
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
そのツイート炎上します! 唐澤　貴洋／著 東京：カンゼン 007.3 
グーグルが消える日 ジョージ・ギルダー／著 東京：SBクリエイティブ 007.3 
できる仕事がはかどるPython自動処理全部入り。 森本　哲也／著 東京：インプレス 007.6 
今すぐ使えるかんたんOutlook 2019 リブロワークス／著 東京：技術評論社 007.6 
現場ですぐに使える!Excel VBA逆引き大全600の極意 E-Trainer.jp／著 東京：秀和システム 007.6 
今すぐ使えるかんたんScratch 松下　孝太郎／共著 東京：技術評論社 007.6 
公文書館紀行　第2弾 長井　勉／著 東京：丸善プラネット 018 
「モノの単位」大事典 ホームライフ取材班／編 東京：青春出版社 049 
殺されても聞く 田原　総一朗／著 東京：朝日新聞出版 070.4 

<哲学・思想・心理学・宗教>
大学4年間の哲学が10時間でざっと学べる 貫　成人／[著] 東京：KADOKAWA 100 
論理学超入門 グレアム・プリースト／[著] 東京：岩波書店 116 
「かわいい」のちから 入戸野　宏／著 京都：化学同人 140.7 
怒らない習慣力 種市　勝覺／著 東京：WAVE出版 141.6 
妻語を学ぶ 黒川　伊保子／著 東京：幻冬舎 143.1 
大人だからこそ忘れないでほしい45のこと 齋藤　孝／著 東京：ワニブックス 159 
悩む人 高橋　秀実／著 東京：文藝春秋 159 
科学がつきとめた「運のいい人」 中野　信子／著 東京：サンマーク出版 159 
生死の覚悟 高村　薫／著 東京：新潮社 180.4 
「身軽」の哲学 山折　哲雄／著 東京：新潮社 184 

<歴史・地理・伝記・紀行>
発掘された日本列島　2019 文化庁／編 東京：共同通信社 210 
超訳東大教授が教える!戦乱図鑑 山本　博文／監修 東京：かんき出版 210.1 
明治維新 隠された真実 安藤　優一郎／著 東京：日本経済新聞出版社 210.6 
平成時代 吉見　俊哉／著 東京：岩波書店 210.7 
沖縄戦を知る事典 吉浜　忍／編 東京：吉川弘文館 219.9 
一冊でわかるアメリカ史 関　眞興／著 東京：河出書房新社 253 
伊藤野枝の手紙 伊藤　野枝／著 東京：土曜社 289 ｲﾄ
ゴルバチョフ　上 ウィリアム・トーブマン／著 東京：白水社 289 ｺﾞﾙ
楊貴妃 村山　吉廣／[著] 東京：講談社 289 ﾖｳ
観光列車旅百科 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 291 
図説京阪神の地理 山口　覚／著 京都：ミネルヴァ書房 291.6 
台北以外の台湾ガイド 松田　義人／著 東京：亜紀書房 292.2 

<政治・法律・経済・教育>
フィンランドを知るためのキーワードA to Z 日本フィンランドデザイン協会／著 東京：ネコ・パブリッシング 302.3 
140字の戦争 デイヴィッド・パトリカラコス／著 東京：早川書房 319 
アメリカ人のみた日本の死刑 デイビッド・T.ジョンソン／[著] 東京：岩波書店 326.4 
必ず取れる日本人の配偶者ビザ!国際結婚手続ガイド 小島　健太郎／著 東京：セルバ出版 329.9 
入門アメリカ経済Q&A100 坂出　健／編著 [東京]：中央経済社 332.5 
ドキュメント「働き方改革」 澤路　毅彦／著 東京：旬報社 366.1 
移民解禁 永井　隆／著 東京：毎日新聞出版 366.8 
心が折れそうな夫のためのモラハラ妻解決BOOK 高草木　陽光／著 東京：左右社 367.3 
50歳から結婚してみませんか? スローマリッジ取材班／著 東京：朝日新聞出版 367.4 
ちょこっとずぼら老後の楽ちん片付け術 保坂　隆／著 東京：海竜社 367.7 

新着図書案内 令和元年7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  

 
 ～熱中症のおはなし～ 
 
  いよいよ夏本番ですね。海へ行くなどの楽しい予定を立てておられる方も 
 多いのではないでしょうか。そんな中、気をつけたいのが熱中症です。 
  熱中症とは、高温・多湿の環境によって、生命を維持する体温調節の働きに異常が起こる 
 病気です。日差しの強い屋外だけでなく、屋内でも熱中症の危険があります。 
 日頃から、吸水性・速乾性の高い服を着る、栄養バランスのとれた食事や 
 こまめな水分補給をする、などに気を付けてこの夏も元気に過ごしたいですね。 
 
 【参考】『熱中症対策マニュアル』稲葉 裕／監修，エクスナレッジ 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>
椅子に座ってできるシニアの1,2分間筋トレ体操55 斎藤　道雄／著 名古屋：黎明書房 369.2 
尊厳ある介護 里村　佳子／著 東京：岩波書店 369.2 
シニアのための防災手帖 三平　洵／監修 東京：産業編集センター 369.3 
わたしは12歳、爆撃される悪夢を見る夜。 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／著 東京：合同出版 369.4 
ドイツの歴史教育 川喜田　敦子／著 東京：白水社 372.3 
AI時代の小学生が身につけておきたい一生モノの「読解力」 福島　美智子／著 東京：実務教育出版 379.9 
黒の服飾史 徳井　淑子／著 東京：河出書房新社 383.1 
日本茅葺き紀行 安藤　邦廣／著 東京：農山漁村文化協会 383.9 
鬼とはなにか 戸矢　学／著 東京：河出書房新社 387 
日本の民俗信仰を知るための30章 八木　透／著 京都：淡交社 387 

<自然科学・数学・生物学・医学>
科学者は、なぜ軍事研究に手を染めてはいけないか 池内　了／[著] 東京：みすず書房 407 
中・高生への科学の教室 藤嶋　昭／監修 東京：学研プラス 407 
<図説>世界史を変えた数学 ロバート・スネデン／著 東京：原書房 410.2 
深海-極限の世界 藤倉　克則／編著 東京：講談社 452 
富士山噴火と南海トラフ 鎌田　浩毅／著 東京：講談社 453.8 
知識ゼロでもハマる面白くて奇妙な古生物たち 土屋　健／著 東京：カンゼン 457.8 
若い読者のための『種の起源』 チャールズ・ダーウィン／著 東京：あすなろ書房 467.5 
池の水ぜんぶ“は”抜くな! 池田　清彦／監修 東京：つり人社 468 
7つの人類化石の物語 リディア・パイン／著 東京：白揚社 469.2 
葉っぱはなぜこんな形なのか? 林　将之／文・写真 東京：講談社 470 
鳥頭なんて誰が言った? エマニュエル・プイドバ／著 東京：早川書房 481.7 
わたしは哺乳類です リアム・ドリュー／著 東京：インターシフト 489 
おならのサイエンス ステファン・ゲイツ／著 東京：柏書房 491.3 
本来のからだにリセットする人体力学 井本　邦昭／著 東京：大和書房 492.7 
大腸がんと告知されたときに読む本 加藤　隆佑／著 東京：緑書房 493.4 
うんトレ 神山　剛一／医療監修 東京：方丈社 493.4 
子どもと親のためのワクチン読本 母里　啓子／著 東京：双葉社 493.9 
人を襲うハチ 小川原　辰雄／著 東京：山と溪谷社 494.3 
プレ更年期1年生 対馬　ルリ子／監修 東京：つちや書店 495.1 
あぶない!聞こえの悪さがボケの始まり 坂田　英明／著 東京：小学館 496.6 
なぜ歯科の治療は1回では終わらないのか?聞くに聞けない歯医者のギモン40 若林　健史／著 東京：朝日新聞出版 497 
椅子に座って、いつでもできる着席ヨーガ 赤根　彰子／著 東京：KADOKAWA 498.3 
「ゆるっと自己管理」でいつの間にかやせる本 上野　啓樹／著 東京：三笠書房 498.3 
かみやすい飲み込みやすい高齢者のやわらか食132 江頭　文江／著 東京：学研プラス 498.5 

<技術・工学・建築・工業>
テクノロジー見るだけノート 山形　浩生／監修 東京：宝島社 504 
週末楽楽プラモ生活 秋友　克也／著 東京：新紀元社 507.9 
わかる!使える!品質改善入門 石川　君雄／著 東京：日刊工業新聞社 509.6 
プラスチック・フリー生活 シャンタル・プラモンドン／著 東京：NHK出版 519 
神戸・大阪・京都レトロ建築さんぽ 倉方　俊輔／著 東京：エクスナレッジ 523.1 
リノベーション名建築の旅 常松　祐介／著 東京：講談社 523.1 
名機300選 帆足　孝治／著 東京：イカロス出版 538.6 
WordPressのやさしい教科書。 竹下　和人／共著 東京：エムディエヌコーポレーション 547.4 
iPadスマートガイド 技術評論社編集部／著 東京：技術評論社 548.2 
たたら製鉄の歴史 角田　徳幸／著 東京：吉川弘文館 564 
ほんものみたいなジュエルソープ みなみざわ　ななえ／著 東京：日本文芸社 576.5 
日本発酵紀行 小倉　ヒラク／著 東京：D&DEPARTMENT PROJECT 588.5 
にっぽん醬油蔵めぐり 高橋　万太郎／著 東京：東海教育研究所 588.6 
全身1万円以下で“きちんとして見える” しまりんご／著 東京：飛鳥新社 589.2 
ナイキシューズ革命 酒井　政人／著 東京：ポプラ社 589.7 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
家事のワンオペ脱出術 佐光　紀子／著 東京：エクスナレッジ 590 
しあわせのつくり方 引田　かおり／著 東京：KADOKAWA 590.4 
CHECK&STRIPE SEW HAPPY CHECK&STRIPE／[編] 東京：世界文化社 593.3 
ひんやりさっぱりゼリー寄せ 大越　郷子／著 東京：誠文堂新光社 596 
とにかく盛り上がる夜ごはん 小田　真規子／料理 東京：文響社 596 
夏めし100 高橋　雅子／著 東京：池田書店 596 
おいしいごはんの勘どころ 野崎　洋光／著 東京：学研プラス 596 
ぬか漬け帖 有元　葉子／著 東京：筑摩書房 596.3 
農家ごはんと旬野菜レシピ 枝元　なほみ／著 東京：家の光協会 596.3 
ときめく10分スイーツ 若山　曜子／著 東京：家の光協会 596.6 
とっておき手づくり果実酒 大和　富美子／著 東京：創森社 596.7 
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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>
草取りにワザあり! 西尾　剛／著 東京：誠文堂新光社 615.6 
だれでもできる小さい田んぼでイネつくり 笹村　出／著 東京：農山漁村文化協会 616.2 
里山食堂が教える果樹の収穫・保存・料理 西東社編集部／編 東京：西東社 625 
珍奇植物 藤原　連太郎／監修 東京：日本文芸社 627.7 
ドッグマッサージ実践テクニックBOOK 山田　りこ／監修 東京：メイツ出版 645.6 
ポイント&スマホ決済&電子マネー完全攻略ガイド クレナビ管理人／著 東京：技術評論社 673.3 
サービスの達人たち 野地　秩嘉／著 東京：新潮社 673.3 
超入門不動産の教科書 徳本　友一郎／著 東京：新星出版社 673.9 
わかりやすい交通事故 吉田　杉明／著 東京：自由国民社 681.3 
海上物流を支える若者たち 森　隆行／著 東京：海文堂出版 683.8 
リッツ・カールトン最高の組織をゼロからつくる方法 ホルスト・シュルツ／著 東京：ダイヤモンド社 689.8 
大きな字でわかりやすいスマートフォン超入門 リンクアップ／著 東京：技術評論社 694.6 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
世界でもっとも美しい装飾写本 田中　久美子／著 東京：エムディエヌコーポレーション 723 
目的で探すフォント見本帳 タイポグラフィ・ブックス編集部／編 東京：ビー・エヌ・エヌ新社 727.8 
京楽堂の消しゴムはんこコレクション 京楽堂／著 東京：主婦の友インフォス 736 
漱石のいない写真 前田　潤／著 東京：現代書館 740.2 
ショーケン最終章 萩原　健一／著 東京：講談社 767.8 
チケット不正転売禁止法がよくわかるQ&A 山下　貴司／著 東京：第一法規 770.9 
新・魔法のコンパス 西野　亮廣／[著] 東京：KADOKAWA 779.1 
オリンピックの輝き 佐藤　次郎／著 東京：東京書籍 780.6 
作ってびっくり!かわいい草花あそび 相澤　悦子／著 東京：日本写真企画 781.9 
タイムをもっと縮める!陸上競技スプリント最速トレーニング 豊田　裕浩／監修 東京：メイツ出版 782.3 
すごい90歳 奥村　正子／著 東京：ダイヤモンド社 782.8 
勝つ!ホッケー上達バイブル 天理大学ベアーズ／監修 東京：メイツ出版 783.8 
動画で学ぶ弓道 石山　佳彦／著 東京：日本文芸社 789.5 
茶道史ゆかりの地を歩く 森　恭彦／著 京都：淡交社 791.2 
1億3000万人のためのeスポーツ入門 但木　一真／編著 東京：NTT出版 798.5 

<言　語>
本にまつわる世界のことば 温　又柔／著 大阪：創元社 804 
超基礎・日本語教育 森　篤嗣／編著 東京：くろしお出版 810.7 
イメージでわかる表現英単語 田中　茂範／監・著 東京：学研プラス 834 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

文学の中の家 スーザン・ハーラン／著 東京：エクスナレッジ 902 ﾊﾗ

平安ガールフレンズ 酒井　順子／著 東京：KADOKAWA 910.2 ｻｶ

<奇>と<妙>の江戸文学事典 長島　弘明／編 東京：文学通信 910.2 ﾌﾞﾝ

悪魔のトリック 青柳　碧人／著 東京：祥伝社 F ｱｵ

星から来た船　上 新井　素子／著 東京：出版芸術社 F ｱﾗ

ノーサイド・ゲーム 池井戸　潤／著 東京：ダイヤモンド社 F ｲｹ

七人の刺客 稲葉　稔／著 東京：光文社 F ｲﾅ

コイコワレ 乾　ルカ／著 東京：中央公論新社 F ｲﾇ

むらさきのスカートの女 今村　夏子／著 東京：朝日新聞出版 F ｲﾏ

会津の義 植松　三十里／著 東京：集英社 F ｳｴ

キュー 上田　岳弘／著 東京：新潮社 F ｳｴ

アロワナを愛した容疑者 大倉　崇裕／著 東京：講談社 F ｵｵ

道然寺さんの双子探偵　[2] 岡崎　琢磨／著 東京：朝日新聞出版 F ｵｶ

ライフ 小野寺　史宜／著 東京：ポプラ社 F ｵﾉ

夜と陽炎 開高　健／作 東京：岩波書店 F ｶｲ

とむらい屋颯太 梶　よう子／著 東京：徳間書店 F ｶｼﾞ

あなたの右手は蜂蜜の香り 片岡　翔／著 東京：新潮社 F ｶﾀ

弁当屋さんのおもてなし　[5] 喜多　みどり／[著] 東京：KADOKAWA F ｷﾀ

誰そ彼の殺人 小松　亜由美／著 東京：幻冬舎 F ｺﾏ

炎天夢 今野　敏／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｺﾝ
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<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

日の昇る国へ 佐伯　泰英／著 東京：新潮社 F ｻｴ

K2 笹本　稜平／著 東京：祥伝社 F ｻｻ

ぼくの鳥あげる 佐野　洋子／作 東京：幻戯書房 F ｻﾉ

月人壮士(おとこ) 澤田　瞳子／著 東京：中央公論新社 F ｻﾜ

待ち遠しい 柴崎　友香／著 東京：毎日新聞出版 F ｼﾊﾞ

ひよこ太陽 田中　慎弥／著 東京：新潮社 F ﾀﾅ

マタタビ町は猫びより 田丸　雅智／著 東京：辰巳出版 F ﾀﾏ

愛情漂流 辻　仁成／著 東京：竹書房 F ﾂｼﾞ

新火盗改鬼与力　[3] 鳥羽　亮／[著] 東京：KADOKAWA F ﾄﾊﾞ

水辺のブッダ ドリアン助川／著 東京：小学館 F ﾄﾞﾘ

笑え、シャイロック 中山　七里／著 東京：KADOKAWA F ﾅｶ

119 長岡　弘樹／著 東京：文藝春秋 F ﾅｶﾞ

スーパー北斗殺人事件 西村　京太郎／著 東京：双葉社 F ﾆｼ

美しき愚かものたちのタブロー 原田　マハ／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾗ

高校サッカーボーイズU-18 はらだ　みずき／著 東京：KADOKAWA F ﾊﾗ

キャバレー ビートたけし／著 東京：文藝春秋 F ﾋﾞﾄ

三つの顔 藤井　邦夫／[著] 東京：講談社 F ﾌｼﾞ

綾峰音楽堂殺人事件 藤谷　治／著 東京：ポプラ社 F ﾌｼﾞ

トロイメライ 村山　早紀／著 [東京]：立東舎 F ﾑﾗ

キマイラ　14 夢枕　獏／著 東京：朝日新聞出版 F ﾕﾒ

40歳までにコレをやめる 岡田　育／著 東京：サンマーク出版 E ｵｶ

みらいめがね 荻上　チキ／著 東京：暮しの手帖社 E ｵｷﾞ

天邪鬼のすすめ 下重　暁子／著 東京：文藝春秋 E ｼﾓ

介護の流儀 曾野　綾子／著 東京：河出書房新社 E ｿﾉ

女の偏差値 林　真理子／著 東京：マガジンハウス E ﾊﾔ

女はいつも四十雀 林　真理子／著 東京：光文社 E ﾊﾔ

失われた美風 藤原　正彦／著 東京：新潮社 E ﾌｼﾞ

孤独の意味も、女であることの味わいも 三浦　瑠麗／著 東京：新潮社 E ﾐｳ

チョコレート・ガール探偵譚 吉田　篤弘／著 東京：平凡社 E ﾖｼ

鷗外・ドイツ青春日記 森　鷗外／著 東京：未知谷 915 ﾓﾘ

僕が夫に出会うまで 七崎　良輔／著 東京：文藝春秋 916 ﾅﾅ

<レンタルなんもしない人>というサービスをはじめます。 レンタルなんもしない人／著 東京：河出書房新社 916 ﾚﾝ

マハーバーラタ入門 沖田　瑞穂／著 東京：勉誠出版 929 ｵｷ

回復する人間 ハン　ガン／著 東京：白水社 929 ﾊﾝ

愛なんてセックスの書き間違い ハーラン・エリスン／著 東京：国書刊行会 933 ｴﾘ

グッド・オーメンズ　上 ニール・ゲイマン／[著] 東京：KADOKAWA 933 ｹﾞｲ

グッド・オーメンズ　下 ニール・ゲイマン／[著] 東京：KADOKAWA 933 ｹﾞｲ

ぼくを忘れないで ネイサン・ファイラー／著 東京：東京創元社 933 ﾌｱ

ある作家の夕刻 スコット・フィッツジェラルド／著 東京：中央公論新社 933 ﾌｲ

刑罰 フェルディナント・フォン・シーラッハ／著 東京：東京創元社 943 ｼﾗ

死者の国 ジャン=クリストフ・グランジェ／著 東京：早川書房 953 ｸﾞﾗ

シェリ コレット／著 東京：光文社 953 ｺﾚ

千霊一霊物語 アレクサンドル・デュマ／著 東京：光文社 953 ﾃﾞﾕ

※「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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