
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
在野研究ビギナーズ 荒木　優太／編著 東京：明石書店 002 
VRが変えるこれからの仕事図鑑 赤津　慧／著 東京：光文社 007.3 
ネット文化資源の読み方・作り方 岡田　一祐／著 東京：文学通信 007.5 
仕事で役立つ!PDF完全マニュアル 桑名　由美／著 東京：秀和システム 007.6 
図書館学ハンドブック マルティン・シュレッティンガー／著 神戸：京都図書館情報学研究会 010 
地域資料サービスの実践 蛭田　廣一／著 東京：日本図書館協会 014.7 
絵本BOOK END　2019 絵本学会機関誌編集委員会／編集 [刈谷]：絵本学会 019.5 
彗星図書館 皆川　博子／著 東京：講談社 019.9 
奇書の世界史 三崎　律日／著 東京：KADOKAWA 020.4 
1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365　現代編 デイヴィッド・S.キダー／著 東京：文響社 033 

<哲学・思想・心理学・宗教>
私の大往生 週刊文春／編 東京：文藝春秋 114.2 
もの忘れと記憶の科学 五日市　哲雄／著 東京：日刊工業新聞社 141.3 
東大集中力 西岡　壱誠／著 東京：大和書房 141.5 
「笑い」の解剖 中島　隆信／著 東京：慶應義塾大学出版会 141.6 
芸術療法 飯森　眞喜雄／編集 東京：日本評論社 146.8 
同窓会に行けない症候群 鈴木　信行／著 [東京]：日経BP 159 
おだやかに生きるための人生相談 美輪　明宏／著 東京：朝日新聞出版 159 
ウニヒピリのおしゃべり 吉本　ばなな／著 東京：講談社 159 
梵字で写仏 小峰　智行／著 東京：里文出版 186.7 

<歴史・地理・伝記・紀行>
いろはで学ぶ!くずし字・古文書入門 小林　正博／著 東京：潮出版社 210 
図説歴史散歩事典 佐藤　信／編 東京：山川出版社 210 
世界遺産百舌鳥・古市古墳群をあるく 久世　仁士／著 大阪：創元社 210.3 
鎌倉幕府の転換点 永井　晋／著 東京：吉川弘文館 210.4 
江戸300藩「改易・転封」の不思議と謎 山本　博文／監修 東京：実業之日本社 210.5 
古代アテネ旅行ガイド フィリップ・マティザック／著 東京：筑摩書房 231.3 
一冊でわかるイギリス史 小林　照夫／監修 東京：河出書房新社 233 
中世紋章史 ゲオルク・シャイベルライター／著 東京：八坂書房 288.6 
愛国心を裏切られた天才 宮田　親平／著 東京：朝日新聞出版 289 ﾊﾊﾞ
戦国大名・伊勢宗瑞 黒田　基樹／著 東京：KADOKAWA 289 ﾎｳ
10万円でシルクロード10日間 下川　裕治／著 東京：KADOKAWA 292 
アラスカ探検記 マーク・アダムス／著 東京：青土社 295.3 

<政治・法律・経済・教育>
生きづらさについて考える 内田　樹／著 東京：毎日新聞出版 304 
奴隷船の世界史 布留川　正博／著 東京：岩波書店 316.8 
日本の海が盗まれる 山田　吉彦／著 東京：文藝春秋 319.1 
法律トラブルを解決するならこの1冊 國部　徹／監修 東京：自由国民社 320 
国連事務総長 田　仁揆／著 東京：中央公論新社 329.3 
私たちが国際協力する理由 紀谷　昌彦／著 東京：日本評論社 333.8 
人口で語る世界史 ポール・モーランド／著 東京：文藝春秋 334.2 
スモールM&Aの教科書 久禮　義継／著 [東京]：中央経済社 335.4 
経理のためのエクセル基本作法と活用戦略がわかる本 梅澤　真由美／著 東京：税務研究会出版局 336.9 
紙幣の日本史 加来　耕三／著 東京：KADOKAWA 337.4 
ソーシャルアクション!あなたが社会を変えよう! 木下　大生／編著 京都：ミネルヴァ書房 360.4 

新着図書案内 令和元年10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

2019年・第73回 読書週間 今年の標語：「おかえり、栞の場所で待ってるよ」

日本で読書週間が始まったのは 1947年（昭和22年）、まだ戦火の傷痕が残るときでし
た。それから70年以上が過ぎ、読書週間は日本中に広がり、日本は世界のなかでも特に
「本を読む国民」の国となりました。物質生活の豊かさに比べ精神生活の低迷が問題視
される昨今、論理的思考の基礎となる読書の重要性は、ますます高まってきています。
今年の読書週間も、みなさん一人ひとりに読書のすばらしさを知ってもらうきっかけ

となることを願っています。図書館でさまざまな本に触れ、読書の秋を楽しみませんか。
【参考】読書推進運動協議会（http ://www.dokusyo.or . jp/）
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<政治・法律・経済・教育>
上級国民/下級国民 橘　玲／著 東京：小学館 361.8 
人生100年時代の医療・介護サバイバル 中澤　まゆみ／著 東京：築地書館 364.4 
「空き家」に困ったら最初に読む本 牧野　寿和／監修 東京：河出書房新社 365.3 
8050問題の深層 川北　稔／著 東京：NHK出版 367.7 
時が止まった部屋 小島　美羽／ミニチュア制作・文 東京：原書房 368 
真面目にマリファナの話をしよう 佐久間　裕美子／著 東京：文藝春秋 368.8 
これで安心!働きながら介護する 川上　由里子／著 東京：技術評論社 369.2 
ロヒンギャ問題とは何か 日下部　尚徳／編著 東京：明石書店 369.3 
どんな災害でもお金とくらしを守る 清水　香／著 東京：小学館クリエイティブ 369.3 
9月1日 樹木　希林／著 東京：ポプラ社 371.4 
死ぬんじゃねーぞ!! 中川　翔子／著 東京：文藝春秋 371.4 
手話通訳者になろう 木村　晴美／著 東京：白水社 378.2 
公民館はだれのもの　2 長澤　成次／著 [東京]：自治体研究社 379.2 
思春期の子どものこころがわかる25のQ&A 名執　雅子／編著 東京：ジアース教育新社 379.9 
FOOD&BABY世界の赤ちゃんとたべもの きひら　まりこ／著 名古屋：三恵社 383.8 
山びとの人生 高橋　文太郎／著 東京：河出書房新社 384 
日本の折形歳時記 飯田　猷子／著 東京：日貿出版社 385.9 
驚異と怪異 国立民族学博物館／監修 東京：河出書房新社 388 
文豪たちの怪談ライブ 東　雅夫／編著 東京：筑摩書房 388.1 
戦争を知る旅 三枝　妙子／写真・文 大阪：日本機関紙出版センター 391.3 

<自然科学・数学・生物学・医学>
美しい幾何学 谷　克彦／著 東京：技術評論社 414 
時間は存在しない カルロ・ロヴェッリ／著 東京：NHK出版 421.2 
元素から見た化学と人類の歴史 アン・ルーニー／著 東京：原書房 431.1 
地図帳の深読み 今尾　恵介／著 東京：帝国書院 448.9 
アヒマディ博士の宝石学 阿依アヒマディ／著 東京：アーク出版 459.7 
生命科学者たちのむこうみずな日常と華麗なる研究 仲野　徹／著 東京：河出書房新社 460.2 
クモの奇妙な世界 馬場　友希／著 東京：家の光協会 485.7 
あなたは嫌いかもしれないけど、とってもおもしろい蚊の話 三條場　千寿／著 東京：山と溪谷社 486.9 
ネコもよう図鑑 浅羽　宏／著 京都：化学同人 489.5 
命を守る、救える!応急手当<イラスト図解>事典 横田　裕行／監修 東京：主婦と生活社 492.2 
性別違和・性別不合へ 針間　克己／著 東京：緑風出版 493.7 
聞こえているのに聞き取れないAPD聴覚情報処理障害がラクになる本 平野　浩二／著 東京：あさ出版 496.6 
救急車が来なくなる日 笹井　恵里子／著 東京：NHK出版 498 
動かないゼロトレ 石村　友見／著 東京：サンマーク出版 498.3 
女子栄養大学栄養のなるほど実験室 吉田　企世子／監修 東京：女子栄養大学出版部 498.5 

<技術・工学・建築・工業>
精密への果てなき道 サイモン・ウィンチェスター／著 東京：早川書房 502 
高速ジャンクション&橋梁の鑑賞法 首都高速道路株式会社／ほか監修 東京：講談社 514.6 
プラスチックの現実と未来へのアイデア 高田　秀重／監修 東京：東京書籍 519 
自動車(クルマ)が家電になる日 鈴木　誠二／著 東京：あさ出版 537 
銅のはなし 吉村　泰治／著 東京：技報堂出版 565.2 
食品工場のしくみ 河岸　宏和／著 東京：同文館出版 588 
コスパのいい服 福田　麻琴／著 東京：すばる舎 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
玲子さんの心地いい時間 西村　玲子／[著] 東京：宝島社 590.4 
クロスステッチで作るかわいいNIPPON 平泉　千絵／著 東京：成美堂出版 594.2 
がまぐちの型紙の本 越膳　夕香／著 東京：日本ヴォーグ社 594.7 
野菜と果物のキャンドル 兼島　麻里／著 東京：誠文堂新光社 594.9 
はじめてのワイヤーデザイン リング&ブレスレット 塚本　ミカ／著 東京：日東書院本社 594.9 
カード織りベルト織り 箕輪　直子／著 東京：マガジンランド 594.9 
「美しい手」がすべてを引き寄せる 加藤　由利子／著 東京：青春出版社 595 
大人のあか抜けひとつ結び GARDEN／監修 東京：主婦の友社 595.4 
自衛隊式筋トレダイエット 足立　将志／著 東京：朝日新聞出版 595.6 
ようこそ「料理が苦痛」な人の料理教室へ 本多　理恵子／著 東京：KADOKAWA 596 
親に寄り添う、実家のちょうどいい片づけ Emi／著 東京：白夜書房 597.5 
おなかの中から始める子育て 池川　明／著 東京：サンマーク出版 599 
超★簡単音感あそび 井上　明美／著 東京：ヤマハミュージックエンタテインメン 599 
ココだけおさえればOK!育児 渡辺　とよ子／監修 東京：主婦の友社 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
藍 吉原　均／著 東京：農山漁村文化協会 617.8 
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<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
農家が教える野菜の発芽・育苗コツと裏ワザ 農文協／編 東京：農山漁村文化協会 626.1 
バターの本 グラフィック社編集部／編 東京：グラフィック社 648.1 
まるごとわかるタマゴ読本 渡邊　乾二／著 東京：農山漁村文化協会 648.3 
絶望の林業 田中　淳夫／著 東京：新泉社 652.1 
飼える!ふやせる!メダカの本 月刊アクアライフ編集部／編 横浜：エムピージェー 666.9 
無人島売ります! 佐藤　ノブ／著 東京：主婦の友社 673.9 
日本の消費者は何を考えているのか? 野村総合研究所／著 東京：東洋経済新報社 675 
ハラル製品 並河　良一／著 東京：蒼天社出版 675.1 
日本の鉄道路線 山崎　宏之／著 京都：ミネルヴァ書房 686.2 
結果もスピードも手に入る神速スマホ仕事術 岡田　充弘／著 東京：すばる舎 694.6 
政治介入されるテレビ 村上　勝彦／著 東京：青弓社 699.8 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
片桐裕司のアナトミー・スカルプティング 片桐　裕司／著 東京：玄光社 711.4 
天使と悪魔の絵画史 春燈社／編 東京：辰巳出版 723 
もっと知りたい岸田劉生 蔵屋　美香／著 東京：東京美術 723.1 
はがき掛軸を作ろう! 表導会／[編] 東京：オルク 724.9 
絵本のいま　2019-20 illustration編集部／編 東京：玄光社 726.6 
北海道の大自然と野生動物の生態をモチーフに絵本創作法を語る 手島　圭三郎／[著] 東京：絵本塾出版 726.6 
暮らしてみたい世界のかわいい街 MdN編集部／編 東京：エムディエヌコーポレーション 748 
土門拳の室生寺 土門　拳／著 東京：クレヴィス 748 
図説英国ティーカップの歴史 Cha Tea紅茶教室／著 東京：河出書房新社 751.3 
カザフ刺繡 廣田　千恵子／著 東京：誠文堂新光社 753.7 
世界チャンピオンの紙飛行機ブック John M.Collins／著 東京：オライリー・ジャパン 754.9 
日本の伝統楽器 若林　忠宏／著 京都：ミネルヴァ書房 768.1 
歌舞伎さんぽ 小田　豊二／文 東京：柏書房 774 
基礎から学ぶ!スポーツテーピング 高橋　仁／編著 東京：ベースボール・マガジン社 780.1 
脱・筋トレ思考 平尾　剛／著 東京：ミシマ社 780.1 
オリンピック全大会 武田　薫／著 東京：朝日新聞出版 780.6 
初心者でも必ず上達するジョギング&ランニング入門 坂本　雄次／監修 東京：マイナビ出版 782 
読むラグビー 大友　信彦／著 東京：実業之日本社 783.4 
もしものプロ野球論 野村　克也／著 東京：ワニブックス 783.7 
ザ・プッシュ トミー・コールドウェル／著 東京：白水社 786.1 
キャンプ大事典 松山　拓也／監修 東京：成美堂出版 786.3 
だれかに話したくなる相撲のはなし 十枝　慶二／著 東京：海竜社 788.1 
名馬を読む　2 江面　弘也／著 東京：三賢社 788.5 
空手「組手」必勝テクニック50 荒賀道場／監修 東京：メイツ出版 789.2 
戦国忍びの作法 山田　雄司／監修 東京：G.B. 789.8 
奇手、妙手、鬼手 金　秀壯／著 東京：東京創元社 795 

<言　語>
現地嫌いなフィールド言語学者、かく語りき。 吉岡　乾／著 大阪：創元社 802.2 
スピーチや会話の「えーっと」がなくなる本 高津　和彦／著 東京：フォレスト出版 809.4 
はじめてのかんじ ブレット・メイヤー／著 東京：Jリサーチ出版 810.7 
感涙ストーリーで一気に覚える英単語3000 清涼院　流水／著 東京：明日香出版社 834 
英会話の“難敵”メンタルブロックをぶっこわせ! 陽子セニサック／著 東京：Jリサーチ出版 837.8 
3語でできるオリンピック&パラリンピック英会話 カン・アンドリュー・ハシモト／著 東京：DHC 837.8 
ニューエクスプレスプラス オランダ語 川村　三喜男／著 東京：白水社 849.3 
ニューエクスプレスプラス ポーランド語 石井　哲士朗／著 東京：白水社 889.8 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
角野栄子エブリデイマジック 角野　栄子／著 東京：平凡社 910.2 ｶﾄﾞ
あまんきみこと教科書作品を語らう あまん　きみこ／著 東京：東洋館出版社 910.2 ﾄｳ
日本SF誕生 豊田　有恒／著 東京：勉誠出版 910.2 ﾄﾖ
森澄雄 初期の秀吟 榎本　好宏／著 国立：樹芸書房 911.3 ｴﾉ
子規365日 夏井　いつき／著 東京：朝日新聞出版 911.3 ﾅﾂ
恋人たちはせーので光る 最果　タヒ／著 東京：リトルモア 911.5 ｻｲ
medium 相沢　沙呼／著 東京：講談社 F ｱｲ
アスリーツ あさの　あつこ／著 東京：中央公論新社 F ｱｻ
絶望スクール 石田　衣良／著 東京：文藝春秋 F ｲｼ
神とさざなみの密室 市川　憂人／著 東京：新潮社 F ｲﾁ
きみはだれかのどうでもいい人 伊藤　朱里／著 東京：小学館 F ｲﾄ
流葉断の太刀 上田　秀人／著 東京：徳間書店 F ｳｴ
展望塔のラプンツェル 宇佐美　まこと／著 東京：光文社 F ｳｻ
楽園の真下 荻原　浩／著 東京：文藝春秋 F ｵｷﾞ
縁 小野寺　史宜／著 東京：講談社 F ｵﾉ
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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)>
たそがれダンサーズ 桂　望実／著 東京：中央公論新社 F ｶﾂ
定価のない本 門井　慶喜／著 東京：東京創元社 F ｶﾄﾞ
土に贖う 河崎　秋子／著 東京：集英社 F ｶﾜ
某 川上　弘美／著 東京：幻冬舎 F ｶﾜ
虎を追う 櫛木　理宇／著 東京：光文社 F ｸｼ
逃避行 小杉　健治／著 東京：双葉社 F ｺｽ
妻の終活 坂井　希久子／著 東京：祥伝社 F ｻｶ
花 坂岡　真／著 東京：小学館 F ｻｶ
プルースト効果の実験と結果 佐々木　愛／著 東京：文藝春秋 F ｻｻ
スナック墓場 嶋津　輝／著 東京：文藝春秋 F ｼﾏ
あの日に帰りたい 小路　幸也／著 東京：中央公論新社 F ｼﾖ
ノワールをまとう女 神護　かずみ／著 東京：講談社 F ｼﾞﾝ
ムゲンのi　上 知念　実希人／著 東京：双葉社 F ﾁﾈ
わたしの良い子 寺地　はるな／著 東京：中央公論新社 F ﾃﾗ
廃墟の白墨 遠田　潤子／著 東京：光文社 F ﾄｵ
死にゆく者の祈り 中山　七里／著 東京：新潮社 F ﾅｶ
小説空の青さを知る人よ 超平和バスターズ／原作 東京：KADOKAWA F ﾇｶ
競歩王 額賀　澪／著 東京：光文社 F ﾇｶ
罪と祈り 貫井　徳郎／著 東京：実業之日本社 F ﾇｸ
銭形平次捕物控傑作集　1 野村　胡堂／著 東京：双葉社 F ﾉﾑ
法月綸太郎の消息 法月　綸太郎／著 東京：講談社 F ﾉﾘ
犯人選挙 深水　黎一郎／著 東京：講談社 F ﾌｶ
カッコウの微笑み 福田　和代／著 東京：双葉社 F ﾌｸ
アネモネの姉妹リコリスの兄弟 古内　一絵／著 東京：キノブックス F ﾌﾙ
空は逃げない まはら　三桃／著 東京：小学館 F ﾏﾊ
三匹の子豚 真梨　幸子／著 東京：講談社 F ﾏﾘ
落日 湊　かなえ／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾐﾅ
遠い他国でひょんと死ぬるや 宮内　悠介／著 東京：祥伝社 F ﾐﾔ
また明日 群　ようこ／著 東京：幻冬舎 F ﾑﾚ
廉太郎ノオト 谷津　矢車／著 東京：中央公論新社 F ﾔﾂ
絞首商會 夕木　春央／著 東京：講談社 F ﾕｳ
写楽とお喜瀬 吉川　永青／著 東京：NHK出版 F ﾖｼ
ベルサイユのゆり 吉川　トリコ／著 東京：新潮社 F ﾖｼ
イモムシ偏愛記 吉野　万理子／著 東京：光文社 F ﾖｼ
育てて、紡ぐ。暮らしの根っこ 小川　糸／著 東京：扶桑社 E ｵｶﾞ
空から森が降ってくる 小手鞠　るい／著 東京：平凡社 E ｺﾃﾞ
タピオカミルクティーで死にかけた土曜日の午後 辛酸　なめ子／著 東京：PHP研究所 E ｼﾝ
命あれば 瀬戸内　寂聴／著 東京：新潮社 E ｾﾄ
人生の終わり方も自分流 曾野　綾子／著 東京：河出書房新社 E ｿﾉ
私は幽霊を見ない 藤野　可織／著 東京：KADOKAWA E ﾌｼﾞ
伯爵のお気に入り 向田　邦子／著 東京：河出書房新社 E ﾑｺ
昭和も遠くなりにけり 矢野　誠一／著 東京：白水社 E ﾔﾉ
開高健のパリ 開高　健／著 東京：集英社 915 ｶｲ
この道をどこまでも行くんだ 椎名　誠／著 東京：新日本出版社 915 ｼｲ
わたし、虐待サバイバー 羽馬　千恵／著 [東京]：ブックマン社 916 ﾊﾊﾞ
愛を知ったのは処刑に駆り立てられる日々の後だった 舟越　美夏／著 東京：河出書房新社 916 ﾌﾅ
銀河の果ての落とし穴 エトガル・ケレット／著 東京：河出書房新社 929 ｷﾔ
戦下の淡き光 マイケル・オンダーチェ／著 東京：作品社 933 ｵﾝ
隠された悲鳴 ユニティ・ダウ／著 東京：英治出版 933 ﾀﾞｳ
幽霊島 A.ブラックウッド／[ほか]著 東京：東京創元社 933 ﾄｳ
魔女の不在証明(アリバイ) エリザベス・フェラーズ／著 東京：論創社 933 ﾌｴ
サイコセラピスト アレックス・マイクリーディーズ／著 東京：早川書房 933 ﾏｲ
名探偵の密室 クリス・マクジョージ／著 東京：早川書房 933 ﾏｸ
ジーヴスの世界 森村　たまき／著 東京：国書刊行会 933 ﾓﾘ
アウシュヴィッツのタトゥー係 ヘザー・モリス／著 東京：双葉社 933 ﾓﾘ
赤の大地と失われた花 ホリー・リングランド／著 東京：集英社 933 ﾘﾝ
サードドア アレックス・バナヤン／著 東京：東洋経済新報社 936 ﾊﾞﾅ
詐欺師をはめろ デイヴィッド・ハワード／著 東京：早川書房 936 ﾊﾜ
トランスジェンダーの私がボクサーになるまで トーマス・ページ・マクビー／著 東京：毎日新聞出版 936 ﾏｸ
クオリティランド マルク=ウヴェ・クリング／著 東京：河出書房新社 943 ｸﾘ
蝶を飼う男 シャルル・バルバラ／著 東京：国書刊行会 953 ﾊﾞﾙ
わが母なるロージー ピエール・ルメートル／著 東京：文藝春秋 953 ﾙﾒ

※「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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