
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
水濡れから図書館資料を救おう! 眞野　節雄／編著 東京：日本図書館協会 014.6 
専門図書館探訪 青柳　英治／共著 東京：勉誠出版 018 
子どもの心を動かす読み聞かせの本とは 岡崎　一実／共編 東京：日外アソシエーツ 019.5 
本の索引の作り方 藤田　節子／著 東京：地人書館 021.4 
近代出版史探索 小田　光雄／著 東京：論創社 023.1 
平成出版データブック 能勢　仁／著 京都：ミネルヴァ書房 023.1 
13歳からのジャーナリスト 伊藤　千尋／著 京都：かもがわ出版 070.1 
2050年のメディア 下山　進／著 東京：文藝春秋 070.2 
新聞の読み方 池上　彰／著 東京：祥伝社 070.4 

<哲学・思想・心理学・宗教>
夫のトリセツ 黒川　伊保子／[著] 東京：講談社 143.6 
もっと本格的に人を占う!究極のタロット 吉田　ルナ／監修 東京：メイツ出版 148.9 
“人生の災害”に負けないマインドレスキュー 矢作　直樹／著 東京：山と溪谷社 159 
私、失敗ばかりなので 内山　聖子／著 東京：新潮社 159.4 
楽しくなければ仕事じゃない 干場　弓子／著 東京：東洋経済新報社 159.4 
不良という矜持 下重　暁子／著 東京：自由国民社 159.7 
はじめての韓国仏教 佐藤　厚／著 東京：佼成出版社 182.2 

<歴史・地理・伝記・紀行>
世界のミイラ 近藤　二郎／監修 東京：宝島社 202.5 
逆説の世界史　3 井沢　元彦／著 東京：小学館 204 
危機と人類　上 ジャレド・ダイアモンド／著 東京：日本経済新聞出版社 209.5 
危機と人類　下 ジャレド・ダイアモンド／著 東京：日本経済新聞出版社 209.5 
武器が語る日本史 兵頭　二十八／著 東京：徳間書店 210 
近世・近現代文書の保存・管理の歴史 佐藤　孝之／編 東京：勉誠出版 210.5 
樺太地上戦 NHKスペシャル取材班／著 東京：KADOKAWA 210.7 
塩田の村 平瀬　直樹／著 大阪：清文堂出版 217.7 
令和誕生 読売新聞政治部／著 東京：新潮社 288.4 
図説ヨーロッパの紋章 浜本　隆志／著 東京：河出書房新社 288.6 
明智光秀伝 藤田　達生／著 東京：小学館 289 ｱｹ
一代の出版人 増田義一伝 藤井　茂／著 東京：実業之日本社 289 ﾏｽ
無一文からのドリーム ラファエル／著 東京：宝島社 289 ﾗﾌ
旅客機から見る日本の名山 須藤　茂／著 東京：イカロス出版 291 
皇居の歩き方 竹内　正浩／著 東京：小学館 291.3 
ちゃんと歩ける伊勢参宮道 善光寺街道 八木　牧夫／著 東京：山と溪谷社 291.5 
駅から登る岡山の山100座 守屋　益男／著 岡山：吉備人出版 291.7 

<政治・法律・経済・教育>
インドが変える世界地図 広瀬　公巳／著 東京：文藝春秋 312.2 
独裁者はこんな本を書いていた　上 ダニエル・カルダー／著 東京：原書房 313.8 
独裁者はこんな本を書いていた　下 ダニエル・カルダー／著 東京：原書房 313.8 
国家と記録 瀬畑　源／著 東京：集英社 317.6 
指定管理者制度問題解決ハンドブック 宮脇　淳／編著 東京：東洋経済新報社 318 
都市は文化(アート)でよみがえる 大林　剛郎／著 東京：集英社 318.7 
核軍縮の現代史 瀬川　高央／著 東京：吉川弘文館 319.8 

新着図書案内 令和元年12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

年末年始の図書館について

早くも師走となりました。今年も一年間、高砂市立図書館をご利用いただきありがとうございました。

図書館は、１２月２９日（日） から ２０２０年１月３日（金） まで年末年始のため休館いたします。

（休館中も、図書館入口右手の「返却ポスト」をご利用いただけます）

これに伴い、１２月１５日（日）から２８日（土）の期間は、４週間２０冊の貸出が可能です。

何かと慌ただしいこの季節ですが、お仕事や家事の参考に、また団らんの時間のお供に、

図書館の資料をぜひお役立てください。

年始は１月４日（土）より開館いたします。 皆様のご来館をお待ちしています。
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<政治・法律・経済・教育>
実務にすぐ役立つ改正債権法・相続法コンパクトガイド 福原　竜一／編著 東京：ぎょうせい 324.4 
事例でわかる経営者の認知症対策 川嵜　一夫／共著 東京：日本法令 324.6 
老老相続 奥原　玲子／著 東京：清文社 324.7 
死刑囚の有限と無期囚の無限 加賀　乙彦／著 東京：コールサック社 326.5 
日本経済30年史 山家　悠紀夫／著 東京：岩波書店 332.1 
データでよみとく外国人“依存”ニッポン NHK取材班／著 東京：光文社 334.4 
土地白書　令和元年版 国土交通省／編集 東京：勝美印刷 334.6 
ドラッカー理論で成功する「ひとり起業」の強化書 天田　幸宏／著 東京：日本実業出版社 335 
社長、クレーマーから「誠意を見せろ」と電話がきています 島田　直行／著 東京：プレジデント社 336 
説明の技術見るだけノート 鶴野　充茂／監修 東京：宝島社 336.4 
総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本 宮武　貴美／著 東京：日本実業出版社 336.4 
知識ゼロでも自分でできる!個人事業の経理と節税 大沢　育郎／監修 東京：ナツメ社 336.9 
中央銀行と金融政策がよくわかる本 久保田　博幸／著 東京：秀和システム 338.4 
家と土地のことならこの1冊 國部　徹／監修 東京：自由国民社 365.3 
労働経済白書　令和元年版 厚生労働省／編 東京：日経印刷 366 
中学生・高校生の仕事ガイド　2020-2021年版 進路情報研究会／編 東京：桐書房 366.2 
副業のはじめ方がわかる本 成美堂出版編集部／編著 東京：成美堂出版 366.2 
後悔しない子育て 信田　さよ子／著 東京：講談社 367.3 
襲撃 大下　英治／著 東京：青志社 368.5 
認知症の人と一緒に作るアルバム自分史 北林　陽児／著 [東京]：翔泳社 369.2 
世界中の子どもの権利をまもる30の方法 国際子ども権利センター／編 東京：合同出版 369.4 
未来の授業 佐藤　真久／監修 東京：宣伝会議 375 
初等科國史 文部省／著 東京：ハート出版 375.9 
たっぷり!保育の手あそび・歌あそび　[2019] 井上　明美／編著 東京：自由現代社(発売) 376.1 
スウェーデンにおける野外保育のすべて エーバ・エングゴード／[著] 東京：新評論 376.1 
用語「発達障害」批判 玉永　公子／著 東京：論創社 378 
かしこい子どもに育つ礼儀と作法 小笠原　清基／著 東京：方丈社 379.9 
世界の少数民族 イアゴ・コラッツァ／著 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 382 
マリー・アントワネットの衣裳部屋 内村　理奈／著 東京：平凡社 383.1 
ようかん 虎屋文庫／著 東京：新潮社 383.8 
THE PASTRY COLLECTION　PART2 林　周作／著 東京：KADOKAWA 383.8 
ユネスコ世界の無形文化遺産 マッシモ・チェンティーニ／編著 東京：原書房 386.8 
ヴェノナ ジョン・アール・ヘインズ／著 東京：扶桑社 391.6 

<自然科学・数学・生物学・医学>
誰が科学を殺すのか 毎日新聞「幻の科学技術立国」取材班／著 東京：毎日新聞出版 409.1 
数の概念 高木　貞治／著 東京：講談社 412 
台風予測の最前線 中澤　哲夫／著 東京：成山堂書店 451.5 
日本のスミレ探訪 山田　隆彦／著 東京：太郎次郎社エディタス 479.8 
動物たちが教えてくれた「良い生き物」になる方法 サイ・モンゴメリー／著 東京：河出書房新社 480.4 
正解は一つじゃない子育てする動物たち 齋藤　慈子／編 東京：東京大学出版会 481.7 
ヒトは120歳まで生きられるのか 田原　総一朗／著 東京：文藝春秋 490.4 
誤解だらけの発達障害 岩波　明／著 東京：宝島社 493.7 
惨事ストレスとは何か 松井　豊／著 東京：河出書房新社 493.7 
国立がん研究センターの正しいがん検診 中山　富雄／監修 東京：小学館クリエイティブ 494.5 
皮膚科専門医が見た!ざんねんなスキンケア47 安部　正敏／著 東京：学研プラス 494.8 
温かくてしなやかな「ちつと骨盤」が体と心を幸せにする。 関口　由紀／監修 東京：日本文芸社 495 
1分で体がすっきり生き返る鼻トレ! 深堀　真由美／著 東京：ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 498.3 
新しいタンパク質の教科書 上西　一弘／監修 東京：池田書店 498.5 
医者がすすめる薬膳ひとり鍋 工藤　孝文／監修 東京：主婦の友社 498.5 

<技術・工学・建築・工業>
トコトンやさしい金属材料の本 吉村　泰治／著 東京：日刊工業新聞社 501.4 
エネルギーの愉快な発明史 セドリック・カルル／監修 東京：河出書房新社 501.6 
はじめてでもよくわかる!図面の読み方 飯島　晃良／著 東京：成美堂出版 501.8 
心なごむ日本の橋 平野　暉雄／著 大阪：パレード 515 
トイレは世界を救う ジャック・シム／著 東京：PHP研究所 518.5 
まちづくり解剖図鑑 片山　和俊／著 東京：エクスナレッジ 518.8 
絵で見てわかる伝統建築の図鑑 斉藤　武行／著 東京：秀和システム 521.8 
トコトンやさしい建築材料の本 大垣　賀津雄／著 東京：日刊工業新聞社 524.2 
建物できるまで図鑑 瀬川　康秀／絵・文 東京：エクスナレッジ 524.7 
最新鉄鋼業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 川上　清市／著 東京：秀和システム 564 
電池BOOK 神野　将志／著 東京：総合科学出版 572.1 
香水図鑑 東京：マイナビ出版 576.7 
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<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
帰りたくなる家 山崎　美津江／著 東京：婦人之友社 590 
「お繕い」で服を育てる。 堀内　春美／著 東京：主婦の友社 593.3 
型紙いらずの着物リメイク 1枚の着物で大人服&子ども服 松下　純子／著 東京：河出書房新社 593.3 
はじめての、小さなキリムと小物たち Koyun由紀子／著 東京：日本文芸社 594.9 
おかずがいらないごっついスープ きじま　りゅうた／著 東京：家の光協会 596 
いつものごはんは、きほんの10品あればいい 寿木　けい／著 東京：小学館 596 
からだが温まるとろみのレシピ 吉澤　まゆ／著 東京：池田書店 596 
枝元なほみの今夜はおでん 枝元　なほみ／著 東京：技術評論社 596.2 
おせちと一緒に作りたいお正月のもてなし料理 上島　亜紀／著 東京：成美堂出版 596.4 
ほうじ茶のお菓子 本間　節子／著 東京：主婦の友社 596.6 
珈琲、味をみがく 星田　宏司／著 東京：いなほ書房 596.7 
親の健康を守る実家の片づけ方 永井　美穂／著 東京：大和書房 597.5 
いっぺんに作る赤ちゃんと大人のごはん 中田　馨／著 東京：誠文堂新光社 599.3 
人生で一番大事な最初の1000日の食事 クレア・ルウェリン／著 東京：ダイヤモンド社 599.3 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
「地域の人」になるための8つのゆるい方法 河井　孝仁／編著 東京：彩流社 601.1 
世界からコーヒーがなくなるまえに ペトリ・レッパネン／著 東京：青土社 617.3 
大豆と人間の歴史 クリスティン・デュボワ／著 東京：築地書館 619.6 
トマトの歴史 クラリッサ・ハイマン／著 東京：原書房 626.2 
馬を巡る旅 小檜山　悟／著 東京：三才ブックス 645.2 
コンテナ物語 マルク・レビンソン／著 [東京]：日経BP 681.6 
高齢ドライバーに運転をやめさせる22の方法 川畑　信也／著 東京：小学館 685.1 
アナウンサーという仕事 尾川　直子／著 東京：青弓社 699.3 
平成が終わったらテレビからいなくなってたものたち 堀井　憲一郎／著 東京：東京ニュース通信社 699.6 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
国宝ロストワールド 岡塚　章子／著 東京：小学館 709.1 
平成/令和の佐竹本三十六歌仙 有馬　頼底／著 横浜：春風社 721.2 
水墨で描くやさしいはがき絵 塩澤　玉聖／著 東京：日貿出版社 724.1 
野村重存と巡る水彩スケッチ旅 野村　重存／著 東京：日貿出版社 724.4 
「コミックス」のメディア史 山森　宙史／[著] 東京：青弓社 726.1 
英文サインのデザイン 小林　章／著 東京：ビー・エヌ・エヌ新社 727 
カメラとにっぽん 日本カメラ博物館／編著 東京：国書刊行会 740.2 
折り紙のバラとくすだま 中　一隆／著 東京：日本ヴォーグ社 754.9 
ラヴェル 井上　さつき／著 東京：音楽之友社 762.3 
フレデリック・ショパン全仕事 小坂　裕子／著 東京：アルテスパブリッシング 762.3 
声の力 河合　隼雄／著 東京：岩波書店 767 
永遠 ZARD／著 東京：幻冬舎 767.8 
オリンピックの終わりの始まり 谷口　源太郎／編著 東京：コモンズ 780.6 
ドラヨン 田崎　健太／著 東京：カンゼン 783.7 
ゆらゆらじんわりお香ぐらし 石浜　栞／著 東京：Clover出版 792 
香木のきほん図鑑 山田　英夫／著 東京：世界文化社 792 
花いけの勘どころ 上野　雄次／著 東京：誠文堂新光社 793 

<言　語>
ますます心とカラダを整えるおとなのための1分音読 山口　謠司／著 東京：自由国民社 809.4 
東大のヤバい現代文 小柴　大輔／著 東京：青春出版社 810 
はじめてでも、ふたたびでも、これならできる!レポート・論文のまとめ方 新田　誠吾／著 東京：すばる舎 816.5 
気持ちが伝わる!フィンランド語リアルフレーズBOOK 末延　弘子／著 東京：研究社 893.6 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
物語を書く人のための推敲入門 ラリー・ブルックス／著 東京：フィルムアート社 901.3 ﾌﾞﾙ
小さな名詩集 世界の名詩鑑賞会／編集 名古屋：リベラル社 908.1 ﾘﾍﾞ
この作家この10冊　2 本の雑誌編集部／編 東京：本の雑誌社 910.2 ﾎﾝ
小さな詩歌集 世界の名詩鑑賞会／編集 名古屋：リベラル社 911 ﾘﾍﾞ
ひとり旅日和 秋川　滝美／著 東京：KADOKAWA F ｱｷ
グッドバイ 朝井　まかて／著 東京：朝日新聞出版 F ｱｻ
愛しいひとにさよならを言う 石井　睦美／著 東京：中央公論新社 F ｲｼ
おたみ海舟恋仲 植松　三十里／著 東京：小学館 F ｳｴ
本意に非ず 上田　秀人／著 東京：文藝春秋 F ｳｴ
かか 宇佐見　りん／著 東京：河出書房新社 F ｳｻ
彼方のゴールド 大崎　梢／著 東京：文藝春秋 F ｵｵ
シャガクに訊け! 大石　大／著 東京：光文社 F ｵｵ
通夜女 大山　淳子／著 東京：徳間書店 F ｵｵ
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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)>
約束された移動 小川　洋子／著 東京：河出書房新社 F ｵｶﾞ
まち 小野寺　史宜／著 東京：祥伝社 F ｵﾉ
白銀(しろがね)の墟(おか)玄(くろ)の月　3 小野　不由美／著 東京：新潮社 F ｵﾉ
白銀(しろがね)の墟(おか)玄(くろ)の月　4 小野　不由美／著 東京：新潮社 F ｵﾉ
わたしは誰も看たくない 小原　周子／著 東京：講談社 F ｵﾊ
私に似ていない彼女 加藤　千恵／著 東京：ポプラ社 F ｶﾄ
賞金稼ぎスリーサム! 川瀬　七緒／著 東京：小学館 F ｶﾜ
レームダックの村 神林　長平／著 東京：朝日新聞出版 F ｶﾝ
科警研のホームズ 喜多　喜久／著 東京：宝島社 F ｷﾀ
スワン 呉　勝浩／著 東京：KADOKAWA F ｺﾞ
捨雛ノ川 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
梅雨ノ蝶 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
黄金列車 佐藤　亜紀／著 東京：KADOKAWA F ｻﾄ
グランドシャトー 高殿　円／著 東京：文藝春秋 F ﾀｶ
さんかく 千早　茜／著 東京：祥伝社 F ﾁﾊ
改良 遠野　遙／著 東京：河出書房新社 F ﾄｵ
青い秋 中森　明夫／著 東京：光文社 F ﾅｶ
人面瘡探偵 中山　七里／著 東京：小学館 F ﾅｶ
飯田線・愛と殺人と 西村　京太郎／著 東京：光文社 F ﾆｼ
沈黙の目撃者 西澤　保彦／著 東京：徳間書店 F ﾆｼ
目を見て話せない 似鳥　鶏／著 東京：KADOKAWA F ﾆﾀ
タスキメシ-箱根- 額賀　澪／著 東京：小学館 F ﾇｶ
星と龍 葉室　麟／著 東京：朝日新聞出版 F ﾊﾑ
ザ・ロイヤルファミリー 早見　和真／著 東京：新潮社 F ﾊﾔ
うたかた姫 原　宏一／著 東京：祥伝社 F ﾊﾗ
風神雷神　上 原田　マハ／著 東京：PHP研究所 F ﾊﾗ
風神雷神　下 原田　マハ／著 東京：PHP研究所 F ﾊﾗ
小さな場所 東山　彰良／著 東京：文藝春秋 F ﾋｶﾞ
渡世人 藤井　邦夫／[著] 東京：講談社 F ﾌｼﾞ
ショパンゾンビ・コンテスタント 町屋　良平／著 東京：新潮社 F ﾏﾁ
戦争獣戦争 山田　正紀／[著] 東京：東京創元社 F ﾔﾏ
ファーストクラッシュ 山田　詠美／著 東京：文藝春秋 F ﾔﾏ
みちづれの猫 唯川　恵／著 東京：集英社 F ﾕｲ
本日のメニューは。 行成　薫／著 東京：集英社 F ﾕｷ
倒れるときは前のめり　ふたたび 有川　ひろ／著 東京：KADOKAWA E ｱﾘ
折口信夫 折口　信夫／著 東京：平凡社 E ｵﾘ
希望という名のアナログ日記 角田　光代／著 東京：小学館 E ｶｸ
三人寄れば無礼講 清水　ミチコ／著 東京：中央公論新社 E ｼﾐ
老人の美学 筒井　康隆／著 東京：新潮社 E ﾂﾂ
しらふで生きる 町田　康／著 東京：幻冬舎 E ﾏﾁ
アンチ整理術 森　博嗣／著 東京：日本実業出版社 E ﾓﾘ
ぼけますから、よろしくお願いします。 信友　直子／著 東京：新潮社 916 ﾉﾌﾞ
パパは女子高生だった 前田　良／著 東京：明石書店 916 ﾏｴ
文豪と食 長山　靖生／編 東京：中央公論新社 918 ﾁﾕ
『ハックルベリー・フィンの冒けん』をめぐる冒けん 柴田　元幸／編著 東京：研究社 933 ｼﾊﾞ
とんがりモミの木の郷 セアラ・オーン・ジュエット／作 東京：岩波書店 933 ｼﾞﾕ
オーバーストーリー リチャード・パワーズ／著 東京：新潮社 933 ﾊﾟﾜ
熊の皮 ジェイムズ・A.マクラフリン／著 東京：早川書房 933 ﾏｸ
サラムボー　上 フローベール／作 東京：岩波書店 953 ﾌﾛ

※「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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