
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
ネット検索が怖い 神田　知宏／著 東京：ポプラ社 007.3 
Excel関数全事典 羽山　博／著 東京：インプレス 007.6 
図書館巡礼 スチュアート・ケルズ／著 東京：早川書房 010.2 
本物の教養を身につける読書術 出口　汪／著 東京：ぴあ 019.1 
子どもも大人も絵本で育つ 湯澤　美紀／著 東京：柏書房 019.5 
読むよむ書く 重松　清／著 東京：幻戯書房 019.9 

<哲学・思想・心理学・宗教>
なぜ論語は「善」なのに、儒教は「悪」なのか 石　平／著 東京：PHP研究所 124.1 
笑いとユーモアのこころ 井上　宏／著 東京：春陽堂書店 141.6 
心理学でわかる女子の人間関係・感情辞典 石原　加受子／監修 東京：朝日新聞出版 143.5 
腸開運 愛新覚羅　ゆうはん／著 東京：飛鳥新社 148 
これからを生きるための無敵のお金の話 ひろゆき／著 東京：興陽館 159 
70歳のたしなみ 坂東　眞理子／著 東京：小学館 159.7 
絵図と映像にみる山岳信仰 岩鼻　通明／著 大津：海青社 163.1 
それでいい!今どきの仏事108問答 松島　龍戒／著 東京：WAVE出版 186 
修験道という生き方 宮城　泰年／著 東京：新潮社 188.5 
南無阿弥陀仏と南無妙法蓮華経 平岡　聡／著 東京：新潮社 188.6 

<歴史・地理・伝記・紀行>
大嘗祭と古代の祭祀 岡田　莊司／著 東京：吉川弘文館 210 
天皇の装束 近藤　好和／著 東京：中央公論新社 210 
古代日中関係史 河上　麻由子／著 東京：中央公論新社 210.3 
ゼロからやりなおし!戦国史見るだけノート 小和田　哲男／監修 東京：宝島社 210.4 
街場の平成論 内田　樹／編 東京：晶文社 210.7 
平成の通信簿 吉野　太喜／著 東京：文藝春秋 210.7 
歴史を応用する力 宮城谷　昌光／著 東京：中央公論新社 222 
中欧の不死鳥 岡上　理穂／著 国分寺：出窓社 234.9 
天皇陛下・美智子さま祈りの三十年 森　哲志／著 東京：文藝春秋 288.4 
これからを生きる君へ 天野　篤／著 東京：毎日新聞出版 289 ｱﾏ
天才ニコラ・テスラのことば 新戸　雅章／編著 東京：小鳥遊書房 289 ﾃｽ
激しく考え、やさしく語る 山折　哲雄／著 東京：日本経済新聞出版社 289 ﾔﾏ
旅行が200%楽しくなる!スーツケース収納術 三田村　蕗子／著 東京：辰巳出版 290.9 
「地図感覚」から都市を読み解く 今和泉　隆行／著 東京：晶文社 291 
読みたくなる「地図」　国土編 平岡　昭利／編 大津：海青社 291 
現代湯治全国泉質別温泉ガイド 日本温泉科学会／監修 京都：淡交社 291 
ディープすぎるシルクロード中央アジアの旅 下川　裕治／著 東京：KADOKAWA 292 

<政治・法律・経済・教育>
地図で見るアフリカハンドブック ジェロー・マグラン／著 東京：原書房 302.4 
現代に生きるファシズム 佐藤　優／著 東京：小学館 311.8 
ブレグジット・パラドクス 庄司　克宏／著 東京：岩波書店 312.3 
イザというとき「頼り」になる本 奈良　恒則／著 東京：近代セールス社 324.7 
日本経済史 武田　晴人／著 東京：有斐閣 332.1 
移動する人々 石井　正子／編著 京都：晃洋書房 334.4 
外国人労働者・移民・難民ってだれのこと? 内藤　正典／著 東京：集英社 334.4 
成功に導く!創業支援マニュアル 森　隆夫／著 東京：ビジネス教育出版社 335 

新着図書案内 令和元年5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  

 
 ～元号のおはなし～ 
 
 ５月１日、新天皇が即位され、元号が「令和」になりました。 
 日本では、今回の「令和」で２４８の元号が使われてきました。  
 「平成」までの元号は中国の古い書物の中にある言葉からつくられていましたが、  
 「令和」は初めて日本の書物「万葉集」からつくられました。  
 元号に使われる漢字には、その時代への願いが込められています。  
 「令和」はどんな時代になるのでしょうか。 
 
 （参考）『天皇と元号の大研究』 高森明勅/監修 PHP研究所 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>
図解自分をアップデートする仕事のコツ大全 金沢　悦子／著 東京：講談社 336 
「A4一枚」から始める最速の資料作成術 稲葉　崇志／著 東京：CCCメディアハウス 336.5 
最新アセットマネジメントの基本と仕組みがよ〜くわかる本 勝盛　政治／著 東京：秀和システム 338.1 
日本銀行「失敗の本質」 原　真人／著 東京：小学館 338.3 
よくわかる税法入門 三木　義一／編著 東京：有斐閣 345.1 
すごい準備 栗原　甚／著 東京：アスコム 361.4 
非正社員改革 大内　伸哉／著 [東京]：中央経済社 366 
発達障害の人の「就労支援」がわかる本 梅永　雄二／監修 東京：講談社 366.2 
過労死 牧内　昇平／著 東京：ポプラ社 366.9 
私がオバさんになったよ ジェーン・スー／著 東京：幻冬舎 367.2 
家族終了 酒井　順子／著 東京：集英社 367.3 
超孤独死社会 菅野　久美子／著 東京：毎日新聞出版 368 
福島「復興」に奪われる村 豊田　直巳／著 東京：岩波書店 369.3 
掃除で心は磨けるのか 杉原　里美／著 東京：筑摩書房 372.1 
置き去りにされた高校生たち 朝比奈　なを／著 東京：学事出版 376.4 
おにぎりの文化史 横浜市歴史博物館／監修 東京：河出書房新社 383.8 
「市」に立つ 山本　志乃／著 大阪：創元社 384.3 

<自然科学・数学・生物学・医学>
科学する心 池澤　夏樹／著 東京：集英社インターナショナル 404 
ビジュアル物理全史 クリフォード・ピックオーバー／著 東京：岩波書店 420.2 
トコトンやさしい磁力の本 山崎　耕造／著 東京：日刊工業新聞社 427.8 
ビッグ・クエスチョン スティーヴン・ホーキング／著 東京：NHK出版 440.4 
日本の地震地図 岡田　義光／著 東京：東京書籍 453.2 
阪神・淡路島「高低差」地形散歩 新之介／著 東京：洋泉社 454.9 
標本の本 村松　美賀子／著 京都：青幻舎 460.7 
トコトンやさしいゲノム編集の本 宮岡　佑一郎／著 東京：日刊工業新聞社 467.2 
日本人になった祖先たち 篠田　謙一／著 東京：NHK出版 469.9 
どんぐりの生物学 原　正利／著 京都：京都大学学術出版会 479.5 
カラス博士と学生たちのどうぶつ研究奮闘記 杉田　昭栄／著 東京：緑書房 481.1 
もうどく水族館 サンシャイン水族館／著 東京：KADOKAWA 481.7 
カイコの実験単 日本蚕糸学会／監修 東京：エヌ・ティー・エス 486.8 
図解巣箱のつくり方かけ方 飯田　知彦／著 東京：創森社 488.1 
医の希望 齋藤　英彦／編 東京：岩波書店 490.4 
自分でできる!はじめての気功 小池　義孝／著 東京：自由国民社 492.7 
10代脳の鍛え方 ジェス・P.シャットキン／著 東京：晶文社 493.9 
相談しにくいちつとカラダの話 森田　敦子／監修 東京：朝日新聞出版 495 
強制不妊 毎日新聞取材班／著 東京：毎日新聞出版 498.2 
カラダのおくすり体操 中村　格子／著 東京：ワニブックス 498.3 
あなたの健康寿命は「葉酸」で延ばせる 香川　靖雄／著 東京：ワニ・プラス 498.5 

<技術・工学・建築・工業>
折り紙の科学 萩原　一郎／著 東京：日刊工業新聞社 501.1 
事故の哲学 齊藤　了文／著 東京：講談社 504 
ドローンハンドブック 森　健司／著 東京：玄光社 507.9 
超入門!ニッポンのまちのしくみ 福川　裕一／監修 京都：淡交社 518.8 
クルマのメカニズム大全 青山　元男／著 東京：ナツメ社 537.1 
原子力のいまと明日 日本原子力学会／編 東京：丸善出版 539 
アウトルック最速仕事術 森　新／著 東京：ダイヤモンド社 547.4 
はじめてのロボット工学 石黒　浩／共著 東京：オーム社 548.3 
化学のしごと図鑑 近畿化学協会／編 京都：化学同人 570.2 
天然染料の科学 青木　正明／著 東京：日刊工業新聞社 577.9 
色で着回すスタイリング・ノート 東麻　マユカ／著 東京：イースト・プレス 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
幸せなひとり暮らし mido／著 東京：KADOKAWA 590 
アトリエナルセの服 成瀬　文子／著 東京：文化学園文化出版局 593.3 
青木和子の花刺繡 青木　和子／著 東京：日本ヴォーグ社 594.2 
かわいい背守り刺繡 堀川　波／著 東京：誠文堂新光社 594.2 
紙でつくる可憐な花々 藤枝　まつえ／[著] 東京：ブティック社 594.8 
deuxRのドライボタニカル 渡部　裕美／著 東京：グラフィック社 594.8 
おいしい時間をあの人へ 伊藤　まさこ／著 東京：朝日新聞出版 596 
うまい!「おかか」ごはん にんべん／著 東京：講談社 596 
1分で決まる!志麻さんの献立の作り方 志麻／著 東京：マガジンハウス 596 
箸休め 真藤　舞衣子／著 東京：学研プラス 596 
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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>
至福のどんぶりレシピ 今井　亮／著 [東京]：立東舎 596.3 
日本一美味しいのり弁の作り方 杵島　直美／著 東京：日東書院本社 596.4 
無添加焼菓子「レリーサ」の体にやさしいクッキーとケーク 田村　智子／著 東京：世界文化社 596.6 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
食物倫理(フード・エシックス)入門 ロナルド・L.サンドラー／[著] 京都：ナカニシヤ出版 611.3 
植物たちの戦争 日本植物病理学会／編著 東京：講談社 615.8 
棉 森　和彦／ほか著 東京：農山漁村文化協会 618.1 
草花・鉢花・観葉植物を枯らさない「コツ」! 天野　麻里絵／著 東京：講談社 627 
洋種ツバキ図鑑 小川　秀世／共著 東京：草土出版 627.7 
カクタスハンドブック 山本　規詔／著 東京：双葉社 627.7 
苔テラリウムのある生活 大島　恵／著 東京：日東書院本社 627.8 
ヒツジ 河野　博英／著 東京：農山漁村文化協会 645.4 
うさぎとはじめる新生活 高見　義紀／病気監修 横浜：エムピージェー(発売) 645.9 
養蜂大全 松本　文男／著 東京：誠文堂新光社 646.9 
営業の働き方大全 菊原　智明／著 東京：大和書房 673.3 
最新家電量販業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 得平　司／著 東京：秀和システム 673.7 
マッチ・ラベル1950s-70sグラフィックス 小野　隆弘／著 東京：グラフィック社 675.1 
JR・私鉄特急大百科 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 686.2 
東京ディズニーシーベストガイド　2019-2020 講談社／編集 東京：講談社 689.5 
ラジオノスタルジア 弟子　吉治郎／著 東京：徳間書店 699.6 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
科学でアートを見てみたら ロイク・マンジャン／著 東京：原書房 704 
空襲で消えた「戦国」の城と財宝 吉岡　孝／監修 東京：平凡社 709.1 
もっと知りたいラファエル前派 荒川　裕子／著 東京：東京美術 723.3 
どうぶつのかたち練習帖 秋草　愛／著 東京：パイインターナショナル 724.5 
日本漫画史 細木原　青起／著 東京：岩波書店 726.1 
はじめての「白い切り絵」 平石　智美／著 東京：メイツ出版 726.9 
なつかしの昭和の子どもたち 佐藤　有／写真・文 東京：国書刊行会 748 
あやぺこの粘土で作るプチかわスイーツ あやぺこ／著 東京：主婦の友社 751.4 
封筒ギフトスタイル 森　珠美／著 東京：日東書院本社 754.9 
根付讃歌 稲垣　規一／著 東京：里文出版 755.4 
ブルース・ハープ入門ゼミ　[2019] 田中　光栄／編著 東京：自由現代社(発売) 763.7 
幸せな着ぐるみ工場 かのう　ひろみ／著 東京：日本経済新聞出版社 771.8 
梅原猛の授業 能を観る 梅原　猛／著 東京：朝日新聞出版 773 
教養としての平成お笑い史 ラリー遠田／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 779.1 
勝てるメンタル 原　晋／著 東京：KADOKAWA 780.7 
世界卓球解説者が教える卓球観戦の極意 宮崎　義仁／著 東京：ポプラ社 783.6 
スッポンの河さん 澤宮　優／著 東京：集英社 783.7 
大谷翔平二刀流の軌跡 ジェイ・パリス／著 東京：辰巳出版 783.7 
フリークライミング 北山　真／著 東京：山と溪谷社 786.1 
一から始める!サラブレッド血統入門 平出　貴昭／著 東京：KADOKAWA 788.5 
プロのeスポーツプレーヤーになる! 岸　大河／監修 東京：河出書房新社 798.5 

<言　語>
1日3分脳とのどを鍛える音読落語 山口　謠司／著 東京：幻冬舎 809.4 
語彙トレ 齋藤　孝／著 東京：KADOKAWA 810.4 
平成新語 出どこはどこ? 中村　三郎／著 東京：柏書房 814.7 
事典にない大阪弁 旭堂　南陵／著 大阪：浪速社 818.6 
韓国語単語集 石田　美智代／著 東京：永岡書店 829.1 
他言語とくらべてわかる英語のしくみ 宍戸　里佳／著 東京：ベレ出版 835 
「話せる英語」へほんとうの近道 山岡　憲史／著 東京：青灯社 837.8 
例文で覚えるフランス基本単語2600 内藤　陽哉／著 東京：白水社 854 
ニューエクスプレスプラス イタリア語 入江　たまよ／著 東京：白水社 870 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
全国作家記念館ガイド 作家記念館研究会／編 東京：山川出版社 910.6 ﾔﾏ
母のうた 美智子／[著] 東京：徳間書店 911.1 ｺｳ
シルバー川柳　大安吉日編 みやぎシルバーネット／編 東京：河出書房新社 911.4 ｶﾜ
むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳　碧人／著 東京：双葉社 F ｱｵ
戦神 赤神　諒／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｱｶ
逃げ出せなかった君へ 安藤　祐介／著 東京：KADOKAWA F ｱﾝ
シーソーモンスター 伊坂　幸太郎／著 東京：中央公論新社 F ｲｻ
不老虫 石持　浅海／著 東京：光文社 F ｲｼ
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<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
ジグソーパズル48 乾　くるみ／著 東京：双葉社 F ｲﾇ
心音 乾　ルカ／著 東京：光文社 F ｲﾇ
混沌 上田　秀人／著 東京：徳間書店 F ｳｴ
帝国ホテル建築物語 植松　三十里／著 東京：PHP研究所 F ｳｴ
リラと戦禍の風 上田　早夕里／著 東京：KADOKAWA F ｳｴ
孤道　完結編 内田　康夫／原案 東京：講談社 F ｳﾁ
チンギス紀　4 北方　謙三／著 東京：集英社 F ｷﾀ 
なつぞら　上 大森　寿美男／作 東京：NHK出版 F ｷﾏ 
とめどなく囁く 桐野　夏生／著 東京：幻冬舎 F ｷﾘ
トリニティ 窪　美澄／著 東京：新潮社 F ｸﾎﾞ
作家の人たち 倉知　淳／著 東京：幻冬舎 F ｸﾗ
バッドビート 呉　勝浩／著 東京：講談社 F ｺﾞ
残業税　[3] 小前　亮／著 東京：光文社 F ｺﾏ 
呪護 今野　敏／著 東京：KADOKAWA F ｺﾝ
隠居すごろく 西條　奈加／著 東京：KADOKAWA F ｻｲ
転生 笹本　稜平／著 東京：双葉社 F ｻｻ
こどもの季節 佐野　洋子／著 東京：河出書房新社 F ｻﾉ
人類最年長 島田　雅彦／著 東京：文藝春秋 F ｼﾏ
おまえの罪を自白しろ 真保　裕一／著 東京：文藝春秋 F ｼﾝ
不見(みず)の月 菅　浩江／著 東京：早川書房 F ｽｶﾞ
藁の王 谷崎　由依／著 東京：新潮社 F ﾀﾆ
バシレウス 塚本　青史／著 東京：NHK出版 F ﾂｶ
探偵はぼっちじゃない 坪田　侑也／著 東京：KADOKAWA F ﾂﾎﾞ
夜が暗いとはかぎらない 寺地　はるな／著 東京：ポプラ社 F ﾃﾗ
帰還 堂場　瞬一／著 東京：文藝春秋 F ﾄﾞｳ
いも殿さま 土橋　章宏／著 東京：KADOKAWA F ﾄﾞﾊﾞ
サバティカル 中村　航／著 東京：朝日新聞出版 F ﾅｶ
もういちどベートーヴェン 中山　七里／著 東京：宝島社 F ﾅｶ
ミネルヴァとマルス　上 中路　啓太／著 東京：KADOKAWA F ﾅｶ 
ミネルヴァとマルス　下 中路　啓太／著 東京：KADOKAWA F ﾅｶ 
ポルシェ太郎 羽田　圭介／著 東京：河出書房新社 F ﾊﾀﾞ
ブルー 葉真中　顕／著 東京：光文社 F ﾊﾏ
おっぱいマンション改修争議 原田　ひ香／著 東京：新潮社 F ﾊﾗ
第四の暴力 深水　黎一郎／著 東京：光文社 F ﾌｶ
キボウのミライ 福田　和代／著 東京：祥伝社 F ﾌｸ
指名手配作家 藤崎　翔／著 東京：双葉社 F ﾌｼﾞ
同潤会代官山アパートメント 三上　延／著 東京：新潮社 F ﾐｶ
冷たい手 水生　大海／著 東京：光文社 F ﾐｽﾞ
白魔の塔 三津田　信三／著 東京：文藝春秋 F ﾐﾂ
夜のアポロン 皆川　博子／著 東京：早川書房 F ﾐﾅ
もぐら新章 血脈 矢月　秀作／著 東京：中央公論新社 F ﾔｽﾞ
検事の信義 柚月　裕子／著 東京：KADOKAWA F ﾕｽﾞ
マジカルグランマ 柚木　麻子／著 東京：朝日新聞出版 F ﾕｽﾞ
はればれ、お寿司 嵐山　光三郎／[ほか]著 東京：河出書房新社 E ｶﾜ
おやつが好き 坂木　司／著 東京：文藝春秋 E ｻｶ
人生は美しいことだけ憶えていればいい 佐藤　愛子／著 東京：PHP研究所 E ｻﾄ
「いい加減」で生きられれば… 曽野　綾子／著 東京：興陽館 E ｿﾉ
マリコを止めるな! 林　真理子／著 東京：文藝春秋 E ﾊﾔ
もみじの言いぶん 村山　由佳／文と写真 東京：ホーム社 E ﾑﾗ
昭和よ、 山藤　章二／著 東京：岩波書店 E ﾔﾏ
思わず考えちゃう ヨシタケ　シンスケ／著 東京：新潮社 E ﾖｼ
絲的ココロエ 絲山　秋子／著 東京：日本評論社 916 ｲﾄ
はるかのひまわり 加藤　いつか／著 神戸：苦楽堂 916 ｶﾄ
キラッキラの君になるために 小林　さやか／著 東京：マガジンハウス 916 ｺﾊﾞ
翼ある歴史 ソフィア・サマター／著 東京：東京創元社 933 ｻﾏ
ロイスと歌うパン種 ロビン・スローン／著 東京：東京創元社 933 ｽﾛ
アップルと月の光とテイラーの選択 中浜　ひびき／著 東京：小学館 933 ﾅｶ
ザ・プロフェッサー ロバート・ベイリー／著 東京：小学館 933 ﾍﾞｲ
すべての愛しい幽霊たち アリソン・マクラウド／著 東京：東京創元社 933 ﾏｸ
トリック エマヌエル・ベルクマン／著 東京：新潮社 943 ﾍﾞﾙ
三つ編み レティシア・コロンバニ／著 東京：早川書房 953 ｺﾛ
20世紀ラテンアメリカ短篇選 野谷　文昭／編訳 東京：岩波書店 963 ｲﾜ
カモメに飛ぶことを教えた猫 ルイス・セプルベダ／[著] 東京：白水社 963 ｾﾌﾟ

※「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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