
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
知識ゼロからのIoT入門 高安　篤史／著 東京：幻冬舎 007.3 
SEを極める50の鉄則 馬場　史郎／著 [東京]：日経BP社 007.3 
今すぐソーシャルメディアのアカウントを削除すべき10の理由 ジャロン・ラニアー／著 東京：亜紀書房 007.3 
はじめての「情報」「メディア」「コミュニケーション」リテラシー 柴岡　信一郎／監著 東京：技術評論社 007.6 
プロ直伝 伝わるデータ・ビジュアル術 小林　寿／著 東京：技術評論社 007.6 
陽明文庫 近衞家伝来の至宝 田島　公／編 東京：吉川弘文館 018 
読みたい絵本 momo編集部／著 静岡：マイルスタッフ 019.5 
二度読んだ本を三度読む 柳　広司／著 東京：岩波書店 019.9 
世界の本好きたちが教えてくれた人生を変えた本と本屋さん ジェーン・マウント／著 東京：エクスナレッジ 020.4 
著作権法入門早わかり 佐藤　薫／著 市川：出版メディアパル 021.2 
日本の名著見るだけノート 福田　和也／監修 東京：宝島社 028 
学芸員になるには 横山　佐紀／著 東京：ぺりかん社 069.3 

<哲学・思想・心理学・宗教>
大人の人間関係 心理の迷宮大事典 おもしろ心理学会／編 東京：青春出版社 140.4 
年齢は捨てなさい 下重　暁子／著 東京：幻冬舎 159 
イヤなやつほど仕事がデキる フランチェスカ・ジーノ／著 東京：日本経済新聞出版社 159.4 
あの天才がなぜ転落 玉手　義朗／著 [東京]：日経BP社 159.4 
若い読者のための宗教史 リチャード・ホロウェイ／著 東京：すばる舎 162 
オオカミは大神 青柳　健二／著 東京：天夢人 175.5 
強く、しなやかに 渡辺　和子／著 東京：文藝春秋 198.2 

<歴史・地理・伝記・紀行>
くずし字辞典を引いて古文書を読もう 油井　宏子／著 東京：東京堂出版 210 
「国境」で読み解く日本史 古川　浩司／監修 東京：光文社 210.1 
境界の日本史 森先　一貴／著 東京：朝日新聞出版 210.2 
幕末 日本カメラ博物館／監修 東京：山川出版社 210.5 
沖縄と核 松岡　哲平／著 東京：新潮社 219.9 
ケルトの魂 鶴岡　真弓／著 東京：平凡社 230.3 
ヴェルサイユ宮殿 影の主役たち ジャック・ルヴロン／著 東京：河出書房新社 235 
植民地から建国へ 和田　光弘／著 東京：岩波書店 253 
名字の歴史学 奥富　敬之／[著] 東京：講談社 288.1 
美智子さまのお好きな花の図鑑 渡邉　みどり／監修 東京：飛鳥新社 288.4 
仕事と人生がもっと輝くココ・シャネルの言葉 高野　てるみ／著 東京：イースト・プレス 289 ｼﾔ
すべては救済のために デニ・ムクウェゲ／著 東京：あすなろ書房 289 ﾑｸ
低山手帖 大内　征／著 東京：日東書院本社 291 
日本の城下町を愉しむ 黒田　涼／著 東京：東邦出版 291 
さあ、バリアフリー温泉旅行に出かけよう! 山崎　まゆみ／著 東京：河出書房新社 291 

<政治・法律・経済・教育>
アイルランドを知るための70章 海老島　均／編著 東京：明石書店 302.3 
誰の味方でもありません 古市　憲寿／著 東京：新潮社 304 
転換期の大正 岡　義武／著 東京：岩波書店 312.1 
総理の女 福田　和也／著 東京：新潮社 312.1 
これって個人情報なの?意外と知らない実務の疑問 稲葉　一人／共著 東京：税務研究会出版局 316.1 
日本の地方政府 曽我　謙悟／著 東京：中央公論新社 318.1 
はじめまして、法学 遠藤　研一郎／著 東京：ウェッジ 321 

新着図書案内 令和元年6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  

 
 曝書 ～図書館と太陽～ 
 
 ◆ 6月3日(月)～12日(水)の間、図書館は蔵書の点検・整理のため休館いたします。 
 「蔵書点検」は、古くは「曝書（ばくしょ）」と呼ばれました。曝書では、現代と同じように 
 台帳と照合して資料の所在を確認した後、和紙でできた資料を開いて日の光に曝（さら）し、 
 紙を食べる害虫である紙魚（しみ）を追い出す「虫干し」の作業を行っていました。 
 図書に使われる紙や、日光に代わって湿気や虫を予防できる技術が発達したことで、 
 雨の多い季節にも蔵書点検を行うことが可能になったのです。 
 
 【参考】『図書館資料論』河井 弘志／編著，東京書籍  『図書館のひみつ』高田 高史／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>
成年後見より家族信託 石川　秀樹／著 静岡：ミーツ出版 324.8 
平成の経済 小峰　隆夫／著 東京：日本経済新聞出版社 332.1 
業務デザインの発想法 沢渡　あまね／著 東京：技術評論社 336.2 
仮想通貨時代を生き抜くための「お金」の教科書 白井　さゆり／著 東京：小学館 338 
これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール 梅田　泰宏／著 東京：フォレスト出版 345 
アルバイトから学ぶ仕事入門 佐野　薫／編著 [東京]：中央経済社 366 
移民クライシス 出井　康博／[著] 東京：KADOKAWA 366.8 
定年夫婦のトリセツ 黒川　伊保子／著 東京：SBクリエイティブ 367.3 
父権制の崩壊あるいは指導者はもう来ない 橋本　治／著 東京：朝日新聞出版 367.5 
防犯・防災ひとり暮らしのあんしんBOOK セコム・女性の安全委員会／著 東京：大和書房 368.6 
やさしすぎるあなたがくたびれないための介護ハンドブック 東田　勉／著 東京：大和書房 369.2 
“今”からできる!日常防災 永田　宏和／監修 東京：池田書店 369.3 
その子の「普通」は普通じゃない 富井　真紀／著 東京：ポプラ社 369.4 
SDGs時代の教育 北村　友人／編著 東京：学文社 371.5 
教科書から消える!?偉人たち 初田　景都／著 東京：辰巳出版 375.9 
ビジュアルブックASDの君へ ジョエル・ショウル／著 東京：学苑社 378 
本当に頭のいい子を育てる世界標準の勉強法 茂木　健一郎／著 東京：PHP研究所 379.9 
日本の365日を愛おしむ 本間　美加子／著 東京：東邦出版 386.1 
日本城郭奇談 菅井　靖雄／作 東京：東洋出版 388.1 
文化人類学の思考法 松村　圭一郎／編 京都：世界思想社 389 
国家機密と良心 ダニエル・エルズバーグ／[著] 東京：岩波書店 392.5 

<自然科学・数学・生物学・医学>
世にも美しき数学者たちの日常 二宮　敦人／著 東京：幻冬舎 410.2 
今日から使えるフーリエ変換 三谷　政昭／著 東京：講談社 413.6 
ランキングのカラクリ 谷岡　一郎／著 東京：自由国民社 417 
日本の国石「ひすい」 土山　明／編著 東京：成山堂書店 459.2 
ヘンな名前の植物 藤井　義晴／著 京都：化学同人 470.3 
虫や鳥が見ている世界 浅間　茂／著 東京：中央公論新社 481.3 
日本の渡り鳥観察ガイド 先崎　理之／著 東京：文一総合出版 488.1 
ゴリラの森、言葉の海 山極　寿一／著 東京：新潮社 489.9 
共感障害 黒川　伊保子／著 東京：新潮社 491.3 
がん免疫療法とは何か 本庶　佑／著 東京：岩波書店 494.5 
孟司と誠の健康生活委員会 養老　孟司／著 東京：文藝春秋 498 
安全な医療のための「働き方改革」 植山　直人／著 東京：岩波書店 498.1 
認知症予防は絵手紙で! 結城　俊也／著 東京：郵研社 498.3 
読んでわかる!疫学入門 ロドルフォ・サラッチ／著 東京：大修館書店 498.6 
子どもが幸せになる「正しい睡眠」 成田　奈緒子／著 東京：産業編集センター 498.7 
職場の発達障害　自閉スペクトラム症編 太田　晴久／監修 東京：講談社 498.8 

<技術・工学・建築・工業>
観察スケッチ 檜垣　万里子／著 東京：ホビージャパン 501.8 
駄菓子屋の<超リアル>ジオラマ 情景師アラーキー／著 東京：誠文堂新光社 507.9 
大量廃棄社会 仲村　和代／著 東京：光文社 519.7 
世界の美しい学校 パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル 526.3 
図解間取りの処方箋 堀野　和人／著 京都：学芸出版社 527.1 
トコトンやさしい宇宙ロケットの本 的川　泰宣／著 東京：日刊工業新聞社 538.9 
図解まるわかりサーバーのしくみ 西村　泰洋／著 [東京]：翔泳社 547.4 
逆引きPIC電子工作やりたいこと事典 後閑　哲也／著 東京：技術評論社 548.2 
図解でわかる!潜水艦のすべて 白石　光／著 東京：学研プラス 556.9 
指物の基礎と製作技法 大工道具研究会／編 東京：誠文堂新光社 583 
そろそろ、ジュエリーが欲しいと思ったら 伊藤　美佐季／著 東京：ダイヤモンド社 589.2 
私の好きな文房具の秘密 菅　未里／著 東京：枻出版社 589.7 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
大人になってやめたこと 一田　憲子／著 東京：扶桑社 590.4 
スタイルがよく見える!ワンピース&ブラウス 泉　繭子／著 東京：日東書院本社 593.3 
まいにち着る女の子服 片貝　夕起／著 東京：日本ヴォーグ社 593.3 
はじめてでもキレイにできるセルフジェルネイル教室 nailstepsリップ／著 東京：ソーテック社 595.4 
力尽きレシピ 犬飼　つな／著 東京：光文社 596 
おいしいおはなし 本とごちそう研究室／著 東京：グラフィック社 596 
ふだんの洋食 有元　葉子／著 東京：SBクリエイティブ 596.2 
かんたん家庭で作るおいしい羊肉料理 菊池　一弘／監修 東京：講談社 596.3 
「ホットケーキの神さまたち」に学ぶビジネスで成功する10のヒント 遠藤　功／著 東京：東洋経済新報社 596.6 
レモンのお菓子づくり 加藤　里名／著 東京：誠文堂新光社 596.6 
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<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
植物の病気と害虫防ぎ方・なおし方 草間　祐輔／著 東京：主婦の友社 623 
キャベツと白菜の歴史 メグ・マッケンハウプト／著 東京：原書房 626.5 
超図解野菜の生育診断&回復ワザ 『やさい畑』菜園クラブ／編 東京：家の光協会 626.9 
野菜とハーブの水耕栽培 北条　雅章／監修 東京：ブティック社 626.9 
ブロメリア 友野　京／監修・執筆 東京：笠倉出版社 627.8 
日陰をいかす四季の庭づくり 宇田川　佳子／監修 東京：家の光協会 629.7 
やってはいけない愛犬のしつけ 中西　典子／著 東京：青春出版社 645.6 
にっぽん文鳥絵巻 ポンプラボ／編 東京：カンゼン 646.8 
営業の問題地図 藤本　篤志／著 東京：技術評論社 673.3 
すぐ書ける!「稼ぐPOP」のつくり方 森本　純子／著 東京：同文舘出版 674.5 
ウェブマーケティングはじめての教科書 小石　彩夫／著 東京：幻冬舎 675 
どう変わったか?平成の鉄道 松本　典久／著 東京：交通新聞社 686.2 
東京ディズニーランド完全ガイド　2019-2020 講談社／編 東京：講談社 689.5 
ディズニーがもっと楽しくなる魔法のトリビア みっこ／著 東京：ベストセラーズ 689.5 
辛口評論家、星野リゾートに泊まってみた 瀧澤　信秋／著 東京：光文社 689.8 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
掛軸 藤井　弘之／監修 東京：メイツ出版 724.9 
チックタック〜約束の時計台〜 にしの　あきひろ／著 東京：幻冬舎 726.6 
ダウン症の書家 金澤翔子の一人暮らし 金澤　泰子／著 鎌倉：かまくら春秋社 728.2 
四季の空撮り方レシピブック 武田　康男／著 東京：玄光社 743.5 
クラゲ水族館BOOK 鈴木　朱紀子／著 東京：扶桑社 748 
色彩豊かに楽しむ陶芸 高橋　奈己／著 東京：マガジンランド 751 
エコクラフトの雑貨春夏秋冬 荒関　まゆみ／著 東京：朝日新聞出版 754.9 
世界が変わる「視点」の見つけ方 佐藤　可士和／著 東京：集英社 757 
35人の演奏家が語るクラシックの極意 伊熊　よし子／著 東京：学研プラス 762.8 
ドナルド・キーンのオペラへようこそ! ドナルド・キーン／著 東京：文藝春秋 766.1 
そしていま、一人になった 吉行　和子／著 東京：ホーム社 772.1 
能楽ことはじめ 松村　栄子／著 京都：淡交社 773 
市原悦子ことばの宝物 市原　悦子／著 東京：主婦の友社 775.1 
子どもとスポーツのイイ関係 山田　ゆかり／著 東京：大月書店 780.7 
激走!日本アルプス大縦断 齊藤　倫雄／著 東京：集英社 782.3 
89歳、人生なんだってできるのよ! 奥村　正子／著 町田：桜の花出版 782.8 
ありがとうを言えなくて 野村　克也／著 東京：講談社 783.7 
世界標準のスイングが身につく科学的ゴルフ上達法 板橋　繁／著 東京：講談社 783.8 
大人の水泳 笹原　辰夫／監修 東京：日本文芸社 785.2 
アウトドアテクニック図鑑 寒川　一／著 東京：池田書店 786 
<北欧流>焚き火のある暮らし エイヴィン・ベルク／著 東京：原書房 786 
スポーツクライミングテクニック&トレーニング 安井　博志／監修 東京：日東書院本社 786.1 
釣りの結び完璧BOOK　海釣り編 西野　弘章／著 東京：山と溪谷社 787.1 
作って学べるUnity超入門 鈴木　道生／著 東京：技術評論社 798.5 

<言　語>
多言語世界ヨーロッパ クロード・トリュショ／著 東京：大修館書店 802.3 
誰でも言語学 牧　秀樹／著 東京：開拓社 804 
笑う回文教室 せとちとせ／著 大阪：創元社 807.9 
大人の伝え方ノート 矢野　香／著 東京：SBクリエイティブ 809.2 
日日是日本語 今野　真二／著 東京：岩波書店 810.4 
日本人のための一発で通じる英語発音 松井　博／著 東京：ダイヤモンド社 831.1 
海外ドラマで面白いほど英語が話せる超勉強法 出口　武頼／著 東京：KADOKAWA 837.8 
中級学習者のためのドイツ語質問箱 田中　雅敏／著 東京：白水社 840 
旅するクロアチア語 小坂井　真美／著 東京：三修社 889.2 
フィンランド語は猫の言葉 稲垣　美晴／[著] 東京：KADOKAWA 893.6 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
ファンタジーを読む 井辻　朱美／著 東京：青土社 902.3 ｲﾂ
世界でいちばん不幸で、いちばん幸福な少女 今岡　清／著 東京：早川書房 910.2 ｲﾏ
愛と別れ 内田　康夫／著 東京：短歌研究社 911.1 ｳﾁ
美智子さま心に響くすてきな御歌100選 山口　謠司／監修 東京：宝島社 911.1 ﾀｶ
宮中歌会始全歌集 宮内庁／編 東京：東京書籍 911.1 ﾄｳ
超シルバー川柳 みやぎシルバーネット／編 東京：河出書房新社 911.4 ｶﾜ
もののふの国 天野　純希／著 東京：中央公論新社 F ｱﾏ
神を統べる者　上宮聖徳法王誕生篇 荒山　徹／著 東京：中央公論新社 F ｱﾗ
この橋をわたって 新井　素子／著 東京：新潮社 F ｱﾗ
精霊の木 上橋　菜穂子／著 東京：新潮社 F ｳｴ
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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)>
彼女たちの場合は 江國　香織／著 東京：集英社 F ｴｸ
破れた繭 開高　健／作 東京：岩波書店 F ｶｲ
うちの子が結婚しないので 垣谷　美雨／著 東京：新潮社 F ｶｷ
行基 岳　真也／著 東京：KADOKAWA F ｶﾞｸ
百花 川村　元気／著 東京：文藝春秋 F ｶﾜ
Fの悲劇 岸田　るり子／著 東京：徳間書店 F ｷｼ
金剛の塔 木下　昌輝／著 東京：徳間書店 F ｷﾉ
今昔百鬼拾遺 鬼 京極　夏彦／著 東京：講談社 F ｷﾖ
決戦!桶狭間 冲方　丁／[著] 東京：講談社 F ｺｳ
掌篇歳時記　春夏 瀬戸内　寂聴／著 東京：講談社 F ｺｳ
負けるな、届け! こかじ　さら／著 東京：双葉社 F ｺｶ
宵の凶星(まがぼし) 小杉　健治／著 東京：祥伝社 F ｺｽ
アリス殺し 小林　泰三／著 東京：東京創元社 F ｺﾊﾞ
アンド・アイ・ラブ・ハー 小路　幸也／著 東京：集英社 F ｼﾖ
魔法を召し上がれ 瀬名　秀明／著 東京：講談社 F ｾﾅ
ドローンマン 妹尾　一郎／著 東京：イースト・プレス F ｾﾉ
めぐり逢いサンドイッチ 谷　瑞恵／著 東京：KADOKAWA F ﾀﾆ
悪の五輪 月村　了衛／著 東京：講談社 F ﾂｷ
白昼夢の森の少女 恒川　光太郎／著 東京：KADOKAWA F ﾂﾈ
夢見る帝国図書館 中島　京子／著 東京：文藝春秋 F ﾅｶ
浮沈・踊子 永井　荷風／作 東京：岩波書店 F ﾅｶﾞ
椿宿の辺りに 梨木　香歩／著 東京：朝日新聞出版 F ﾅｼ
平成ストライク 青崎　有吾／著 東京：南雲堂 F ﾅﾝ
ていん島の記 仁木　英之／著 東京：講談社 F ﾆｷ
上野-会津百五十年後の密約 西村　京太郎／著 東京：文藝春秋 F ﾆｼ
チャイムが鳴った 日和　聡子／著 東京：新潮社 F ﾋﾜ
返討ち 藤井　邦夫／著 東京：文藝春秋 F ﾌｼﾞ
淀川八景 藤野　恵美／著 東京：文藝春秋 F ﾌｼﾞ
偽りの春 降田　天／著 東京：KADOKAWA F ﾌﾙ
美しい顔 北条　裕子／著 東京：講談社 F ﾎｳ
ゆりかごに聞く まさき　としか／著 東京：幻冬舎 F ﾏｻ
高台の家 松本　清張／著 東京：光文社 F ﾏﾂ
偶然の聖地 宮内　悠介／著 東京：講談社 F ﾐﾔ
友達未遂 宮西　真冬／著 東京：講談社 F ﾐﾔ
火神子 森山　光太郎／著 東京：朝日新聞出版 F ﾓﾘ
蒼色の大地 薬丸　岳／著 東京：中央公論新社 F ﾔｸ
朝嵐 矢野　隆／著 東京：中央公論新社 F ﾔﾉ
エンドオブスカイ 雪乃　紗衣／著 東京：講談社 F ﾕｷ
一度きりの人生だから 伊集院　静／著 東京：双葉社 E ｲｼﾞ
元気に下山 五木　寛之／著 東京：宝島社 E ｲﾂ
ブスの家訓 カレー沢薫／著 東京：中央公論新社 E ｶﾚ
孤独という道づれ 岸　惠子／著 東京：幻冬舎 E ｷｼ
昭和からの遺言 倉本　聰／著 東京：双葉社 E ｸﾗ
子どもの涙 徐　京植／著 東京：高文研 E ｿ
レンタルなんもしない人のなんもしなかった話 レンタルなんもしない人／著 東京：晶文社 916 ﾚﾝ
基礎からわかる漢詩の読み方・楽しみ方 鷲野　正明／監修 東京：メイツ出版 921 ﾒｲ
インド神話物語マハーバーラタ　上 デーヴァダッタ・パトナーヤク／文・画 東京：原書房 929 ﾊﾗ
インド神話物語マハーバーラタ　下 デーヴァダッタ・パトナーヤク／文・画 東京：原書房 929 ﾊﾗ
海の乙女の惜しみなさ デニス・ジョンソン／著 東京：白水社 933 ｼﾞﾖ
銀の墓碑銘(エピタフ) メアリー・スチュアート／著 東京：論創社 933 ｽﾃ
路地裏の子供たち スチュアート・ダイベック／著 東京：白水社 933 ﾀﾞｲ
声の物語 クリスティーナ・ダルチャー／著 東京：早川書房 933 ﾀﾞﾙ
図書館司書と不死の猫 リン・トラス／著 東京：東京創元社 933 ﾄﾗ
美しく呪われた人たち F.スコット・フィッツジェラルド／著 東京：作品社 933 ﾌｲ
僕が神さまと過ごした日々 アクセル・ハッケ／作 東京：講談社 943 ﾊﾂ
イタリアン・シューズ ヘニング・マンケル／著 東京：東京創元社 949 ﾏﾝ
パリ警視庁迷宮捜査班 ソフィー・エナフ／著 東京：早川書房 953 ｴﾅ
6時27分発の電車に乗って、僕は本を読む ジャン=ポール・ディディエローラン／著 東京：ハーパーコリンズ・ジャパン 953 ﾃﾞｲ
パピヨン　上 アンリ・シャリエール／著 東京：河出書房新社 956 ｼﾔ
パピヨン　下 アンリ・シャリエール／著 東京：河出書房新社 956 ｼﾔ
大尉の娘 プーシキン／著 東京：光文社 983 ﾌﾟｼ
湖 ビアンカ・ベロヴァー／著 東京：河出書房新社 989 ﾍﾞﾛ

※「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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