
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<知識・学問・情報科学>
かんたんパソコン入門 丹羽　信夫／著 東京：技術評論社 007.6 
図書館の日本史 新藤　透／著 東京：勉誠出版 010.2 
1冊読み切る読書術 齋藤　孝／著 東京：ダイヤモンド社 019.1 
「すぐやる人」の読書術 塚本　亮／著 東京：明日香出版社 019.1 
どの絵本読んだらいいですか? 向井　惇子／[述] 京都：かもがわ出版 019.5 
これからの本の話をしよう 萩野　正昭／著 東京：晶文社 023 

<哲学・思想・心理学・宗教>
「ロンリ」の授業 NHK『ロンリのちから』制作班／著 東京：三笠書房 116 
小林秀雄の秘密 佐藤　公一／著 東京：アーツアンドクラフツ 121.5 
本当にピンチの時に読む三大「幸福論」 齋藤　孝／著 東京：コスミック出版 151.6 
仕事と心の流儀 丹羽　宇一郎／著 東京：講談社 159.4 
はつらつと老いる力 帯津　良一／著 東京：ベストセラーズ 159.7 
風土記と古代の神々 滝音　能之／著 東京：平凡社 164.1 
物語北欧神話　上 ニール・ゲイマン／著 東京：原書房 164.3 
物語北欧神話　下 ニール・ゲイマン／著 東京：原書房 164.3 
事典古代の祭祀と年中行事 岡田　莊司／編 東京：吉川弘文館 176 
脳に振り回されない生活 小池　龍之介／著 東京：朝日新聞出版 184 
梅原猛の『歎異抄』入門 梅原　猛／著 東京：プレジデント社 188.7 

<歴史・地理・伝記・紀行>
日本史の探偵手帳 磯田　道史／著 東京：文藝春秋 210 
知ってるのに思い出せない平成まとめクイズ BLOCKBUSTER／編 東京：永岡書店 210.7 
図説英国執事 村上　リコ／著 東京：河出書房新社 233 
天皇皇后両陛下 宮内庁侍従職／監修 東京：クレヴィス 288.4 
美智子さまという奇跡 矢部　万紀子／著 東京：幻冬舎 288.4 
親を愛せない子、子を愛せない親たちへ 窪島　誠一郎／著 東京：彩流社 289 ｸﾎﾞ
昭和からの遺言 鈴木　健二／著 東京：幻冬舎 289 ｽｽﾞ
ドライブイン探訪 橋本　倫史／著 東京：筑摩書房 291 
ニッポン47都道府県正直観光案内 宮田　珠己／著 東京：本の雑誌社 291 
イエティ 雪男伝説を歩き明かす ダニエル・C.テイラー／著 東京：青土社 292.5 
ゆっくりたっぷりパリ暮らし 松本　百合子／[著] 東京：KADOKAWA 293.5 
南極ではたらく 渡貫　淳子／著 東京：平凡社 297.9 

<政治・法律・経済・教育>
現代メキシコを知るための70章 国本　伊代／編著 東京：明石書店 302.5 
問答無用 櫻井　よしこ／著 東京：新潮社 304 
神は詳細に宿る 養老　孟司／著 東京：青土社 304 
わたしもじだいのいちぶです 康　潤伊／編著 東京：日本評論社 316.8 
偽ニュースとプロパガンダ全内幕 古森　義久／著 東京：産経新聞出版 319.1 
伝わるスイッチ 深沢　真太郎／著 東京：大和書房 336.4 
「通貨」の正体 浜　矩子／著 東京：集英社 337.2 
60分でわかる!キャッシュレス決済最前線 キャッシュレス研究会／著 東京：技術評論社 338 
「会社四季報」最強のウラ読み術 渡部　清二／著 東京：フォレスト出版 338.1 
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発行  高砂市立図書館  

≪図書館あれこれ≫ 

フロア紹介～郷土コーナー～ 

 高砂に関する資料、高砂と関わり

のある資料、石に関する資料を地域資

料として収集しています。 
   

 図書館１階北東側にある「郷土コー

ナー」は、地域の資料を集めて並べて

います。郷土コーナーの本の目印に、

緑色の３段ラベルを貼っています。興

味が引かれた方は、どうぞ手に取って

ご覧ください。 

★ １ 

２１６ 

タカ 

 〈地域資料のラベル〉参考：「高砂市史」のラベル 

            ←（１段目）地域番号 
                           １：高砂 

                           ７：石に関する地域資料 

            ←（２段目）分類記号 
                     （日本十進分類：NDC ３桁） 

            ←（３段目）書名の頭２文字 
 
      ※地域番号について 

      ２：播磨（加古川市・播磨町・稲美町）   ３：兵庫県 

      ４：１・２以外の播磨             ５：神戸、淡路 

      ６：１～５以外  
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<政治・法律・経済・教育>
未来を切り拓く女性たちのNPO活動 金谷　千慧子／著 東京：明石書店 367.2 
心が軽くなる「老後の整理術」 保坂　隆／著 東京：PHP研究所 367.7 
高齢者が元気になるレクリエーション 三瓶　あづさ／著 東京：日本文芸社 369.2 
「考える力」を伸ばす 久野　泰可／著 東京：集英社 376.1 
こどもにスマホをもたせたら デボラ・ハイトナー／著 東京：NTT出版 379.9 
京のあたりまえ 岩上　力／著 京都：光村推古書院 382.1 
街角の昭和遺産 河畑　悠／著 東京：彩図社 384.3 

<自然科学・数学・生物学・医学>
ノーベル賞受賞日本人科学者21人こころに響く言葉 竹内　薫／著 東京：悟空出版 402.1 
身近なアレを数学で説明してみる 佐々木　淳／著 東京：SBクリエイティブ 410.4 
熱と温度の科学 石原　顕光／著 東京：日刊工業新聞社 426 
宇宙はどこまでわかっているのか 小谷　太郎／著 東京：幻冬舎 440 
絵でわかる日本列島の地形・地質・岩石 藤岡　達也／著 東京：講談社 454.9 
ずるいいきもの図鑑 今泉　忠明／監修 東京：宝島社 480.4 
山中伸弥人体を語る 山中　伸弥／[著] 東京：小学館クリエイティブ 491.3 
メタボも老化も腸内細菌に訊け! 小澤　祥司／著 東京：岩波書店 491.7 
医者が教える肺年齢が若返る呼吸術 奥仲　哲弥／著 東京：学研プラス 493.3 
その症状って、本当に認知症? 朝田　隆／著 東京：法研 493.7 
吃音の世界 菊池　良和／著 東京：光文社 496.9 
医師が教えるゼロポジ座り 中村　格子／著 東京：講談社 498.3 
スタンフォード大学教授が教える熟睡の習慣 西野　精治／著 東京：PHP研究所 498.3 
和の薬膳食材手帖 武　鈴子／著 東京：家の光協会 498.5 

<技術・工学・建築・工業>
戦国の城の絵事典 中井　均／監修 東京：成美堂出版 521.8 
笑って!小屋作り 中山　茂大／文 東京：山と溪谷社 527 
今すぐ使えるかんたんJimdo 門脇　香奈子／著 東京：技術評論社 547.4 
無駄なことを続けるために 藤原　麻里菜／著 東京：ヨシモトブックス 547.4 
トコトンやさしいレーザ加工の本 片山　聖二／著 東京：日刊工業新聞社 549.9 
日本を彩る香りの記憶 内野　花／著 吹田：大阪大学出版会 576.6 
「発酵」のことが一冊でまるごとわかる 齋藤　勝裕／著 東京：ベレ出版 588.5 
ウオッカの歴史 パトリシア・ハーリヒー／著 東京：原書房 588.5 
色使いだけで「今日おしゃれだね」と言われる 早川　瑠里子／著 東京：大和書房 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
好きしか持たないモノ選び 穴吹　愛美／著 東京：主婦の友社 590 
暮らしに必要なものは、自分で決めていい。 一田　憲子／著 東京：秀和システム 590 
1日1捨 すずひ／著 東京：KADOKAWA 590.4 
年金だけでも暮らせます 荻原　博子／著 東京：PHP研究所 591 
花と緑で彩るボタニカル刺しゅう200 クリステン・グーラ／著 東京：ブティック社 594.2 
着せかえあみぐるみDOLL Miya／著 東京：日本文芸社 594.3 
キャシー中島&洋輔の素敵なハワイアンキルト キャシー中島／著 東京：KADOKAWA 594.9 
自分史上最高に垢抜けるヘアアレンジのルール 衣川　光／著 東京：ナツメ社 595.4 
きょうも明日も炒めもの きじま　りゅうた／著 東京：学研プラス 596 
トップシェフが内緒で通う店150 本田　直之／著 東京：KADOKAWA 596 
おかずがいらない炊き込みごはん 検見崎　聡美／著 東京：青春出版社 596.3 
魔法の絞り出しクッキー 信太　康代／著 東京：誠文堂新光社 596.6 
炊飯器で超かんたんふんわり米粉パン 多森　サクミ／著 東京：家の光協会 596.6 
S字フックで空中収納 ホームライフ取材班／編 東京：青春出版社 597.5 
それでも手を差し伸べる 山田　里津／著 東京：河出書房新社 598.4 
男コピーライター、育休をとる。 魚返　洋平／著 東京：大和書房 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
ハダニ防除ハンドブック 國本　佳範／編著 東京：農山漁村文化協会 615.8 
多肉植物&コーデックスGuideBook 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 627.7 
ここが見どころ京都の名園 烏賀陽　百合／著 京都：淡交社 629.2 
イヌの博物図鑑 アーダーム・ミクローシ／編 東京：原書房 645.6 
炭やき教本 杉浦　銀治／監修 東京：創森社 658.2 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
漁師になるには 大浦　佳代／著 東京：ぺりかん社 661.7 
百貨店の進化 伊藤　元重／著 東京：日本経済新聞出版社 673.8 
新幹線で知る日本 池　亨／著 東京：天夢人 686.2 
英語でニッポン案内ハンドブック 島崎　秀定／監修 東京：アルク 689.6 
切手もの知りBook 田辺　龍太／[著] 東京：郵趣サービス社(発売) 693.8 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
パリの小さな美術館 原田　マハ／著 東京：新潮社 706.9 
運命の絵 中野　京子／著 東京：文藝春秋 723 
岡本太郎記念館の20年 平野　暁臣／編著 東京：小学館クリエイティブ 723.1 
書道史謎解き三十話 魚住　和晃／著 東京：岩波書店 728.2 
おかしな生きもの写真館 ポール・ジョインソン・ヒックス／編著 東京：二見書房 748 
樹木希林120の遺言 樹木　希林／著 東京：宝島社 778.2 
オードリー・ヘプバーン マーティン・ギトリン／著 東京：クレヴィス 778.2 
志ん生が語るクオリティの高い貧乏のススメ 美濃部　由紀子／[著] 東京：講談社 779.1 
新しい筋トレと栄養の教科書 岡田　隆／著 東京：池田書店 780.7 
裏千家茶道ハンドブック 北見　宗幸／著 東京：山と溪谷社 791 
ミニ枯山水の世界 枡野　俊明／著 東京：家の光協会 793.9 
誰でもカンタン!図解で分かる囲碁の読み 寺山　怜／著 東京：マイナビ出版 795 

<言　語>
記号とシンボルの事典 スティーヴン・ウェッブ／著 東京：青土社 801.9 
中高生からの論文入門 小笠原　喜康／著 東京：講談社 816.5 
手紙とはがきの書き出しと結びきちんとマナーハンドブック 杉本　祐子／著 東京：主婦の友社 816.6 
あいうえお順あっという間に読めちゃうハングル 房　賢嬉／著 東京：新星出版社 829.1 
時短省力私の英語勉強法 上田　哲也／著 東京：明日香出版社 830.7 
1回で伝わる短い英語 mami／著 東京：KADOKAWA 837.8 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
林芙美子が見た大東亜戦争 宮田　俊行／著 東京：ハート出版 910.2 ﾐﾔ

実践!すぐに詠める俳句入門 石　寒太／著 東京：日東書院本社 911.3 ｲｼ

噺家が詠んだ昭和川柳 美濃部　由紀子／編集協力 東京：メイツ出版 911.4 ﾒｲ

永遠の詩情 森村　誠一／著 東京：KADOKAWA 911.5 ﾓﾘ

世界の家族/家族の世界 椎名　誠／著 東京：新日本出版社 915 ｼｲ

きまぐれ体験紀行 星　新一／[著] 東京：KADOKAWA 915 ﾎｼ

工学部ヒラノ教授のラストメッセージ 今野　浩／著 東京：青土社 916 ｺﾝ

酒呑みに与ふる書 キノブックス編集部／編 東京：キノブックス 918 ｷﾉ

活きる 余　華／著 東京：中央公論新社 923 ﾕｲ

種の起源 チョン　ユジョン／著 東京：早川書房 929 ﾁﾖ

浮世の画家 カズオ・イシグロ／著 東京：早川書房 933 ｲｼ

天才作家の妻 メグ・ウォリッツァー／著 東京：ハーパーコリンズ・ジャパン 933 ｳｵ

秘密　上 ケイト・モートン／著 東京：東京創元社 933 ﾓﾄ

秘密　下 ケイト・モートン／著 東京：東京創元社 933 ﾓﾄ

ネオナチの少女 ハイディ・ベネケンシュタイン／著 東京：筑摩書房 946 ﾍﾞﾈ

怪盗ルパン二つえくぼの女 モーリス・ルブラン／著 東京：河出書房新社 953 ﾙﾌﾞ

老いてこそユーモア 阿刀田　高／著 東京：幻冬舎 E ｱﾄ

作家のおしごと 五木　寛之／著 東京：東京堂出版 E ｲﾂ

大宮エリーのなんでコレ買ったぁ?! 大宮　エリー／著 東京：日本経済新聞出版社 E ｵｵ

人生後半、はじめまして 岸本　葉子／著 東京：中央公論新社 E ｷｼ

「人生最期」の処方箋 曽野　綾子／著 東京：三笠書房 E ｿﾉ

橋本治のかけこみ人生相談 橋本　治／[著] 東京：幻冬舎 E ﾊｼ

書かなければよかったのに日記 深沢　七郎／著 東京：中央公論新社 E ﾌｶ

あの人に会いに 穂村　弘／著 東京：毎日新聞出版 E ﾎﾑ

この先には、何がある? 群　ようこ／著 東京：幻冬舎 E ﾑﾚ

悲観する力 森　博嗣／著 東京：幻冬舎 E ﾓﾘ
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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)>
箱の中の天皇 赤坂　真理／著 東京：河出書房新社 F ｱｶ

花嫁は迷路をめぐる 赤川　次郎／著 東京：実業之日本社 F ｱｶ

不死鳥少年 石田　衣良／著 東京：毎日新聞出版 F ｲｼ

だから殺せなかった 一本木　透／著 東京：東京創元社 F ｲﾂ

夢も見ずに眠った。 絲山　秋子／著 東京：河出書房新社 F ｲﾄ

あちらにいる鬼 井上　荒野／著 東京：朝日新聞出版 F ｲﾉ

ニムロッド 上田　岳弘／著 東京：講談社 F ｳｴ

赤い雪 甲斐　さやか／著 東京：KADOKAWA F ｶｲ

開高健短篇選 開高　健／[著] 東京：岩波書店 F ｶｲ

夫の墓には入りません 垣谷　美雨／著 東京：中央公論新社 F ｶｷ

オーディションから逃げられない 桂　望実／著 東京：幻冬舎 F ｶﾂ

キッドナッパーズ 門井　慶喜／著 東京：文藝春秋 F ｶﾄﾞ

炯眼に候 木下　昌輝／著 東京：文藝春秋 F ｷﾉ

泡沫の義 小杉　健治／著 東京：祥伝社 F ｺｽ

忠義に死す 島津豊久 近衛　龍春／著 東京：KADOKAWA F ｺﾉ

救いの森 小林　由香／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｺﾊﾞ

スクエア 今野　敏／著 東京：徳間書店 F ｺﾝ

永田町小町バトル 西條　奈加／著 東京：実業之日本社 F ｻｲ

鼠草紙 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ

駒音高く 佐川　光晴／著 東京：実業之日本社 F ｻｶﾞ

木曜日の子ども 重松　清／著 東京：KADOKAWA F ｼｹﾞ

プラスチックの祈り 白石　一文／著 東京：朝日新聞出版 F ｼﾗ

戦場のレビヤタン 砂川　文次／著 東京：文藝春秋 F ｽﾅ

完全無罪 大門　剛明／[著] 東京：講談社 F ﾀﾞｲ

リベンジ 高杉　良／[著] 東京：講談社 F ﾀｶ

ほとほと 高樹　のぶ子／著 東京：毎日新聞出版 F ﾀｶ

まよなかの青空 谷　瑞恵／著 東京：文藝春秋 F ﾀﾆ

分家の始末 千野　隆司／[著] 東京：講談社 F ﾁﾉ

鳥籠の小娘 千早　茜／文 東京：KADOKAWA F ﾁﾊ

スカーフェイス　2 富樫　倫太郎／[著] 東京：講談社 F ﾄｶﾞ

BURN　上 内藤　了／[著] 東京：KADOKAWA F ﾅｲ

BURN　下 内藤　了／[著] 東京：KADOKAWA F ﾅｲ

残りものには、過去がある 中江　有里／著 東京：新潮社 F ﾅｶ

新章神様のカルテ 夏川　草介／著 東京：小学館 F ﾅﾂ

富山地方鉄道殺人事件 西村　京太郎／著 東京：新潮社 F ﾆｼ

かわたれどき 畠中　恵／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾀ

天皇組合 火野　葦平／著 東京：河出書房新社 F ﾋﾉ

トイレで読む、トイレのためのトイレ小説 雹月　あさみ／著 東京：KADOKAWA F ﾋﾖ

大江戸閻魔帳 藤井　邦夫／[著] 東京：講談社 F ﾌｼﾞ

この道 古井　由吉／著 東京：講談社 F ﾌﾙ

絵師の魂 渓斎英泉 増田　晶文／著 東京：草思社 F ﾏｽ

1R1分34秒 町屋　良平／著 東京：新潮社 F ﾏﾁ

ぼくはきっとやさしい 町屋　良平／著 東京：河出書房新社 F ﾏﾁ

千里の向こう 簑輪　諒／著 東京：文藝春秋 F ﾐﾉ

まつらひ 村山　由佳／著 東京：文藝春秋 F ﾑﾗ

真夏の焼きそば 山口　恵以子／著 東京：角川春樹事務所 F ﾔﾏ

南方十字星 山本　周五郎／著 東京：新潮社 F ﾔﾏ

雷雲の龍 吉川　永青／著 東京：講談社 F ﾖｼ

※「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。 

4


