
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
アレクサvsシリ ジェイムズ・ブラホス／著 [東京]：日経BP 007.1 
「超」AI整理法 野口　悠紀雄／著 東京：KADOKAWA 007.5 
60分でわかる!プログラミング教育最前線 プログラミング教育研究会／著 東京：技術評論社 007.6 
生きるための図書館 竹内　哲／著 東京：岩波書店 010.4 
認知症予防におすすめ図書館利用術　3 結城　俊也／著 東京：日外アソシエーツ 015 
なぜ本を踏んではいけないのか 齋藤　孝／著 東京：草思社 019 
ひとりでよめたよ!幼年文学おすすめブックガイド200 大阪国際児童文学振興財団／編 東京：評論社 019.5 
仰げば尊し、和菓子のON? 高崎　康史／著 東京：ベストブック 049 
報道事変 南　彰／著 東京：朝日新聞出版 070.2 

<哲学・思想・心理学・宗教>
僕らの世界を作りかえる哲学の授業 土屋　陽介／著 東京：青春出版社 104 
不安の概念 セーレン・キルケゴール／著 東京：平凡社 139.3 
「生きにくさ」はどこからくるのか 山　祐嗣／著 東京：新曜社 140 
世界一不思議な錯視アート 北岡　明佳／著 東京：カンゼン 145.5 
ざんねんな手相 卯野　たまご／著 東京：扶桑社 148.1 
「今、ここ」にある幸福 岸見　一郎／著 東京：清流出版 159 
世界魚類神話 篠田　知和基／著 東京：八坂書房 164 
江戸時代の神社 高埜　利彦／著 東京：山川出版社 175 
よくわかるお経読本 瓜生　中／著 東京：KADOKAWA 183 
ジョヴァンニ・バッティスタ・シドティ マリオ・トルチヴィア／著 東京：教文館 198.2 

<歴史・地理・伝記・紀行>
覇権の世界史 宮崎　正勝／著 東京：河出書房新社 209 
知られざる弥生ライフ 譽田　亜紀子／著 東京：誠文堂新光社 210.2 
考古学から学ぶ古墳入門 松木　武彦／編著 東京：講談社 210.3 
平成史全記録 毎日新聞出版平成史編集室／編 東京：毎日新聞出版 210.7 
史実としての三国志 袴田　郁一／執筆 東京：宝島社 222 
薔薇戦争 陶山　昇平／著 東京：イースト・プレス 233 
地中海の十字路=シチリアの歴史 藤澤　房俊／著 東京：講談社 237 
人生で大切なことは泥酔に学んだ 栗下　直也／著 東京：左右社 281 
アインシュタインの旅行日記 アルバート・アインシュタイン／著 東京：草思社 289 ｱｲ
夜と霧の明け渡る日に ヴィクトール・E.フランクル／著 東京：新教出版社 289 ﾌﾗ
殺しの柳川 竹中　明洋／著 東京：小学館 289 ﾔﾅ
懐かしの昭和ドライブイン 越野　弘之／著 東京：グラフィック社 291 

<政治・法律・経済・教育>
パレスチナのちいさないとなみ 高橋　美香／文・写真 京都：かもがわ出版 302.2 
黒幕の興亡関西闇社会の血の掟 一ノ宮　美成／著 東京：さくら舎 304 
政治を選ぶ力 橋下　徹／著 東京：文藝春秋 312.1 
ウイグル人に何が起きているのか 福島　香織／著 東京：PHP研究所 316.8 
国家公務員の仕事図鑑 公務員試験予備校EYE／編 [東京]：中央経済社 317.3 
「いいね!」戦争 P.W.シンガー／著 東京：NHK出版 319 
家族でもめないための公正証書遺言のすすめ 堀川　末子／著 東京：自由国民社 324.7 
少年犯罪はどのように裁かれるのか。 須藤　明／著 東京：合同出版 327.8 
繁栄のパラドクス クレイトン・M.クリステンセン／著 東京：ハーパーコリンズ・ジャパン 331.8 
日本のマクロ経済政策 熊倉　正修／著 東京：岩波書店 332.1 

新着図書案内 令和元年8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  

 
 あま～い氷を楽しみたくて ～かき氷とヒトの味覚～ 
 
  アイスキャンデー、クリームソーダ、タピオカドリンク！ 冷たくて甘いお菓子は、昔から 
 日本人を虜にしてきました。その中でも変わらぬ人気を誇る「かき氷」のシロップをそのまま 
 なめてみると、驚くほど甘い味がします。実は人間の味覚は食べ物の温度に左右されていて、 
 冷たい食べ物のときは甘味を感じにくくなり、反対に塩味は感じやすくなるそうです。 
 このような温度による影響をもっとも受けにくい味は「酸味」であり、甘さ控えめの 
 柑橘系シロップ等は温かくても冷たくても味覚の変化が起こりにくいと考えられます。 
 
 【参考】『ひんやり氷の本』前野 紀一／監修，池田書店   
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>
なぜ共働きも専業もしんどいのか 中野　円佳／著 東京：PHP研究所 366.3 
2000万円もってないオレたちはどう生きるか 岡　久／著 東京：自由国民社 367.7 
「うんこ」が無理なく出る介護 浅野　洋藏／著 東京：法研 369.2 
在米被爆者 松前　陽子／著 東京：潮出版社 369.3 
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ／著 東京：新潮社 376.3 
小学校受験バイブル 二宮　未央／著 東京：あさ出版 376.8 
海外で研究者になる 増田　直紀／著 東京：中央公論新社 377.1 
手話言語白書 全日本ろうあ連盟／編集 東京：明石書店 378.2 
非認知能力を育てるあそびのレシピ 大豆生田　啓友／著 東京：講談社 379.9 
民間人のための戦場行動マニュアル S&T OUTCOMES／著 東京：誠文堂新光社 391 

<自然科学・数学・生物学・医学>
ズーム・イン・ユニバース ケイレブ・シャーフ／著 東京：みすず書房 404 
皮膚はすごい 傳田　光洋／著 東京：岩波書店 463.9 
王家の遺伝子 石浦　章一／著 東京：講談社 469.4 
四季の山野草 森田　吉重／著 神戸：神戸新聞総合出版センター 470 
もっと知りたい動物園と水族館 小宮　輝之／著 東京：メディアパル 480.7 
身近な生き物オス・メス「見分け方」事典 木村　悦子／執筆 東京：ベレ出版 481.3 
キリン解剖記 郡司　芽久／著 東京：ナツメ社 489.8 
体が整うツボの解剖図鑑 福辻　鋭記／著 東京：エクスナレッジ 492.7 
熟年期障害 平澤　精一／著 東京：アスコム 493.1 
シニアの逆流性食道炎 三輪　洋人／監修 東京：NHK出版 493.4 
完全図解痛風・高尿酸血症のすべて 谷口　敦夫／監修 東京：主婦の友社 493.6 
うつと発達障害 岩波　明／著 東京：青春出版社 493.7 
トラウマのことがわかる本 白川　美也子／監修 東京：講談社 493.7 
大人の図形ドリル 児玉　光雄／著 東京：光文社 498.3 
糖質制限の大百科 江部　康二／監修 東京：洋泉社 498.5 

<技術・工学・建築・工業>
よくわかる最新「橋」の科学と技術 五十畑　弘／著 東京：秀和システム 515 
水道民営化で水はどうなるのか 橋本　淳司／著 東京：岩波書店 518.1 
プラスチック汚染とは何か 枝廣　淳子／著 東京：岩波書店 519.4 
絶壁建築めぐり 飯沼　義弥／著 東京：G.B. 521.8 
機械設計の知識がやさしくわかる本 西村　仁／著 東京：日本能率協会マネジメントセンター 531.9 
スッキリ!がってん!地熱の本 江原　幸雄／著 東京：電気書院 533.6 
国鉄型特急車両 レイルウエイズグラフィック／著 東京：グラフィック社 536 
きちんと知りたい!バイクメンテとチューニングの実用知識 小川　直紀／著 東京：日刊工業新聞社 537.9 
3つのアポロ 的川　泰宣／著 東京：日刊工業新聞社 538.9 
これから学ぶHTML/CSS 齊藤　新三／著 東京：インプレス 547.4 
最新空母がよ〜くわかる本 井上　孝司／著 東京：秀和システム 556.9 
光触媒が一番わかる 高島　舞／著 東京：技術評論社 572.7 
泡立てて作るスイーツ石けん 木下　和美／著 東京：グラフィック社 576.5 
テキーラの歴史 イアン・ウィリアムズ／著 東京：原書房 588.5 
モダリーナのファッションパーツ図鑑 溝口　康彦／著 東京：マール社 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
貯まる女子の毎日の習慣 日経WOMAN編集部／編 [東京]：日経BP 591 
みんなのルームシューズ 市ノ瀬　絵里子／著 東京：日本文芸社 593.3 
刺繡小説 神尾　茉利／著 東京：扶桑社 594.2 
樋口愉美子の動物刺繍 樋口　愉美子／著 東京：文化学園文化出版局 594.2 
かぎ針で編むおとなのカーディガン、ボレロ、ジレ minao／著 東京：日東書院本社 594.3 
シニアビューティヘア テルイ　タカヒロ／著 東京：講談社 595.4 
豪華で上品なジェルネイル集めました 日本文芸社／編 東京：日本文芸社 595.4 
おつまミステリー 浅暮　三文／著 東京：柏書房 596 
にんにくの料理 有元　葉子／著 東京：東京書籍 596 
純喫茶レシピ 高山　かづえ／著 東京：誠文堂新光社 596 
5つの味つけ黄金比 笠原　将弘／著 東京：学研プラス 596.2 
世界のおつまみレシピ 本山　尚義／著 東京：主婦と生活社 596.2 
最高のチャーハン50 しらい　のりこ／著 東京：家の光協会 596.3 
野口真紀のわたしの好きなトマト料理 野口　真紀／著 東京：誠文堂新光社 596.3 
かんたんかわいいたのしいケーキポップス 桔梗　有香子／著 東京：日東書院本社 596.6 
クリームのことがよくわかる!お菓子の本 坂田　阿希子／著 東京：文化学園文化出版局 596.6 
ナチュラルおそうじ大全 本橋　ひろえ／著 東京：主婦の友社 597.9 
父親の科学 ポール・レイバーン／著 東京：白揚社 598.2 
すくすく赤ちゃん 田原　卓浩／著 東京：保健同人社 599 
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<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
国産・イタリア野菜のすすめ 山下　ようこ／著 東京：誠文堂新光社 626 
八百屋とかんがえるオーガニック warmerwarmer／著 東京：KTC中央出版 626.1 
日本有用樹木誌 伊東　隆夫／著 大津：海青社 653.2 
電子契約の教科書 宮内　宏／編著 東京：日本法令 670 
ネット予約時代の困ったお客のトリセツ 飯野　たから／著 東京：自由国民社 673.3 
スマホ決済の選び方と導入がズバリわかる本 小宮　紳一／著 東京：秀和システム 673.3 
遺体と火葬のほんとうの話 佐藤　信顕／著 東京：二見書房 673.9 
なぜ、お客様は「そっち」を買いたくなるのか? 理央　周／著 東京：日本経済新聞出版社 675 
ツウになる!クルーズ船の教本 川崎　豊彦／著 東京：秀和システム 683.5 
ブルートレイン大図鑑 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 686.2 
観光公害 佐滝　剛弘／[著] 東京：祥伝社 689.2 
IRで日本が変わる ジェイソン・ハイランド／[著] 東京：KADOKAWA 689.4 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
失われた芸術作品の記憶 ノア・チャーニイ／著 東京：原書房 702 
デッサンドールで覚えるポージングデッサン入門 YANAMi／著 東京：グラフィック社 726.5 
モダンカリグラフィー 島野　真希／著 東京：ビー・エヌ・エヌ新社 727.8 
カメラとレンズのしくみがわかる光学入門 安藤　幸司／著 東京：インプレス 746 
古美術手帖 ナカムラ　クニオ／著 東京：玄光社 756.8 
なんてったって邦楽 釣谷　真弓／著 東京：東京堂出版 768 
まあまあふうふう。 八千草　薫／著 東京：主婦と生活社 772.1 
昭和の落語名人列伝 今岡　謙太郎／監修執筆 京都：淡交社 779.1 
走る奴なんて馬鹿だと思ってた 松久　淳／著 東京：山と溪谷社 782 
少年サッカーケガ防止マニュアル 金子　憲一／監修 東京：メイツ出版 783.4 
プロ野球史上最高の選手は誰だ? 張本　勲／ほか著 東京：宝島社 783.7 
はじめてのテント山行 栗山　祐哉／監修 東京：メイツ出版 786.1 
関西「いい川」渓流アマゴ・イワナ釣り場 つり人社書籍編集部／編 東京：つり人社 787.1 
確実に極める!柔道固め技必勝のコツ55 岩渕　公一／監修 東京：メイツ出版 789.2 
棋風別!あなたに合った囲碁上達法 下島　陽平／著 東京：マイナビ出版 795 
麻雀の失敗学 朝倉　康心／[著] 東京：竹書房 797.5 

<言　語>
現役アナウンサーが教えるあなたが輝く話し方入門 近藤　淳子／著 東京：シンコーミュージック・エンタテイメ 809.2 
奇跡の朗読教室 斉藤　ゆき子／著 東京：新泉社 809.4 
日本語「標準形(スタンダード)」の歴史 野村　剛史／著 東京：講談社 810.2 
日本語教育へのいざない 白川　博之／監修 東京：凡人社 810.7 
読書感想文虎の巻 佐々木　英昭／著 東京：幻冬舎メディアコンサルティング 816 
親子の対話ですいすい書ける!はじめての読書感想文 藤田　利江／著 東京：子どもの未来社 816 
英文法のトリセツ　じっくり基礎編 阿川　イチロヲ／著 東京：アルク 835 
わたしの英文フレーズ総集編 関谷　明子／著・訳 東京：ブティック社 836.6 
恥ずかしい英語 長尾　和夫／[著] 東京：KADOKAWA 837.8 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
お砂糖とスパイスと爆発的な何か 北村　紗衣／著 福岡：書肆侃侃房 902 ｷﾀ
ふたりの村上 吉本　隆明／著 東京：論創社 910.2 ﾖｼ
愛は愛は愛は 時実　新子／著 東京：左右社 911.4 ﾄｷ
やすらぎの刻(とき)〜道〜　第1巻 倉本　聰／著 東京：双葉社 912.7 ｸﾗ
未来を、11秒だけ 青柳　碧人／著 東京：光文社 F ｱｵ
妙麟 赤神　諒／著 東京：光文社 F ｱｶ
君たちは今が世界(すべて) 朝比奈　あすか／著 東京：KADOKAWA F ｱｻ
愛してるって言えなくたって 五十嵐　貴久／著 東京：祥伝社 F ｲｶﾞ
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
クジラアタマの王様 伊坂　幸太郎／著 東京：NHK出版 F ｲｻ
から揚げの秘密 石井　睦美／著 東京：中央公論新社 F ｲｼ
家康謀殺 伊東　潤／著 東京：KADOKAWA F ｲﾄ
ツキノネ 乾　緑郎／著 東京：祥伝社 F ｲﾇ
八本目の槍 今村　翔吾／著 東京：新潮社 F ｲﾏ
空と湖水 植松　三十里／著 東京：文藝春秋 F ｳｴ
剣樹抄 冲方　丁／著 東京：文藝春秋 F ｳﾌﾞ
道化師の退場 太田　忠司／著 東京：祥伝社 F ｵｵ
いつかの岸辺に跳ねていく 加納　朋子／著 東京：幻冬舎 F ｶﾉ
ガラスの城壁 神永　学／著 東京：文藝春秋 F ｶﾐ
夏物語 川上　未映子／著 東京：文藝春秋 F ｶﾜ
いるいないみらい 窪　美澄／著 東京：KADOKAWA F ｸﾎﾞ
地には平和を 小松　左京／[著] 東京：KADOKAWA F ｺﾏ
亥子ころころ 西條　奈加／著 東京：講談社 F ｻｲ
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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)>
へぼ侍 坂上　泉／著 東京：文藝春秋 F ｻｶ
将軍の子 佐藤　巖太郎／著 東京：文藝春秋 F ｻﾄ
ファミリーランド 澤村　伊智／著 東京：早川書房 F ｻﾜ
旧友再会 重松　清／著 東京：講談社 F ｼｹﾞ
スズメの事ム所 朱川　湊人／著 東京：文藝春秋 F ｼﾕ
極限の婚約者たち 新堂　冬樹／著 東京：双葉社 F ｼﾝ
源平の怨霊 高田　崇史／著 東京：講談社 F ﾀｶ
我らが少女A 高村　薫／著 東京：毎日新聞出版 F ﾀｶ
献上の祝酒 千野　隆司／[著] 東京：講談社 F ﾁﾉ
神様の暇つぶし 千早　茜／著 東京：文藝春秋 F ﾁﾊ
線は、僕を描く 砥上　裕將／著 東京：講談社 F ﾄｶﾞ
天災は忘れる前にやってくる 鳥飼　否宇／著 東京：光文社 F ﾄﾘ
ひかる風 中島　久枝／著 東京：光文社 F ﾅｶ
お願いおむらいす 中澤　日菜子／著 東京：小学館 F ﾅｶ
猫をおくる 野中　柊／[著] 東京：新潮社 F ﾉﾅ
黄金夜界 橋本　治／著 東京：中央公論新社 F ﾊｼ
てんげんつう 畠中　恵／著 東京：新潮社 F ﾊﾀ
アステリズムに花束を SFマガジン編集部／編 東京：早川書房 F ﾊﾔ
ランチ酒 原田　ひ香／著 東京：祥伝社 F ﾊﾗ
希望の糸 東野　圭吾／著 東京：講談社 F ﾋｶﾞ
うしろから歩いてくる微笑 樋口　有介／著 東京：東京創元社 F ﾋｸﾞ
夏の騎士 百田　尚樹／著 東京：新潮社 F ﾋﾔ
あむんぜん 平山　夢明／著 東京：集英社 F ﾋﾗ
密室を開ける手 藤本　ひとみ／著 東京：講談社 F ﾌｼﾞ
龍の袖 藤原　緋沙子／著 東京：徳間書店 F ﾌｼﾞ
百の夜は跳ねて 古市　憲寿／著 東京：新潮社 F ﾌﾙ
愛が嫌い 町屋　良平／著 東京：文藝春秋 F ﾏﾁ
出身成分 松岡　圭祐／著 東京：KADOKAWA F ﾏﾂ
いけない 道尾　秀介／著 東京：文藝春秋 F ﾐﾁ
魔偶の如き齎すもの 三津田　信三／著 東京：講談社 F ﾐﾂ
さよならの儀式 宮部　みゆき／著 東京：河出書房新社 F ﾐﾔ
手のひらの楽園 宮木　あや子／著 東京：新潮社 F ﾐﾔ
カザアナ 森　絵都／著 東京：朝日新聞出版 F ﾓﾘ
女優の娘 吉川　トリコ／著 東京：ポプラ社 F ﾖｼ
天使も怪物も眠る夜 吉田　篤弘／著 東京：中央公論新社 F ﾖｼ
プラスマイナスゼロ 若竹　七海／[著] 東京：ポプラ社 F ﾜｶ
天狗そば 和田　はつ子／著 東京：角川春樹事務所 F ﾜﾀﾞ
抽斗のなかの海 朝吹　真理子／著 東京：中央公論新社 E ｱｻ
旅ドロップ 江國　香織／著 東京：小学館 E ｴｸ
いくつになっても 中野　翠／著 東京：文藝春秋 E ﾅｶ
自由思考 中村　文則／著 東京：河出書房新社 E ﾅｶ
ブスの自信の持ち方 山崎　ナオコーラ／著 東京：誠文堂新光社 E ﾔﾏ
エレガントな終活 吉元　由美／著 東京：大和書房 E ﾖｼ
桂歌丸口伝圓朝怪談噺 三遊亭　圓朝／著 東京：竹書房 913 ｻﾝ
いきたくないのに出かけていく 角田　光代／著 東京：スイッチ・パブリッシング 915 ｶｸ
三体 劉　慈欣／著 東京：早川書房 923 ﾘｳ
アーモンド ソン　ウォンピョン／著 東京：祥伝社 929 ｿﾝ
ストーリー・オブ・マイ・キャリア L.M.モンゴメリ／著 東京：柏書房 930 ﾓﾝ
アリバイ アガサ・クリスティー／原作 東京：原書房 932 ﾓﾄ
リップとイカボッドの物語 ワシントン・アーヴィング／著 東京：三元社 933 ｱｳﾞ
世紀の犯罪 アンソニー・アボット／著 東京：論創社 933 ｱﾎﾞ
マンハッタン・ビーチ ジェニファー・イーガン／著 東京：早川書房 933 ｲｶﾞ
パリンプセスト キャサリン・M.ヴァレンテ／著 東京：東京創元社 933 ｳﾞｱ
壊れやすいもの ニール・ゲイマン／[著] 東京：KADOKAWA 933 ｹﾞｲ
ウィリアムが来た時 サキ／著 東京：国書刊行会 933 ｻｷ
掃除婦のための手引き書 ルシア・ベルリン／著 東京：講談社 933 ﾍﾞﾙ
私たち異者は スティーヴン・ミルハウザー／著 東京：白水社 933 ﾐﾙ
カルカッタの殺人 アビール・ムカジー／著 東京：早川書房 933 ﾑｶ
キャット・パーソン クリステン・ルーペニアン／著 東京：集英社 933 ﾙﾍﾟ
わたしがわたしであるために E.ロックハート／著 東京：辰巳出版 933 ﾛﾂ
ある一生 ローベルト・ゼーターラー／著 東京：新潮社 943 ｾﾞﾀ

※「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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