
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
教養としてのコンピューターサイエンス講義 ブライアン・カーニハン／著 [東京]：日経BP 007 
QRコードの奇跡 小川　進／著 東京：東洋経済新報社 007.6 
留学生のためのかんたんWord/Excel/PowerPoint入門 楳村　麻里子／著 東京：技術評論社 007.6 
科学的に正しいずるい資料作成術 越川　慎司／著 東京：かんき出版 007.6 
空飛ぶプログラム ドローンエモーション／著 新潟：シーアンドアール研究所 007.6 
サクサク片付く!パソコン時短術完全マニュアル 森　陽子／著 東京：秀和システム 007.6 
図書館活用術 藤田　節子／著 東京：日外アソシエーツ 015 
読書をプロデュース 角田　陽一郎／著 東京：秀和システム 019 
頭がいい人の読書術 尾藤　克之／著 東京：すばる舎 019.1 
その話、諸説あります。 ナショナルジオグラフィック／編 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 049 
博物館と文化財の危機 岩城　卓二／編 京都：人文書院 069 

<哲学・思想・心理学・宗教>
哲学の技法 ジュリアン・バジーニ／著 東京：河出書房新社 104 
人生は苦である、でも死んではいけない 岸見　一郎／著 東京：講談社 114.2 
詩としての哲学 冨田　恭彦／著 東京：講談社 133 
仕事・人づきあいで差がつく知っておきたい心理テクニック156 神岡　真司／著 東京：辰巳出版 140.4 
「間合い」とは何か 諏訪　正樹／編著 東京：春秋社 141.5 
なぜ「やる気」は長続きしないのか デイヴィッド・デステノ／著 東京：白揚社 141.6 
人間の本性 アルフレッド・アドラー／著 東京：興陽館 146.1 
男の子・女の子ハッピー名前事典 東伯　聰賢／監修 東京：西東社 148.3 
なんで僕に聞くんだろう。 幡野　広志／著 東京：幻冬舎 159 
あやうく一生懸命生きるところだった ハ・ワン／文・イラスト 東京：ダイヤモンド社 159 
近藤勝重流 老いの抜け道 近藤　勝重／著 東京：幻冬舎 159.7 
死ぬまで、努力 丹羽　宇一郎／著 東京：NHK出版 159.7 
宗教者と科学者のとっておき対話 有馬　頼底／著 京都：かもがわ出版 160.4 
人類はなぜ<神>を生み出したのか? レザー・アスラン／著 東京：文藝春秋 162 
アーミッシュカントリーの美しい暮らし 山中　麻葉／レシピ [東京]：エムジェイブックス 198.9 

<歴史・地理・伝記・紀行>
暮らしの中の古文書 浅井　潤子／編 東京：吉川弘文館 210 
サピエンス日本上陸 海部　陽介／著 東京：講談社 210.2 
お殿様の人事異動 安藤　優一郎／著 東京：日本経済新聞出版社 210.4 
本能寺前夜 光成　準治／著 東京：KADOKAWA 210.4 
大阪万博の戦後史 橋爪　紳也／著 大阪：創元社 216.3 
天変地異はどう語られてきたか 串田　久治／編著 東京：東方書店 220 
台湾の歴史と文化 大東　和重／著 東京：中央公論新社 222.4 
斎藤氏四代 木下　聡／著 京都：ミネルヴァ書房 288.3 
悪漢(ワル)の流儀 許　永中／著 東京：宝島社 289 ｷﾖ
未熟児を陳列した男 ドーン・ラッフェル／著 東京：原書房 289 ｸﾆ
歴史人口学事始め 速水　融／著 東京：筑摩書房 289 ﾊﾔ
あれもこれも地理学 富田　啓介／著 東京：ベレ出版 290.1 
日本廃村百選 浅原　昭生／著 秋田：秋田文化出版 291 
暗渠パラダイス! 高山　英男／著 東京：朝日新聞出版 291.3 
図典「大和名所図会」を読む 本渡　章／著 大阪：創元社 291.6 
はじめて旅するウラジオストク 矢巻　美穂／著 東京：辰巳出版 292.9 
インディオの村通い40年 清水　透／著 東京：岩波書店 295.6 
大自然と街を遊び尽くすニュージーランドへ グルービー美子／著 東京：イカロス出版 297.2 

新着図書案内 令和2年4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〉

セルフ貸出機 を お試しください

お店で「セルフレジ」を目にする機会が増えてきましたね。

高砂市立図書館には、本を利用される方ご自身の簡単な操作で

貸出手続きを行うことができる 便利な 「セルフ貸出機」 を設置しています。

台の上に本を置いて、図書館カード裏面にあるバーコードを読み取ることで

スムーズに貸出が完了します。ぜひ一度お試しください。
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>
新しい日本人論 加瀬　英明／著 東京：SBクリエイティブ 302.1 
それを、真の名で呼ぶならば レベッカ・ソルニット／[著] 東京：岩波書店 302.5 
ベストセラーで読み解く現代アメリカ 渡辺　由佳里／著 東京：亜紀書房 302.5 
ファシズムはどこからやってくるか ジェイソン・スタンリー／著 東京：青土社 311.8 
EU離脱 鶴岡　路人／著 東京：筑摩書房 312.3 
地経学とは何か 船橋　洋一／著 東京：文藝春秋 312.9 
地方公務員の人事がわかる本 圓生　和之／著 東京：学陽書房 318.3 
民法 山野目　章夫／著 東京：有斐閣 324.1 
図解最新契約の基本と実務がわかる事典 森　公任／監修 東京：三修社 324.5 
デジタル遺産の法律実務Q&A 北川　祥一／著 東京：日本加除出版 324.7 
改正対応最新民事執行の法律と書式 松岡　慶子／監修 東京：三修社 327.3 
企業・市場・法 ロナルド・H.コース／著 東京：筑摩書房 331 
「メイド・イン・イタリー」はなぜ強いのか? 安西　洋之／著 東京：晶文社 335.2 
会社は誰のものか 加藤　裕則／著 東京：彩流社 335.4 
テレワーク導入の法的アプローチ 末　啓一郎／著 東京：経団連出版 336.4 
軽減税率後消費税申告書の書き方 永井　智子／著 [東京]：中央経済社 336.9 
ホームラン・ボールを拾って売ったら二回課税されるのか 浅妻　章如／著 [東京]：中央経済社 345 
パワー・エリート C.ライト・ミルズ／著 東京：筑摩書房 361.8 
賃上げ立国論 山田　久／著 東京：日本経済新聞出版社 366.4 
育てられない母親たち 石井　光太／[著] 東京：祥伝社 367.6 
少人数で盛り上がるシニアの1,2分体操&ゲーム50 斎藤　道雄／著 名古屋：黎明書房 369.2 
触常者として生きる 広瀬　浩二郎／著 東京：伏流社 369.2 
「防災」のやってはいけない ホームライフ取材班／編 東京：青春出版社 369.3 
ボランティアってなんだっけ? 猪瀬　浩平／著 東京：岩波書店 369.7 
同窓会をやろう! 秀島　ヒロノリ／著 東京：みらいパブリッシング 374.6 
保育者のための外国人保護者支援の本 咲間　まり子／監修 京都：かもがわ出版 376.1 
子どもの健全な成長のためのスポーツのすすめ 田崎　篤／著 東京：岩崎書店 379.9 
戦国、まずい飯! 黒澤　はゆま／著 東京：集英社インターナショナル 383.8 
花街と芸妓・舞妓の世界 松田　有紀子／著 東京：誠文堂新光社 384.9 
遠野奇談 佐々木　喜善／著 東京：河出書房新社 388.1 

<自然科学・数学・生物学・医学>
世界を変えた150の科学の本 ブライアン・クレッグ／著 大阪：創元社 402 
科学はこう「たとえる」とおもしろい! 左巻　健男／編著 東京：青春出版社 404 
数学的な思考とは何か 長岡　亮介／著 東京：技術評論社 410.4 
「ファインマン物理学」を読む 竹内　薫／著 東京：講談社 427 
ジオスケープ・ジャパン 竹下　光士／著 東京：山と溪谷社 454.9 
アフリカからアジアへ 西秋　良宏／編 東京：朝日新聞出版 469.3 
海底の支配者底生生物 清家　弘治／著 東京：中央公論新社 481.7 
チョウが語る自然史 福田　晴夫／著 鹿児島：南方新社 486.8 
死ねない時代の哲学 村上　陽一郎／著 東京：文藝春秋 490.1 
カラー図解分子レベルで見た薬の働き 平山　令明／著 東京：講談社 491.5 
親子で考える「がん」予習ノート 一石　英一郎／[著] 東京：KADOKAWA 491.6 
痛み・鎮痛の教科書<しくみと治療法> 上野　博司／監修 東京：ナツメ社 492 
血管の専門医が教える『血流』をよくする最高の習慣 梅津　拓史／著 東京：総合法令出版 493.2 
腸のトリセツ 江田　証／著 東京：学研プラス 493.4 
よくわかるこころの病気に効く漢方薬 根本　幸夫／監修・著 東京：主婦の友社 493.7 
脳と心の考古学 糸川　昌成／著 東京：日本評論社 493.7 
ビジュアルパンデミック・マップ サンドラ・ヘンペル／著 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 493.8 
頭がいい人の脳の使い方 小田　全宏／著 東京：あさ出版 498.3 
野菜はくすり 村田　裕子／監修 東京：オレンジページ 498.5 
月曜断食ビジュアルBOOK 関口　賢／著 東京：文藝春秋 498.5 

<技術・工学・建築・工業>
基礎製図 大西　清／著 東京：オーム社 501.8 
グローバル・グリーン・ニューディール ジェレミー・リフキン／著 東京：NHK出版 519 
はじめて学ぶ生物文化多様性 敷田　麻実／編著 東京：講談社 519.8 
点・線・面 隈　研吾／著 東京：岩波書店 520.4 
実用メカニズム事典 岩本　太郎／著 東京：森北出版 531.3 
小型・軽トラック年代記 桂木　洋二／著 東京：グランプリ出版 537.9 
ふくしま原発作業員日誌 片山　夏子／著 東京：朝日新聞出版 543.5 
ドラえもんを本気でつくる 大澤　正彦／著 東京：PHP研究所 548.3 
ピアノの近代史 井上　さつき／著 東京：中央公論新社 582.7 
みその教科書 岩木　みさき／著 東京：エクスナレッジ 588.6 
低身長のためのファッションルール 田中　亜希子／著 東京：宝島社 589.2 
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<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
私たちの好きな服とバッグ 岡崎　光子／著 東京：グラフィック社 593.3 
刺繡でいろどる女の子の服 läpiläpi／著 東京：誠文堂新光社 593.3 
きちんと身につく着かたの教科書 木下着物研究所／著 東京：日本文芸社 593.8 
みずひき 中村　瑠水子／著 東京：日貿出版社 594.9 
こまったさんのレシピブック 寺村　輝夫／レシピ原案 東京：あかね書房 596 
親に元気を届ける作りおきごはん 小田　真規子／著 東京：永岡書店 596 
ひとりメシ超入門 東海林　さだお／著 東京：朝日新聞出版 596 
子どもも喜ぶ10分出汁ごはん 伏木　暢顕／著 東京：小学館 596 
果実とパンの組み立て方 ナガタ　ユイ／著 東京：誠文堂新光社 596.3 
野菜まるごと畑のびん詰め 西村　千恵／著 東京：NHK出版 596.3 
発酵あんこのおやつ 木村　幸子／著 東京：WAVE出版 596.6 
修道院のお菓子 丸山　久美／著 東京：扶桑社 596.6 
はじめての生米パン リト史織／著 東京：光文社 596.6 
10歳までに身につけたい子どもが一生困らない片づけ・そうじのコツ 山口　由紀子／著 東京：青春出版社 597.9 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
地域活性マーケティング 岩永　洋平／著 東京：筑摩書房 601.1 
ニッポンのサイズ図鑑 石川　英輔／原作 京都：淡交社 609 
みんなの園芸店 大野　八生／[著] 東京：福音館書店 620 
モリー、100匹の猫を見つけた保護犬 コリン・ブッチャー／著 東京：東京創元社 645.6 
近代日本の乳食文化 江原　絢子／編著 東京：中央法規出版 648.1 
実践!「繁盛立地」の判定・分析・売上予測 林原　琢磨／著 東京：同文舘出版 673 
ひとこと接客英語 パピヨン麻衣／著 東京：同文舘出版 673.3 
営業はいらない 三戸　政和／著 東京：SBクリエイティブ 673.3 
コンビニチェーン進化史 梅澤　聡／著 東京：イースト・プレス 673.8 
町田忍の手描き看板百景 町田　忍／著 東京：東海教育研究所 674.8 
60分でわかる!サブスクリプション リンクアップ／著 東京：技術評論社 675 
物流業界立て直しバイブル 岡　卓也／著 東京：東洋経済新報社 681.6 
オリンピックと鉄道 松本　典久／著 東京：交通新聞社 686.2 
二重らせん 中川　一徳／著 東京：講談社 699 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
アーティストの手紙 マイケル・バード／著 東京：マール社 702.8 
四季の風景スケッチ 内山　徹／著 東京：芸術新聞社 724.4 
100年の旅 ハイケ・フォーラ／文 東京：かんき出版 726.6 
世界のかわいい散歩道 MdN編集部／編 東京：エムディエヌコーポレーション 748 
伝えたいアイヌ民族の紋様 小川　早苗／[編]著 札幌：柏艪舎 753.7 
クライバー、チェリビダッケ、バーンスタイン 吉田　秀和／著 東京：河出書房新社 762.8 
初心者のためのエレキ・ベース講座　[2020] 自由現代社編集部／編著 東京：自由現代社(発売) 763.5 
昭和の作曲家20人100曲 塩澤　実信／著 東京：論創社 767.8 
昭和の作詞家20人100曲 塩澤　実信／著 東京：論創社 767.8 
ダンスは冒険である 石井　達朗／著 東京：論創社 769 
“感動”を伝える仕事 小峰　聖／著 東京：ビジネス社 771.5 
宝塚受験世界にひとつしかない夢 川路　真瑳／著 東京：左右社 775.4 
国策落語はこうして作られ消えた 柏木　新／著 東京：本の泉社 779.1 
スポーツマンシップバイブル 中村　聡宏／著 東京：東洋館出版社 780.1 
女子プロ野球クライシス 角谷　建耀知／著 東京：現代書林 783.7 
少年野球スコアのつけ方 日本野球機構／監修 東京：日本文芸社 783.7 
リーダーとして覚えておいてほしいこと 野村　克也／著 東京：PHP研究所 783.7 
素敵に花一輪 川崎　景太／編著 東京：講談社 793 

<言　語>
アメリカ大使館 神といわれた同時通訳者 松本　道弘／著 東京：さくら舎 801.7 
日本語の個性 外山　滋比古／著 東京：中央公論新社 810.4 
段落論 石黒　圭／著 東京：光文社 816 
日本人のための漢字入門 阿辻　哲次／著 東京：講談社 821.2 
ニューエクスプレスプラス フィリピノ語 山下　美知子／著 東京：白水社 829.4 
いちばんやさしい英語のやり直しブック 清水　建二／著 東京：成美堂出版 835 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
ノンフィクションの技法 ジョン・マクフィー／著 東京：白水社 901.6 ﾏﾂ
映画ノベライゼーションの世界 波戸岡　景太／著 東京：小鳥遊書房 902.3 ﾊﾄ
折口信夫伝 岡野　弘彦／著 東京：筑摩書房 910.2 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)>
綴る女 林　真理子／著 東京：中央公論新社 910.2 ﾊﾔ
残夢童女 石牟礼道子資料保存会／編 東京：平凡社 910.2 ﾍｲ
恋ひとすじに 赤川　次郎／著 東京：双葉社 F ｱｶ
空洞電車 朝倉　宏景／著 東京：双葉社 F ｱｻ
発注いただきました! 朝井　リョウ／著 東京：集英社 F ｱｻ
金木犀とメテオラ 安壇　美緒／著 東京：集英社 F ｱﾀﾞ
地上生活者　第6部 李　恢成／著 東京：講談社 F ｲ
茶聖 伊東　潤／著 東京：幻冬舎 F ｲﾄ
楡の墓 浮穴　みみ／著 東京：双葉社 F ｳｷ
小川洋子と読む内田百間アンソロジー 内田　百間／著 東京：筑摩書房 F ｳﾁ
去年の雪 江國　香織／著 東京：KADOKAWA F ｴｸ
戦時大捜査網 岡田　秀文／著 東京：東京創元社 F ｵｶ
今日も町の隅で 小野寺　史宜／著 東京：KADOKAWA F ｵﾉ
うちの父が運転をやめません 垣谷　美雨／著 東京：KADOKAWA F ｶｷ
三年長屋 梶　よう子／著 東京：KADOKAWA F ｶｼﾞ
小さき者たち 粕谷　知世／著 東京：早川書房 F ｶｽ
東京、はじまる 門井　慶喜／著 東京：文藝春秋 F ｶﾄﾞ
たおやかに輪をえがいて 窪　美澄／著 東京：中央公論新社 F ｸﾎﾞ
アパレル興亡 黒木　亮／著 東京：岩波書店 F ｸﾛ
暗い林を抜けて 黒川　創／著 東京：新潮社 F ｸﾛ
わかれ縁 西條　奈加／著 東京：文藝春秋 F ｻｲ
帝の刀匠 佐々木　裕一／[著] 東京：講談社 F ｻｻ
言の葉は、残りて 佐藤　雫／著 東京：集英社 F ｻﾄ
ひこばえ　上 重松　清／著 東京：朝日新聞出版 F ｼｹﾞ
天穹の船 篠　綾子／著 東京：KADOKAWA F ｼﾉ
<銀の鰊亭>の御挨拶 小路　幸也／著 東京：光文社 F ｼﾖ
絶対聖域 新堂　冬樹／著 東京：講談社 F ｼﾝ
ポロック生命体 瀬名　秀明／著 東京：新潮社 F ｾﾅ
いいからしばらく黙ってろ! 竹宮　ゆゆこ／著 東京：KADOKAWA F ﾀｹ
帝都地下迷宮 中山　七里／著 東京：PHP研究所 F ﾅｶ
新・紫式部日記 夏山　かほる／著 東京：日本経済新聞出版社 F ﾅﾂ
弥生、三月 遊川　和彦／脚本 東京：徳間書店 F ﾅﾅ
流浪の大地 本城　雅人／著 東京：KADOKAWA F ﾎﾝ
月岡草飛の謎 松浦　寿輝／著 東京：文藝春秋 F ﾏﾂ
神域　上 真山　仁／著 東京：毎日新聞出版 F ﾏﾔ
欺瞞の殺意 深木　章子／著 東京：原書房 F ﾐｷ
東京普請日和 湊　ナオ／著 東京：日本経済新聞出版社 F ﾐﾅ
丸の内魔法少女ミラクリーナ 村田　沙耶香／著 東京：KADOKAWA F ﾑﾗ
あたしの拳が吼えるんだ 山本　幸久／著 東京：中央公論新社 F ﾔﾏ
ポラリスが降り注ぐ夜 李　琴峰／著 東京：筑摩書房 F ﾘ
祟り神 輪渡　颯介／著 東京：講談社 F ﾜﾀ
旅ごはん 小川　糸／著 東京：白泉社 E ｵｶﾞ
晴れの日散歩 角田　光代／著 東京：オレンジページ E ｶｸ
生きるための辞書 北方　謙三／著 東京：新潮社 E ｷﾀ
黄犬交遊抄 ドナルド・キーン／著 東京：岩波書店 E ｷﾝ
スーパーマーケットでは人生を考えさせられる 銀色　夏生／[著] 東京：幻冬舎 E ｷﾞﾝ
「群れない」生き方 曽野　綾子／著 東京：河出書房新社 E ｿﾉ
日々是口実 土屋　賢二／著 東京：文藝春秋 E ﾂﾁ
老いへの挑戦 森村　誠一／著 東京：海竜社 E ﾓﾘ
かわいい夫 山崎　ナオコーラ／著 東京：河出書房新社 E ﾔﾏ
4 Unique Girls 山田　詠美／著 東京：幻冬舎 E ﾔﾏ
いつでも母と 山口　恵以子／著 東京：小学館 E ﾔﾏ
かんもくの声 入江　紗代／著 東京：学苑社 916 ｲﾘ
黒山 金　薫／著 東京：クオン 929 ｷﾑ
無の国の門 サマル・ヤズベク／著 東京：白水社 929 ﾔｽﾞ
ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ／著 東京：早川書房 933 ｵｴ
サンセット・パーク ポール・オースター／[著] 東京：新潮社 933 ｵｽ
ザ・フォックス フレデリック・フォーサイス／著 東京：KADOKAWA 933 ﾌｵ
カタリーナ・コード ヨルン・リーエル・ホルスト／著 東京：小学館 949 ﾎﾙ
結ばれたロープ ロジェ・フリゾン=ロッシュ／[著] 東京：みすず書房 953 ﾌﾘ
七つの墓碑 イーゴル・デ・アミーチス／著 東京：早川書房 973 ﾃﾞｱ

※「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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