
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<知識・学問・情報科学>
すいません、ほぼ日の経営。 糸井　重里／語り手 [東京]：日経BP社 007.3 
今すぐ使えるかんたんWindows 10 オンサイト／著 東京：技術評論社 007.6 
システムエンジニアは司書のパートナー 高野　一枝／著 東京：郵研社 010.2 
未来の図書館、はじめます 岡本　真／著 東京：青弓社 011.3 
子ども文庫の100年 高橋　樹一郎／[著] 東京：みすず書房 016.2 
東大生の本棚 西岡　壱誠／著 東京：日本能率協会マネジメントセンター 019.1 
素材を活かした手製本の教室 東京：スタジオタッククリエイティブ 022.8 
沖縄報道 山田　健太／著 東京：筑摩書房 070.2 

<哲学・思想・心理学・宗教>
1日1問!面白いほど地頭力がつく思考実験 北村　良子／著 東京：PHP研究所 116 
論語 [孔子／著] 東京：三冬社(発売) 123.8 
妻のトリセツ 黒川　伊保子／編著 東京：講談社 143.5 
禁足地巡礼 吉田　悠軌／著 東京：扶桑社 147 
運が良くなる!間取りとインテリアのHAPPY風水 紫月　香帆／監修 東京：エクスナレッジ 148.5 
お金があれば幸せになれるのか フレデリック・ルノワール／著 東京：柏書房 151.6 
バカとつき合うな 堀江　貴文／著 東京：徳間書店 159 
異教の隣人 釈　徹宗／著 東京：晶文社 160 
神社のどうぶつ図鑑 茂木　貞純／監修 東京：二見書房 175.9 
心配事がスッと消える禅の習慣 松原　正樹／著 東京：アスコム 188.8 
わたしの家族の明治日本 ジョアンナ・シェルトン／著 東京：文藝春秋 198.5 

<歴史・地理・伝記・紀行>
逆転の大戦争史 オーナ・ハサウェイ／著 東京：文藝春秋 209.7 
書ければ読める!くずし字・古文書入門 小林　正博／著 東京：潮出版社 210 
古墳のひみつ 古代浪漫探究会／著 東京：メイツ出版 210.3 
城と城下 近江戦国誌 小島　道裕／著 東京：吉川弘文館 216.1 
歴史で読む中国の不可解 岡本　隆司／著 東京：日本経済新聞出版社 222 
日本人、最期のことば 西村　眞／著 東京：飛鳥新社 281 
天皇陵古墳を歩く 今尾　文昭／著 東京：朝日新聞出版 288.4 
許せないを許してみる 籠池　諄子／著 東京：双葉社 289 ｶｺﾞ
無限の宇宙 ジェーン・ホーキング／著 東京：静山社 289 ﾎｷ

<政治・法律・経済・教育>
ウクライナを知るための65章 服部　倫卓／編著 東京：明石書店 302.3 
日本よ、完全自立を 石原　慎太郎／著 東京：文藝春秋 304 
図解でわかる14歳から知る日本戦後政治史 インフォビジュアル研究所／著 東京：太田出版 312.1 
47都道府県政治地図 八幡　和郎／著 東京：啓文社書房 318.2 
憲法問答 橋下　徹／著 東京：徳間書店 323.1 
アリエリー教授の「行動経済学」入門　お金篇 ダン・アリエリー／著 東京：早川書房 331 
未来年表人口減少危機論のウソ 高橋　洋一／著 東京：扶桑社 334.3 
脱!暴走老人 谷本　真由美／著 東京：朝日出版社 367.7 
ゆりかごにそっと 蓮田　太二／著 東京：方丈社 369.4 
受験と進学の新常識 おおた　としまさ／著 東京：新潮社 376.8 
和食のこころ 村田　吉弘／著 東京：世界文化社 383.8 
わらべうたは死なず 小出　英樹／著 名古屋：ブイツーソリューション 388.9 

<自然科学・数学・生物学・医学>
図解もっと身近にあふれる「科学」が3時間でわかる本 左巻　健男／編著 東京：明日香出版社 404 
知って得する!おうちの数学 松川　文弥／著 [東京]：翔泳社 410 
数学ガールの秘密ノート 結城　浩／著 東京：SBクリエイティブ 410.4 
Excelで操る!ここまでできる科学技術計算 神足　史人／著 東京：丸善出版 418.1 
もしも宇宙に行くのなら 橳島　次郎／著 東京：岩波書店 440.4 
地球46億年気候大変動 横山　祐典／著 東京：講談社 451.8 

新着図書案内 平成30年12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 開館時間 9：30～20：00 

～ようこそ、高砂市立図書館へ～  

      年末年始 休館いたします 
 

 早いもので、今年も残り１カ月となりました。 

 今年も高砂市立図書館をご利用いただき、ありがとうございました。 

みなさまが素敵な本と出会う、その橋渡しができていたらうれしく思います。 

 当館は年末年始、12月29日（土）から1月3日（木）まで休館させていただきます。 

それに伴い、12月15日（土）から12月28日（金）までの間、貸出冊数20冊まで、 

貸出期間4週間の貸出になります。なお、12月14日（金）の閉館後より本の延長貸出処理はできま

せんので、ご了承ください。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 なにかと忙しい時期ですが、本を読んでほっと一息ついて、すばらしい新年をお迎えください。 
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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>
損する顔得する顔 山口　真美／著 東京：朝日新聞出版 469.4 
水草の疑問50 田中　法生／監修 東京：成山堂書店 471.7 
春・夏・秋・冬どうぶつえん 森　由民／著 東京：東洋館出版社 480.4 
人体はこうしてつくられる ジェイミー・A.デイヴィス／[著] 東京：紀伊國屋書店 491.2 
こころとカラダが最高にゆるむいやしのツボ生活 斎藤　充博／著 東京：永岡書店 492.7 
薬に頼らずコレステロール・中性脂肪を下げる方法 長島　寿恵／著 東京：アチーブメント出版 493.2 
痔で悩む人の毎日ごはん 松島　誠／病態監修 東京：女子栄養大学出版部 494.6 
40歳から気をつけたい「眼の成人病」 坂西　良彦／著 東京：現代書林 496.3 
NHKガッテン!驚きパワー大全開 NHK科学・環境番組部／編 東京：NHK出版 498.3 
食事を変えれば10日間で人生が変わる 西山　由美／著 東京：ワニ・プラス 498.5 
ハーブティーブレンド100 しばた　みか／著 東京：山と溪谷社 499.8 
ドイツのナチュラルコスメ・ハーバルライフ 山口　久美子／著 東京：パイインターナショナル 499.8 

<技術・工学・建築・工業>
世界史を変えた新素材 佐藤　健太郎／著 東京：新潮社 501.4 
世界をつなぐ100の技術 日経BP社／編 [東京]：日経BP社 504 
トコトンやさしい道路の本 峯岸　邦夫／編著 東京：日刊工業新聞社 514 
ツウになる!ダムの教本 宮島　咲／著 東京：秀和システム 517.7 
町自慢、マンホール蓋700枚。 池上　修／著 東京：論創社 518.2 
猫と暮らす住まいのつくり方 金巻　とも子／監修 東京：ナツメ社 527 
世界で一番やさしい照明 安齋　哲／著 東京：エクスナレッジ 528.4 
わかる!使える!作業工具・取付具入門 澤　武一／著 東京：日刊工業新聞社 532 
空を飛べるのはなぜか 秋本　俊二／著 東京：SBクリエイティブ 538 
最新宇宙ビジネスの動向とカラクリがよ〜くわかる本 齊田　興哉／著 東京：秀和システム 538.9 
自作マニアのための小型モータ・パーフェクトブック マシュー・スカルピノ／著 東京：技術評論社 542.1 
シーケンス制御が一番わかる 武永　行正／著 東京：技術評論社 548.3 
鋳物 中江　秀雄／著 東京：法政大学出版局 566.1 
つくって楽しむわら工芸　2 東京：農山漁村文化協会 583.9 
ウイスキー&シングルモルト完全ガイド PAMPERO／編著 東京：池田書店 588.5 
暮らしが変わる仕事 田中　のり子／著 東京：誠文堂新光社 589 
大人体型の「きれい」を引き出す着こなしの作戦 窪田　千紘／著 東京：講談社 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
片づけられない人はまずは玄関の靴を数えましょう 井田　典子／著 東京：主婦の友社 590 
腹黒くないFPが教えるお金の授業 岩城　みずほ／著 東京：三笠書房 591 
払ってはいけない 荻原　博子／著 東京：新潮社 591 
シャツ&ブラウスの基本パターン集 野木　陽子／著 東京：日本ヴォーグ社 593.3 
初めてでもピタッと決まる!笹島式らくワザ着付け術 笹島　寿美／監修 東京：世界文化社 593.8 
身近なもので作るハンドメイドレク 寺西　恵里子／著 東京：朝日新聞出版 594 
Veritecoの刺繡図鑑 浅田　真理子／著 東京：文化学園文化出版局 594.2 
もっと知りたいアフガン編み 林　ことみ／著 東京：日本ヴォーグ社 594.3 
人気の巾着バッグ 東京：ブティック社 594.7 
おしゃれにグレイヘア 東京：世界文化社 595.4 
ひとりメシの極意 東海林　さだお／著 東京：朝日新聞出版 596 
乾物マジックレシピ サカイ　優佳子／著 東京：山と溪谷社 596.3 
日本一適当なパン教室のいちばん簡単&おいしいパン Backe晶子／著 [東京]：PHPエディターズ・グループ 596.6 
うちの台所道具 ワタナベ　マキ／著 東京：主婦と生活社 596.9 
定年後の断捨離 やました　ひでこ／著 東京：大和書房 597 
収納上手のインテリアかご 成美堂出版編集部／編 東京：成美堂出版 597.5 
ほったらかし掃除術 松橋　周太呂／著 東京：SBクリエイティブ 597.9 
子どもが教えてくれた世界 片岡　佳美／著 京都：世界思想社 599 
ママが楽になる絵本レシピ31 景山　聖子／[著] 東京：小学館 599.8 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
稼げる!農家の手書きPOP&ラベルづくり 石川　伊津／著 東京：農山漁村文化協会 611.4 
オリーブ 岡井　路子／著 東京：NHK出版 617.9 
わたしのエコひいき農業 堀　俊一／著 東京：筑波書房 626 
はじめての盆栽 山田　香織／著 東京：世界文化社 627.8 
桂離宮に学ぶ敷石と飛石の極意 豊藏　均／著 東京：講談社 629.6 
チーズの絵本 かのう　かおり／作 東京：mille books 648.1 
今日のおでんが元気とキレイを作る!「全国のおでん厳選30」 鈴木　海央／著 東京：創英社 667.5 
悪文・乱文から卒業する正しい日本語の書き方 スクール東京／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 670.9 
ほめられたいときほど、誰かをほめよう 鳥越　恒一／著 東京：プレジデント社 673.1 
カジノエージェントが見た天国と地獄 尾嶋　誠史／著 東京：ポプラ社 673.9 
物を売るバカ　2 川上　徹也／[著] 東京：KADOKAWA 675 
廃道を歩く 石井　あつこ／著 東京：洋泉社 685.2 
鉄道とファン大研究読本 久野　知美／著 東京：カンゼン 686 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
タイの地獄寺 椋橋　彩香／著 東京：青弓社 702.2 
もっと知りたい慶派の仏たち 根立　研介／著 東京：東京美術 718.3 
武器になる知的教養西洋美術鑑賞 秋元　雄史／著 東京：大和書房 723 
名画の読み方 木村　泰司／著 東京：ダイヤモンド社 723.3 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
一筆画で描く小さな花の四季 水野　彩月／著 東京：日貿出版社 724.1 
ペンギンは短足じゃない図鑑 さかざき　ちはる／著 東京：復刊ドットコム 726.6 
筆ペンで書くお店のゆる文字 宇田川　一美／著 東京：誠文堂新光社 728 
小原古邨の小宇宙(ミクロコスモス) 小原　古邨／[作] 東京：青月社 733 
世界の戦争廃墟図鑑 マイケル・ケリガン／[編]著 東京：原書房 748 
もっと知りたい刀剣 内藤　直子／監修・著 東京：東京美術 756.6 
にっぽん漂流 加藤　登紀子／著 東京：アルファベータブックス 767.8 
巨人・阪神失敗の本質 野村　克也／著 東京：宝島社 783.7 
ゴルフルールBOOK 新星出版社編集部／編 東京：新星出版社 783.8 
名馬たちに教わったこと 武　豊／著 東京：双葉社 788.5 
少林寺拳法剛法の秘密 SHORINJI KEMPO UNITY／監修 東京：ベースボール・マガジン社 789.2 
好日日記 森下　典子／著 東京：パルコエンタテインメント事業部 791 
手筋に関する40問 韓　鐵均／著 東京：東京創元社 795 
幸福の一手 加藤　一二三／著 東京：毎日新聞出版 796 
ゲームプランとデザインの教科書 川上　大典／著 東京：秀和システム 798.5 

<言　語>
65歳から頭がよくなる言葉習慣 樋口　裕一／著 東京：さくら舎 809 
論破力 ひろゆき／著 東京：朝日新聞出版 809.6 
すぐに使えて一生役立つ大人の語彙力 リベラル社／編集 名古屋：リベラル社 810.4 
読めそうで読めない漢字書けそうで書けない漢字 大人の漢字力研究会／著 東京：光文社 811.2 
世界に広めたい日本語大全 齋藤　孝／著 東京：ぴあ 814 
先生のための“する”という動詞のQ&A103 中村　幸弘／著 東京：右文書院 815.5 
即効!成果が上がる文章の技術 尾藤　克之／著 東京：明日香出版社 816 
大学生のためのレポート・論文術 小笠原　喜康／著 東京：講談社 816.5 
写真で見る看板・標識・ラベル・パッケージの英語表現 ランサムはな／著 東京：クロスメディア・ランゲージ 834 
スペイン語 東京：JTBパブリッシング 867.8 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
栞子さんの本棚　2 江戸川　乱歩／[著] 東京：KADOKAWA 908.3 ｶﾄﾞ
傍らにいた人 堀江　敏幸／著 東京：日本経済新聞出版社 910.2 ﾎﾘ
いにしえの恋歌 彭　丹／著 東京：筑摩書房 911.1 ﾎｳ
記号論から見た俳句 有馬　道子／著 東京：開拓社 911.3 ｱﾘ
朝ごはんと俳句365日 船団の会／編 京都：人文書院 911.3 ｼﾞﾝ
血の雫 相場　英雄／著 東京：新潮社 F ｱｲ
泥棒たちの十番勝負 赤川　次郎／[著] 東京：徳間書店 F ｱｶ
祭火小夜の後悔 秋竹　サラダ／著 東京：KADOKAWA F ｱｷ
ラストラン あさの　あつこ／著 東京：幻冬舎 F ｱｻ
新・二都物語 芦辺　拓／著 東京：文藝春秋 F ｱｼ
小説昭和元禄落語心中 雲田　はるこ／原作 東京：講談社 F ｱｽﾞ
哲司、あんたのような人間を世の中ではクズと呼ぶんやで 石田　香織／著 東京：河出書房新社 F ｲｼ
人間狩り 犬塚　理人／著 東京：KADOKAWA F ｲﾇ
見返り検校 乾　緑郎／著 東京：新潮社 F ｲﾇ
ハラスメントゲーム 井上　由美子／著 東京：河出書房新社 F ｲﾉ
ラストレター 岩井　俊二／著 東京：文藝春秋 F ｲﾜ
御成 上田　秀人／著 東京：集英社 F ｳｴ
ネクスト・ギグ 鵜林　伸也／[著] 東京：東京創元社 F ｳﾊﾞ
犬も食わない 尾崎　世界観／著 東京：新潮社 F ｵｻﾞ
車輪の上 乙武　洋匡／著 東京：講談社 F ｵﾄ
二十五年後の読書 乙川　優三郎／著 東京：新潮社 F ｵﾄ
不倫サレ妻慰めて 草凪　優／著 東京：祥伝社 F ｸｻ
流砂 黒井　千次／著 東京：講談社 F ｸﾛ
まれびとパレード 越谷　オサム／著 東京：KADOKAWA F ｺｼ
出奔 小杉　健治／著 東京：朝日新聞出版 F ｺｽ
火影 小杉　健治／著 東京：祥伝社 F ｺｽ
金曜日の女 笹沢　左保／著 東京：祥伝社 F ｻｻ
公卿の罠 佐々木　裕一／[著] 東京：講談社 F ｻｻ
佐野洋子の動物ものがたり 佐野　洋子／著 東京：小学館 F ｻﾉ
ウラミズモ奴隷選挙 笙野　頼子／著 東京：河出書房新社 F ｼﾖ
無事に返してほしければ 白河　三兎／著 東京：小学館 F ｼﾗ
ヘブン 新野　剛志／著 東京：幻冬舎 F ｼﾝ
デルタ 杉山　隆男／著 東京：新潮社 F ｽｷﾞ
東京輪舞(ロンド) 月村　了衛／著 東京：小学館 F ﾂｷ
白いジオラマ 堂場　瞬一／著 東京：中央公論新社 F ﾄﾞｳ
ダンデライオン 中田　永一／著 東京：小学館 F ﾅｶ
黄泉坂案内人　[4条目] 仁木　英之／著 東京：KADOKAWA F ﾆｷ
婚活っていうこの無理ゲーよ はあちゅう／著 東京：キノブックス F ﾊｱ
神さまを待っている 畑野　智美／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾀ
沈黙のパレード 東野　圭吾／著 東京：文藝春秋 F ﾋｶﾞ
白の王 廣嶋　玲子／著 東京：東京創元社 F ﾋﾛ
黒いピラミッド 福士　俊哉／著 東京：KADOKAWA F ﾌｸ
群青の魚 福澤　徹三／著 東京：光文社 F ﾌｸ
サムデイ 福田　和代／[著] 東京：幻冬舎 F ﾌｸ
月 辺見　庸／著 東京：KADOKAWA F ﾍﾝ

3



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)>
私はあなたの瞳の林檎 舞城　王太郎／著 東京：講談社 F ﾏｲ
湖底の光芒 松本　清張／著 東京：光文社 F ﾏﾂ
夜のリフレーン 皆川　博子／著 東京：KADOKAWA F ﾐﾅ
神さまのいる書店　[3] 三萩　せんや／著 東京：KADOKAWA F ﾐﾊ
野の春 宮本　輝／著 東京：新潮社 F ﾐﾔ
エリザベスの友達 村田　喜代子／著 東京：新潮社 F ﾑﾗ
ペンチメント 茂木　健一郎／著 東京：講談社 F ﾓｷﾞ
わが家は祇園(まち)の拝み屋さん　9 望月　麻衣／[著] 東京：KADOKAWA F ﾓﾁ
雨上がりの川 森沢　明夫／著 東京：幻冬舎 F ﾓﾘ
永遠のマフラー 森村　誠一／[著] 東京：KADOKAWA F ﾓﾘ
風牙 門田　充宏／[著] 東京：東京創元社 F ﾓﾝ
幻影城市 柳　広司／[著] 東京：講談社 F ﾔﾅ
西郷を破滅させた男 益満休之助 芳川　泰久／著 東京：河出書房新社 F ﾖｼ
前世は兎 吉村　萬壱／著 東京：集英社 F ﾖｼ
手をつないだままさくらんぼの館で 令丈　ヒロ子／著 東京：KADOKAWA F ﾚｲ
復讐捜査官宇野井真弓 麻野　涼／著 東京：徳間書店 F ｱｻ
ぼくは朝日 朝倉　かすみ／著 東京：潮出版社 F ｱｻ
雑賀のいくさ姫 天野　純希／著 東京：講談社 F ｱﾏ
よろず占い処陰陽屋秋の狐まつり 天野　頌子／[著] 東京：ポプラ社 F ｱﾏ
フーガはユーガ 伊坂　幸太郎／著 東京：実業之日本社 F ｲｻ
ショートショート美術館 太田　忠司／著 東京：文藝春秋 F ｵｵ
科警研のホームズ 喜多　喜久／著 東京：宝島社 F ｷﾀ
こちら横浜市港湾局みなと振興課です 真保　裕一／著 東京：文藝春秋 F ｼﾝ
戒名探偵卒塔婆くん 高殿　円／著 東京：KADOKAWA F ﾀｶ
不意撃ち 辻原　登／著 東京：河出書房新社 F ﾂｼﾞ
銀色の青 笑い飯哲夫／著 東京：サンマーク出版 F ﾃﾂ
救済 長岡　弘樹／著 東京：講談社 F ﾅｶﾞ
斗星、北天にあり 鳴神　響一／著 東京：徳間書店 F ﾅﾙ
はんぷくするもの 日上　秀之／著 東京：河出書房新社 F ﾋｶ
柳は萌ゆる 平谷　美樹／著 東京：実業之日本社 F ﾋﾗ
海とジイ 藤岡　陽子／著 東京：小学館 F ﾌｼﾞ
燃えよ、あんず 藤谷　治／著 東京：小学館 F ﾌｼﾞ
はつ恋 村山　由佳／著 東京：ポプラ社 F ﾑﾗ
熱帯 森見　登美彦／著 東京：文藝春秋 F ﾓﾘ
いつか深い穴に落ちるまで 山野辺　太郎／著 東京：河出書房新社 F ﾔﾏ
殺人仮装行列 山本　周五郎／著 東京：新潮社 F ﾔﾏ
人生は還暦から! 小山内　美江子／著 東京：ヨシモトブックス E ｵｻ
にゃんこ天国 阿部　昭／[ほか]著 東京：河出書房新社 E ｶﾜ
母の教え 姜　尚中／著 東京：集英社 E ｶﾝ
先生、ちょっと人生相談いいですか? 瀬戸内　寂聴／著 東京：集英社インターナショナル E ｾﾄ
六十歳からの人生 曽野　綾子／著 東京：興陽館 E ｿﾉ
人生の十か条 辻　仁成／著 東京：中央公論新社 E ﾂｼﾞ
芸能の不思議な力 なかにし　礼／著 東京：毎日新聞出版 E ﾅｶ
日々ことばのしおり 堀井　正子／著 長野：信濃毎日新聞社 E ﾎﾘ
母の老い方観察記録 松原　惇子／著 東京：海竜社 E ﾏﾂ
猫がいなけりゃ息もできない 村山　由佳／著 東京：ホーム社 E ﾑﾗ
まあまあの日々 群　ようこ／[著] 東京：KADOKAWA E ﾑﾚ
老いと孤独の作法 山折　哲雄／著 東京：中央公論新社 E ﾔﾏ
「違うこと」をしないこと 吉本　ばなな／著 東京：KADOKAWA E ﾖｼ
大人の流儀　8 伊集院　静／著 東京：講談社 E ｲｼﾞ
針と糸 小川　糸／著 東京：毎日新聞出版 E ｵｶﾞ
90歳を生きること 童門　冬二／著 東京：東洋経済新報社 E ﾄﾞｳ
推薦文、作家による作家の 中村　邦生／編 東京：風濤社 E ﾌｳ
「ホーホー」の詩、それから 信田　敏宏／著 国分寺：出窓社 916 ﾉﾌﾞ
最後の「愛してる」 前田　朋己／著 東京：幻冬舎 916 ﾏｴ
黄泥街 残雪／著 東京：白水社 923 ﾂｱ
自転車泥棒 呉　明益／著 東京：文藝春秋 923 ｺﾞ
探偵小説の黄金時代 マーティン・エドワーズ／著 東京：国書刊行会 930 ｴﾄﾞ
マイ・プレシャス・リスト カレン・リスナー／著 東京：ハーパーコリンズ・ジャパン 933 ﾘｽ
ダライ・ラマの猫 デビッド・ミチー／著 東京：二見書房 933 ﾐﾁ
ムーミン谷のすべて フィリップ・アーダー／文 東京：徳間書店 949 ｱﾀﾞ
フランス文学を旅する60章 野崎　歓／編著 東京：明石書店 950 ﾉｻﾞ
ヨーゼフ・メンゲレの逃亡 オリヴィエ・ゲーズ／著 東京：東京創元社 953 ｹﾞｽﾞ
ガルシア=マルケス「東欧」を行く G.ガルシア=マルケス／著 東京：新潮社 965 ｶﾞﾙ
帰れない山 パオロ・コニェッティ／著 東京：新潮社 973 ｺﾆ
長い長い郵便屋さんのお話 カレル・チャペック／著 東京：海山社 989 ﾁﾔ
トロイア戦争の三人の英雄たち 川井　万里子／著 横浜：春風社 991 ｶﾜ

※「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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