
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
驚異の量子コンピュータ 藤井　啓祐／著 東京：岩波書店 007.1 
AIの時代と法 小塚　荘一郎／著 東京：岩波書店 007.3 
情報銀行のすべて 花谷　昌弘／編著 東京：ダイヤモンド社 007.3 
スッキリわかるJava入門 中山　清喬／著 東京：インプレス 007.6 
サイバーセキュリティ 松原　実穂子／著 東京：新潮社 007.6 
図書館と読書の原風景を求めて 小川　徹／著 東京：青弓社 010.2 
公共図書館でできる知的障害者への合理的配慮 藤澤　和子／編著 東京：樹村房 015.1 
炎の中の図書館 スーザン・オーリアン／著 東京：早川書房 016.2 
はじめよう!ブックコミュニケーション 村中　李衣／著 東京：金子書房 019.2 
悩んでも10秒 松田　紀子／著 東京：集英社 021.4 

<哲学・思想・心理学・宗教>
ミシェル・フーコー 慎改　康之／著 東京：岩波書店 135.5 
自分をコントロールする力 森口　佑介／著 東京：講談社 143 
安心して、死ぬために 矢作　直樹／著 東京：扶桑社 147 
本当にやりたかったことを、今すぐはじめよう! 本田　健／著 東京：サンマーク出版 147.3 
厄を味方につける本 谷口　令／著 東京：光文社 148.5 
人生にとって挫折とは何か 下重　暁子／著 東京：集英社 159 
おばあちゃんが教えてくれたとても、とても、大事なこと 吉井　鈴／著 東京：辰巳出版 159 
老いのトリセツ 石川　恭三／著 東京：河出書房新社 159.7 
神仏と中世人 衣川　仁／著 東京：吉川弘文館 162.1 
維摩経の世界 白石　凌海／著 東京：講談社 183.6 
はい、さようなら。 瀬戸内　寂聴／著 東京：光文社 188.4 
五島キリシタン史 浦川　和三郎／著 東京：国書刊行会 198.2 
ローマ教皇食の旅 中村　玲子／著 東京：KADOKAWA 198.2 

<歴史・地理・伝記・紀行>
海の地政学 竹田　いさみ／著 東京：中央公論新社 209.5 
「土地と財産」で読み解く日本史 大村　大次郎／著 東京：PHP研究所 210.1 
信長と家康の軍事同盟 谷口　克広／著 東京：吉川弘文館 210.4 
東大教授がおしえる忠臣蔵図鑑 山本　博文／監修 東京：二見書房 210.5 
論点別昭和史 井上　寿一／著 東京：講談社 210.7 
畿内古墳探訪ガイド 松本　弥／著 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 216 
アウシュヴィッツの手紙 内藤　陽介／著 東京：えにし書房 234 
20世紀アメリカの夢 中野　耕太郎／著 東京：岩波書店 253 
日本の戦後を知るための12人 池上　彰／著 東京：文藝春秋 281 
明智光秀の生涯 諏訪　勝則／著 東京：吉川弘文館 289 ｱｹ
阿倍仲麻呂 森　公章／著 東京：吉川弘文館 289 ｱﾍﾞ
佐治敬三“百面相”大阪が生んだ稀代の経営者 松永　和浩／著 吹田：大阪大学出版会 289 ｻｼﾞ
地図化すると世界の動きが見えてくる 伊藤　智章／著 東京：ベレ出版 290.4 
地名崩壊 今尾　恵介／[著] 東京：KADOKAWA 291 
東海の名城を歩く　岐阜編 中井　均／編 東京：吉川弘文館 291.5 
日帰り鉄道さんぽ 『旅と鉄道』編集部／編 東京：天夢人 291.6 
ワンダーランドブラジル 田所　清克／著 東京：角川文化振興財団 296.2 

新着図書案内 令和2年1月号 【2020】
〒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

「科学道１００冊 ２０１９」

新しい年が始まりました。

どんな一年にしようかと考えて、ワクワクしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

図書館では、１月７日（火）から２月７日（金）まで、図書館１階 ゲートすぐの展示棚で

≪科学道１００冊 ２０１９ 「知りたい！」が未来をつくる≫の展示を行います。

「科学道１００冊」は書籍を通じて科学者の生き方・考え方や、科学のおもしろさ・素晴らしさを

届ける事業です。未知に挑戦しながら未来を切り開いていく科学者の姿勢やその方法を知ると、

なにかしら人生のヒントが見つかるかもしれません。ぜひ、手に取ってご覧ください。
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>
パレスチナを生きる 渡辺　丘／著 東京：朝日新聞出版 302.2 
地図で見るブラジルハンドブック オリヴィエ・ダベーヌ／著 東京：原書房 302.6 
2030年の世界地図帳 落合　陽一／著 東京：SBクリエイティブ 304 
公共施設のしまいかた 堤　洋樹／編著 京都：学芸出版社 318 
中世の罪と罰 網野　善彦／[著] 東京：講談社 322.1 
生前対策まるわかりBOOK 黒田　泰／著 東京：青月社 324.7 
経済がわかる論点50　2020 みずほ総合研究所／著 東京：東洋経済新報社 332.1 
移民難民 川口マーン惠美／著 東京：グッドブックス 334.4 
60分でわかる!SDGs超入門 バウンド／著 東京：技術評論社 335.1 
役割貢献の評価と賃金・賞与の決め方 菊谷　寛之／著 東京：労働調査会 336.4 
職場に外国人がやってきたら読む本 涌井　美和子／著 東京：近代セールス社 336.4 
経費で落ちる領収書・レシートがぜんぶわかる本 関根　俊輔／監修 東京：新星出版社 336.9 
アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書 アンドリュー・O.スミス／著 東京：SBクリエイティブ 338 
タテ社会と現代日本 中根　千枝／著 東京：講談社 361.3 
英語でガイド!外国人がいちばん不思議に思う日本のくらし デイビッド・セイン／著 東京：Jリサーチ出版 361.5 
親リッチ 宮本　弘之／著 東京：日本経済新聞出版社 361.8 
いま、翔び立つとき メリンダ・ゲイツ／著 東京：光文社 367.1 
#KuToo 石川　優実／著 東京：現代書館 367.2 
壊されゆく子どもたち 水谷　修／著 東京：日本評論社 367.6 
8050問題 黒川　祥子／著 東京：集英社 367.7 
総会屋とバブル 尾島　正洋／著 東京：文藝春秋 368.5 
「小児性愛」という病 斉藤　章佳／著 東京：ブックマン社 368.6 
認知症になってもひとりで暮らせる 協同福祉会／編 京都：クリエイツかもがわ 369.2 
身近な人の施設介護を考えるときに読む本 高室　成幸／監修 東京：自由国民社 369.2 
「孤独な育児」のない社会へ 榊原　智子／著 東京：岩波書店 369.4 
不登校困った時の対応術40 千葉　孝司／著 東京：明治図書出版 371.4 
民俗学読本 高岡　弘幸／編著 京都：晃洋書房 380.1 
日本長寿食事典 永山　久夫／著 東京：悠書館 383.8 
しめ飾り造形とその技法 鈴木　安一郎／著 東京：誠文堂新光社 386.1 
河童の日本史 中村　禎里／著 東京：筑摩書房 388.1 
シークレット・ウォーズ　上 スティーブ・コール／著 東京：白水社 391.6 
シークレット・ウォーズ　下 スティーブ・コール／著 東京：白水社 391.6 

<自然科学・数学・生物学・医学>
南極読本 南極OB会編集委員会／編 東京：成山堂書店 402.9 
私たちが、地球に住めなくなる前に マーティン・リース／著 東京：作品社 404 
ハビタブルな宇宙 井田　茂／著 東京：春秋社 440.4 
星を楽しむ天体観測のきほん 大野　裕明／著 東京：誠文堂新光社 442 
天気予報はどのようにつくられるのか 古川　武彦／著 東京：ベレ出版 451.2 
やばすぎ!古生物図鑑 日本地質学会／監修 東京：宝島社 457.8 
若い読者に贈る美しい生物学講義 更科　功／著 東京：ダイヤモンド社 460 
生物に世界はどう見えるか 実重　重実／著 東京：新曜社 481.3 
鳥と人、交わりの文化誌 細川　博昭／著 東京：春秋社 488 
血流がすべて整う暮らし方 堀江　昭佳／著 東京：サンマーク出版 490.9 
そうだったのか!ヒトの生物学 坪井　貴司／著 東京：丸善出版 491 
COPDのことがよくわかる本 桂　秀樹／監修 東京：講談社 493.3 
ギャンブル依存症 吉岡　隆／編集 東京：中央法規出版 493.7 
「片づけられない…」をあきらめない! 西原　三葉／著 東京：主婦と生活社 493.7 
ゲーム依存からわが子を守る本 花田　照久／監修 東京：大和出版 493.9 
その症状、がんのサインかもしれません 佐藤　典宏／著 京都：PHP研究所 494.5 
医者が教える正しい病院のかかり方 山本　健人／著 東京：幻冬舎 498 
東洋食薬でゆったり健康法 関　隆志／著 東京：すばる舎 498.3 
アレルゲン害虫のはなし 川上　裕司／編 東京：朝倉書店 498.6 

<技術・工学・建築・工業>
職人の手 山崎　真由子／著 東京：KTC中央出版 502.1 
昭和モダン建築巡礼　1965-75 磯　達雄／文 [東京]：日経BP 523.1 
にっぽん建築散歩 小林　泰彦／著 東京：山と溪谷社 523.1 
宇宙から帰ってきた日本人 稲泉　連／著 東京：文藝春秋 538.9 
スッキリ!がってん!小水力発電の本 橋口　清人／著 東京：電気書院 543.3 
5Gでビジネスはどう変わるのか クロサカ　タツヤ／著 [東京]：日経BP 547.5 
トコトンやさしいシリコーンの本 池野　正行／監修 東京：日刊工業新聞社 578.4 
ルヴァンとパンとぼく 甲田　幹夫／著 東京：平凡社 588.3 
教養としてのスーツ 井本　拓海／著 東京：二見書房 589.2 
「使える服ばかり」のクローゼットは色で決まる 早川　瑠里子／著 東京：大和書房 589.2 
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<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
大人になったら知っておきたいマネーハック大全 山崎　俊輔／著 東京：フォレスト出版 591 
庭遊びの達人が教える野外DIY実践術 脇野　修平／著 東京：学研プラス 592.7 
ちいさな日本刺繡 花と植物 浅賀　菜緒子／著 東京：河出書房新社 594.2 
リアルすぎる羊毛フェルトの猫&犬のつくりかた Miru.／著 東京：洋泉社 594.9 
さあ、熱いうちに食べましょう 入江　麻木／著 東京：河出書房新社 596 
圧力鍋の大絶賛レシピ 牛尾　理恵／著 東京：学研プラス 596 
あっさり塩煮と、こっくりしょうゆ煮 角田　真秀／著 東京：学研プラス 596 
「水だし」って、すごい! 武蔵　裕子／著 東京：女子栄養大学出版部 596 
お家(うち)で作る至福の中国料理 黒田　弘／著 東京：主婦の友社 596.2 
栗原心平のたまごはん 栗原　心平／著 東京：山と溪谷社 596.3 
丸鶏レシピ コウ　静子／著 東京：誠文堂新光社 596.3 
パリ在住の料理人が教えるもらって嬉しいチョコレートレシピ えもじょわ／著 東京：KADOKAWA 596.6 
余力ゼロで生きてます。 水野　美紀／著 東京：朝日新聞出版 599 
パパ離乳食はじめます。 本田　よう一／著 東京：女子栄養大学出版部 599.3 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
単位のキホンがわかる本 長島　秀樹／監修 東京：成美堂出版 609 
菜の辞典 長井　史枝／テキスト 東京：雷鳥社 626 
多肉植物ハオルチア 靍岡　秀明／著 東京：NHK出版 627.7 
「奴隷」になった犬、そして猫 太田　匡彦／著 東京：朝日新聞出版 645.6 
いくつになってもこのコといっしょ 徳田　竜之介／監修 東京：小学館クリエイティブ 645.6 
世界の樹木をめぐる80の物語 ジョナサン・ドローリ／著 東京：柏書房 653.2 
東京ディズニーリゾートキャストの仕事 講談社／編 東京：講談社 689.5 
年賀状のおはなし 日本郵便株式会社／監修 東京：ゴマブックス 693.8 
放送の自由 川端　和治／著 東京：岩波書店 699.1 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
文化財返還問題を考える 五十嵐　彰／著 東京：岩波書店 709.1 
ひと味ちがう絵てがみのかくし技 関口　北洞／著 東京：日本ヴォーグ社 724 
現代感覚で描く水墨画の教科書 伊藤　昌／著 東京：日貿出版社 724.1 
プレゼン力を劇的に高める絵(イラスト)の描き方 山田　雅夫／著 東京：新星出版社 726.5 
世界のさんぽ道 WANDERLUST／編 東京：光文社 748 
紙で装う野の花々 脇阪　希澄／著 東京：文化学園文化出版局 754.9 
かんたん!よくわかる!楽譜の読み方 森　真奈美／著 東京：日東書院本社 761.2 
古関裕而 刑部　芳則／著 東京：中央公論新社 762.1 
アメリカが面白くなる映画50本 村瀬　広／著 東京：新日本出版社 778.2 
講談師・浪曲師になるには 小泉　博明／著 東京：ぺりかん社 779.1 
パラスポーツ・ボランティア入門 松尾　哲矢／編 東京：旬報社 780.1 
見るだけでうまくなる!バドミントンの基礎 大束　忠司／著 東京：ベースボール・マガジン社 783.5 
野食ハンターの七転八倒日記 茸本　朗／著 東京：平凡社 786 
雪山登山 天野　和明／監修・著 東京：山と溪谷社 786.1 
武道と日本人 魚住　孝至／著 東京：青春出版社 789 
太極拳で100歳まで健やかに美しく生きる 楊　慧／著 東京：山と溪谷社 789.2 
源氏物語といけばな 岩坪　健／著 東京：平凡社 793.2 
ダンス部ノート 石原　久佳／著 東京：ベストセラーズ 799 

<言　語>
知っておくと役立つ街の変な日本語 飯間　浩明／著 東京：朝日新聞出版 810.4 
「頭がいい」の正体は読解力 樋口　裕一／著 東京：幻冬舎 810.4 
英文法の鬼100則 時吉　秀弥／著 東京：明日香出版社 835 
だれとでも会話がとぎれない!1分間ペラペラ英会話 小林　真美／著 東京：ダイヤモンド社 837.8 
ドイツのことば図鑑 野口　真南／著 東京：KADOKAWA 840.4 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
素顔の文士たち 田村　茂／写真 東京：河出書房新社 910.2 ﾀﾑ
向田邦子の本棚 向田　邦子／著 東京：河出書房新社 910.2 ﾑｺ
恥ずかしながら、詩歌が好きです 長山　靖生／著 東京：光文社 911 ﾅｶﾞ
令和の力、万葉集の力 中西　進／著 東京：短歌研究社 911.1 ﾅｶ
笑いのシャワー 江口　正子／著 東京：論創社 911.5 ｴｸﾞ
大名倒産　上 浅田　次郎／著 東京：文藝春秋 F ｱｻ
大名倒産　下 浅田　次郎／著 東京：文藝春秋 F ｱｻ
信長、天が誅する 天野　純希／著 東京：幻冬舎 F ｱﾏ
あたしたち、海へ 井上　荒野／著 東京：新潮社 F ｲﾉ
黒鳥の湖 宇佐美　まこと／著 東京：祥伝社 F ｳｻ
半七捕物帳 岡本　綺堂／著 東京：新潮社 F ｵｶ
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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)>
世界が僕らを嫌っても 片山　恭一／著 東京：河出書房新社 F ｶﾀ
信長、天を堕とす 木下　昌輝／著 東京：幻冬舎 F ｷﾉ
我は景祐 熊谷　達也／著 東京：新潮社 F ｸﾏ
桃源 黒川　博行／著 東京：集英社 F ｸﾛ
家族パズル 黒田　研二／著 東京：講談社 F ｸﾛ
沈黙の狂詩曲(ラプソディ) 日本推理作家協会／編 東京：光文社 F ｺｳ
コゴロシムラ 木原　音瀬／著 東京：講談社 F ｺﾉ
鯖雲ノ城 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
野分ノ灘 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
抵抗都市 佐々木　譲／著 東京：集英社 F ｻｻ
男はつらいよ お帰り寅さん 山田　洋次／原作・脚本 東京：講談社 F ｼﾖ
花咲小路一丁目の髪結いの亭主 小路　幸也／著 東京：ポプラ社 F ｼﾖ
地面師たち 新庄　耕／著 東京：集英社 F ｼﾝ
あの人は今 高部　務／著 西宮：鹿砦社 F ﾀｶ
如何様 高山　羽根子／著 東京：朝日新聞出版 F ﾀｶ
遠の眠りの 谷崎　由依／著 東京：集英社 F ﾀﾆ
キッドの運命 中島　京子／著 東京：集英社 F ﾅｶ
わたしの美しい庭 凪良　ゆう／著 東京：ポプラ社 F ﾅｷﾞ
勿忘草の咲く町で 夏川　草介／著 東京：KADOKAWA F ﾅﾂ
十津川警部仙山線<秘境駅>の少女 西村　京太郎／著 東京：小学館 F ﾆｼ
瓦礫の死角 西村　賢太／著 東京：講談社 F ﾆｼ
赤い部屋異聞 法月　綸太郎／著 東京：KADOKAWA F ﾉﾘ
わが殿　上 畠中　恵／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾀ
わが殿　下 畠中　恵／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾀ
最後の楽園 服部　まゆみ／著 東京：河出書房新社 F ﾊﾂ
魔法使いと最後の事件 東川　篤哉／著 東京：文藝春秋 F ﾋｶﾞ
老警 古野　まほろ／著 東京：KADOKAWA F ﾌﾙ
甘夏とオリオン 増山　実／著 東京：KADOKAWA F ﾏｽ
イヴの末裔たちの明日 松崎　有理／[著] 東京：東京創元社 F ﾏﾂ
黒武御神火御殿 宮部　みゆき／著 東京：毎日新聞出版 F ﾐﾔ
変半身(かわりみ) 村田　沙耶香／著 東京：筑摩書房 F ﾑﾗ
できない相談 森　絵都／著 東京：筑摩書房 F ﾓﾘ
ぷくぷく 森沢　明夫／著 東京：小学館 F ﾓﾘ
別れの季節 諸田　玲子／著 東京：新潮社 F ﾓﾛ
ミッドナイツ 山口　雅也／著 東京：講談社 F ﾔﾏ
後家殺し 山本　一力／著 東京：小学館 F ﾔﾏ
リボンの男 山崎　ナオコーラ／著 東京：河出書房新社 F ﾔﾏ
毒牙 吉川　永青／著 東京：KADOKAWA F ﾖｼ
不穏な眠り 若竹　七海／著 東京：文藝春秋 F ﾜｶ
着物憑き 加門　七海／著 東京：集英社 E ｶﾓ
力をぬいて 銀色　夏生／著 東京：KADOKAWA E ｷﾞﾝ
聡乃学習(サトスナワチワザヲナラウ) 小林　聡美／著 東京：幻冬舎 E ｺﾊﾞ
惜櫟荘の四季 佐伯　泰英／著 東京：岩波書店 E ｻｴ
気がつけば、終着駅 佐藤　愛子／著 東京：中央公論新社 E ｻﾄ
寂聴九十七歳の遺言 瀬戸内　寂聴／著 東京：朝日新聞出版 E ｾﾄ
鷗外先生 永井　荷風／著 東京：中央公論新社 E ﾅｶﾞ
この世の景色 早坂　暁／著 東京：みずき書林 E ﾊﾔ
きまぐれエトセトラ 星　新一／[著] 東京：KADOKAWA E ﾎｼ
老人流 村松　友視／著 東京：河出書房新社 E ﾑﾗ
定家『明月記』の物語 稲村　榮一／著 京都：ミネルヴァ書房 915 ｲﾅ
おれたちを齧るな! 椎名　誠／著 東京：小学館 915 ｼｲ
四肢奮迅 乙武　洋匡／著 東京：講談社 916 ｵﾄ
ダブル　SIDE A パク　ミンギュ／著 東京：筑摩書房 929 ﾊﾟｸ 
ダブル　SIDE B パク　ミンギュ／著 東京：筑摩書房 929 ﾊﾟｸ 
おちび エドワード・ケアリー／著 東京：東京創元社 933 ｹｱ
十二月の十日 ジョージ・ソーンダーズ／著 東京：河出書房新社 933 ｿﾝ
息吹 テッド・チャン／著 東京：早川書房 933 ﾁﾔ
アルジェリア、シャラ通りの小さな書店 カウテル・アディミ／著 東京：作品社 953 ｱﾃﾞ
靴ひも ドメニコ・スタルノーネ／著 東京：新潮社 973 ｽﾀ

※「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。

4


