
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
世界でいちばんやさしい教養の教科書 児玉　克順／著 東京：学研プラス 002 
わかりやすさの罠 池上　彰／著 東京：集英社 002.7 
AIにできること、できないこと 藤本　浩司／著 東京：日本評論社 007.1 
悪のAI論 平　和博／著 東京：朝日新聞出版 007.3 
さわるようにしくみがわかるコンピュータのひみつ 原田　康徳／著 東京：技術評論社 007.6 
本をどう読むか 岸見　一郎／著 東京：ポプラ社 019.1 
本をつくる 鳥海　修／著 東京：河出書房新社 022 

<哲学・思想・心理学・宗教>
小林秀雄の悲哀 橋爪　大三郎／著 東京：講談社 121.5 
神秘哲学 井筒　俊彦／著 東京：岩波書店 131 
啓蒙とはなにか ジョン・ロバートソン／著 東京：白水社 133 
心の傷は遺伝する マーク・ウォリン／著 東京：河出書房新社 146.8 
選ばれる女におなりなさい ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ／著 東京：講談社 152.1 
くわしすぎる教育勅語 高橋　陽一／著 東京：太郎次郎社エディタス 155 
仕事も毎日も整う!働く女子の時間のルール 日経WOMAN編集部／編 [東京]：日経BP社 159.4 
笑顔と思いやりで幸せになる 坂東　眞理子／著 東京：清流出版 159.6 
Dear GIRLS 朝日新聞「Dear Girls」取材班／著 東京：朝日新聞出版 159.7 
教養としての宗教学 島田　裕巳／著 東京：日本評論社 161 
仏像の光と闇 宮澤　やすみ／著 東京：水王舎 186.8 
眠れないほど面白い空海の生涯 由良　弥生／著 東京：三笠書房 188.5 
神とは何か 稲垣　良典／著 東京：講談社 191.1 
イラストで読む旧約聖書の物語と絵画 杉全　美帆子／著 東京：河出書房新社 193.1 

<歴史・地理・伝記・紀行>
世界史大図鑑 レグ・グラント／ほか著 東京：三省堂 209 
文学で読む日本の歴史　近世社会篇 五味　文彦／著 東京：山川出版社 210.1 
ニューズウィークが見た「平成」 東京：CCCメディアハウス 210.7 
高句麗建国物語 金　基興／著 東京：彩流社 221 
図説十字軍 櫻井　康人／著 東京：河出書房新社 230.4 
日本史に学ぶ一流の気くばり 加来　耕三／[著] 東京：クロスメディア・パブリッシング 281 
知っておきたい日本の名家・名門100選 八幡　和郎／監修 東京：宝島社 288.2 
ナポレオン四代 野村　啓介／著 東京：中央公論新社 288.4 
三条実美 内藤　一成／著 東京：中央公論新社 289 ｻﾝ
筒井順慶 金松　誠／著 東京：戎光祥出版 289 ﾂﾂ
平塚らいてう 差波　亜紀子／著 東京：山川出版社 289 ﾋﾗ
世界とびある記 兼高　かおる／著 東京：ビジネス社 290.9 
36時間わたしの京都観光 京都：淡交社 291.6 
高知県の山 高知県勤労者山岳連盟／著 東京：山と溪谷社 291.8 
沖縄の名城を歩く 上里　隆史／編 東京：吉川弘文館 291.9 
パタゴニア、アンデス、アマゾン大自然ガイド さかぐち　とおる／写真・文 東京：彩流社 296 
極夜行前 角幡　唯介／著 東京：文藝春秋 297.8 

<政治・法律・経済・教育>
迷走する超大国アメリカ 小竹　洋之／著 東京：日本経済新聞出版社 302.5 
日本をどのような国にするか 丹羽　宇一郎／著 東京：岩波書店 304 
大統領とハリウッド 村田　晃嗣／著 東京：中央公論新社 312.5 

新着図書案内 平成31年4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  

～ようこそ、高砂市立図書館へ～ 

 ４月２３日から５月１２日は「こどもの読書週間」です。  
 ４月から５月にかけては、「国際子どもの本の日（４月２日）」  
「サン・ジョルディの日（４月２３日）」などの記念日・関連イベン  
トも多く、また、２００１年１２月に公布・施行の「子ども 
読書活動推進法」により４月２３日が「子ども読書の日」と  
なった影響もあって、現在の「こどもの読書週間」となって 
います。高砂市立図書館でも期間中には展示やイベントを  
予定していますので、ご来館・ご参加ください。 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>
日本共産党の正体 福冨　健一／著 東京：新潮社 315.1 
最新GDPRの仕組みと対策がよ〜くわかる本 牧野総合法律事務所弁護士法人／共著 東京：秀和システム 316.1 
消防白書　平成30年版 消防庁／編 東京：日経印刷 317.7 
地域おこし協力隊 椎川　忍／編著 東京：農山漁村文化協会 318.6 
やさしいマクロ経済学 塩路　悦朗／著 東京：日本経済新聞出版社 331 
プレゼンの語彙力 下地　寛也／著 東京：KADOKAWA 336.4 
税務署・税理士は教えてくれない「相続税」超基本 大村　大次郎／著 東京：KADOKAWA 345.5 
アラフォー・クライシス NHK「クローズアップ現代+」取材班／著 東京：新潮社 361.6 
負動産時代 朝日新聞取材班／著 東京：朝日新聞出版 365.3 
1,2分でできるシニアの手・足・指体操61 斎藤　道雄／著 名古屋：黎明書房 369.2 
子連れ防災BOOK ママプラグ／著 東京：祥伝社 369.3 
世界の核被災地で起きたこと フレッド・ピアス／著 東京：原書房 369.3 
セルフドリブン・チャイルド ウィリアム・スティクスラッド／著 東京：NTT出版 379.9 
柳田國男 柳田　國男／著 東京：平凡社 380.4 
いちばん親切なひもとロープの結び方 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 383 
発酵食の歴史 マリー=クレール・フレデリック／著 東京：原書房 383.8 
世界のすごいお葬式 ケイトリン・ドーティ／著 東京：新潮社 385.6 
自衛隊さんありがとう 井上　和彦／著 東京：双葉社 392.1 

<自然科学・数学・生物学・医学>
科学と非科学 中屋敷　均／著 東京：講談社 404 
今日から使える統計解析 大村　平／著 東京：講談社 417 
世界の仕組みを物理学で知る 松原　隆彦／著 東京：山と溪谷社 420 
「超」入門相対性理論 福江　純／著 東京：講談社 421.2 
炭素はすごい 齋藤　勝裕／著 東京：SBクリエイティブ 435.6 
宇宙はなぜブラックホールを造ったのか 谷口　義明／著 東京：光文社 443.5 
図説日本の活断層 岡田　篤正／著 東京：朝倉書店 454.4 
恐竜の教科書 ダレン・ナイシュ／著 大阪：創元社 457.8 
ヤナギハンドブック 吉山　寛／解説 東京：文一総合出版 479.5 
動物園から未来を変える 川端　裕人／著 東京：亜紀書房 480.7 
どうぶつ恋愛図鑑 大渕　希郷／[著] 東京：東京書店 481.7 
見つけて楽しむ身近な野鳥の観察ガイド 梶ケ谷　博／編著 東京：緑書房 488.2 
狼の群れはなぜ真剣に遊ぶのか エリ・H.ラディンガー／著 東京：築地書館 489.5 
進化する人体 キャロル・アン・リンツラー／著 東京：柏書房 491.3 
東田くん、どう思う? 東田　直樹／[著] 東京：KADOKAWA 493.7 
歯周病は1日で治せる! 清水　智幸／著 東京：文藝春秋 497.2 
医者が考えた猫背がなおる30秒ストレッチ 小林　弘幸／著 東京：PHP研究所 498.3 
知っておきたい眠りの話 松浦　健伸／著 東京：新日本出版社 498.3 
塩分早わかり 牧野　直子／監修・データ作成 東京：女子栄養大学出版部 498.5 
エイズは終わっていない ピーター・ピオット／著 東京：慶應義塾大学出版会 498.6 
薬剤師の本音 宇多川　久美子／著 東京：宝島社 499.1 

<技術・工学・建築・工業>
技術者・研究者のための特許の知識と実務 高橋　政治／著 東京：秀和システム 507.2 
「脱使い捨て」でいこう! 瀬口　亮子／著 東京：彩流社 519.1 
よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 土井　巖／著 東京：秀和システム 528 
わかる!使える!製図入門 小池　忠男／著 東京：日刊工業新聞社 531.9 
日産vs.ゴーン 井上　久男／著 東京：文藝春秋 537 
大きな字でわかりやすいLINE入門 岩間　麻帆／著 東京：技術評論社 547.4 
トコトンやさしいVRの本 廣瀬　通孝／監修 東京：日刊工業新聞社 548 
全固体電池入門 高田　和典／編著 東京：日刊工業新聞社 572.1 
グレイヘアのおしゃれ着こなし入門 大沢　早苗／監修 東京：朝日新聞出版 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
この裏ワザでピカ!得!「家事のらくテク」 生活の達人倶楽部／編著 東京：ロングセラーズ 590 
美しく着やすい型紙補正 土屋　郁子／著 東京：ブティック社 593.3 
お花とパールのやさしいアクセサリー 清水　真理／著 東京：KADOKAWA 594 
大人デザインのバッグと小もの 青木　恵理子／著 東京：主婦の友社 594.3 
魚缶、水煮缶で早ウマ!つまみ らくウマキッチン／著 東京：河出書房新社 596 
女子栄養大学料理のなるほど実験室 吉田　企世子／監修 東京：女子栄養大学出版部 596 
日本一の給食メシ 松丸　奨／著 東京：光文社 596 
ハーブ中華・発酵中華・スパイス中華 小山内　耕也／著 東京：柴田書店 596.2 
なんでも、漬けもの。 河井　美歩／著 東京：主婦と生活社 596.3 
冷凍保存で作る1週間のお弁当キット 川上　文代／著 東京：誠文堂新光社 596.4 
かんたん!かわいい!ねこ弁 ダンノ　マリコ／著 東京：金の星社 596.4 
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<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
悪魔のご褒美デビルサンド 木村　幸子／著 東京：主婦の友インフォス 596.6 
ホームベーカリーでいちばんおいしい食パンレシピ 山崎　豊／著 東京：世界文化社 596.6 
ずるいおやつ riyusa／著 東京：KADOKAWA 596.6 
死んでも床にモノを置かない。 須藤　昌子／著 東京：すばる舎 597.5 
片づける力をつける 橋本　裕子／著 東京：ダイヤモンド社 597.5 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
達人が教える!農家直伝おいしい野菜づくり 加藤　正明／監修 東京：永岡書店 626.9 
美しく育てやすいバラ銘花図鑑 河合　伸志／監修 東京：日本文芸社 627.7 
「秋田のターシャ」と呼ばれて 佐々木　利子／著 東京：主婦と生活社 629.2 
ヒミツのヒミツの猫集会 沖　昌之／写真 東京：天夢人 645.7 
日本人が魚を食べ続けるために 秋道　智彌／編著 吹田：西日本出版社 662.1 
トコトンやさしい養殖の本 近畿大学水産研究所／編 東京：日刊工業新聞社 666 
伝わるメール術 平野　友朗／著 東京：技術評論社 670.9 
銭湯図解 塩谷　歩波／著 東京：中央公論新社 673.9 
誰も教えてくれないイベントの教科書 テリー植田／著 東京：本の雑誌社 674.5 
爆発的ヒットは“想い”から生まれる 境　治／著 東京：大和書房 675 
長く乗り続けるためのクルマ運転テクニック図解 高齢者安全運転支援研究会／監修 東京：大泉書店 681.3 
大道 鎌倉時代の幹線道路 岡　陽一郎／著 東京：吉川弘文館 682.1 
日本鉄道史　昭和戦後・平成篇 老川　慶喜／著 東京：中央公論新社 686.2 
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンよくばり裏技ガイド　2019 USJのツボ／監修 東京：廣済堂出版 689.5 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
シドロモドロ工作所のはじめてのお彫刻教室 田島　享央己／著 東京：河出書房新社 713 
十八世紀京都画壇 辻　惟雄／著 東京：講談社 721 
いちばんていねいな、人物のデッサン 小椋　芳子／著 東京：日本文芸社 725 
何があっても前を向いて ターシャ・テューダー／文・絵 東京：KADOKAWA 726.6 
Du CANADA 吉村　和敏／写真・文 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 748 
ペットボトルと空き容器で作るレトロ家電とミニ雑貨 宮市　稔子／著 東京：主婦と生活社 750 
素朴な味わいを楽しむ陶芸基本のテクニック70 柚木　寿雄／監修 東京：メイツ出版 751 
エコクラフトで作る和のかごバッグと雑貨 東京：ブティック社 754.9 
全ロック史 西崎　憲／著 京都：人文書院 764.7 
ドラマへの遺言 倉本　聰／著 東京：新潮社 778.8 
黒いマヨネーズ 吉田　敬／著 東京：幻冬舎 779.1 
トップアスリートに伝授した勝利を呼び込む身体感覚の磨きかた 小山田　良治／著 大阪：創元社 780.1 
梅沢富美男のズバッと聞きます!きくち体操スペシャル 東京：宝島社 781.4 
千利休 中村　修也／著 東京：朝日新聞出版 791.2 
和の香りを楽しむ「お香」入門 山田松香木店／監修 東京：東京美術 792 
将棋400年史 野間　俊克／著 東京：マイナビ出版 796 

<言　語>
同時通訳者のここだけの話 関根　マイク／著 東京：アルク 801.7 
通訳者・通訳ガイドになるには 鑓田　浩章／著 東京：ぺりかん社 801.7 
齋藤孝の音読de名著 齋藤　孝／著 東京：宝島社 809.4 
もっと心とカラダを整えるおとなのための1分音読 山口　謠司／著 東京：自由国民社 809.4 
白川静さんに学ぶこれが日本語 小山　鉄郎／著 東京：論創社 812 
このことわざ、科学的に立証されているんです 堀田　秀吾／著 東京：主婦と生活社 814.4 
文章が劇的にウマくなる「接続詞」 山口　拓朗／著 東京：明日香出版社 816 
韓国語 東京：JTBパブリッシング 829.1 
英語が身につくちいさなノート術 Marie／著 東京：KADOKAWA 830.7 
ボブ・ディランのノーベル文学賞受賞スピーチ 畠山　雄二／著 東京：ベレ出版 837.5 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
キッド 相場　英雄／著 東京：幻冬舎 F ｱｲ
吸血鬼と栄光の椅子 赤川　次郎／著 東京：集英社 F ｱｶ
くらやみガールズトーク 朱野　帰子／著 東京：KADOKAWA F ｱｹ
僕の母がルーズソックスを 朝倉　宏景／著 東京：講談社 F ｱｻ
死にがいを求めて生きているの 朝井　リョウ／著 東京：中央公論新社 F ｱｻ
こうして誰もいなくなった 有栖川　有栖／著 東京：KADOKAWA F ｱﾘ
リハーサル 五十嵐　貴久／[著] 東京：幻冬舎 F ｲｶﾞ
真実の航跡 伊東　潤／著 東京：集英社 F ｲﾄ
てらこや青義堂 今村　翔吾／著 東京：小学館 F ｲﾏ
不治 上田　秀人／[著] 東京：KADOKAWA F ｳｴ
いきぢごく 宇佐美　まこと／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｳｻ
色ざんげ 宇野　千代／作 東京：岩波書店 F ｳﾉ
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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)>
住友を破壊した男 江上　剛／著 東京：PHP研究所 F ｴｶﾞ
渦 大島　真寿美／著 東京：文藝春秋 F ｵｵ
縁つむぎ 岡篠　名桜／著 東京：集英社 F ｵｶ
番付屋新次郎世直し綴り 梶　よう子／著 東京：祥伝社 F ｶｼﾞ
お茶壺道中 梶　よう子／著 東京：KADOKAWA F ｶｼﾞ
メゾン・ド・ポリス　3 加藤　実秋／[著] 東京：KADOKAWA F ｶﾄ
壺中に天あり獣あり 金子　薫／著 東京：講談社 F ｶﾈ
新宿花園裏交番坂下巡査 香納　諒一／著 東京：祥伝社 F ｶﾉ
ジャンヌ 河合　莞爾／著 東京：祥伝社 F ｶﾜ
死香探偵　[2] 喜多　喜久／著 東京：中央公論新社 F ｷﾀ
みかんとひよどり 近藤　史恵／著 東京：KADOKAWA F ｺﾝ
機捜235 今野　敏／著 東京：光文社 F ｺﾝ
寒雷ノ坂 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
花芒ノ海 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
あったかけんちん汁 坂井　希久子／著 東京：角川春樹事務所 F ｻｶ
葉隠の婿 坂岡　真／著 東京：角川春樹事務所 F ｻｶ
白い悲鳴 笹沢　左保／著 東京：祥伝社 F ｻｻ
狙われた旗本 佐々木　裕一／[著] 東京：講談社 F ｻｻ
予言の島 澤村　伊智／著 東京：KADOKAWA F ｻﾜ
明夫と良二 庄野　潤三／[著] 東京：講談社 F ｼﾖ
麦本三歩の好きなもの 住野　よる／著 東京：幻冬舎 F ｽﾐ
傑作はまだ 瀬尾　まいこ／著 東京：ソニー・ミュージックエンタテインメ F ｾｵ
雨にも負けず 高杉　良／著 東京：KADOKAWA F ﾀｶ
あきない世傳金と銀　6 高田　郁／著 東京：角川春樹事務所 F ﾀｶ
崖っぷちパラダイス 谷口　桂子／著 東京：小学館 F ﾀﾆ
まんぷく　下 福田　靖／作 東京：NHK出版 F ﾀﾌﾞ
レフトハンド・ブラザーフッド 知念　実希人／著 東京：文藝春秋 F ﾁﾈ
介錯人 辻堂　魁／著 東京：光文社 F ﾂｼﾞ
小説映画ドラえもんのび太の月面探査記 藤子・F・不二雄／原作 東京：小学館 F ﾂｼﾞ
今、死ぬ夢を見ましたか 辻堂　ゆめ／著 東京：宝島社 F ﾂｼﾞ
傲慢と善良 辻村　深月／著 東京：朝日新聞出版 F ﾂｼﾞ
割れた誇り 堂場　瞬一／著 東京：文藝春秋 F ﾄﾞｳ
金貸し権兵衛 鳥羽　亮／[著] 東京：講談社 F ﾄﾊﾞ
えちごトキめき鉄道殺人事件 西村　京太郎／著 東京：中央公論新社 F ﾆｼ
姫路・新神戸愛と野望の殺人 西村　京太郎／著 東京：中央公論新社 F ﾆｼ
イシイカナコが笑うなら 額賀　澪／著 東京：KADOKAWA F ﾇｶ
梟の一族 福田　和代／著 東京：集英社 F ﾌｸ
猫がかわいくなかったら 藤谷　治／著 東京：中央公論新社 F ﾌｼﾞ
闇夜の底で踊れ 増島　拓哉／著 東京：集英社 F ﾏｽ
人外 松浦　寿輝／著 東京：講談社 F ﾏﾂ
夏の坂道 村木　嵐／著 東京：潮出版社 F ﾑﾗ
飛族 村田　喜代子／著 東京：文藝春秋 F ﾑﾗ
毒よりもなお 森　晶麿／著 東京：KADOKAWA F ﾓﾘ
尼子姫十勇士 諸田　玲子／著 東京：毎日新聞出版 F ﾓﾛ
奇説無惨絵条々 谷津　矢車／著 東京：文藝春秋 F ﾔﾂ
アリスのさくらんぼ やなせ　たかし／著 東京：復刊ドットコム F ﾔﾅ
夜の塩 山口　恵以子／著 東京：徳間書店 F ﾔﾏ
陰陽師　女蛇ノ巻 夢枕　獏／著 東京：文藝春秋 F ﾕﾒ
伊丹十三選集　3 伊丹　十三／[著] 東京：岩波書店 E ｲﾀ
平成遺産 川島　小鳥／著 京都：淡交社 E ﾀﾝ
違和感のススメ 松尾　貴史／著 東京：毎日新聞出版 E ﾏﾂ
いつも歌があった 南　こうせつ／著 東京：ヤマハミュージックエンタテインメン E ﾐﾅ
大好きな町に用がある 角田　光代／著 東京：スイッチ・パブリッシング 915 ｶｸ
森遊びの日々 森　博嗣／著 東京：講談社 915 ﾓﾘ
うつ時々、躁 海空　るり／著 東京：岩波書店 916 ﾐｿ
荒野にて ウィリー・ヴローティン／著 東京：早川書房 933 ｳﾞﾛ
ここから世界が始まる トルーマン・カポーティ／著 東京：新潮社 933 ｶﾎﾟ
墓場の少年 ニール・ゲイマン／[著] 東京：KADOKAWA 933 ｹﾞｲ
迷路の外には何がある? スペンサー・ジョンソン／著 東京：扶桑社 933 ｼﾞﾖ
ついには誰もがすべてを忘れる フェリシア・ヤップ／著 東京：ハーパーコリンズ・ジャパン 933 ﾔﾂ
座席ナンバー7Aの恐怖 セバスチャン・フィツェック／著 東京：文藝春秋 943 ﾌｲ
私のイサベル エリーサベト・ノウレベック／著 東京：早川書房 949 ﾉｳ

※「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


