
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
国家と教養 藤原　正彦／著 東京：新潮社 002 
メモの魔力 前田　裕二／著 東京：幻冬舎 002.7 
暗号技術の教科書 吹田　智章／著 東京：ラトルズ 007.1 
ショートカットキー全事典 インサイトイメージ／著 東京：インプレス 007.6 
できるWindows 10 法林　岳之／著 東京：インプレス 007.6 
読書する人だけがたどり着ける場所 齋藤　孝／著 東京：SBクリエイティブ 019 
精神科医が教える良質読書 名越　康文／著 東京：かんき出版 019.1 
ことばの生まれる景色 辻山　良雄／文 東京：ナナロク社 019.9 
音楽はどこへ消えたか? 城所　岩生／著 東京：みらいパブリッシング 021.2 
画家のブックデザイン 小林　真理／著 東京：誠文堂新光社 022.5 
江戸の古本屋 橋口　侯之介／著 東京：平凡社 024.8 
ご笑納下さい 高田　文夫／著 東京：新潮社 049 
京都・大阪・神戸マニアック博物館 町田　忍／監修 東京：メイツ出版 069 

<哲学・思想・心理学・宗教>
老いと記憶 増本　康平／著 東京：中央公論新社 143.7 
小休止のすすめ ヒロミ／著 東京：SBクリエイティブ 159 
医者が教える非まじめ老後のすすめ 大塚　宣夫／著 [東京]：PHPエディターズ・グループ 159.7 
オウム死刑囚魂の遍歴 門田　隆将／著 東京：PHP研究所 169.1 
本当は怖い日本の神さま 戸部　民夫／著 東京：ベストセラーズ 172 
日本の信仰がわかる神社と神々 かみゆ歴史編集部／編著 東京：朝日新聞出版 175 
幸運がまいこむ神社仏閣めぐり 黎子／著 東京：主婦の友インフォス 175.9 
知っておきたい法事・仏事のすべて 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 186 
摂津国八十八ケ所めぐり 摂津国八十八ケ所霊場会／編 大和高田：朱鷺書房 186.9 

<歴史・地理・伝記・紀行>
昆虫考古学 小畑　弘己／著 東京：KADOKAWA 202.5 
副島隆彦の歴史再発掘 副島　隆彦／著 東京：ビジネス社 204 
逆説の日本史　24 井沢　元彦／著 東京：小学館 210 
承久の乱 坂井　孝一／著 東京：中央公論新社 210.4 
新選組 時空旅人編集部／編 東京：三栄書房 210.5 
創られた明治、創られる明治 日本史研究会／編 東京：岩波書店 210.6 
自壊 長谷川　煕／著 東京：ワック 210.7 
九州の関ケ原 光成　準治／著 東京：戎光祥出版 219 
図説写真で見る満州全史 平塚　柾緒／著 東京：河出書房新社 222.5 
オスマン帝国 小笠原　弘幸／著 東京：中央公論新社 227.4 
フランス現代史 小田中　直樹／著 東京：岩波書店 235 
美智子さま 渡邉　みどり／監修 東京：講談社 288.4 
「影の総理」と呼ばれた男 菊池　正史／著 東京：講談社 289 ﾉﾅ
ブラタモリ　15・16 NHK「ブラタモリ」制作班／監修 東京：KADOKAWA 291 
大阪古地図むかし案内 本渡　章／著 大阪：創元社 291.6 
松江 出雲 東京：JTBパブリッシング 291.7 

<政治・法律・経済・教育>
池上彰のいつものニュースがすごくよくわかる本 池上　彰／著 東京：KADOKAWA 304 
世界人権宣言 シェーヌ出版社／編 大阪：創元社 316.1 

新着図書案内 平成31年2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  

 図書館祭  

  

 高砂市立図書館は、昭和33年2月1日に旧高砂町

役場に開館し、今月創立60周年を迎えました。ま

た、今の場所に新館としてオープンしてから3周年

となりました。この記念すべき年を盛り上げるべく、

2月1日から24日までを「図書館祭」として、さま

ざまな楽しいイベントを開催いたします。 

 「図書館祭」について、詳しくは図書館ＨＰ、館

内チラシをご覧ください。 

 皆様のご参加をお待ちしております。 
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<政治・法律・経済・教育>
米中衝突 手嶋　龍一／著 東京：中央公論新社 319.1 
Q&A改正相続法の実務 東京弁護士会法友会／編 東京：ぎょうせい 324.7 
新しい商法がわかる本 加藤　晋介／監修 東京：成美堂出版 325 
日経新聞と財務省はアホだらけ 高橋　洋一／著 東京：産経新聞出版 332.1 
人が集まる会社人が逃げ出す会社 下田　直人／[著] 東京：講談社 336.4 
必ず成功する外国人雇用 浜川　恭一／著 東京：プチ・レトル 336.4 
外国人の税務と手続き 阿部　行輝／著 東京：税務研究会出版局 345.3 
“財政が厳しい”ってどういうこと? 今村　寛／著 東京：ぎょうせい 349 
雇用ビッグデータが地方を変える 梅屋　真一郎／著 東京：中央公論新社 366.2 
50代必修の10科目 田井　秀道／著 東京：ビジネス教育出版社 367.7 
子育ては生涯学習の原点 中野　由美子／著 岡山：大学教育出版 369.4 
保育の自由 近藤　幹生／著 東京：岩波書店 376.1 
どもる子どもとの対話 伊藤　伸二／編著 東京：金子書房 378.5 
ひと声で変わる!子どもを伸ばすお片づけ 辰巳　渚／文 東京：岩崎書店 379.9 
日本食と出汁 松本　仲子／著 東京：雄山閣 383.8 
吉田松陰『孫子評註』を読む 森田　吉彦／著 東京：PHP研究所 399.2 

<自然科学・数学・生物学・医学>
今日から使える物理数学 岸野　正剛／著 東京：講談社 421.5 
地球一やさしい宇宙の話 吉田　直紀／著 東京：小学館 440.4 
図解よくわかる屋内測位と位置情報 西尾　信彦／著 東京：日刊工業新聞社 448.9 
世界をよみとく「暦」の不思議 中牧　弘允／[著] 東京：イースト・プレス 449.8 
気象予報と防災 永澤　義嗣／著 東京：中央公論新社 451.2 
波のはなし 稲場　秀明／著 東京：技報堂出版 452.5 
帰ってきた!日本全国化石採集の旅 大八木　和久／著 東京：築地書館 457.2 
絵でわかる生態系のしくみ 鷲谷　いづみ／著 東京：講談社 468 
不老不死のクラゲの秘密 久保田　信／著 東京：毎日新聞出版 483.3 
後悔しない死の迎え方 後閑　愛実／著 東京：ダイヤモンド社 490.1 
安楽死・尊厳死の現在 松田　純／著 東京：中央公論新社 490.1 
世にも美しい人体図鑑 スティーブ・パーカー／文 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 491.3 
ちょっと心配な健康診断の数値がすぐにわかる本 和田　高士／監修 東京：学研プラス 492.1 
発達障害 崎濱　盛三／著 京都：ミネルヴァ書房 493.9 
頑固なかゆみもアトピーも1分肌活で必ずよくなる 豊田　雅彦／著 東京：三笠書房 494.8 
ローカーボ+プロテインレシピ 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 498.5 
ハーブ図鑑 ジェニー・ハーディング／著 東京：ガイアブックス 499.8 

<技術・工学・建築・工業>
スッキリ!がってん!ユニバーサルデザインの本 古田　均／著 東京：電気書院 501.8 
成功する収納デザイン 東京：エクスナレッジ 527.1 
トコトンやさしいボイラーの本 安田　克彦／著 東京：日刊工業新聞社 533.3 
ゴーン・ショック! 渡邉　哲也／著 東京：徳間書店 537 
スーパーカブは、なぜ売れる 中部　博／著 東京：集英社インターナショナル 537.9 
宇宙飛行士に聞いてみた! ティム・ピーク／著 東京：日本文芸社 538.9 
原発ゼロ、やればできる 小泉　純一郎／著 東京：太田出版 539 
シニアよ、インターネットでつながろう! 牧　壮／著 東京：カナリアコミュニケーションズ 547.4 
USBメモリー徹底活用技 オンサイト／著 東京：技術評論社 548.2 
世界を変える電池の科学 齋藤　勝裕／著 新潟：シーアンドアール研究所 572.1 
秒でわかる!最強の家事 かずのすけ／著 東京：ワニブックス 576.5 
トコトンやさしい紙と印刷の本 前田　秀一／著 東京：日刊工業新聞社 585 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
50過ぎたら、お金は賢く、心はぜいたく 沖　幸子／著 東京：祥伝社 590 
お金と時間が貯まる暮らしのルール づん／著 東京：エクスナレッジ 591 
超基本DIY木工 東京：学研プラス 592.7 
還暦着物日記 群　ようこ／著 東京：文藝春秋 593.8 
素材とモチーフで楽しむ布小物 花岡　瞳／著 東京：グラフィック社 594 
すてきなハーダンガー刺しゅう 竹内　博子／著 東京：日本ヴォーグ社 594.2 
犬のおさんぽニット ひょうどう　よしこ／著 東京：文化学園文化出版局 594.3 
一番わかりやすいプリザーブドフラワーBOOK 長井　睦美／著 東京：ブティック社 594.8 
モデルが秘密にしたがる体幹リセットダイエット究極の部分やせ 佐久間　健一／著 東京：サンマーク出版 595.6 
即日満席になる料理教室 おかち　まい／著 東京：イカロス出版 596 
簡単!おいしい!いわし缶レシピ 磯村　優貴恵／著 東京：河出書房新社 596.3 
いちばんやさしいデコレーションの教科書 本橋　雅人／著 東京：文化学園文化出版局 596.6 

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>
快適!キッチンのスゴ技 タスカジ／監修 東京：徳間書店 596.9 
大人の幸せなインテリア HERS編集部／編 東京：光文社 597 
設計者主婦が教える片づく収納アイデア 伊藤　茉莉子／著 東京：エクスナレッジ 597.5 
心と体がラクになる産後の骨盤ケア 小林　いづみ／著 東京：家の光協会 598.2 
医師が教える!健康あんしん旅 JR東京総合病院／著・監修 東京：交通新聞社 598.3 
心と体がのびのび育つ0〜2歳児のあそび図鑑 波多野　名奈／監修 東京：池田書店 599 
かしこい子どもに育つ!「育脳離乳食」 小山　浩子／[著] 東京：小学館 599.3 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
知っておいしいハーブ事典 伊嶋　まどか／監修 東京：実業之日本社 617.6 
野菜がおいしく育つ肥料の与え方 東京：学研プラス 626.1 
フェンネル 川合　貴雄／著 東京：農山漁村文化協会 626.5 
ねこの法律とお金 渋谷　寛／監修 東京：廣済堂出版 645.7 
証言BSE問題の真実 唐木　英明／編著 東京：食の安全・安心財団 648.2 
ロブスターの歴史 エリザベス・タウンセンド／著 東京：原書房 664.7 
堀江貴文VS.鮨職人 堀江　貴文／著 東京：ぴあ 673.9 
名作コピーの時間 宣伝会議書籍編集部／編 東京：宣伝会議 674 
今すぐ使えるかんたんFacebookページ作成&運営入門 リンクアップ／著 東京：技術評論社 675 
阪神国道電車 神戸鉄道大好き会／編著 大阪：トンボ出版 686.9 
チコっと冒険First CHICO／著 東京：徳間書店 699.6 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
名画と解剖学 原島　広至／著 東京：CCCメディアハウス 701.5 
ジャポニスム 宮崎　克己／著 東京：講談社 702 
展覧会プロデューサーのお仕事 西澤　寛／著 東京：徳間書店 706.9 
怖いへんないきものの絵 中野　京子／著 東京：幻冬舎 723 
絵本作家のブルース 長谷川　義史／著 東京：読書サポート 726.6 
基本が身につく書道の教科書 青山　浩之／著 東京：池田書店 728 
メメント・モリ 藤原　新也／著 東京：朝日新聞出版 748 
和更紗江戸デザイン帳 熊谷　博人／著 鎌倉：クレオ 753.8 
新世代至高のおりがみ 山口　真／著 東京：西東社 754.9 
幼児期だからこそ始めたい一生ものの音楽教育 笹森　壮大／著 東京：健康ジャーナル社 760.7 
ドビュッシー最後の一年 青柳　いづみこ／著 東京：中央公論新社 762.3 
イラストレーションで奏でる童謡・唱歌の道づれ 松田　抱空／著 東京：文芸社 767.7 
世阿弥芸術論集 世阿弥／[著] 東京：新潮社 773 
歌舞伎名演目　時代物 松竹株式会社／監修 東京：美術出版社 774 
木下サーカス四代記 山岡　淳一郎／著 東京：東洋経済新報社 779.5 
みんなのストレッチ フィジカルトレーナー協会／著 東京：講談社 781.4 
箱根0区を駆ける者たち 佐藤　俊／著 東京：幻冬舎 782.3 
野村メモ 野村　克也／著 東京：日本実業出版社 783.7 
失われた、自然を読む力 トリスタン・グーリー／著 東京：エイアンドエフ 786 
神速!角換わり2五歩型必勝ガイド 長岡　裕也／著 東京：マイナビ出版 796 
将棋「初段になれるかな」会議 高野　秀行／著 東京：扶桑社 796 

<言　語>
かなり気になる日本語 厚切りジェイソン／著 東京：SBクリエイティブ 810.4 
できる大人はやっぱり!語彙力 話題の達人倶楽部／編 東京：青春出版社 810.4 
気のきいたモノの言い方ができる本 中川路　亜紀／著 東京：ダイヤモンド社 810.4 
<図解>まるわかり時事用語　2019→2020年版 ニュース・リテラシー研究所／編著 東京：新星出版社 814.7 
ことばの「なまり」が強みになる! 吉村　誠／著 東京：自由国民社 818 
中国人のこころ 小野　秀樹／著 東京：集英社 820.4 
漢字学ことはじめ 日本漢字学会／編 京都：日本漢字能力検定協会 821.2 
タイ語のことわざ・慣用句 シリラック・シリマーチャン／著 東京：めこん 829.3 
英語で聞く知の最前線　2 大野　和基／編 東京：ジャパンタイムズ 831.1 
特派員直伝とらべる英会話　続 読売新聞国際部／著 東京：研究社 837.8 
またまた出ちゃう!日本人のかんちがい英語 ゲーリー・スコット・ファイン／著 東京：高橋書店 837.8 
チェコ語・ハンガリー語・ポーランド語 東京：JTBパブリッシング 889.5 
マヤ文字を書いてみよう読んでみよう 八杉　佳穂／著 東京：白水社 895.2 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
NHKラジオ深夜便絶望名言 頭木　弘樹／著 東京：飛鳥新社 902.7 ｱｽ
漱石の記憶 夏目漱石記念年100人委員会／編集 [熊本]：夏目漱石記念年100人委員会 910.2 ﾅﾂ
小林秀雄のこと 二宮　正之／著 東京：岩波書店 910.2 ﾆﾉ
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<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
四季のうた 長谷川　櫂／著 東京：中央公論新社 911 ﾊｾ
雨月物語 癇癖談 [上田　秋成／著] 東京：新潮社 913 ｳｴ
早朝始発の殺風景 青崎　有吾／著 東京：集英社 F ｱｵ
跳ぶ男 青山　文平／著 東京：文藝春秋 F ｱｵ
黒い森の記憶 赤川　次郎／[著] 東京：KADOKAWA F ｱｶ
タイム屋文庫 朝倉　かすみ／著 東京：潮出版社 F ｱｻ
下町やぶさか診療所 池永　陽／著 東京：集英社 F ｲｹ
青炎の剣士 乾石　智子／著 東京：東京創元社 F ｲﾇ
分断 上田　秀人／[著] 東京：講談社 F ｳｴ
奇跡の改革 江上　剛／著 東京：PHP研究所 F ｴｶﾞ
帰去来 大沢　在昌／著 東京：朝日新聞出版 F ｵｵ
この地上において私たちを満足させるもの 乙川　優三郎／著 東京：新潮社 F ｵﾄ
スイート・マイホーム 神津　凛子／著 東京：講談社 F ｶﾐ
エースの遺言 久和間　拓／著 東京：双葉社 F ｸﾜ
骨まで愛して 小泉　武夫／著 東京：新潮社 F ｺｲ
奈緒と磐音 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
神さまのお恵み 佐藤　愛子／著 東京：青志社 F ｻﾄ
鏡面堂の殺人〜Theory of Relativity〜 周木　律／[著] 東京：講談社 F ｼﾕ
テレビ探偵 小路　幸也／著 東京：KADOKAWA F ｼﾖ
居た場所 高山　羽根子／著 東京：河出書房新社 F ﾀｶ
ピーク 堂場　瞬一／著 東京：朝日新聞出版 F ﾄﾞｳ
わが夫啄木 鳥越　碧／著 [東京]：文藝春秋企画出版部 F ﾄﾘ
神の島のこどもたち 中脇　初枝／著 東京：講談社 F ﾅｶ
ふたたび嗤う淑女 中山　七里／著 東京：実業之日本社 F ﾅｶ
ほどなく、お別れです 長月　天音／著 東京：小学館 F ﾅｶﾞ
平戸から来た男 西村　京太郎／[著] 東京：徳間書店 F ﾆｼ
ゴールデン街コーリング 馳　星周／著 東京：KADOKAWA F ﾊｾ
つくもがみ笑います 畠中　恵／著 東京：KADOKAWA F ﾊﾀ
女警 古野　まほろ／著 東京：KADOKAWA F ﾌﾙ
散歩するネコ 群　ようこ／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾑﾚ
虹の生涯　上・下 森村　誠一／著 東京：祥伝社 F ﾓﾘ
少年間諜(スパイ)X13号 山本　周五郎／著 東京：新潮社 F ﾔﾏ
緑と楯 雪舟　えま／著 東京：集英社 F ﾕｷ
鴨ぱりぱり 和田　はつ子／著 東京：角川春樹事務所 F ﾜﾀﾞ
いい女、ふだんブッ散らかしており 阿川　佐和子／著 東京：中央公論新社 E ｱｶﾞ
私が作家になった理由(わけ) 阿刀田　高／著 東京：日本経済新聞出版社 E ｱﾄ
伊丹十三選集　1 伊丹　十三／[著] 東京：岩波書店 E ｲﾀ
他人だったのに。 糸井　重里／著 東京：ほぼ日 E ｲﾄ
お金がない! 赤瀬川　原平／[ほか]著 東京：河出書房新社 E ｶﾜ
80歳のマザーグース 桐島　洋子／著 東京：主婦と生活社 E ｷﾘ
ん!? 宮藤　官九郎／著 東京：文藝春秋 E ｸﾄﾞ
忘れるが勝ち! 外山　滋比古／著 東京：春陽堂書店 E ﾄﾔ
惰性と思考 外山　滋比古／著 東京：扶桑社 E ﾄﾔ
読書間奏文 藤崎　彩織／著 東京：文藝春秋 E ﾌｼﾞ
夫婦のルール 三浦　朱門／[著] 東京：講談社 E ﾐｳ
海苔と卵と朝めし 向田　邦子／著 東京：河出書房新社 E ﾑｺ
月夜のサラサーテ 森　博嗣／[著] 東京：講談社 E ﾓﾘ
東海道ふたり旅 池内　紀／著 東京：春秋社 915 ｲｹ
認知症がやってきた! 酒井　章子／著 東京：産業編集センター 916 ｻｶ
我的日本 呉　佩珍／編訳 東京：白水社 925 ﾊｸ
星をかすめる風 イ　ジョンミョン／著 東京：論創社 929 ｲ
すべての、白いものたちの ハン　ガン／著 東京：河出書房新社 929 ﾊﾝ
おやすみの歌が消えて リアノン・ネイヴィン／著 東京：集英社 933 ﾈｲ
拳銃使いの娘 ジョーダン・ハーパー／著 東京：早川書房 933 ﾊﾊﾟ
トランクの中に行った双子 ショーニン・マグワイア／著 東京：東京創元社 933 ﾏｸﾞ
最高の人生をさがして ジュディ・リー／著 東京：ハーパーコリンズ・ジャパン 933 ﾘ
凍 トーマス・ベルンハルト／著 東京：河出書房新社 943 ﾍﾞﾙ
ミッテランの帽子 アントワーヌ・ローラン／著 東京：新潮社 953 ﾛﾗ
なにもない カルメン・ラフォレット／著 東京：河出書房新社 963 ﾗﾌ

※「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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