
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
時間をもっと大切にするための小さいノート活用術 高橋　拓也／著 東京：玄光社 002.7 
ディープラーニング ジョン・D.ケレハー／著 東京：ニュートンプレス 007.1 
次のテクノロジーで世界はどう変わるのか 山本　康正／著 東京：講談社 007.3 
できるWindows 10パーフェクトブック困った!&便利ワザ大全 広野　忠敏／著 東京：インプレス 007.6 
世界一わかりやすいパソコン入門テキスト 川上　恭子／著 東京：技術評論社 007.6 
はじめての最新Excel VBA 金城　俊哉／著 東京：秀和システム 007.6 
図書館魔女は不眠症 大島　真理／著 東京：郵研社 010.4 
分類・目録法入門 木原　通夫／著 東京：第一法規 014.4 
えほん・絵本・134冊 増田　喜昭／著 東京：学研教育みらい 019.5 
しずけさとユーモアを 吉満　明子／[著] 東京：枻出版社 023 
本を売る技術 矢部　潤子／著 東京：本の雑誌社 024 

<哲学・思想・心理学・宗教>
新実存主義 マルクス・ガブリエル／[著] 東京：岩波書店 114.5 
日本思想史 末木　文美士／著 東京：岩波書店 121 
名前の哲学 村岡　晋一／著 東京：講談社 134.9 
だから僕は、ググらない。 浅生　鴨／著 東京：大和出版 141.5 
死ぬ瞬間 エリザベス・キューブラー・ロス／著 東京：中央公論新社 146.1 
嫌いな人がいる人へ 古山　有則／著 東京：KADOKAWA 146.8 
スピリチュアル系のトリセツ 辛酸　なめ子／著 東京：平凡社 147 
責任という虚構 小坂井　敏晶／著 東京：筑摩書房 151.2 
「お金をもらう」から「稼ぐ」人になる習慣術 午堂　登紀雄／著 東京：ゴマブックス 159.4 
イヤなことはしない! 樋口　裕一／著 東京：清流出版 159.7 
自然宗教をめぐる対話 ヒューム／著 東京：岩波書店 161.1 
松尾大社 神秘と伝承 丘　眞奈美／著 京都：淡交社 175.9 
両親への贈り物に「生前戒名」という考え方 田口　誠道／著 東京：徳間書店 188.8 
ルイス・フロイス 五野井　隆史／著 東京：吉川弘文館 198.2 

<歴史・地理・伝記・紀行>
文明の研究 有明　光春／著 東京：文芸社 209.3 
皇子たちの悲劇 倉本　一宏／著 東京：KADOKAWA 210.3 
信長の革命と光秀の正義 安部　龍太郎／著 東京：幻冬舎 210.4 
戦国のコミュニケーション 山田　邦明／著 東京：吉川弘文館 210.4 
「江戸大地震之図」を読む 杉森　玲子／著 東京：KADOKAWA 210.5 
城割の作法 福田　千鶴／著 東京：吉川弘文館 210.5 
明治史研究の最前線 小林　和幸／編著 東京：筑摩書房 210.6 
建国神話の社会史 古川　隆久／著 東京：中央公論新社 210.6 
特攻隊員の現実(リアル) 一ノ瀬　俊也／著 東京：講談社 210.7 
米軍が記録した日本空襲 平塚　柾緒／編著 東京：草思社 210.7 
武蔵の武士団 安田　元久／著 東京：吉川弘文館 213.4 
物語パリの歴史 高遠　弘美／著 東京：講談社 235.3 
戦国時代の軍師たち 樋口　隆晴／著 東京：辰巳出版 281 
アフリカから、あなたに伝えたいこと 島岡　由美子／著 京都：かもがわ出版 289 ｼﾏ
徳川家康 藤井　讓治／著 東京：吉川弘文館 289 ﾄｸ
火星の旅人 入江　哲朗／著 東京：青土社 289 ﾛｴ
旅の効用 ペール・アンデション／著 東京：草思社 290.9 
青狐の島 スティーブン・R.バウン／著 東京：国書刊行会 299.2 

新着図書案内 令和2年3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

〈図書館あれこれ〉

書籍消毒機ハッピークリーンをご存じですか

高砂市立図書館に、本をきれいにできる「書籍消毒機」ハッピークリーン（HAPPY CLEAN)が

あるのをご存じですか。

使い方はとっても簡単！本をハッピークリーンに入れてスイッチを押すだけ。

紫外線による殺菌と送風によるほこり取り、消臭抗菌剤による消臭ができます。

ぜひご利用ください。
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<政治・法律・経済・教育>
地図で見るドイツハンドブック ミシェル・デシェ／著 東京：原書房 302.3 
しょぼい生活革命 内田　樹／著 東京：晶文社 304 
社会運動の現在 長谷川　公一／編 東京：有斐閣 309 
16歳のデモクラシー 佐藤　優／著 東京：晶文社 311.7 
自治体民営化のゆくえ 尾林　芳匡／著 東京：自治体研究社 318 
ポスト・ヒューマニズムの政治 土佐　弘之／著 京都：人文書院 319 
相続人不存在の実務と書式 水野　賢一／著 東京：民事法研究会 324.7 
裁判官も人である 岩瀬　達哉／著 東京：講談社 327.1 
行政書士になるには 三田　達治／編著 東京：ぺりかん社 327.1 
スゴい!行動経済学 橋本　之克／著 東京：総合法令出版 331 
中国人口減少の真実 村山　宏／著 東京：日本経済新聞出版社 334.3 
中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A ALG&Associates／著 東京：労働調査会 335 
頭のいい段取りすぐできるコツ 藤沢　晃治／著 東京：三笠書房 336.2 
10歳でもわかる伝え方の授業 苅野　進／著 東京：WAVE出版 336.4 
フリーランス1年目の経理 冨永　昭雄／著 東京：WAVE出版 336.9 
キャッシュレス生活、1年やってみた 美崎　栄一郎／著 東京：祥伝社 338 
保険ぎらい 荻原　博子／著 東京：PHP研究所 339.4 
いつ死んでも後悔しない!かしこい「生前贈与」 渡辺　由紀子／著 京都：PHP研究所 345.5 
社会はどう進化するのか デイヴィッド・スローン・ウィルソン／著 東京：亜紀書房 361.5 
韓国徴用工裁判とは何か 竹内　康人／著 東京：岩波書店 366.8 
中高年ひきこもり 斎藤　環／著 東京：幻冬舎 367.7 
50代からの人間関係 水島　広子／著 東京：PHP研究所 367.7 
民生委員活動の基礎知識 小林　雅彦／著 東京：中央法規出版 369.1 
私にとっての介護 岩波書店編集部／編 東京：岩波書店 369.2 
持続可能な社会を考えるための66冊 小宮山　博仁／著 東京：明石書店 370.4 
なぜ、いま学校でプログラミングを学ぶのか 平井　聡一郎／編著 東京：技術評論社 375.1 
留学を考え始めた親と子が読む本 平田　久子／著 東京：コスモピア 376.4 
最期の言葉の村へ ドン・クリック／著 東京：原書房 382.7 
国民食の履歴書 魚柄　仁之助／著 東京：青弓社 383.8 
現代に共鳴する昔話 石井　正己／著 東京：三弥井書店 388 

<自然科学・数学・生物学・医学>
自然に学ぶ 白川　英樹／著 京都：法藏館 404 
時間はどこから来て、なぜ流れるのか? 吉田　伸夫／著 東京：講談社 421 
フラクタル ケネス・ファルコナー／[著] 東京：岩波書店 421.4 
化学の逸話 日色　和夫／著 東京：文芸社 430.4 
星を楽しむ星座の見つけかた 大野　裕明／著 東京：誠文堂新光社 443.8 
気候危機 山本　良一／著 東京：岩波書店 451.8 
古生物のしたたかな生き方 土屋　健／著 東京：幻冬舎 457.8 
日本の花を愛おしむ 田中　修／著 東京：中央公論新社 470.4 
絶滅動物は甦らせるべきか? ブリット・レイ／著 東京：双葉社 480.9 
魚の自然誌 ヘレン・スケールズ／著 東京：築地書館 487.5 
王朝貴族の病状診断 服部　敏良／著 東京：吉川弘文館 490.2 
病院で受ける検査がわかる本 高木　康／共著 東京：法研 492.1 
不調にすぐ効く顔つぼストレッチ 鈴木　康玄／著 東京：産業編集センター 492.7 
血圧リセット術 市原　淳弘／著 東京：世界文化社 493.2 
認知症になる人、ならない人の生活習慣 石井　映幸／著 東京：成美堂出版 493.7 
発達障害の内側から見た世界 兼本　浩祐／著 東京：講談社 493.7 
骨盤底筋の使い方 前田　慶明／著 東京：池田書店 495.4 
女は筋肉 男は脂肪 樋口　満／著 東京：集英社 498.3 
疲れないカラダをつくる栄養学 森　由香子／監修 東京：宝島社 498.5 
歴史を変えた10の薬 トーマス・ヘイガー／著 東京：すばる舎リンケージ 499 

<技術・工学・建築・工業>
脱プラスチックへの挑戦 堅達　京子／著 東京：山と溪谷社 519 
騒音の文明史 原　克／著 東京：東洋書林 519.6 
日本の建築家解剖図鑑 二村　悟／著 東京：エクスナレッジ 523.1 
今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!iPad超入門 門脇　香奈子／著 東京：技術評論社 548.2 
ラリルレロボットの未来 斎藤　成也／著 東京：勁草書房 548.3 
日本の刃物 研ぎの技法 大工道具研究会／編 東京：誠文堂新光社 581.7 
懐かしいお菓子 伴田　良輔／著 東京：新潮社 588.3 
日本酒の起源 上田　誠之助／著 東京：八坂書房 588.5 
ビールの自然誌 ロブ・デサール／著 東京：勁草書房 588.5 
世直しスタイリスト・霜鳥まき子の得する黒損する黒 霜鳥　まき子／著 東京：小学館 589.2 
「イノベーター」で読むアパレル全史 中野　香織／著 東京：日本実業出版社 589.2 
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<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
どんなずぼらさんでも「これなら絶対!」片づく技術 ダナ・K.ホワイト／著 東京：マガジンハウス 590 
ラブリー&キュートな赤ちゃん小物 白駒　さやか／著 東京：成美堂出版 594 
超カンタン!手づくりの通園・通学グッズ 寺西　恵里子／著 東京：朝日新聞出版 594 
刺しゅうとキルトの組み合わせが楽しいギンガムステッチ 鷲沢　玲子／著 東京：日本ヴォーグ社 594.2 
着せかえあみぐるみプチDOLL Miya／著 東京：日本文芸社 594.3 
キャシーマムのキルトで楽しいハワイアンスタイル キャシー中島／著 東京：日東書院本社 594.9 
世界一わかりやすいメイクの教科書 長井　かおり／著 東京：講談社 595.5 
大原千鶴の絶品手づくりだれ料理帖 大原　千鶴／著 東京：NHK出版 596 
六甲かもめ食堂野菜が美味しい季節の献立 船橋　律子／著 東京：誠文堂新光社 596 
まずは塩しましょう。 ワタナベ　マキ／著 東京：KADOKAWA 596 
いちばんおいしい野菜の食べ方 飛田　和緒／[著] 東京：オレンジページ 596.3 
にっぽん全国100駅弁 櫻井　寛／著 東京：双葉社 596.4 
絶品!バスクチーズケーキ 藤沢　セリカ／著 東京：河出書房新社 596.6 
科学的に正しい子育て 森田　麻里子／著 東京：光文社 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
逆転の農業 吉田　忠則／著 東京：日本経済新聞出版社 611.7 
だれでもできるベランダで野菜づくり 麻生　健洲／著 東京：家の光協会 626.9 
シクラメン 吉田　健一／著 東京：NHK出版 627.5 
ビザールプランツ 藤川　史雄／監修 東京：主婦の友社 627.7 
「馬」が動かした日本史 蒲池　明弘／著 東京：文藝春秋 645.2 
へそ天にゃんこ すむぞう／編著 東京：三笠書房 645.7 
蜜量倍増ミツバチの飼い方 干場　英弘／著 東京：農山漁村文化協会 646.9 
もっとわかるイタリア3大チーズ 本間　るみ子／[著] 東京：旭屋出版 648.1 
漁業と国境 濱田　武士／[著] 東京：みすず書房 664.1 
三越誕生! 和田　博文／著 東京：筑摩書房 673.8 
京都でお買いもん 入江　敦彦／著 東京：新潮社 675.1 
絵はがきの時代 細馬　宏通／著 東京：青土社 693.8 
できるゼロからはじめるiPhone 11/Pro/Pro Max超入門 法林　岳之／著 東京：インプレス 694.6 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
美意識の値段 山口　桂／著 東京：集英社 706.7 
江戸の花鳥画譜 狩野　博幸／監修 東京：河出書房新社 721 
国立西洋美術館名画の見かた 渡辺　晋輔／著 東京：集英社 723 
ヴィルヘルム・ハマスホイ沈黙の絵画 佐藤　直樹／監修 東京：平凡社 723.3 
わかる!選べる!使える!画材BOOK 磯野　キャビア／著 東京：玄光社 724 
水墨画の表現力を高めるために 沈　和年／著 東京：日貿出版社 724.1 
IN NARA 井上　博道／写真 京都：光村推古書院 748 
西欧800年の指輪史 レイチェル・チャーチ／著 東京：ガイアブックス 755.3 
色彩・配色・混色 ベティ・エドワーズ／著 東京：河出書房新社 757.3 
アルゲリッチとポリーニ 本間　ひろむ／著 東京：光文社 763.2 
オルガン奏法 近藤　岳／編著 小金井：道和書院 763.3 
映画と黙示録 岡田　温司／[著] 東京：みすず書房 778.2 
旅する黒澤明 国立映画アーカイブ／監修 東京：国書刊行会 778.2 
バスケットボールが科学で強くなる! 小谷　究／監修　執筆 東京：日東書院本社 783.1 
ジョアン・ミレッ 世界レベルのGK講座 倉本　和昌／著 東京：カンゼン 783.4 
ゴルフきれいなインパクトの作り方 谷　将貴／著 東京：河出書房新社 783.8 
夢をかなえる力 浅田　真央／著 東京：新書館 784.6 
十大事故から読み解く山岳遭難の傷痕 羽根田　治／著 東京：山と溪谷社 786.1 
北岳山小屋物語 樋口　明雄／著 東京：山と溪谷社 786.1 
茶室の花 林　利左／著 京都：河原書店 791.6 

<言　語>
アイロニーはなぜ伝わるのか? 木原　善彦／著 東京：光文社 801.6 
ぼくは翻訳についてこう考えています 柴田　元幸／著 東京：アルク 801.7 
総理通訳の外国語勉強法 中川　浩一／著 東京：講談社 807 
日本人の9割が知らずに使っている日本語 岩田　亮子／著 東京：青春出版社 810.4 
文章を彩る表現技法の辞典 中村　明／著 東京：東京堂出版 816.2 
読解英文傑作エッセイ21選生きるヒント 行方　昭夫／著 東京：DHC 837.5 
古代スラヴ語の世界史 服部　文昭／著 東京：白水社 889 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
もしも桃太郎が少年ジャンプの連載だったら スエヒロ／著 東京：集英社 909.3 ｽｴ
漱石文体見本帳 北川　扶生子／著 東京：勉誠出版 910.2 ｷﾀ
美しい日本の詩 大岡　信／編 東京：岩波書店 911 ｲﾜ
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<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
小倉一郎のゆるりとたのしむ俳句入門 小倉　一郎／著 東京：日本実業出版社 911.3 ｵｸﾞ
わたしの芭蕉 加賀　乙彦／著 東京：講談社 911.3 ｶｶﾞ
やすらぎの刻(とき)〜道〜　第4巻 倉本　聰／著 東京：双葉社 912.7 ｸﾗ
空貝 赤神　諒／著 東京：講談社 F ｱｶ
花嫁は三度ベルを鳴らす 赤川　次郎／著 東京：実業之日本社 F ｱｶ
三世代探偵団　[2] 赤川　次郎／著 東京：KADOKAWA F ｱｶ
海の十字架 安部　龍太郎／著 東京：文藝春秋 F ｱﾍﾞ
消えた警官 安東　能明／著 東京：新潮社 F ｱﾝ
金子と裕而 五十嵐　佳子／著 東京：朝日新聞出版 F ｲｶﾞ
勘定侍柳生真剣勝負　1 上田　秀人／著 東京：小学館 F ｳｴ
踏み跡にたたずんで 小野　正嗣／著 東京：毎日新聞出版 F ｵﾉ
ドミノin上海 恩田　陸／著 東京：KADOKAWA F ｵﾝ
まむし三代記 木下　昌輝／著 東京：朝日新聞出版 F ｷﾉ
幼な子の聖戦 木村　友祐／著 東京：集英社 F ｷﾑ
まったく、青くない 黒田　小暑／著 東京：小学館 F ｸﾛ
致命傷 小杉　健治／著 東京：二見書房 F ｺｽ
歌舞伎座の怪紳士 近藤　史恵／著 東京：徳間書店 F ｺﾝ
酒合戦 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
白桐ノ夢 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
朧夜ノ桜 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
かんばん娘 志川　節子／著 東京：KADOKAWA F ｼｶﾞ
コープス・ハント 下村　敦史／著 東京：KADOKAWA F ｼﾓ
相続レストラン 城山　真一／[著] 東京：KADOKAWA F ｼﾛ
犬のかたちをしているもの 高瀬　隼子／著 東京：集英社 F ﾀｶ
狐火の辻 竹本　健治／著 東京：KADOKAWA F ﾀｹ
補陀落ばしり物語 中嶋　隆／著 東京：ぷねうま舎 F ﾅｶ
西日本鉄道殺人事件 西村　京太郎／著 東京：新潮社 F ﾆｼ
終の盟約 楡　周平／著 東京：集英社 F ﾆﾚ
猫君 畠中　恵／著 東京：集英社 F ﾊﾀ
トイレで読む、トイレのためのトイレ小説　ふた巻きめ 雹月　あさみ／著 東京：KADOKAWA F ﾋﾖ
仕掛け絵本の少女 堀川　アサコ／著 東京：小学館 F ﾎﾘ
#柚莉愛とかくれんぼ 真下　みこと／著 東京：講談社 F ﾏｼ
坂下あたると、しじょうの宇宙 町屋　良平／著 東京：集英社 F ﾏﾁ
霧の会議　上 松本　清張／著 東京：光文社 F ﾏﾂ
箱とキツネと、パイナップル 村木　美涼／著 東京：新潮社 F ﾑﾗ
京都寺町三条のホームズ　13 望月　麻衣／著 東京：双葉社 F ﾓﾁ
魂の痕(きずあと) 梁　石日／著 東京：河出書房新社 F ﾔﾝ
道子の草文 石牟礼　道子／著 東京：平凡社 E ｲｼ
クズより怖いものはない カレー沢薫／著 東京：大和書房 E ｶﾚ
50代からの疲れをためない小さな習慣 岸本　葉子／著 東京：佼成出版社 E ｷｼ
50代、足していいもの、引いていいもの 岸本　葉子／著 東京：中央公論新社 E ｷｼ
「好き」の因数分解 最果　タヒ／著 東京：リトルモア E ｻｲ
悔いなく生きよう 瀬戸内　寂聴／著 東京：祥伝社 E ｾﾄ
長生きしたいわけではないけれど。 曽野　綾子／著 東京：ポプラ社 E ｿﾉ
誰にも相談できません 高橋　源一郎／著 東京：毎日新聞出版 E ﾀｶ
会いにゆく旅 森　まゆみ／著 東京：産業編集センター 915 ﾓﾘ
森心地の日々 森　博嗣／著 東京：講談社 915 ﾓﾘ
夜告げ鳥 三島　由紀夫／著 東京：平凡社 918 ﾐｼ
誰にでも親切な教会のお兄さんカン・ミノ イ　ギホ／著 東京：亜紀書房 929 ｲ
夜は歌う キム　ヨンス／著 東京：新泉社 929 ｷﾑ
死にたいけどトッポッキは食べたい ペク　セヒ／著 東京：光文社 929 ﾍﾟｸ
<ホームズ>から<シャーロック>へ マティアス・ボーストレム／著 東京：作品社 930 ﾎﾞｽ
フライデー・ブラック ナナ・クワメ・アジェイ=ブレニヤー／著 東京：駒草出版 933 ｱｼﾞ
ポリー氏の人生 H.G.ウェルズ／著 東京：白水社 933 ｳｴ
草地は緑に輝いて アンナ・カヴァン／著 東京：文遊社 933 ｶｳﾞ
小説アナと雪の女王2 越前　敏弥／訳 東京：KADOKAWA 933 ｶﾄﾞ
夕陽の道を北へゆけ ジャニーン・カミンズ／著 東京：早川書房 933 ｶﾐ
サバヨミ! パメラ・レドモンド／著 東京：早川書房 933 ｻﾄ
白い悪魔 ドメニック・スタンズベリー／著 東京：早川書房 933 ｽﾀ
友だち シーグリッド・ヌーネス／著 東京：新潮社 933 ﾇﾈ
暇なんかないわ大切なことを考えるのに忙しくて アーシュラ・K.ル=グウィン／著 東京：河出書房新社 934 ﾙｸﾞ

※「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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