
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

絵本は心のへその緒 松居　直／著 東京：ブックスタート 019.5 

本屋の新井 新井　見枝香／著 東京：講談社 024 

<哲学・思想・心理学・宗教>

「死」とは何か シェリー・ケーガン／著 東京：文響社 114.2 

「足るを知る」と、幸せになれる 植西　聰／著 東京：扶桑社 159 

<歴史・地理・伝記・紀行>

学校では教えてくれない世界史の授業 佐藤　賢一／著 [東京]：PHPエディターズ・グループ 209 

古代風土記の事典 瀧音　能之／編 東京：東京堂出版 210.3 

清須会議 柴　裕之／著 東京：戎光祥出版 210.4 

戦国の城の一生 竹井　英文／著 東京：吉川弘文館 210.4 

墨夷応接録 [林　復斎／著] 東京：作品社 210.5 

江戸→TOKYOなりたちの教科書　3 岡本　哲志／著 京都：淡交社 213.6 

私たちが知らなかった天皇と皇室 高森　明勅／著 東京：SBクリエイティブ 288.4 

ホーキング博士 人類と宇宙の未来地図 竹内　薫／著 東京：宝島社 289 ﾎｷ

地の果てのありえない物語 クリス・フィッチ／著 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 290 

<政治・法律・経済・教育>

夫の死後、お墓・義父母の問題をスッキリさせる本 大崎　美生／著 東京：日本実業出版社 324.6 

税理士が知っておきたい兄弟姉妹の相続 小林　磨寿美／著 東京：清文社 324.7 

稲盛和夫魂の言葉108 稲盛　和夫／述 東京：宝島社 335.1 

ミスよけ大全 中島　孝志／著 東京：三笠書房 336 

実務に活かす印紙税の知識 木村　剛志／著 東京：税務研究会出版局 345.6 

中学生・高校生の仕事ガイド　2019-2020年版 進路情報研究会／編 東京：桐書房 366.2 

「苦しい親子関係」から抜け出す方法 石原　加受子／著 東京：あさ出版 367.3 

よくわかる成年後見制度活用ブック 日本精神保健福祉士協会／監修 東京：中央法規出版 369.2 

漂流児童 石井　光太／著 東京：潮出版社 369.4 

シングルマザー自立への道 江成　道子／著 東京：啓文社書房 369.4 

新しい世界のための教育 マリア・モンテッソーリ／著 東京：青土社 371.2 

諸外国の生涯学習 文部科学省生涯学習政策局／[編] 東京：明石書店 379 
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カズオ・イシグロ  
1954年11月8日生まれ。長崎県出身の日

系イギリス人作家。幼少期に渡英し、現在

ロンドン在住。1989年に長編小説「日の

名残り」でイギリス最高の文学賞ブッカー

賞を、2017年にノーベル文学賞を受賞。

2018年には日本の旭日重光章を受章して

いる。長編小説「日の名残り」「わたしを

離さないで」はともに映画化もされている。 

 
～ようこそ、高砂市立図書館へ～ 本のまくらコーナー 
本日の返却本の棚横のコーナーでは「本のまくら」をテーマに展示

を展開しています。「まくら」とは本の「書き出し」のことです。 

"「書き出し」を手がかりに本を選んで 

みませんか？"という趣旨のもと、大人 

向けは木曜日、子ども向けは月曜日に 

書き出しのみのブックカバーをかけた 

本と解答を展示コーナーに設置してい 

ます。図書館のfacebookにも写真を 

掲載していますので気になる書き出し 

のものがあればぜひ図書館で本を借り 

てみてくださいね。 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>

粋を食す 花房　孝典／著 東京：天夢人 383.8 

<さぬきうどん>の真相を求めて 吉原　良一／著 東京：旭屋出版 383.8 

<自然科学・数学・生物学・医学>

月のこよみ　2019 相馬　充／監修 東京：誠文堂新光社 446 

プランクトンハンドブック　淡水編 中山　剛／著 東京：文一総合出版 468.6 

世界毒草百科図鑑 エリザベス・A.ダウンシー／著 東京：原書房 471.9 

ノーベル賞に二度も輝いた不思議な生物 沼田　治／著 東京：慶應義塾大学出版会 483.1 

世界の美しいヘビ 海老沼　剛／著 東京：グラフィック社 487.9 

よくわかる足部・足関節の動きとしくみ 櫻井　亮輔／著 東京：秀和システム 491.1 

男たちよ、ウエストが気になり始めたら、進化論に訊け! リチャード・ブリビエスカス／著 東京：インターシフト 491.3 

気になる症状からナビする病気の事典 藤原　大美／著 東京：現代書林 492 

姿勢の教科書　上肢・下肢編 竹井　仁／著 東京：ナツメ社 492.5 

100年を生きる 天野　篤／著 東京：セブン&アイ出版 493.2 

血管を守る250のQ&A事典 「きょうの健康」番組制作班／編 東京：主婦と生活社 493.2 

適応障害のことがよくわかる本 貝谷　久宣／監修 東京：講談社 493.7 

こどもの糖尿病と治療 浦上　達彦／編著 大阪：メディカ出版 493.9 

尿トレ 山西　友典／医療監修 東京：方丈社 494.9 

救急救命士になるには 益田　美樹／著 東京：ぺりかん社 498.1 

酢トマトでやせる!肌、髪が若返る! 柳澤　英子／[著] 東京：マキノ出版 498.5 

医師が教える市販薬の選び方 平　憲二／著 京都：PHP研究所 499.1 

<技術・工学・建築・工業>

日本のダム美 川崎　秀明／著 京都：ミネルヴァ書房 517.7 

図解産業廃棄物処理がわかる本 ユニバース／著 東京：日本実業出版社 519.7 

続日本100名城めぐりの旅 萩原　さちこ／著 東京：学研プラス 521.8 

日本の最も美しい赤レンガの名建築 歴史的建物研究会／著 東京：エクスナレッジ 523.1 

ダットサン車の開発史 原　禎一／著 東京：グランプリ出版 537.9 

宇宙・天文で働く 本田　隆行／著 東京：ぺりかん社 538.9 

楽しく磨けて靴も輝く靴磨きスタートブック 佐藤　我久／監修 東京：スタジオタッククリエイティブ 584.7 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

45歳からの自分を大事にする暮らし 堀川　波／著 東京：エクスナレッジ 590 

野口光の、ダーニングでリペアメイク 野口　光／著 東京：日本ヴォーグ社 593.3 

ストールの巻き方 otona MUSE編集部／著 東京：宝島社 593.8 

布の重なり、つぎはぎの美ポジャギ 崔　良淑／著 東京：日本ヴォーグ社 594.9 

DOLL'S CLOSET〜ROMANTIC〜 A‐F／著 東京：ナツメ社 594.9 

ごはんのきほん 有元　葉子／著 東京：SBクリエイティブ 596 

シンプルはおいしい! 石原　洋子／著 東京：主婦と生活社 596 

並べて焼くだけ!こんがりおかず 牛尾　理恵／著 東京：学研プラス 596 

おいしい料理は、すべて旅から教わった 荻野　恭子／著 東京：KADOKAWA 596 

デイリーストック 中川　たま／著 東京：グラフィック社 596 

ほぼ100円飯 リュウジ／著 東京：KADOKAWA 596 

いちばんやさしいシンプルフレンチ サルボ恭子／著 東京：世界文化社 596.2 

栗原心平のこべんとう 栗原　心平／著 東京：山と溪谷社 596.4 

2



書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

みんなのカンカン弁当 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 596.4 

ふわふわマフィンとくるくるスコーン 今井　ようこ／著 東京：主婦と生活社 596.6 

糖質オフで太らない!体にやさしいおやつ 大庭　英子／著 東京：学研プラス 596.6 

焼き菓子アレンジブック 熊谷　裕子／著 東京：旭屋出版 596.6 

天使が住みたい冷蔵庫・悪魔が住んじゃう冷蔵庫 番場　智子／著 東京：主婦の友インフォス 596.9 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

コケリウム 陶　武利／監修 東京：笠倉出版社 627.8 

花束・ブーケの発想と作り方 フローリスト編集部／編 東京：誠文堂新光社 627.9 

“動物の精神科医”が教える犬の咬みグセ解決塾 奥田　順之／著 東京：ワニブックス 645.6 

ヒットの設計図 デレク・トンプソン／著 東京：早川書房 675 

京阪神の市電アルバム 高橋　修／文 東京：アルファベータブックス 686.9 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>

興福寺のすべて 多川　俊映／監修 東京：小学館 702.1 

世界でいちばん素敵な西洋美術の教室 永井　龍之介／監修 東京：三才ブックス 702.3 

ガラスフュージングの技法 坂見　保子／監修 東京：スタジオタッククリエイティブ 751.5 

メンデルスゾーンの音符たち 池辺　晋一郎／著 東京：音楽之友社 762.3 

ベートーヴェン捏造 かげはら　史帆／著 東京：柏書房 762.3 

うらさだ さだまさしとゆかいな仲間たち／著 東京：小学館 767.8 

西部劇を極める事典 芦原　伸／著 東京：天夢人 778.2 

日本卓球は中国に打ち勝つ 宮崎　義仁／[著] 東京：祥伝社 783.6 

<言　語>

PRACTICAL JAPANESE　2 小川　清美／著 東京：IBCパブリッシング 810.7 

TJG頭字語事典 一校舎頭字語研究会／編 東京：ワニブックス 814.7 

大人に必要な「読解力」がきちんと身につく読みトレ 吉田　裕子／著 東京：大和書房 817.5 

東大名誉教授と原文で楽しむ英文読書術　イギリスエッセイ編 行方　昭夫／著 東京：DHC 837.5 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

凪の残響 麻見　和史／著 東京：講談社 F ｱｻ

凛の弦音(つるね) 我孫子　武丸／著 東京：光文社 F ｱﾋﾞ

ウェディングプランナー 五十嵐　貴久／著 東京：祥伝社 F ｲｶﾞ

下町ロケット　[4] 池井戸　潤／著 東京：小学館 F ｲｹ

男たちの船出 伊東　潤／著 東京：光文社 F ｲﾄ

童の神 今村　翔吾／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｲﾏ

Matt 岩城　けい／著 東京：集英社 F ｲﾜ

仕掛 上田　秀人／著 東京：徳間書店 F ｳｴ

少女たちは夜歩く 宇佐美　まこと／著 東京：実業之日本社 F ｳｻ

一緒にお墓に入ろう 江上　剛／著 東京：扶桑社 F ｴｶﾞ

永遠(とわ)の詩 香月　夕花／著 東京：文藝春秋 F ｶﾂ

探偵は教室にいない 川澄　浩平／著 東京：東京創元社 F ｶﾜ

プリンセス刑事(デカ) 喜多　喜久／著 東京：文藝春秋 F ｷﾀ

決戦!設楽原 宮本　昌孝／著 東京：講談社 F ｺｳ

やぶれかぶれ青春記・大阪万博奮闘記 小松　左京／著 東京：新潮社 F ｺﾏ
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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)>

エムエス 今野　敏／著 東京：講談社 F ｺﾝ

木枯らしの 佐伯　泰英／著 東京：光文社 F ｻｴ

建設現場 坂口　恭平／[著] 東京：みすず書房 F ｻｶ

最終標的 笹本　稜平／著 東京：徳間書店 F ｻｻ

どんまい 重松　清／著 東京：講談社 F ｼｹﾞ

人喰観音 篠　たまき／著 東京：早川書房 F ｼﾉ

リベンジ 柴田　哲孝／著 東京：双葉社 F ｼﾊﾞ

春は始まりのうた 小路　幸也／著 東京：祥伝社 F ｼﾖ

高天原-厩戸皇子の神話 周防　柳／著 東京：集英社 F ｽｵ

古事記異聞　[2] 高田　崇史／著 東京：講談社 F ﾀｶ

穴あきエフの初恋祭り 多和田　葉子／著 東京：文藝春秋 F ﾀﾜ

深淵の色は 佐川幸義伝 津本　陽／著 東京：実業之日本社 F ﾂﾓ

ドライブインまほろば 遠田　潤子／著 東京：祥伝社 F ﾄｵ

零號琴 飛　浩隆／著 東京：早川書房 F ﾄﾋﾞ

その先の道に消える 中村　文則／著 東京：朝日新聞出版 F ﾅｶ

掟上今日子の乗車券 西尾　維新／著 東京：講談社 F ﾆｼ

十津川警部両国駅3番ホームの怪談 西村　京太郎／著 東京：講談社 F ﾆｼ

猫と狸と恋する歌舞伎町 額賀　澪／著 東京：新潮社 F ﾇｶ

ねじれびと 原　宏一／著 東京：祥伝社 F ﾊﾗ

沈黙のパレード 東野　圭吾／著 東京：文藝春秋 F ﾋｶﾞ

恋の櫛 藤原　緋沙子／著 東京：新潮社 F ﾌｼﾞ

仕掛け絵本の少女 堀川　アサコ／著 東京：小学館 F ﾎﾘ

時代 本城　雅人／著 東京：講談社 F ﾎﾝ

30センチの冒険 三崎　亜記／著 東京：文藝春秋 F ﾐｻ

走馬灯症候群 嶺里　俊介／著 東京：双葉社 F ﾐﾈ

京の縁結び 縁見屋と運命の子 三好　昌子／著 東京：宝島社 F ﾐﾖ

刀と算盤 谷津　矢車／著 東京：光文社 F ﾔﾂ

バロルの晩餐会 夢枕　獏／作 東京：KADOKAWA F ﾕﾒ

第六天の魔王なり 吉川　永青／著 東京：中央公論新社 F ﾖｼ

ドイツ職人紀行 池内　紀／著 東京：東京堂出版 E ｲｹ

あとがき 片岡　義男／著 東京：晶文社 E ｶﾀ

昼夜日記 坪内　祐三／著 東京：本の雑誌社 E ﾂﾎﾞ

童話作家のおかしな毎日 富安　陽子／作 東京：偕成社 E ﾄﾐ

出会って別れて、なぜ悪い? 松尾　スズキ／著 東京：朝日新聞出版 E ﾏﾂ

アディオス!ジャパン 真山　仁／著 東京：毎日新聞出版 E ﾏﾔ

となりの脳世界 村田　沙耶香／著 東京：朝日新聞出版 E ﾑﾗ

父より娘へ谷崎潤一郎書簡集 谷崎　潤一郎／著 東京：中央公論新社 915 ﾀﾆ

用心棒 デイヴィッド・ゴードン／著 東京：早川書房 933 ｺﾞﾄﾞ

ブラック・スクリーム ジェフリー・ディーヴァー／著 東京：文藝春秋 933 ﾃﾞｲ

U&I ニコルソン・ベイカー／著 東京：白水社 934 ﾍﾞｲ

ブリット=マリーはここにいた フレドリック・バックマン／著 東京：早川書房 949 ﾊﾞﾂ

83 1/4歳の素晴らしき日々 ヘンドリック・フルーン／著 東京：集英社 949 ﾌﾙ

※「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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