄冬書林／著 東京：ワニブックス 810.4 

必携!日本語ボランティアの基礎知識 中井　延美／著 東京：大修館書店 810.7 

旧字源 青木　逸平／著 東京：瀬谷出版 811.2 

『日本国語大辞典』をよむ 今野　真二／著 東京：三省堂 813.1 

論理的な小論文を書く方法 小野田　博一／著 東京：日本実業出版社 816.5 

英語で聞く知の最前線 大野　和基／編 東京：ジャパンタイムズ 831.1 

絶景を旅するシンプル英会話50 詩歩／著 東京：KADOKAWA 837.8 

ニューエクスプレスプラス デンマーク語 三村　竜之／著 東京：白水社 849.7 

ニューエクスプレスプラス スウェーデン語 速水　望／著 東京：白水社 849.8 

例文で覚えるフランス語熟語集 モーリス・ジャケ／著 東京：白水社 854.4 

ニューエクスプレスプラス フィンランド語 山川　亜古／著 東京：白水社 893.6 

はじめはここからスワヒリ語 宇野　みどり／著 東京：第三文明社 894.7 

<日本文学　小説など>

文豪たちのラブレター 別冊宝島編集部／編 東京：宝島社 910.2 ﾀｶ

あの本の主人公と歩く東京物語散歩100 堀越　正光／著 東京：ぺりかん社 910.2 ﾎﾘ

夏井いつきの「月」の歳時記 夏井　いつき／著 東京：世界文化社 911.3 ﾅﾂ

シルバー川柳　8 全国有料老人ホーム協会／編 東京：ポプラ社 911.4 ﾎﾟﾌﾟ

そんなとき隣に詩がいます 谷川　俊太郎／著 東京：大和書房 911.5 ﾀﾆ

バウムクーヘン 谷川　俊太郎／著 東京：ナナロク社 911.5 ﾀﾆ

大友落月記 赤神　諒／著 東京：日本経済新聞出版社 F ｱｶ

インド倶楽部の謎 有栖川　有栖／著 東京：講談社 F ｱﾘ

PIT特殊心理捜査班・水無月玲 五十嵐　貴久／著 東京：光文社 F ｲｶﾞ

七つの試練 石田　衣良／著 東京：文藝春秋 F ｲｼ

グラスバードは還らない 市川　憂人／著 東京：東京創元社 F ｲﾁ

緑の花と赤い芝生 伊藤　朱里／著 東京：中央公論新社 F ｲﾄ

白銀(しろがね)の巫女 乾石　智子／著 東京：東京創元社 F ｲﾇ

歌え、汝龍たりし日々を 岩井　三四二／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｲﾜ

時限感染 岩木　一麻／著 東京：宝島社 F ｲﾜ

大和維新 植松　三十里／著 東京：新潮社 F ｳｴ

ところで死神は何処から来たのでしょう? 榎田　ユウリ／著 東京：新潮社 F ｴﾀﾞ

アリバイ崩し承ります 大山　誠一郎／著 東京：実業之日本社 F ｵｵ

死神刑事(デカ) 大倉　崇裕／著 東京：幻冬舎 F ｵｵ

ドアを開けたら 大崎　梢／著 東京：祥伝社 F ｵｵ

漂砂の塔 大沢　在昌／著 東京：集英社 F ｵｵ

はしからはしまで 梶　よう子／著 東京：新潮社 F ｶｼﾞ

僕は金になる 桂　望実／著 東京：祥伝社 F ｶﾂ

絵里奈の消滅 香納　諒一／著 東京：PHP研究所 F ｶﾉ

悪魔と呼ばれた男 神永　学／著 東京：講談社 F ｶﾐ

定本吉良の言い分　上・下 岳　真也／著 東京：天夢人 F ｶﾞｸ
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<日本文学　小説など>

ドッペルゲンガーの銃 倉知　淳／著 東京：文藝春秋 F ｸﾗ

友情だねって感動してよ 小嶋　陽太郎／著 東京：新潮社 F ｺｼﾞ

雛口依子の最低な落下とやけくそキャノンボール 呉　勝浩／著 東京：光文社 F ｺﾞ

到達不能極 斉藤　詠一／著 東京：講談社 F ｻｲ

不連続殺人事件 坂口　安吾／著 東京：新潮社 F ｻｶ

永善堂病院もの忘れ外来 佐野　香織／著 東京：ポプラ社 F ｻﾉ

アンドロメダの猫 朱川　湊人／著 東京：双葉社 F ｼﾕ

花咲小路三丁目北角のすばるちゃん 小路　幸也／著 東京：ポプラ社 F ｼﾖ

人さらい 翔田　寛／著 東京：小学館 F ｼﾖ

鬼嵐 仙川　環／著 東京：小学館 F ｾﾝ

花だより 高田　郁／著 東京：角川春樹事務所 F ﾀｶ

明治銀座異変 滝沢　志郎／著 東京：文藝春秋 F ﾀｷ

廃墟戦隊ラフレンジャー 竹内　真／著 東京：双葉社 F ﾀｹ

ひとつむぎの手 知念　実希人／著 東京：新潮社 F ﾁﾈ

食べる女 筒井　ともみ／著 東京：新潮社 F ﾂﾂ

菩薩天翅 戸南　浩平／著 東京：光文社 F ﾄﾅ

銀橋 中山　可穂／著 東京：KADOKAWA F ﾅｶ

TAS特別師弟捜査員 中山　七里／著 東京：集英社 F ﾅｶ

特捜投資家 永瀬　隼介／著 東京：ダイヤモンド社 F ﾅｶﾞ

まぼろしの城 西野　喬／著 東京：郁朋社 F ﾆｼ

幽霊たち 西澤　保彦／著 東京：幻冬舎 F ﾆｼ

叙述トリック短編集 似鳥　鶏／著 東京：講談社 F ﾆﾀ

TEN 楡　周平／著 東京：小学館 F ﾆﾚ

マイ・フーリッシュ・ハート 秦　建日子／著 東京：河出書房新社 F ﾊﾀ

影ぞ恋しき 葉室　麟／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾑ

愛なき世界 三浦　しをん／著 東京：中央公論新社 F ﾐｳ

猫は笑ってくれない 向井　康介／著 東京：ポプラ社 F ﾑｶ

想い人 諸田　玲子／著 東京：文藝春秋 F ﾓﾛ

緑のなかで 椰月　美智子／著 東京：光文社 F ﾔｽﾞ

人類滅亡小説 山田　宗樹／著 東京：幻冬舎 F ﾔﾏ

秘文鞍馬経 山本　周五郎／著 東京：河出書房新社 F ﾔﾏ

悪童(ワルガキ) 山田　洋次／著 東京：講談社 F ﾔﾏ

国宝　上・下 吉田　修一／著 東京：朝日新聞出版 F ﾖｼ

鍵のかかった部屋 似鳥　鶏／著 東京：新潮社 F ｼﾝ

どこでもない場所 浅生　鴨／著 東京：左右社 E ｱｿ

星のなまえ 高橋　順子／著 東京：白水社 E ﾀｶ

吉本ばななが友だちの悩みについてこたえる 吉本　ばなな／著 東京：朝日新聞出版 E ﾖｼ

まんが少年、空を飛ぶ 山崎　祐則／著 東京：偕成社 916 ﾔﾏ

元年春之祭 陸　秋槎／著 東京：早川書房 923 ﾘｸ

噓ばっかり ジェフリー・アーチャー／[著] 東京：新潮社 933 ｱﾁ

カート・ヴォネガット全短篇　1 カート・ヴォネガット／著 東京：早川書房 933 ｳﾞｵ

任務の終わり　上・下 スティーヴン・キング／著 東京：文藝春秋 933 ｷﾝ

北氷洋 イアン・マグワイア／[著] 東京：新潮社 933 ﾏｸﾞ

※「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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