
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
学び効率が最大化するインプット大全 樺沢　紫苑／著 東京：サンクチュアリ出版 002.7 
いちばんやさしいパソコン超入門 リブロワークス／著 東京：SBクリエイティブ 007.6 
トコトンやさしい組込みシステムの本 坂巻　佳壽美／著 東京：日刊工業新聞社 007.6 
蛾のおっさんと知る衝撃の学校図書館格差 山本　みづほ／編 東京：郵研社 017.2 
ベストセラー全史　近代篇 澤村　修治／著 東京：筑摩書房 023.1 
日本における書籍蒐蔵の歴史 川瀬　一馬／著 東京：吉川弘文館 024.9 
驕る権力、煽るメディア 斎藤　貴男／著 東京：新日本出版社 070.2 

<哲学・思想・心理学・宗教>
ひと目でわかる心のしくみとはたらき図鑑 黒木　俊秀／日本語版監修 大阪：創元社 140 
サウンドパワー ミテイラー千穂／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 141.2 
「助けて」が言えない 松本　俊彦／編 東京：日本評論社 146 
恐い旅 松原　タニシ／著 東京：二見書房 147 
自己肯定力 鴨頭　嘉人／著 東京：かも出版 159 
無意味のススメ 川崎　昌平／著 東京：春秋社 159 
山の神々 坂本　大三郎／著 東京：エイアンドエフ 163.1 
いきもので読む、日本の神話 平藤　喜久子／著 東京：東洋館出版社 164.1 
のんびり、ゆったり、ほどほどに ひろ　さちや／著 東京：佼成出版社 180.4 
キリスト教と日本人 石川　明人／著 東京：筑摩書房 192.1 

<歴史・地理・伝記・紀行>
教養としてのミイラ図鑑 ミイラ学プロジェクト／編著 東京：ベストセラーズ 202.5 
ユダヤ人を命がけで救った人びと キャロル・リトナー／編 東京：河出書房新社 209.7 
武器で読み解く日本史 山田　勝／監修 東京：PHP研究所 210 
雑兵物語 かも　よしひさ／訳・画 東京：筑摩書房 210.5 
暴走する日本軍兵士 ダニ・オルバフ／著 東京：朝日新聞出版 210.6 
明智光秀の城郭と合戦 高橋　成計／著 東京：戎光祥出版 216.4 
逆転のイギリス史 玉木　俊明／著 東京：日本経済新聞出版社 233 
ナチ 本の略奪 アンデシュ・リデル／著 東京：国書刊行会 234 
サムライたちの辞世の句 初田　景都／著 東京：辰巳出版 281 
47都道府県・名字百科 森岡　浩／著 東京：丸善出版 288.1 
皇后雅子さま物語 友納　尚子／著 東京：文藝春秋 288.4 
「戦場のピアニスト」を救ったドイツ国防軍将校 ヘルマン・フィンケ／著 東京：白水社 289 ﾎｾﾞ
一度死んだ僕の、車いす世界一周 三代　達也／著 東京：光文社 290.9 
幻島図鑑 清水　浩史／著 東京：河出書房新社 291 
英語で紹介する日本 松本　美江／著 東京：ナツメ社 291 

<政治・法律・経済・教育>
事実vs本能 橘　玲／著 東京：集英社 304 
図解による憲法のしくみ 神田　将／著 東京：自由国民社 323.1 
遺言の書き方と相続・贈与 比留田　薫／監修 東京：主婦の友社 324.7 
余命3年社長の夢 小澤　輝真／著 東京：あさ出版 326.5 
Q&A外国人・留学生支援「よろず相談」ハンドブック 永井　弘行／著 東京：セルバ出版 329.9 
プレゼン資料作成見るだけノート 高橋　佑磨／監修 東京：宝島社 336.4 
フルキャリマネジメント 武田　佳奈／著 東京：東洋経済新報社 336.4 
「暗号貨幣(クリプトキャッシュ)」が世界を変える! 中村　宇利／著 東京：集英社 338 
賢者に学ぶ有望株の選び方 鈴木　一之／著 東京：日本経済新聞出版社 338.1 
もう銀行はいらない 上念　司／著 東京：ダイヤモンド社 338.2 

新着図書案内 令和元年9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  

 
      バリアフリー月間 
 
  高砂市立図書館では、毎年９月を「バリアフリー月間」としています。 
 今年も、連続講座「広げようやさしいまちづくり」、バリアフリー映画『天国からのエール』 
 上映会を開催いたします。やさしいまちづくりのために、障がいや認知症について学び、 
 私たちに出来ることを一緒に考えてみませんか。詳しくは館内チラシをご覧ください。 
  また、図書館２階「健康と読書コーナー」に、新たにＬＬブック、点字絵本、大活字本を 
 設置しています。ＬＬブックとは、誰もが読書を楽しめるように工夫して作られた 
 「やさしく読みやすい本」です。ぜひ、ご覧ください。  
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>
税のタブー 三木　義一／著 東京：集英社インターナショナル 345 
言葉は凝縮するほど、強くなる 古舘　伊知郎／著 東京：ワニブックス 361.4 
自分のことは話すな 吉原　珠央／著 東京：幻冬舎 361.4 
データで読み解く「生涯独身」社会 天野　馨南子／著 東京：宝島社 367.4 
今ひきこもりの君へおくる踏み出す勇気 吉濱　ツトム／著 東京：ベストセラーズ 367.6 
水害列島 土屋　信行／著 東京：文藝春秋 369.3 
図解異常気象のしくみと自然災害対策術 ゲリー・マッコール／著 東京：原書房 369.3 
学校を長期欠席する子どもたち 保坂　亨／著 東京：明石書店 371.3 
いつの間に?!ココまで変わった学校の教科書 コンデックス情報研究所／編著 東京：成美堂出版 375.9 
地元を再発見する!手書き地図のつくり方 手書き地図推進委員会／編著 京都：学芸出版社 379 
ハーバード流子育ての公式 ロナルド・F.ファーガソン／著 東京：東洋経済新報社 379.9 
江戸文化いろはにほへと 越後屋　助七／著 東京：亜紀書房 382.1 
魔除けの民俗学 常光　徹／著 東京：KADOKAWA 387.9 
気象と戦術 木元　寛明／著 東京：SBクリエイティブ 391.2 

<自然科学・数学・生物学・医学>
恐竜の魅せ方 真鍋　真／著 東京：CCCメディアハウス 406.9 
幸せをつかむ数式 オスカー・E.フェルナンデス／著 京都：化学同人 410.4 
日本の星空ツーリズム 縣　秀彦／編著 東京：緑書房 442 
星を楽しむ天体望遠鏡の使いかた 大野　裕明／著 東京：誠文堂新光社 442.3 
日本全国池さんぽ 市原　千尋／著 東京：三才ブックス 452.9 
リアルサイズ古生物図鑑　中生代編 土屋　健／著 東京：技術評論社 457 
わけあってこの名前 いずもり　よう／著 東京：竹書房 480.3 
生き物の死にざま 稲垣　栄洋／著 東京：草思社 481.7 
子どもと一緒に覚えたい貝殻の名前 東海大学海洋学部／監修 静岡：マイルスタッフ 484 
とんでもない甲虫 丸山　宗利／著 東京：幻冬舎 486.6 
ヤバイ鳥 ワクサカ　ソウヘイ／著 東京：枻出版社 488 
最良の逝き方 小村　一左美／著 東京：潮出版社 490.1 
40℃超えの日本列島でヒトは生きていけるのか 永島　計／著 京都：化学同人 491.3 
なかなか治らない難治性のうつ病を治す本 田島　治／監修 東京：講談社 493.7 
医者が教える「がん」にならない30の習慣 近藤　誠／著 東京：宝島社 494.5 
慢性腎臓病・透析&糖尿病の運動サポート 富野　康日己／編著 東京：法研 494.9 
女子のうつ 西村　留美／著 東京：飛鳥新社 495.1 
200のポーズがわかるYOGA図鑑 三和　由香利／著 東京：高橋書店 498.3 
内臓脂肪を減らす食べ方 工藤　孝文／著 東京：日本実業出版社 498.5 
かむ・飲み込むが難しい人のごはん 藤谷　順子／監修 東京：講談社 498.5 

<技術・工学・建築・工業>
日本の水道をどうする!? 内田　聖子／編著 東京：コモンズ 518.1 
世界でいちばん素敵な建築の教室 田所　辰之助／監修 東京：三才ブックス 523 
わかる!使える!ねじ入門 橋村　真治／著 東京：日刊工業新聞社 531.4 
日本の乗用車図鑑 自動車史料保存委員会／編 東京：三樹書房 537.9 
徹底図解基本からわかる電気数学 ノマド・ワークス／著 東京：ナツメ社 541.2 
トコトンやさしい電車の本 青田　孝／著 東京：日刊工業新聞社 546.5 
海事一般がわかる本 山崎　祐介／著 東京：成山堂書店 550 
花火 福澤　徹三／著 東京：法政大学出版局 575.9 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
裁縫雛形 東京家政大学博物館／編著 京都：光村推古書院 593 
少しの布で作れるミニチュア小物とミニポーチ 秋田　廣子／[著] 東京：ブティック社 594 
きほんの糸紡ぎ 緒方　伶香／著 東京：誠文堂新光社 594 
クライ・ムキのバッグ作りの超基本 クライ・ムキ／著 東京：主婦の友社 594.7 
はじめてのディップアート 肱黒　陽子／監修 東京：スタジオタッククリエイティブ 594.8 
時間(とき)の花束 三浦　百惠／著 東京：日本ヴォーグ社 594.9 
世界のカレー図鑑 ハウス食品株式会社／監修 東京：マイナビ出版 596 
家政婦makoのずぼら1分ごはん mako／著 東京：マガジンハウス 596 
すし語辞典 新庄　綾子／著 東京：誠文堂新光社 596.2 
むね肉レシピ365日 山中　順子／著 東京：東邦出版 596.3 
濃いめがおいしい至福のプリン 柳瀬　久美子／[ほか著] 東京：家の光協会 596.6 
お茶の時間 暮らしの図鑑編集部／編 [東京]：翔泳社 596.7 
これならできる!DIYでリフォーム&メンテナンス 山田　芳照／著 東京：ナツメ社 597 
食物アレルギーをこわがらない!はじめての離乳食 伊藤　浩明／[監修] 東京：主婦の友社 599.3 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
図解知識ゼロからの現代農業入門 八木　宏典／監修 東京：家の光協会 612.1 
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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>
おいしく長く楽しめる!収穫野菜の保存テク&レシピ 五十嵐　透／監修 東京：ナツメ社 626.9 
ヒト、犬に会う 島　泰三／著 東京：講談社 645.6 
専門医に学ぶ長生き猫ダイエット 横井　愼一／監修 東京：駒草出版 645.7 
森と人間と林業 村尾　行一／著 東京：築地書館 652.1 
結局、ウナギは食べていいのか問題 海部　健三／著 東京：岩波書店 664.6 
47都道府県・商店街百科 正木　久仁／編著 東京：丸善出版 672.1 
交通誘導員ヨレヨレ日記 柏　耕一／著 東京：三五館シンシャ 673.9 
大切な親に、これなら「決心」させられる!免許返納セラピー 志堂寺　和則／監修 東京：講談社 685.1 
阪神電車ぶらり途中下車 山下　ルミコ／著 東京：フォト・パブリッシング 686.2 
ちょっと自慢できるヒコーキの雑学100 チャーリィ古庄／著 東京：インプレス 687 
今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!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>
長寿と画家 河原　啓子／著 東京：フィルムアート社 720.2 
もっと知りたいミュシャ 千足　伸行／著 東京：東京美術 726.5 
木版画を作ろう　応用篇 古谷　博子／監修 東京：阿部出版 733 
かっこいい夜景写真のお手本帳 伴　貞良／著・写真 東京：エムディエヌコーポレーション 743.5 
ティッシュで作るリアルな昆虫 駒宮　洋／著 東京：ホビージャパン 754.9 
お菓子の箱だけで作る空箱工作 はるきる／著 東京：ワニブックス 754.9 
最高の発表会のつくり方 ますこ　しょうこ／著 東京：全音楽譜出版社 763.2 
フレーズで覚える三味線入門 小塩　さとみ／著 東京：音楽之友社 768.1 
新海誠の世界を旅する 津堅　信之／著 東京：平凡社 778.7 
テレビの国から 倉本　聰／著 東京：産経新聞出版 778.8 
「ひと・もの・こと・ば」から読み解くスポーツ文化論 田里　千代／著 東京：大修館書店 780.4 
オリンピックは平和の祭典 舛本　直文／著 東京：大修館書店 780.6 
ラグビー語辞典 斉藤　健仁／著 東京：誠文堂新光社 783.4 
心を強くする サーシャ・バイン／著 東京：飛鳥新社 783.5 
平成プロ野球史 共同通信社運動部／編 東京：共同通信社 783.7 
どん底からの甲子園 タイムリー編集部／編 東京：辰巳出版 783.7 
スキンダイビング・セーフティ 岡本　美鈴／共著 東京：成山堂書店 785.2 
釣りエサ ルアー・エギ・毛バリ・生エサのひみつ 長岡　寛／著 東京：つり人社 787.1 
茶道具のかたづけ方の基本 入江　宗敬／監修 京都：淡交社 791.5 

<言　語>
機械翻訳と未来社会 瀧田　寧／編著 東京：社会評論社 801 
脳を鍛える。心が潤う。楽しい!実践「朗読」法 朗読文化研究所／監修 東京：主婦の友社 809.4 
1日1分、脳がシャキッと目覚める朝音読 和貝　晴美／著 東京：致知出版社 809.4 
平成の新語・流行語辞典 米川　明彦／著 東京：東京堂出版 814.7 
ネット時代の手紙学 宮田　穣／著 東京：北樹出版 816.6 
大好きが伝わる!韓国語プチ単語帳 石田　美智代／著 東京：ナツメ社 829.1 
中学英語の語源事典 清水　建二／著 東京：PHP研究所 834 
英文解体新書 北村　一真／著 東京：研究社 837.5 
北欧4か国旅行会話 森　百合子／監修 東京：三省堂 849.4 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>

カタを使った物語の生み出しカタ わかつき　ひかる／著 東京：雷鳥社 901.3 ﾜｶ

河合隼雄と子どもの目 河合　隼雄／著 大阪：創元社 909 ｶﾜ

ひぐらし先生、俳句おしえてください。 堀本　裕樹／著 東京：NHK出版 911.3 ﾎﾘ

もう少し浄瑠璃を読もう 橋本　治／著 東京：新潮社 912.4 ﾊｼ

明日死んだ男 赤川　次郎／著 東京：集英社 F ｱｶ

灼熱 秋吉　理香子／著 東京：PHP研究所 F ｱｷ

烈風ただなか あさの　あつこ／著 東京：KADOKAWA F ｱｻ

森があふれる 彩瀬　まる／著 東京：河出書房新社 F ｱﾔ

金庫番の娘 伊兼　源太郎／著 東京：講談社 F ｲｶﾞ

お江戸けもの医 毛玉堂 泉　ゆたか／著 東京：講談社 F ｲｽﾞ

電気じかけのクジラは歌う 逸木　裕／著 東京：講談社 F ｲﾂ

抗争 上田　秀人／著 東京：光文社 F ｳｴ

地先 乙川　優三郎／著 東京：徳間書店 F ｵﾄ

氷獄 海堂　尊／著 東京：KADOKAWA F ｶｲ

少女奇譚 川奈　まり子／著 東京：晶文社 F ｶﾜ

スワロウテイルの消失点 川瀬　七緒／著 東京：講談社 F ｶﾜ
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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)>

老父よ、帰れ 久坂部　羊／著 東京：朝日新聞出版 F ｸｻ

戦国の教科書 天野　純希／著 東京：講談社 F ｺｳ

虚ろ陽 小杉　健治／著 東京：祥伝社 F ｺｽ

鑓騒ぎ 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ

愛と追憶の泥濘 坂井　希久子／著 東京：幻冬舎 F ｻｶ

ナポレオン　1 佐藤　賢一／著 東京：集英社 F ｻﾄ

動乱!江戸城 浅田　次郎／ほか著 東京：実業之日本社 F ｼﾞﾂ

君が異端だった頃 島田　雅彦／著 東京：集英社 F ｼﾏ

絶声 下村　敦史／著 東京：集英社 F ｼﾓ

格闘 高樹　のぶ子／著 東京：新潮社 F ﾀｶ

カム・ギャザー・ラウンド・ピープル 高山　羽根子／著 東京：集英社 F ﾀｶ

虹にすわる 瀧羽　麻子／著 東京：幻冬舎 F ﾀｷ

流星のソード 柄刀　一／著 東京：祥伝社 F ﾂｶ

決断の刻(とき) 堂場　瞬一／著 東京：東京創元社 F ﾄﾞｳ

提灯斬り 鳥羽　亮／[著] 東京：講談社 F ﾄﾊﾞ

無実の君が裁かれる理由 友井　羊／著 東京：祥伝社 F ﾄﾓ

昭和天皇の声 中路　啓太／著 東京：文藝春秋 F ﾅｶ

あなたに謎と幸福を 近藤　史恵／著 東京：PHP研究所 F ﾋﾟｴ

あなたの不幸は蜜の味 辻村　深月／著 東京：PHP研究所 F ﾋﾟｴ

希望の糸 東野　圭吾／著 東京：講談社 F ﾋｶﾞ

伊勢佐木町探偵ブルース 東川　篤哉／著 東京：祥伝社 F ﾋｶﾞ

鬼の鈴 藤原　緋沙子／[著] 東京：幻冬舎 F ﾌｼﾞ

警官の目 今野　敏／著 東京：双葉社 F ﾌﾀ

ラッコの家 古川　真人／著 東京：文藝春秋 F ﾌﾙ

栄光へのノーサイド 増田　久雄／著 東京：河出書房新社 F ﾏｽ

ラストダンスは私に 村岡　恵理／著 東京：光文社 F ﾑﾗ

キキ・ホリック 森　晶麿／著 東京：KADOKAWA F ﾓﾘ

ひと喰い介護 安田　依央／著 東京：集英社 F ﾔｽ

あの日の親子丼 山口　恵以子／著 東京：角川春樹事務所 F ﾔﾏ

三毛猫ホームズと七匹の仲間たち 赤川　次郎／[ほか]著 東京：論創社 F ﾛﾝ

ぱくりぱくられし 木皿　泉／著 東京：紀伊國屋書店 E ｷｻﾞ

センス・オブ・シェイム 酒井　順子／著 東京：文藝春秋 E ｻｶ

ガムシャラ人間の心得 佐藤　愛子／著 東京：海竜社 E ｻﾄ

老いの練習帳 外山　滋比古／著 東京：朝日新聞出版 E ﾄﾔ

やがて満ちてくる光の 梨木　香歩／[著] 東京：新潮社 E ﾅｼ

粋と野暮おけら的人生 畠山　健二／著 東京：廣済堂出版 E ﾊﾀ

越境(ユエジン) 東山　彰良／著 東京：ホーム社 E ﾋｶﾞ

のっけから失礼します 三浦　しをん／著 東京：集英社 E ﾐｳ

黒い豚の毛、白い豚の毛 閻　連科／著 東京：河出書房新社 923 ｲｴ

訣別　上 マイクル・コナリー／[著] 東京：講談社 933 ｺﾅ

訣別　下 マイクル・コナリー／[著] 東京：講談社 933 ｺﾅ

眺海の館 ロバート・ルイス・スティーヴンソン／著 東京：論創社 933 ｽﾃ

イヴリン嬢は七回殺される スチュアート・タートン／著 東京：文藝春秋 933 ﾀﾄ

ボブが教えてくれたこと ジェームズ・ボーエン／著 東京：辰巳出版 936 ﾎﾞｴ

最後の兄弟 ナタシャ・アパナー／著 東京：河出書房新社 953 ｱﾊﾟ

クオーレ デ・アミーチス／作 東京：岩波書店 973 ﾃﾞｱ

※「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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