
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
高校数学からはじめるディープラーニング 金丸　隆志／著 東京：講談社 007.1 
IT素人を説得する技術 黒音　こなみ／著 新潟：シーアンドアール研究所 007.3 
プログラミング言語大全 クジラ飛行机／著 東京：技術評論社 007.6 
わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる Dain／著 東京：技術評論社 019 
積読こそが完全な読書術である 永田　希／著 東京：イースト・プレス 019.1 
物語と子どもの発達 田中　昭子／著 東京：文芸社 019.2 
関西文系散歩 京阪神エルマガジン社／編集 大阪：京阪神エルマガジン社 024.1 
データ・リテラシー マーティン・ファクラー／著 東京：光文社 070 
吉本隆明全集　22 吉本　隆明／著 東京：晶文社 081.6 

<哲学・思想・心理学・宗教>
哲学とは何か 竹田　青嗣／著 東京：NHK出版 104 
偶発事の存在論 カトリーヌ・マラブー／著 東京：法政大学出版局 111 
イメージの心理学 河合　隼雄／著 東京：青土社 146.1 
武士の家訓 城島　明彦／著 東京：カンゼン 156.4 
はい。作り笑顔ですが、これでも精一杯仕事しています。 日野　瑛太郎／著 東京：KADOKAWA 159.4 
定年を病にしない 高田　明和／著 東京：ウェッジ 159.7 
四国別格二十霊場 四国路おへんろ倶楽部／著 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 186.9 

<歴史・地理・伝記・紀行>
石の目を読む アレ・ツィルク／原著 京都：京都大学学術出版会 202.5 
ヨコで読む大人の世界史 斎藤　整／著 東京：KADOKAWA 209 
キリシタン教会と本能寺の変 浅見　雅一／[著] 東京：KADOKAWA 210.4 
水軍と海賊の戦国史 小川　雄／著 東京：平凡社 210.4 
超リアル戦国武士と忍者の戦い図鑑 小和田　哲男／監修 東京：G.B. 210.4 
「関ケ原」の決算書 山本　博文／著 東京：新潮社 210.4 
徳川の幕末 松浦　玲／著 東京：筑摩書房 210.5 
五・一五事件 小山　俊樹／著 東京：中央公論新社 210.7 
独裁者ヒトラーの時代を生きる 大島　隆之／著 東京：集英社 234 
インタビューというより、おしゃべり。 奥野　武範／取材・構成・文 東京：星海社 281 
戦国武将の兄弟姉妹たち 橋場　日月／著 東京：辰巳出版 281 
三浦按針 森　良和／著 東京：東京堂出版 289 ｱﾀﾞ
コロンブスの図書館 エドワード・ウィルソン=リー／著 東京：柏書房 289 ｺﾛ
ハリエット・タブマン 篠森　ゆりこ／著 東京：法政大学出版局 289 ﾀﾌﾞ
国立公園を旅する 日本国際放送／企画 東京：NHK出版 291 
地図で読むアメリカ ジェームス・M.バーダマン／著 東京：朝日新聞出版 295.3 

<政治・法律・経済・教育>
地図で見るイタリアハンドブック オーレリアン・デルピルー／著 東京：原書房 302.3 
不快な表現をやめさせたい!? 紙屋　高雪／著 京都：かもがわ出版 316.1 
街場の日韓論 内田　樹／編 東京：晶文社 319.1 
ライフステージと法 副田　隆重／著 東京：有斐閣 320.4 
55歳になったら遺言を書きなさい 井口　麻里子／著 東京：あさ出版 324.7 
アメリカン・プリズン シェーン・バウアー／著 東京：東京創元社 326.9 
友だちを助けるための国際人権法入門 申　惠【ボン】／著 東京：影書房 329.2 
ゼロからわかる!フリーランス、自営業のためのお金の超基本 横山　光昭／著 東京：アスコム 335 
入社1年目ビジネス文書の教科書 西出　ひろ子／著 東京：プレジデント社 336.5 

新着図書案内 令和2年6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 ※6/5から当面の間、開館時間を 17:00 までに短縮いたします。

〈図書館あれこれ〉 「予約」と「新規パスワード登録」

図書館には、次に借りたい図書や雑誌を事前に指定し、一定期間のお取り置きを行う「予約」サービスがあります。

高砂市立図書館では、他の方が貸出されている資料だけでなく、館内にある資料のご予約も承っています。

予約や資料の検索（図書や雑誌を探す）は、図書館の窓口だけでなく図書館ホームページからも行うことができます。

初めてホームページから予約を行う際は、まずパスワードをご登録ください。ホームページで「ログイン（利用照会）」

のボタンを押した後、「新規パスワード登録」を選択し、必要事項を入力します。このパスワードは、高砂市内の公民

館や図書館内に設置している検索機でも同じものをご利用いただけます。滞在時間の短縮にお役立てください。
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<政治・法律・経済・教育>
京都まみれ 井上　章一／著 東京：朝日新聞出版 361.4 
ステレオタイプの科学 クロード・スティール／著 東京：英治出版 361.4 
大学で学ぶゾンビ学 岡本　健／著 東京：扶桑社 361.5 
介護保険が危ない! 上野　千鶴子／編 東京：岩波書店 364.4 
Women ここにいる私 ナショナルジオグラフィック／編著 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 367.2 
ひきこもりのライフプラン 斎藤　環／著 東京：岩波書店 367.6 
多文化福祉コミュニティ 三本松　政之／編著 東京：誠信書房 369 
障害のある子の住まいと暮らし 渡部　伸／著 東京：主婦の友社 369.2 
宅地の防災学 釜井　俊孝／著 京都：京都大学学術出版会 369.3 
保育園に通えない子どもたち 可知　悠子／著 東京：筑摩書房 369.4 
10代からの批判的思考 名嶋　義直／編著 東京：明石書店 370.4 
いじめのことばから子どもの心を守るレッスン 堀田　秀吾／著 東京：河出書房新社 371.4 
SDGs時代のESDと社会的レジリエンス 佐藤　真久／編著 東京：筑波書房 371.5 
ぜ〜んぶあそべる!おりがみ60 小林　一夫／監修 東京：学研教育みらい 376.1 
ふきげんな子どもの育て方 湯汲　英史／著 東京：岩崎書店 376.1 
大学教授が、「研究だけ」していると思ったら、大間違いだ! 斎藤　恭一／著 東京：イースト・プレス 377.1 
今日から使えるワークショップのアイデア帳 ワークショップ探検部／著 [東京]：翔泳社 379.6 
学ぶ環境のつくり方 深谷　圭助／著 東京：池田書店 379.9 
蓼食う人々 遠藤　ケイ／著 東京：山と溪谷社 383.8 
日本のお弁当文化 権代　美重子／著 東京：法政大学出版局 383.8 
晴れたら空に骨まいて 川内　有緒／[著] 東京：講談社 385.6 
ザシキワラシと婆さま夜語り 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>
90分でブラックホールがわかる本 福江　純／著 東京：大和書房 443.5 
知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑 長澤　淳一／著 大阪：創元社 472.1 
言葉を使う動物たち エヴァ・メイヤー／著 東京：柏書房 481.7 
新種の発見 岡西　政典／著 東京：中央公論新社 481.8 
鳴く虫「音声」図鑑 奥山　風太郎／著 [東京]：DU BOOKS 486.4 
外来アリのはなし 橋本　佳明／編 東京：朝倉書店 486.7 
シマエナガ 吉永　勝啓／著 東京：河出書房新社 488.9 
119番と平穏死 長尾　和宏／著 東京：大和書房 490.1 
みんなある!相談しづらい受診しづらい体のお悩み! 奈良　信雄／監修 東京：辰巳出版 492 
動作分析の基本 石井　慎一郎／監修 東京：マイナビ出版 492.5 
「がん」も「うつ」も体温が低い 川嶋　朗／著 東京：河出書房新社 493.1 
「発達障害かも?」という人のための「生きづらさ」解消ライフハック 姫野　桂／著 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 493.7 
感染症 井上　栄／著 東京：中央公論新社 493.8 
子どものうつがわかる本 下山　晴彦／監修 東京：主婦の友社 493.9 
健康な数値 猪俣　武範／監修 東京：クロスメディア・パブリッシング 498.3 
老活の愉しみ 帚木　蓬生／著 東京：朝日新聞出版 498.3 
0歳からの足育のすすめ 武藤　芳照／監修 東京：論創社 498.7 
図解新型コロナウイルス職場の対策マニュアル 亀田　高志／著 東京：エクスナレッジ 498.8 

<技術・工学・建築・工業>
特許法・著作権法 小泉　直樹／著 東京：有斐閣 507.2 
追いつめられる海 井田　徹治／著 東京：岩波書店 519.4 
近代建築で読み解く日本 祝田　秀全／[著] 東京：祥伝社 521.6 
直しながら住む家 小川　奈緒／著 東京：パイインターナショナル 527 
日本の乗用車図鑑　1975-1985 自動車史料保存委員会／編 東京：三樹書房 537.9 
脱!SNSのトラブル 佐藤　佳弘／編著 西東京：武蔵野大学出版会 547.4 
5G 森川　博之／著 東京：岩波書店 547.5 
最新石油業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 橋爪　吉博／著 東京：秀和システム 568 
刃物たるべく 土田　昇／[著] 東京：みすず書房 583.8 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
家庭科の基本 流田　直／監修 東京：学研教育みらい 590 
OKUDAIRA BASE自分を楽しむ衣食住 奥平　眞司／著 東京：誠文堂新光社 590.4 
一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください! 井戸　美枝／著 [東京]：日経BP 591 
一目刺しの刺し子のふきん　続 安蒜　綾子／著 東京：主婦と生活社 594.2 
メリヤスこま編みのあみこみバッグ 今村　曜子／[著] 武蔵野：アップルミンツ 594.3 
Komihinataさんの布あそびBOOK komihinata／著 東京：ブティック社 594.7 
固まるハーバリウムで作るインテリア雑貨とアクセサリー 誠文堂新光社／編 東京：誠文堂新光社 594.8 
ネイル大全 小笠原　弥生／監修 東京：成美堂出版 595.4 
化粧劇場 イガリ　シノブ／監修 東京：池田書店 595.5 
少量でおいしいジッパー袋でかんたん季節の保存食 榎本　美沙／著 東京：家の光協会 596 
お肴春秋 辰巳　芳子／著 東京：岩波書店 596 
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<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
すき焼きを浅草で 平松　洋子／著 東京：文藝春秋 596 
魯山人の和食力 北大路　魯山人／著 東京：興陽館 596.2 
糖質オフなのに本当においしいラーメンダイエット 市瀬　悦子／料理 東京：主婦の友社 596.3 
とびきりおいしい家パスタ Tesshi／著 東京：KADOKAWA 596.3 
駅弁大百科 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 596.4 
思わず見とれるゼリースイーツ 大越　郷子／著 東京：誠文堂新光社 596.6 
フローズンドリンク教本 根岸　清／著 東京：旭屋出版 596.7 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
進化する里山資本主義 藻谷　浩介／監修 東京：ジャパンタイムズ出版 601.1 
育ちすぎたタケノコでメンマを作ってみた。 玉置　標本／著 東京：家の光協会 626 
1000円以下でできるオーガニック菜園 原　由紀子／監修 東京：ブティック社 626.9 
苔ボトル 佐々木　浩之／写真 東京：コスミック出版 627.8 
スタンド・バイ・ニャー 岩合　光昭／著 東京：辰巳出版 645.7 
老鳥との暮らしかた 細川　博昭／著 東京：誠文堂新光社 646.8 
農家が教える痛快キノコつくり 農文協／編 東京：農山漁村文化協会 657.8 
百貨店・デパート興亡史 梅咲　恵司／著 東京：イースト・プレス 673.8 
わかる!イベント・プロデュース 宮地　克昌／著 東京：戎光祥出版 674.5 
カイタイ新書 中川　悠／編著 東京：秀和システム 675 
きっぷのルールハンドブック 土屋　武之／著 東京：実業之日本社 686.5 
日本の航空産業 渋武　容／著 東京：中央公論新社 687.2 
世界の工芸と観光 山崎　茂雄／編 京都：晃洋書房 689 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
漂流郵便局-お母さんへ- 久保田　沙耶／著 東京：小学館 719 
俳句俳画を楽しむ四季の輝き 石倉　政苑／著 東京：日貿出版社 721.9 
熊谷守一わたしはわたし 熊谷　守一／著 東京：求龍堂 723.1 
萩尾望都作画のひみつ 萩尾　望都／著 東京：新潮社 726.1 
ディック・ブルーナ ブルース・イングマン／著 東京：河出書房新社 726.6 
あかりの学校 橋田　裕司／著 東京：マール社 750 
やきものの教科書 陶工房編集部／編 東京：誠文堂新光社 751 
大きな文字で歌いやすいなつかしい歌260曲 西東社編集部／編 東京：西東社 767 
ME エルトン・ジョン／著 東京：ヤマハミュージックエンタテインメント 767.8 
アメリカン・セレブリティーズ 辰巳　JUNK／著 東京：スモール出版 770.4 
教養として学んでおきたい能・狂言 葛西　聖司／著 東京：マイナビ出版 773 
三國連太郎、彷徨う魂へ 宇都宮　直子／著 東京：文藝春秋 778.2 
キネマの玉手箱 大林　宣彦／著 東京：ユニコ舎 778.2 
アスリートのメンタルケア 内田　直／編著 東京：大修館書店 780.1 
オリンピック・マネー 後藤　逸郎／著 東京：文藝春秋 780.6 
今日から自宅がジムになる宅トレ 坂詰　真二／著 東京：カンゼン 781.4 
香道の文化史 本間　洋子／著 東京：吉川弘文館 792 
切り花を2週間長もちさせるはじめての花との暮らし 谷川　文江／著 東京：家の光協会 793 
天才の考え方 加藤　一二三／著 東京：中央公論新社 796 
おうちは遊びのワンダーランド 木村　研／著 東京：いかだ社 798 
Unityのツボとコツがゼッタイにわかる本 薬師寺　国安／著 東京：秀和システム 798.5 

<言　語>
日本語の歴史 田中　牧郎／編 東京：朝倉書店 810.2 
日本語の語彙・表記 小椋　秀樹／編 東京：朝倉書店 814 
きっちり!恥ずかしくない!文章が書ける 前田　安正／著 東京：朝日新聞出版 816 
英語の品格　実践編 ロッシェル・カップ／著 東京：アルク 830.4 
ウェブスター辞書あるいは英語をめぐる冒険 コーリー・スタンパー／著 東京：左右社 833 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
小説の生存戦略 大橋　崇行／編著 東京：青弓社 910.2 ｾｲ
まいにちの季語 辻　桃子／著 東京：主婦の友社 911.3 ﾂｼﾞ
誰も気づかなかった 長田　弘／[著] 東京：みすず書房 911.5 ｵｻ
鶴屋南北 古井戸　秀夫／著 東京：吉川弘文館 912.5 ﾌﾙ
立花三将伝 赤神　諒／著 東京：講談社 F ｱｶ
まだ温かい鍋を抱いておやすみ 彩瀬　まる／著 東京：祥伝社 F ｱﾔ
濱地健三郎の幽(かくれ)たる事件簿 有栖川　有栖／著 東京：KADOKAWA F ｱﾘ
幕末遊撃隊 池波　正太郎／著 東京：新潮社 F ｲｹ
逆ソクラテス 伊坂　幸太郎／著 東京：集英社 F ｲｻ
うめももさくら 石田　香織／著 東京：朝日新聞出版 F ｲｼ
死者との対話 石原　慎太郎／著 東京：文藝春秋 F ｲｼ
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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)>
さよなら願いごと 大崎　梢／著 東京：光文社 F ｵｵ
昨日壊れはじめた世界で 香月　夕花／著 東京：新潮社 F ｶﾂ
結婚させる家 桂　望実／著 東京：光文社 F ｶﾂ
仮想真実 小杉　健治／著 東京：朝日新聞出版 F ｺｽ
ビルマに見た夢 古処　誠二／著 東京：双葉社 F ｺﾄﾞ
日本沈没　下 小松　左京／[著] 東京：KADOKAWA F ｺﾏ
任俠シネマ 今野　敏／著 東京：中央公論新社 F ｺﾝ
侘助ノ白 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
鬼役　29 坂岡　真／著 東京：光文社 F ｻｶ
駆け入りの寺 澤田　瞳子／著 東京：文藝春秋 F ｻﾜ
恋愛未満 篠田　節子／著 東京：光文社 F ｼﾉ
からころも 篠　綾子／著 東京：小学館 F ｼﾉ
スノードロップ 島田　雅彦／著 東京：新潮社 F ｼﾏ
法の雨 下村　敦史／著 東京：徳間書店 F ｼﾓ
誠の旗がゆく 細谷　正充／編 東京：集英社 F ｼﾕ
イエロー・サブマリン 小路　幸也／著 東京：集英社 F ｼﾖ
星に仄めかされて 多和田　葉子／著 東京：講談社 F ﾀﾜ
大酒の合戦 千野　隆司／[著] 東京：講談社 F ﾁﾉ
あの日の交換日記 辻堂　ゆめ／著 東京：中央公論新社 F ﾂｼﾞ
迷子のままで 天童　荒太／著 東京：新潮社 F ﾃﾝ
銀花の蔵 遠田　潤子／著 東京：新潮社 F ﾄｵ
あふれる家 中島　さなえ／著 東京：朝日新聞出版 F ﾅｶ
合唱 中山　七里／著 東京：宝島社 F ﾅｶ
浜風屋菓子話　1 中島　久枝／[著] 東京：ポプラ社 F ﾅｶ
少年と犬 馳　星周／著 東京：文藝春秋 F ﾊｾ
ウェイティング・バー 林　真理子／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾔ
侵略者(アグレッサー) 福田　和代／著 東京：光文社 F ﾌｸ
小糠雨 藤井　邦夫／著 東京：文藝春秋 F ﾌｼﾞ
あなたに会えて困った 藤崎　翔／著 東京：双葉社 F ﾌｼﾞ
おおきな森 古川　日出男／著 東京：講談社 F ﾌﾙ
注文の多い料理小説集 柚木　麻子／著 東京：文藝春秋 F ﾌﾞﾝ
妖(あやかし)の掟 誉田　哲也／著 東京：文藝春秋 F ﾎﾝ
江戸の夢びらき 松井　今朝子／著 東京：文藝春秋 F ﾏﾂ
持続可能な魂の利用 松田　青子／著 東京：中央公論新社 F ﾏﾂ
スカーレット　下 水橋　文美江／作 [東京]：ブックマン社 F ﾐｽﾞ
カケラ 湊　かなえ／著 東京：集英社 F ﾐﾅ
告解 薬丸　岳／著 東京：講談社 F ﾔｸ
こんぱるいろ、彼方 椰月　美智子／著 東京：小学館 F ﾔｽﾞ
永遠の夏をあとに 雪乃　紗衣／著 東京：東京創元社 F ﾕｷ
流星シネマ 吉田　篤弘／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾖｼ
芝居とその周辺 井上　ひさし／著 東京：岩波書店 E ｲﾉ
パリの砂漠、東京の蜃気楼 金原　ひとみ／著 東京：ホーム社 E ｶﾈ
なりゆきを生きる 玄侑　宗久／著 東京：筑摩書房 E ｹﾞﾝ
鴻上尚史のもっとほがらか人生相談 鴻上　尚史／著 東京：朝日新聞出版 E ｺｳ
また、本音を申せば 小林　信彦／著 東京：文藝春秋 E ｺﾊﾞ
人間の品性 下重　暁子／著 東京：新潮社 E ｼﾓ
猫を棄てる 村上　春樹／著 東京：文藝春秋 E ﾑﾗ
お金の減らし方 森　博嗣／著 東京：SBクリエイティブ E ﾓﾘ
旅のつばくろ 沢木　耕太郎／著 東京：新潮社 915 ｻﾜ
家族、捨ててもいいですか? 小林　エリコ／著 東京：大和書房 916 ｺﾊﾞ
#ゴミ捨てろ gomi_sutero／著 東京：KADOKAWA 916 ｺﾞﾐ
一人と千三百人/二人の中尉 平沢　計七／[著] 東京：講談社 918 ﾋﾗ
わたしに無害なひと チェ　ウニョン／著 東京：亜紀書房 929 ﾁｴ
アイヌの物語世界 中川　裕／著 東京：平凡社 929 ﾅｶ
サークル・ゲーム マーガレット・アトウッド／著 東京：彩流社 931 ｱﾄ
空のあらゆる鳥を チャーリー・ジェーン・アンダーズ／[著] 東京：東京創元社 933 ｱﾝ
あの本は読まれているか ラーラ・プレスコット／著 東京：東京創元社 933 ﾌﾟﾚ
おれの眼を撃った男は死んだ シャネル・ベンツ／著 東京：東京創元社 933 ﾍﾞﾝ
理由のない場所 イーユン・リー／著 東京：河出書房新社 933 ﾘ
パトリックと本を読む ミシェル・クオ／著 東京：白水社 936 ｸｵ
オルガ ベルンハルト・シュリンク／著 東京：新潮社 943 ｼﾕ
コロナの時代の僕ら パオロ・ジョルダーノ／著 東京：早川書房 974 ｼﾞﾖ

※「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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