
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
最新ITトレンドの動向と関連技術がよ〜くわかる本 小宮　紳一／監修 東京：秀和システム 007 
よくわかる最新機械学習の基本と仕組み 長橋　賢吾／著 東京：秀和システム 007.1 
デジタル・ミニマリスト カル・ニューポート／著 東京：早川書房 007.3 
作って楽しむプログラミングVisual C++ 2019超入門 WINGSプロジェクト／著 東京：日経BP 007.6 
図書館・まち育て・デモクラシー 嶋田　学／著 東京：青弓社 010.4 
読書会入門 山本　多津也／著 東京：幻冬舎 015.6 
本を読めなくなった人のための読書論 若松　英輔／著 東京：亜紀書房 019 
古い絵本の物語 寺村　摩耶子／著 東京：青土社 019.5 
文庫本は何冊積んだら倒れるか 堀井　憲一郎／著 東京：本の雑誌社 020.4 

<哲学・思想・心理学・宗教>
死んだらどうなるのか? 伊佐敷　隆弘／著 東京：亜紀書房 114.2 
究極の思考実験 北村　良子／著 東京：ワニブックス 116 
心理学・入門 サトウ　タツヤ／著 東京：有斐閣 140 
東大で25年使い続けられている「自分の意見」の方程式 西岡　壱誠／著 東京：KADOKAWA 141.5 
西洋占星術史 中山　茂／[著] 東京：講談社 148.8 
大好きな人の「ど本命」になるLOVEルール 神崎　メリ／著 東京：大和書房 152.1 
東大No.1頭脳が教える頭を鍛える5つの習慣 水上　颯／著 東京：三笠書房 159 
人生は「2周目」からがおもしろい 齋藤　孝／著 東京：青春出版社 159.7 
女らしくなく、男らしくなく、自分らしく生きる 露の　団姫／著 東京：春秋社 188.4 

<歴史・地理・伝記・紀行>
敗者が変えた世界史　上 ジャン=クリストフ・ビュイッソン／著 東京：原書房 209 
敗者が変えた世界史　下 ジャン=クリストフ・ビュイッソン／著 東京：原書房 209 
世襲の日本史 本郷　和人／著 東京：NHK出版 210.1 
生活道具の民俗考古学 名久井　文明／著 東京：吉川弘文館 210.2 
食べ物の民俗考古学 名久井　文明／著 東京：吉川弘文館 210.2 
戸籍が語る古代の家族 今津　勝紀／著 東京：吉川弘文館 210.3 
朝廷の戦国時代 神田　裕理／著 東京：吉川弘文館 210.4 
江戸の終活 夏目　琢史／著 東京：光文社 210.5 
「異形」の古墳 高田　貫太／著 東京：KADOKAWA 221 
偉人たちの辞世の句 若林　良／著 東京：辰巳出版 281 
<図説>紋章学事典 スティーヴン・スレイター／著 大阪：創元社 288.6 
菅原道真 滝川　幸司／著 東京：中央公論新社 289 ｽｶﾞ
柳田国男 鶴見　太郎／著 京都：ミネルヴァ書房 289 ﾔﾅ
驚きの日本一が「ふるさと」にあった 山田　稔／著 東京：講談社ビーシー 291 
くるり丹波篠山 京都丹波+舞鶴 ウエストプラン／編著 吹田：西日本出版社 291.6 
関口知宏のヨーロッパ鉄道大紀行 関口　知宏／著 東京：徳間書店 293.3 
フランスの美しい村を歩く 寺田　直子／著 東京：東海教育研究所 293.5 

<政治・法律・経済・教育>
異文化理解とオーストラリアの多文化主義 田中　豊裕／著 岡山：大学教育出版 302.7 
善意という暴力 堀内　進之介／著 東京：幻冬舎 311.1 
これからの地方自治の教科書 大森　彌／著 東京：第一法規 318 
この国のたたみ方 佐々木　信夫／著 東京：新潮社 318 
18歳からはじめる民法 潮見　佳男／編 京都：法律文化社 324 
行動経済学の使い方 大竹　文雄／著 東京：岩波書店 331 

新着図書案内 令和元年11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  

      「高砂」について学ぼう 
 

 秋も深まってまいりました。皆様、「読書の秋」を楽しんでいらっしゃるでしょうか。 

 今月、高砂市では日本遺産「北前船寄港地・船主集落」追加認定１周年記念「MINATO高砂フェア2019」 

を開催しています。図書館でも「西回り航路・松右衛門ゆかりの資料」の展示や名誉館長講座<特別編> 

として「高砂における地域資源とはなにか？」をテーマにした講演会を行います。 

 また、図書館入口エントランスでは、昨年度の名誉館長事業HOME TOWNゼミの映像ゼミ生の皆様が作られた 

「たかさご八景VOL.1竜山編」の映像を上映しております。こちらの映像は図書館ホームページからもご覧いただけますので、 

高砂の魅力を再発見してみてください。 

 そのほか、図書館には多くの郷土資料も所蔵しています。この秋、高砂について学んでみませんか。 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>
プライバシーマークやるべきこと、気をつけること 佐藤　飛宇／監修　著 東京：あさ出版 336.1 
「マニュアル」をナメるな! 中田　亨／著 東京：光文社 336.2 
消費税軽減税率・インボイス対応マニュアル 熊王　征秀／著 東京：日本法令 336.9 
最新住宅ローンの基本と仕組みがよ〜くわかる本 石橋　知也／著 東京：秀和システム 338.7 
社会保障再考 菊池　馨実／著 東京：岩波書店 364 
人口減少社会のデザイン 広井　良典／著 東京：東洋経済新報社 364.1 
母と娘はなぜ対立するのか 阿古　真理／著 東京：筑摩書房 367.2 
ルポシニア婚活 篠藤　ゆり／著 東京：幻冬舎 367.7 
ルポ平成ネット犯罪 渋井　哲也／著 東京：筑摩書房 368.6 
自立支援とは何だろう? 日本生活指導学会／編著 東京：高文研 369.1 
この国の不寛容の果てに 雨宮　処凛／編著 東京：大月書店 369.2 
「絆」を築くケア技法ユマニチュード 大島　寿美子／著 東京：誠文堂新光社 369.2 
登校しぶり・不登校の子に親ができること 下島　かほる／監修 東京：講談社 371.4 
古典は本当に必要なのか、否定論者と議論して本気で考えてみた。 勝又　基／編 東京：文学通信 375.8 
多文化社会に生きる子どもの教育 佐藤　郡衛／著 東京：明石書店 376.9 
LD<学習障害>の子どもが困っていること 宮尾　益知／監修 東京：河出書房新社 378 
世界の祭りと衣装 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 386 

<自然科学・数学・生物学・医学>
自然は導く ハロルド・ギャティ／[著] 東京：みすず書房 407 
科学者が消える 岩本　宣明／著 東京：東洋経済新報社 409.1 
宮沢賢治の地学実習 柴山　元彦／著 大阪：創元社 450 
地図とデータで見る気象の世界ハンドブック フランソワ=マリー・ブレオン／著 東京：原書房 451.8 
歴史の中の植物 遠山　茂樹／著 東京：八坂書房 470.4 
きのこの教科書 佐久間　大輔／著 東京：山と溪谷社 474.8 
その道のプロに聞く生きもののワォ! 松橋　利光／著 東京：大和書房 480.4 
クモのイト 中田　兼介／著 東京：ミシマ社 485.7 
イラストでわかるご臨終の不思議な世界 志賀　貢／文 東京：KADOKAWA 490.1 
温泉・森林浴と健康 森本　兼曩／編 東京：大修館書店 492.5 
日々、腸生活 松生　恒夫／監修 東京：総合法令出版 493.4 
脳卒中の再発を防ぐ本 平野　照之／監修 東京：講談社 493.7 
ヘバーデン結節 酒井　慎太郎／著 東京：内外出版社 494.7 
究極の歩き方 アシックススポーツ工学研究所／著 東京：講談社 498.3 
図解早分かり!今こそ知りたい「賞味期限」の新常識 井出　留美／監修 東京：宝島社 498.5 
DNA鑑定 梅津　和夫／著 東京：講談社 498.9 

<技術・工学・建築・工業>
地形で読みとく都市デザイン 岡本　哲志／著 京都：学芸出版社 518.8 
海洋プラスチック汚染 中嶋　亮太／著 東京：岩波書店 519.4 
京都人が知らない京町家の世界 大場　修／著 京都：淡交社 521.8 
奈良の寺々 太田　博太郎／著 東京：吉川弘文館 521.8 
トコトンやさしい真空技術の本 関口　敦／著 東京：日刊工業新聞社 534.9 
Facebookフェイスブックスマートガイド リンクアップ／著 東京：技術評論社 547.4 
ロボット法 平野　晋／著 東京：弘文堂 548.3 
鉄に聴け鍛冶屋列伝 遠藤　ケイ／著 東京：筑摩書房 581.7 
シャンパンの歴史 ベッキー・スー・エプスタイン／著 東京：原書房 588.5 
おしゃれは7、8割でいい 地曳　いく子／著 東京：光文社 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
迷いも悩みも手放す!人生を肯定できる片づけ 井田　典子／著 東京：主婦と生活社 590 
刺しゅうでお直し 藤本　裕美／著 東京：産業編集センター 593.3 
糸ボタンの本 ちくちくちどり／著 東京：グラフィック社 594 
上から編むニット、横から編むニット 風工房／著 東京：文化学園文化出版局 594.3 
ニードルフェルトで作る不思議などうぶつ 須佐　沙知子／著 東京：日東書院本社 594.9 
誰でもキレイに見える美しい歩き方 多村　亜希子／著 東京：文響社 595 
親に届ける宅配ごはん 岩崎　啓子／著 東京：女子栄養大学出版部 596 
麴 真藤　舞衣子／著 東京：NHK出版 596 
有元葉子 油揚げ、豆腐、こんにゃく 有元　葉子／著 東京：家の光協会 596.3 
まいにち湯豆腐 小田　真規子／著 東京：ダイヤモンド社 596.3 
この野菜はこう食べる 笠原　将弘／著 東京：家の光協会 596.3 
HOME PARTY 江川　晴子／著 東京：世界文化社 596.4 
おうちで作れる野菜の和菓子 勝木　友香／著 東京：マイナビ出版 596.6 
フランス伝統菓子図鑑 山本　ゆりこ／著 東京：誠文堂新光社 596.6 
やさしく知る産前・産後ケア 松峯　寿美／著 東京：高橋書店 598.2 
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<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
タネの未来 小林　宙／著 東京：家の光協会 615.2 
基礎からわかるおいしいカキ栽培 倉橋　孝夫／著 東京：農山漁村文化協会 625.4 
フレグラントフラワーカタログ 服部　あさ美／著 東京：mille books 627 
老犬たちの涙 児玉　小枝／著 東京：KADOKAWA 645.6 
ミルク進化論 マーク・カーランスキー／著 東京：パンローリング 648.1 
潜入ルポamazon帝国 横田　増生／著 東京：小学館 673.3 
ブラックマーケティング 中野　信子／著 東京：KADOKAWA 675 
感動のメカニズム 前野　隆司／著 東京：講談社 675 
物流がわかる 角井　亮一／著 東京：日本経済新聞出版社 675.4 
日本のローカル航空 秋本　俊二／著 東京：河出書房新社 687.2 
日本懐かし航空大全 谷川　一巳／著 東京：辰巳出版 687.2 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
誰も知らないレオナルド・ダ・ヴィンチ 斎藤　泰弘／著 東京：NHK出版 702.3 
酒井抱一 井田　太郎／著 東京：岩波書店 721.5 
いちからわかる円山応挙 岡田　秀之／著 東京：新潮社 721.6 
マネへの招待 朝日新聞出版／編 東京：朝日新聞出版 723.3 
写真みたいな絵が描ける色鉛筆画 三上　詩絵／著 東京：日本文芸社 725.5 
ねずみ年のゆる文字年賀状 宇田川　一美／著 東京：誠文堂新光社 728 
手作りがうれしい木版画年賀状 原田　裕子／著 東京：誠文堂新光社 733 
スマホで旅行写真コツと裏ワザ 庄子　利男／著 東京：青春出版社 746 
ワックスプリント アンヌ・グロフィレー／著 東京：グラフィック社 753.8 
12か月のおりがみ壁飾り いまい　みさ／著 東京：講談社 754.9 
作曲の科学 フランソワ・デュボワ／著 東京：講談社 761.8 
革命と戦争のクラシック音楽史 片山　杜秀／著 東京：NHK出版 762 
クラシック現代の巨匠たち レコード芸術／編 東京：音楽之友社 762.8 
障害者の舞台芸術鑑賞サービス入門 南部　充央／著 東京：NTT出版 770.9 
「地元チーム」がある幸福 橘木　俊詔／著 東京：集英社 780.2 
オリンピックマネジメント ジャン・ルー・シャプレ／著 東京：大修館書店 780.6 
ラグビーは3つのルールで熱狂できる 大西　将太郎／著 東京：ワニブックス 783.4 
山歩きの地図読みドリル 宮内　佐季子／著 東京：ナツメ社 786.1 
我が相撲道に一片の悔いなし 荒磯　寛／著 東京：ベースボール・マガジン社 788.1 
マボロシの茶道具図鑑 依田　徹／著 京都：淡交社 791.5 
角交換相振り飛車徹底ガイド 杉本　昌隆／著 東京：マイナビ出版 796 

<言　語>
よくわかる言語学 窪薗　晴夫／編著 京都：ミネルヴァ書房 801 
もう会議室はいらない「テキスト会議」の運用ルール 宮野　清隆／著 東京：あさ出版 809.6 
美人は上品な言葉遣いでできている 山口　謠司／著 東京：宝島社 810.4 
古文解釈のための国文法入門 松尾　聰／著 東京：筑摩書房 815 
パッ!と伝わる社会人の文章ルール 出口　汪／監修 東京：新星出版社 816 
やさしくくわしい中国語文法の基礎 守屋　宏則／著 東京：東方書店 825 
ミニマムで学ぶドイツ語のことわざ 藤村　美織／著 東京：クレス出版 844.4 
ミニマムで学ぶスペイン語のことわざ 星野　弥生／著 東京：クレス出版 864.4 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
文学に描かれた「橋」 磯辺　勝／著 東京：平凡社 902 ｲｿ
あまんきみこハンドブック あまんきみこ研究会／編著 東京：三省堂 910.2 ｻﾝ
最後の一文 半沢　幹一／著 東京：笠間書院 910.2 ﾊﾝ
万葉集を歩く 富田　敏子／編著 東京：平凡社 911.1 ﾍｲ
堤中納言物語 塚原　鉄雄／校注 東京：新潮社 913 ｼﾝ
私の家 青山　七恵／著 東京：集英社 F ｱｵ
いもうと 赤川　次郎／著 東京：新潮社 F ｱｶ
計策師 赤神　諒／著 東京：朝日新聞出版 F ｱｶ
どうしても生きてる 朝井　リョウ／著 東京：幻冬舎 F ｱｻ
人を乞う あさの　あつこ／著 東京：祥伝社 F ｱｻ
監禁探偵 我孫子　武丸／著 東京：実業之日本社 F ｱﾋﾞ
オーガ<ニ>ズム 阿部　和重／著 東京：文藝春秋 F ｱﾍﾞ
カナダ金貨の謎 有栖川　有栖／著 東京：講談社 F ｱﾘ
頂上捜査 安東　能明／著 東京：KADOKAWA F ｱﾝ
不審者 伊岡　瞬／著 東京：集英社 F ｲｵ
天保十四年のキャリーオーバー 五十嵐　貴久／著 東京：PHP研究所 F ｲｶﾞ
ブラックリスト 伊兼　源太郎／著 東京：実業之日本社 F ｲｶﾞ
新青春の門　第9部 五木　寛之／著 東京：講談社 F ｲﾂ
明日の僕に風が吹く 乾　ルカ／著 東京：KADOKAWA F ｲﾇ
ベーシックインカム 井上　真偽／著 東京：集英社 F ｲﾉ
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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)>
最果ての決闘者 逢坂　剛／著 東京：中央公論新社 F ｵｳ
小箱 小川　洋子／著 東京：朝日新聞出版 F ｵｶﾞ
ライオンのおやつ 小川　糸／著 東京：ポプラ社 F ｵｶﾞ
祝祭と予感 恩田　陸／著 東京：幻冬舎 F ｵﾝ
菊花の仇討ち 梶　よう子／著 東京：文藝春秋 F ｶｼﾞ
純、文学 北野　武／著 東京：河出書房新社 F ｷﾀ
見えない敵 小杉　健治／著 東京：二見書房 F ｺｽ
雲雀とイリス 五代　ゆう／著 東京：早川書房 F ｺﾞﾀﾞ
まよい道 佐伯　泰英／著 東京：光文社 F ｻｴ
ふうふうつみれ鍋 坂井　希久子／著 東京：角川春樹事務所 F ｻｶ
昭和40年男 佐川　光晴／著 東京：ホーム社 F ｻｶﾞ
名残の花 澤田　瞳子／著 東京：新潮社 F ｻﾜ
日照雨 志川　節子／著 東京：新潮社 F ｼｶﾞ
新蔵唐行き 志水　辰夫／著 東京：双葉社 F ｼﾐ
夏服を着た恋人たち 小路　幸也／著 東京：祥伝社 F ｼﾖ
まほり 高田　大介／著 東京：KADOKAWA F ﾀｶ
ゆゆのつづき 高楼　方子／著 東京：理論社 F ﾀｶ
髪結おれん 千野　隆司／著 東京：KADOKAWA F ﾁﾉ
犬神館の殺人 月原　渉／著 東京：新潮社 F ﾂｷ
ツナグ 辻村　深月／著 東京：新潮社 F ﾂｼﾞ
巡礼の家 天童　荒太／著 東京：文藝春秋 F ﾃﾝ
奔る男 堂場　瞬一／著 東京：中央公論新社 F ﾄﾞｳ
緋色のマドンナ 那須田　淳／著 東京：ポプラ社 F ﾅｽ
鉄の楽園 楡　周平／著 東京：新潮社 F ﾆﾚ
殺意・鬼哭 乃南　アサ／著 東京：双葉社 F ﾉﾅ
恋のゴンドラ 東野　圭吾／著 東京：実業之日本社 F ﾋｶﾞ
ロス男 平岡　陽明／著 東京：講談社 F ﾋﾗ
時を壊した彼女 古野　まほろ／著 東京：講談社 F ﾌﾙ
時空旅行者の砂時計 方丈　貴恵／著 東京：東京創元社 F ﾎｳ
背中の蜘蛛 誉田　哲也／著 東京：双葉社 F ﾎﾝ
人間 又吉　直樹／著 東京：毎日新聞出版 F ﾏﾀ
記憶の盆をどり 町田　康／著 東京：講談社 F ﾏﾁ
極上の罠をあなたに 深木　章子／著 東京：KADOKAWA F ﾐｷ
きみの正義は 水生　大海／著 東京：文藝春秋 F ﾐｽﾞ
生命式 村田　沙耶香／著 東京：河出書房新社 F ﾑﾗ
彼女たちの犯罪 横関　大／著 東京：幻冬舎 F ﾖｺ
雨に消えた向日葵 吉川　英梨／著 東京：幻冬舎 F ﾖｼ
アンジュと頭獅王 吉田　修一／著 東京：小学館 F ﾖｼ
Iの悲劇 米澤　穂信／著 東京：文藝春秋 F ﾖﾈ
怪談飯屋古狸 輪渡　颯介／著 東京：講談社 F ﾜﾀ
悪夢の絆 和田　はつ子／著 東京：角川春樹事務所 F ﾜﾀﾞ
誰も老人を経験していない 井口　昭久／著 名古屋：風媒社 E ｲｸﾞ
大人の流儀　9 伊集院　静／著 東京：講談社 E ｲｼﾞ
迷いながら生きていく 五木　寛之／著 東京：PHP研究所 E ｲﾂ
「作家」と「魔女」の集まっちゃった思い出 角野　栄子／著 東京：KADOKAWA E ｶﾄﾞ
どくとるマンボウ青春の山 北　杜夫／著 東京：山と溪谷社 E ｷﾀ
ドナルド・キーンの東京下町日記 ドナルド・キーン／著 東京：東京新聞 E ｷﾝ
タイトル読本 高橋　輝次／編著 東京：左右社 E ｻﾕ
べらぼうくん 万城目　学／著 東京：文藝春秋 E ﾏｷ
ヤットコスットコ女旅 室井　滋／著 東京：小学館 E ﾑﾛ
森毅ベスト・エッセイ 森　毅／著 東京：筑摩書房 E ﾓﾘ
旅の作法、人生の極意 山本　一力／著 東京：PHP研究所 E ﾔﾏ
介護のうしろから「がん」が来た! 篠田　節子／著 東京：集英社 916 ｼﾉ
親の介護をしないとダメですか? 吉田　潮／著 東京：ベストセラーズ 916 ﾖｼ
雪が白いとき、かつそのときに限り 陸　秋槎／著 東京：早川書房 923 ﾘｸ
カッティング・エッジ ジェフリー・ディーヴァー／著 東京：文藝春秋 933 ﾃﾞｲ
終わりなき探求 パール・S.バック／著 東京：国書刊行会 933 ﾊﾞﾂ
メインテーマは殺人 アンソニー・ホロヴィッツ／著 東京：東京創元社 933 ﾎﾛ
翡翠城市 フォンダ・リー／著 東京：早川書房 933 ﾘ
アムラス トーマス・ベルンハルト／著 東京：河出書房新社 943 ﾍﾞﾙ
いやいやながらルパンを生み出した作家 ジャック・ドゥルワール／著 東京：国書刊行会 950 ﾄﾞｳ
シンコ・エスキーナス街の罠 マリオ・バルガス=リョサ／著 東京：河出書房新社 963 ﾊﾞﾙ

※「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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