
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<知識・学問・情報科学>
シンギュラリティ 神崎　洋治／著 大阪：創元社 007.1 
イラストで学ぶディープラーニング 山下　隆義／著 東京：講談社 007.1 
Photoshopはじめての教科書 齋藤　香織／著 東京：SBクリエイティブ 007.6 
トコトンやさしいアルゴリズムの本 坂巻　佳壽美／著 東京：日刊工業新聞社 007.6 
私が食べた本 村田　沙耶香／著 東京：朝日新聞出版 019.9 
出版の崩壊とアマゾン 高須　次郎／著 東京：論創社 024.1 
「日本の伝統」という幻想 藤井　青銅／著 東京：柏書房 031.4 
想い出の少女雑誌物語 村崎　修三／著 熊本：熊本出版文化会館 051.8 

<哲学・思想・心理学・宗教>
後悔しない超選択術 メンタリストDaiGo／著 東京：西東社 141.5 
RE:THINK スティーヴン・プール／著 東京：早川書房 141.5 
大丈夫。人間だからいろいろあって 香山　リカ／著 東京：新日本出版社 146.8 
人のために頑張りすぎて疲れた時に読む本 根本　裕幸／著 東京：大和書房 146.8 
ゲッターズ飯田の「五星三心占い」 ゲッターズ飯田／著 東京：朝日新聞出版 148.9 
ともだちってどんなひと? 赤木　かん子／著 新座：埼玉福祉会出版部 158 
感動の創造 平野　秀典／著 東京：講談社 159 
60歳の壁 植田　統／著 東京：朝日新聞出版 159.4 
古代出雲にみた日本神話 関　和彦／著 東京：アーツアンドクラフツ 164.1 
オウムと死刑 河出書房新社編集部／編 東京：河出書房新社 169.1 
信仰と医学 帚木　蓬生／著 東京：KADOKAWA 191.1 

<歴史・地理・伝記・紀行>
独学で歴史家になる方法 礫川　全次／著 東京：日本実業出版社 201 
旅と冒険の人類史大図鑑 マイケル・コリンズ／監修 東京：河出書房新社 209 
「連動」する世界史 南塚　信吾／著 東京：岩波書店 209.6 
考える日本史 本郷　和人／著 東京：河出書房新社 210 
日本神話の「謎」を歩く 藤井　勝彦／文・写真 東京：天夢人 210.3 
そこにあった江戸 上條　真埜介／編著 東京：求龍堂 210.5 
モンゴルの歴史 宮脇　淳子／著 東京：刀水書房 222.6 
図説古代ギリシアの暮らし 高畠　純夫／著 東京：河出書房新社 231 
<海賊>の大英帝国 薩摩　真介／著 東京：講談社 233 
メディア都市パリ 山田　登世子／著 東京：藤原書店 235.3 
天皇交代 明石　元紹／著 東京：講談社 288.4 
スティーブ・ジョブズ ケヴィン・リンチ／著 東京：実業之日本社 289 ｼﾞﾖ
グッとくる横丁さんぽ 村上　健／絵と文 東京：玄光社 291 

<政治・法律・経済・教育>
池上彰の「どうしてこうなった?」 池上　彰／著 東京：文藝春秋 304 
平成政権史 芹川　洋一／著 東京：日本経済新聞出版社 312.1 
まさかの大統領 A.J.ベイム／著 東京：国書刊行会 312.5 
憲法講話 美濃部　達吉／著 東京：岩波書店 323.1 
自分でできる!遺産分割調停・審判の進め方 松村　武／編著 東京：日本法令 324.7 
1ドル札の動きでわかる経済のしくみ ダーシーニ・デイヴィッド／著 東京：かんき出版 333.6 
ほめられると伸びる男×ねぎらわれるとやる気が出る女 佐藤　律子／著 東京：青春出版社 336.4 

新着図書案内 平成31年1月号 【20１9】  

〒676-0805 高砂市米田町米田927-21 TEL079(432)1355 開館時間 9：30～20：00 

発行  高砂市立図書館  

≪図書館あれこれ≫ 

 フロア紹介 

   ～テーマ展示コーナー～  
   

 図書館１階南端にある「テーマ展示コーナー」

（美術コーナー横）では、毎月「らいぶらり高砂」

掲載の特集展示を開催しています。趣向をこらして

季節や行事に合わせてテーマを決め、みなさんに読

んでいただければという本を集めています。 

 今月は『神話・伝説・おとぎ話』です。 

 どうぞご利用ください。 

★ 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<政治・法律・経済・教育>
トコトンやさしいブロックチェーンの本 上野　仁／著 東京：日刊工業新聞社 338 
デンマーク幸福研究所が教える「幸せ」の定義 マイク・ヴァイキング／著 東京：晶文社 361 
15秒あれば人間関係は変えられる 齋藤　孝／著 東京：PHP研究所 361.4 
人生100年時代の年金戦略 田村　正之／著 東京：日本経済新聞出版社 364.6 
妻と正しくケンカする方法 小林　美智子／著 東京：大和書房 367.3 
認知症フレンドリー社会 徳田　雄人／著 東京：岩波書店 369.2 
給食の歴史 藤原　辰史／著 東京：岩波書店 374.9 
子どもの「困った」が才能に変わる本 田嶋　英子／著 東京：青春出版社 379.9 
十二支の民俗誌 佐藤　健一郎／著 東京：八坂書房 382.1 
大人の女性の美しいマナー 岩下　宣子／監修 東京：成美堂出版 385.9 
日本の伝説　京都・大阪・奈良 藤沢　衛彦／著 東京：河出書房新社 388.1 

<自然科学・数学・生物学・医学>
科学者の社会的責任 藤垣　裕子／著 東京：岩波書店 401 
世界と科学を変えた52人の女性たち レイチェル・スワビー／著 東京：青土社 402.8 
すごく科学的 リック・エドワーズ／著 東京：草思社 404 
世界は足し算でできている 桜井　進／著 [東京]：PHPエディターズ・グループ 410.4 
世界の歴史を変えたスゴイ物理学50 ジェームズ・リーズ／著 東京：ゆまに書房 420.2 
どうして心臓は動き続けるの? 大阪大学蛋白質研究所／編 京都：化学同人 464.2 
大人のための水族館ガイド 錦織　一臣／監修・編著 東京：養賢堂 480.7 
ミドリ薬品漢方堂のまいにち漢方 櫻井　大典／著 東京：ナツメ社 490.9 
免疫力をアップする科学 藤田　紘一郎／著 東京：SBクリエイティブ 491.8 
胃弱のトリセツ 池谷　敏郎／著 東京：毎日新聞出版 493.4 
ゆかいな認知症 奥野　修司／著 東京：講談社 493.7 
大人の発達障害 市橋　秀夫／監修 東京：講談社 493.7 
インフルエンザなぜ毎年流行するのか 岩田　健太郎／著 東京：ベストセラーズ 493.8 
あなたの指先、変形していませんか? 笠原　巖／著 東京：自由国民社 494.7 
自分で治す!頻尿・尿もれ 関口　由紀／著 東京：洋泉社 495.4 
がん、脳卒中、心臓病三大病死亡衝撃の地域格差 埴岡　健一／著 東京：中央公論新社 498 
イラストでわかる疲れないカラダの使い方図鑑 木野村　朱美／著 東京：池田書店 498.3 
自律神経の名医が実践「寝入りが9割」の睡眠技術 小林　弘幸／著 東京：ポプラ社 498.3 
最高の入浴法 早坂　信哉／著 東京：大和書房 498.3 
体においしい煮出しまいたけ 難波　宏彰／監修 東京：サンマーク出版 498.5 

<技術・工学・建築・工業>
空き家を活かす 松村　秀一／著 東京：朝日新聞出版 520.4 
絵でつづる塗り壁が生まれた風景 小林　澄夫／文 東京：農山漁村文化協会 525.5 
日本を動かした50の乗り物 若林　宣／著 東京：原書房 536 
国産バス図鑑 筒井　幸彦／編・著 東京：三樹書房 537.9 
僕の好きな車 横山　剣／著 [東京]：立東舎 537.9 
DNSがよくわかる教科書 渡邉　結衣／著 東京：SBクリエイティブ 547.4 
今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!インスタグラム超入門 リンクアップ／著 東京：技術評論社 547.4 
奇跡のパン 阪上　雄司／著 東京：KADOKAWA 588.3 
小さなパン屋が社会を変える 菅　聖子／著 東京：ウェッジ 588.3 
コンプレックスを個性に変える 石田　純子／監修 東京：主婦の友社 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
もの選びで暮らしはぐんとラクになる yukiko／著 東京：KADOKAWA 590 
あぶない家計簿 横山　光昭／著 東京：日本経済新聞出版社 591 
世界中で愛されるフランスの子ども服　1・2 アストリッド・ル=プロヴォスト／著 東京：大和書房 593.3 
お茶の先生に教わるきちんときもの手ほどき帖 北見　雅子／著 京都：淡交社 593.8 
うちの犬(コ)の服+小物 金子　俊雄／著 東京：日本ヴォーグ社 594 
ビーズ刺繡で作る動物と植物のモチーフ帖 吉丸　睦／著 東京：日本文芸社 594.2 
美しく魅せるハーバリウム 青山　智美／著 東京：日東書院本社 594.8 
キャンドル・カービングの教科書 影山　真希子／著 東京：誠文堂新光社 594.9 
整筋・顔体大全 村木　宏衣／著 [東京]：日経BP社 595.5 
30秒で腹筋100回分!リンパひねりで全身がやせる 高橋　義人／著 京都：PHP研究所 595.6 
おつかれさまスープ 有賀　薫／著 東京：学研プラス 596 
これが男の本気メシ 今井　亮／著 東京：成美堂出版 596 
バナナの丸かじり 東海林　さだお／著 東京：朝日新聞出版 596 
ばぁばの100年レシピ 鈴木　登紀子／著 東京：文化学園文化出版局 596.2 
野菜たっぷり下味冷凍パスタ 池上　正子／著 東京：永岡書店 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>
こっくり甘い濃厚プリン、まろやかな食感の伝統菓子フラン 高石　紀子／著 東京：主婦と生活社 596.6 
レトロスイーツ 若山　曜子／著 東京：文化学園文化出版局 596.6 
時短&らくらく本当に役立つお掃除グッズ 東京：ぶんか社 597.9 
最新!赤ちゃんの病気新百科 横田　俊一郎／総監修 多摩：ベネッセコーポレーション 598.3 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
凡人のための地域再生入門 木下　斉／著 東京：ダイヤモンド社 601.1 
育てて楽しむサクランボ 栽培・利用加工 富田　晃／著 東京：創森社 625.5 
咲くとうれしい!やさしい山野草 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 627 
コケを楽しむ庭づくり 大野　好弘／著 東京：講談社 629.7 
ツウになる!チーズの教本 佐野　嘉彦／著 東京：秀和システム 648.1 
はじめてでも読みこなせる英文契約書 本郷　貴裕／著 東京：明日香出版社 670.9 
イラストで見る接客の基本とコツ 渡邊　忠司／著 東京：学研プラス 673.9 
最短で収益を得るためのGoogleアドセンス攻略ガイドブック 古川　英宏／著 東京：技術評論社 674.6 
結果が出る<SNSマーケティング>てっぱん法則 森　寛弘／著 東京：扶桑社 675 
コーチングによる交通安全教育 太田　博雄／編 京都：ナカニシヤ出版 681.3 
通信の世紀 大野　哲弥／著 東京：新潮社 694.2 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
背景イラストアイデア図鑑 六七質／著 東京：ナツメ社 726.5 
はじめての金継ぎ 坂田　太郎／監修 東京：世界文化社 751 
籐かご教室「紡ぎ」の籐編みのかご 籐かご教室紡ぎ／著 東京：朝日新聞出版 754.6 
折り花アレンジメント 田中　たか子／著 東京：河出書房新社 754.9 
蒼い空へ 木本　美紀／著 東京：小学館 767.8 
大人のためのバレエの体づくり 大月　恵／監修 東京：メイツ出版 769.9 
演じることは、生きること 仲代　達矢／著 京都：PHP研究所 772.1 
芸の心 野村　四郎／著 東京：藤原書店 773 
僕が骨髄提供をした理由(わけ)。 木下　ほうか／著 東京：辰巳出版 778.2 
新世界 西野　亮廣／著 東京：KADOKAWA 779.1 
アスリートのための筋力トレーニングバイブル 谷本　道哉／編・著 東京：ナツメ社 780.7 
はじめてのピラティス・プログラム 米田　由紀／監修 東京：朝日新聞出版 781.4 
ランの伸びしろが見つかる本 佐藤　基之／著 東京：カンゼン 782 
卓球ラージボール上達への道 片野　賢二／著 東京：ベースボール・マガジン社 783.6 
野球母ちゃん 神川　靖子／著 東京：新評論 783.7 
ひと目でわかる簡単!海釣り仕掛け集 近藤　利紀／著 東京：コスミック出版 787.1 
空手「組手」戦術の極意55 荒賀道場／監修 東京：メイツ出版 789.2 

<言　語>
ことば検定　<語彙>編 テレビ朝日「グッド!モーニング」／編 東京：朝日新聞出版 810 
ことば検定　<漢字>編 テレビ朝日「グッド!モーニング」／編 東京：朝日新聞出版 810 
ことばでたどる日本の歴史　幕末・明治・大正篇 今野　真二／著 東京：河出書房新社 810.2 
考えるための日本語入門 井崎　正敏／著 東京：三省堂 815.1 
走る日本語、歩くしまくとぅば 石崎　博志／編著 那覇：ボーダーインク 818.9 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
作家との遭遇 沢木　耕太郎／著 東京：新潮社 902 ｻﾜ
三島由紀夫と天皇 菅　孝行／著 東京：平凡社 910.2 ｶﾝ
怪異を読む・書く 木越　治／編 東京：国書刊行会 910.2 ｺｸ
死ぬまでに一度は訪ねたい東京の文学館 増山　かおり／著 東京：エクスナレッジ 910.6 ﾏｽ
怖い短歌 倉阪　鬼一郎／著 東京：幻冬舎 911.1 ｸﾗ
百人一首という感情 最果　タヒ／著 東京：リトルモア 911.1 ｻｲ
百人一首に絵はあったか 寺島　恒世／著 東京：平凡社 911.1 ﾃﾗ
歌枕の聖地 山本　啓介／著 東京：平凡社 911.1 ﾔﾏ
俳句づくりに役立つ!旧かな入門 山西　雅子／著 東京：NHK出版 911.3 ﾔﾏ
鼠、恋路の闇を照らす 赤川　次郎／著 東京：KADOKAWA F ｱｶ
らんちう 赤松　利市／著 東京：双葉社 F ｱｶ
神様の御用人　8 浅葉　なつ／[著] 東京：KADOKAWA F ｱｻ 
倉敷高梁川の殺意 梓　林太郎／著 東京：祥伝社 F ｱｽﾞ
境内ではお静かに 天祢　涼／著 東京：光文社 F ｱﾏ
刀と傘 伊吹　亜門／[著] 東京：東京創元社 F ｲﾌﾞ
日雇い浪人生活録　6 上田　秀人／著 東京：角川春樹事務所 F ｳｴ 
聖者が街にやって来た 宇佐美　まこと／著 東京：幻冬舎 F ｳｻ
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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)>
九十九書店の地下には秘密のバーがある 岡崎　琢磨／著 東京：角川春樹事務所 F ｵｶ
それでも空は青い 荻原　浩／著 東京：KADOKAWA F ｵｷﾞ
有村家のその日まで 尾崎　英子／著 東京：光文社 F ｵｻﾞ
厨師、怪しい鍋と旅をする 勝山　海百合／著 東京：東京創元社 F ｶﾂ
トッピング 川上　健一／著 東京：集英社 F ｶﾜ
南極メルトダウン 北沢　栄／著 東京：産学社 F ｷﾀ
弁当屋さんのおもてなし　[4] 喜多　みどり／[著] 東京：KADOKAWA F ｷﾀ 
介護士K 久坂部　羊／著 東京：KADOKAWA F ｸｻ
とちおとめのババロア 小谷野　敦／著 東京：青土社 F ｺﾔ
キンモクセイ 今野　敏／著 東京：朝日新聞出版 F ｺﾝ
いざ帰りなん 佐伯　泰英／著 東京：新潮社 F ｻｴ
あした世界が終わるとしても 櫻木　優平／[著] 東京：KADOKAWA F ｻｸ
ゆえに、警官は見護(みつめ)る 日明　恩／著 東京：双葉社 F ﾀﾁ
ちどり亭にようこそ　4 十三　湊／[著] 東京：KADOKAWA F ﾄｻ 
新火盗改鬼与力　[2] 鳥羽　亮／[著] 東京：KADOKAWA F ﾄﾊﾞ 
静おばあちゃんと要介護探偵 中山　七里／著 東京：文藝春秋 F ﾅｶ
ばけばけ 那須　正幹／著 東京：ポプラ社 F ﾅｽ
羅針盤は壊れても 西村　賢太／著 東京：講談社 F ﾆｼ
曙に咲く 蜂谷　涼／著 札幌：柏艪舎 F ﾊﾁ
花折 花村　萬月／著 東京：集英社 F ﾊﾅ
夜汐 東山　彰良／著 東京：KADOKAWA F ﾋｶﾞ
忍び崩れ 藤井　邦夫／[著] 東京：KADOKAWA F ﾌｼﾞ
バチカン奇跡調査官　[18] 藤木　稟／[著] 東京：KADOKAWA F ﾌｼﾞ 
さよならの夜食カフェ 古内　一絵／著 東京：中央公論新社 F ﾌﾙ
されど私の可愛い檸檬 舞城　王太郎／著 東京：講談社 F ﾏｲ
芙蓉の干城(たて) 松井　今朝子／著 東京：集英社 F ﾏﾂ
昨日がなければ明日もない 宮部　みゆき／著 東京：文藝春秋 F ﾐﾔ
黒猫のいない夜のディストピア 森　晶麿／著 東京：早川書房 F ﾓﾘ
水曜日の手紙 森沢　明夫／著 東京：KADOKAWA F ﾓﾘ
皆殺しの家 山田　彩人／著 東京：南雲堂 F ﾔﾏ
牧子、還暦過ぎてチューボーに入る 内館　牧子／著 東京：主婦の友社 E ｳﾁ
われは歌えどもやぶれかぶれ 椎名　誠／著 東京：集英社 E ｼｲ
命の限り、笑って生きたい 瀬戸内　寂聴／著 東京：光文社 E ｾﾄ
「雑」の思想 高橋　源一郎／著 東京：大月書店 E ﾀｶ
わるい食べもの 千早　茜／著 東京：ホーム社 E ﾁﾊ
読んで笑って元気に! 原田　京子／著 [東京]：東京図書出版 E ﾊﾗ
猫も老人も、役立たずでけっこう 養老　孟司／著 東京：河出書房新社 E ﾖｳ
アイランド・ホッパー 中澤　日菜子／著 東京：集英社 915 ﾅｶ
一私小説書きの日乗　新起の章 西村　賢太／著 東京：本の雑誌社 915 ﾆｼ
親を送る 井上　理津子／著 東京：集英社 916 ｲﾉ
うちの子もいじめられました 鈴木　真治／著 東京：WAVE出版 916 ｽｽﾞ
眠れぬ夜のために 五木　寛之／著 東京：新潮社 917 ｲﾂ
クネレルのサマーキャンプ エトガル・ケレット／著 東京：河出書房新社 929 ｷﾔ
82年生まれ、キム・ジヨン チョ　ナムジュ／著 東京：筑摩書房 929 ﾁﾖ
大統領失踪　上 ビル・クリントン／著 東京：早川書房 933 ｸﾘ 
大統領失踪　下 ビル・クリントン／著 東京：早川書房 933 ｸﾘ 
何があってもおかしくない エリザベス・ストラウト／著 東京：早川書房 933 ｽﾄ
パトリック・メルローズ　2 エドワード・セント・オービン／著 東京：早川書房 933 ｾﾝ 
巨大なラジオ/泳ぐ人 ジョン・チーヴァー／著 東京：新潮社 933 ﾁｳﾞ
書店猫ハムレットの挨拶 アリ・ブランドン／著 東京：東京創元社 933 ﾌﾞﾗ
ケイレブ ジェラルディン・ブルックス／著 東京：平凡社 933 ﾌﾞﾙ
不条理な殺人 パット・マガー／著 東京：東京創元社 933 ﾏｶﾞ
ピアノ・レッスン アリス・マンロー／著 東京：新潮社 933 ﾏﾝ
廃墟都市の復活　上 フィリップ・リーヴ／著 東京：東京創元社 933 ﾘｳﾞ 
廃墟都市の復活　下 フィリップ・リーヴ／著 東京：東京創元社 933 ﾘｳﾞ 
ブルーバード、ブルーバード アッティカ・ロック／著 東京：早川書房 933 ﾛﾂ
炎の色　上 ピエール・ルメートル／著 東京：早川書房 953 ﾙﾒ 
炎の色　下 ピエール・ルメートル／著 東京：早川書房 953 ﾙﾒ 
反復 アラン・ロブ=グリエ／著 東京：白水社 953 ﾛﾌﾞ

※「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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