
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
知的創造の条件 吉見　俊哉／著 東京：筑摩書房 002 
2025年のデジタル資本主義 田中　道昭／著 東京：NHK出版 007.3 
Googleサービスプロ技BESTセレクション リンクアップ／著 東京：技術評論社 007.5 
今すぐ使えるかんたんOffice 2019 技術評論社編集部／著 東京：技術評論社 007.6 
公共図書館が消滅する日 薬師院　仁志／著 京都：牧野出版 016.2 
市民活動資料の保存と公開 平川　千宏／著 東京：日外アソシエーツ 018 
ソロモン諸島でビブリオバトル 益井　博史／著 東京：子どもの未来社 019.9 
新聞・雑誌の歴史 ピエール・アルベール／著 東京：白水社 070.2 

<哲学・思想・心理学・宗教>
大衆の反逆 オルテガ・イ・ガセット／著 東京：岩波書店 136 
笑わせる技術 西条　みつとし／著 東京：光文社 141.6 
まじないの文化史 新潟県立歴史博物館／監修 東京：河出書房新社 147.1 
輝く未来へはばたく赤ちゃんの名前事典 牧野　恭仁雄／監修 東京：主婦の友社 148.3 
理不尽に逆らえ。 堀江　貴文／著 東京：ポプラ社 159 
参謀の思考法 荒川　詔四／著 東京：ダイヤモンド社 159.4 
日本の宗教 村上　重良／著 東京：吉川弘文館 162.1 
宗教別おもてなしマニュアル 島田　裕巳／著 東京：中央公論新社 165.4 
神になった日本人 小松　和彦／著 東京：中央公論新社 172 
御朱印でめぐる京都の神社 『地球の歩き方』編集室／著 東京：ダイヤモンド・ビッグ社 175.9 
顕如 神田　千里／著 京都：ミネルヴァ書房 188.7 

<歴史・地理・伝記・紀行>
移民の世界史 ロビン・コーエン／著 東京：東京書籍 209 
発掘された日本列島　2020 文化庁／編 東京：共同通信社 210 
今につながる日本史 丸山　淳一／著 東京：中央公論事業出版 210 
平安貴族 橋本　義彦／著 東京：平凡社 210.3 
テーマで学ぶ日本古代史　社会・史料編 佐藤　信／監修 東京：吉川弘文館 210.3 
戦国武将の叡智 小和田　哲男／著 東京：中央公論新社 210.4 
鉄路の果てに 清水　潔／著 東京：マガジンハウス 210.7 
朝鮮戦争70年 和田　春樹／著 京都：かもがわ出版 220.7 
コレラの世界史 見市　雅俊／著 東京：晶文社 230.6 
ニューヨーク・タイムズが報じた100人の死亡記事 ウィリアム・マクドナルド／編 東京：河出書房新社 280.4 
マックス・ヴェーバー 今野　元／著 東京：岩波書店 289 ｳﾞｴ
はじめての渋沢栄一 渋沢研究会／編 京都：ミネルヴァ書房 289 ｼﾌﾞ
ナイチンゲールと医師たち ザカリイ・コープ／著 東京：日本看護協会出版会 289 ﾅｲ
世界の美しくてミステリアスな場所 パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル 290.8 
関西周辺週末の山登りベストコース123 加藤　芳樹／著 東京：山と溪谷社 291.6 

<政治・法律・経済・教育>
現代ネパールを知るための60章 日本ネパール協会／編 東京：明石書店 302.2 
政治改革再考 待鳥　聡史／著 東京：新潮社 312.1 
おとめ六法 上谷　さくら／著 東京：KADOKAWA 320 
内容証明を出すならこの1冊 多比羅　誠／著 東京：自由国民社 327.2 
法廷通訳人 丁　海玉／[著] 東京：KADOKAWA 327.6 
殺人区画 アブラム・デ・スワーン／[著] 東京：法政大学出版局 329.7 
12歳の少女が見つけたお金のしくみ 泉　美智子／著 東京：宝島社 331 
コロナショック・サバイバル 冨山　和彦／著 東京：文藝春秋 332.1 

新着図書案内 令和2年7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〉

ナクソス・ミュージック・ライブラリー

ナクソス・ミュージック・ライブラリーとは、クラシックを中心

にＣＤ１３万枚以上、２１０万曲以上が聴き放題のインター

ネット音楽図書館です。

♪利用方法
ご利用にはユーザーＩＤとパスワードが必要です。

図書館カウンターにてお渡しいたしますので、図書館カードを

お持ちいただきお申し出ください。

ご家庭のインターネットに接続されたパソコンで、図書館のホー

ムページからナクソス・ミュージック・ライブラリーのページにア

クセスし、ご利用いただけます。

（スマートフォン、タブレット、図書館内のパソコンからはご利用

いただけません）

※詳しくは、館内設置のチラシをご覧ください。
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>
日本の少子化対策はなぜ失敗したのか? 山田　昌弘／著 東京：光文社 334.3 
地方でクリエイティブな仕事をする 笠原　徹／著 東京：玄光社 335 
非公開会社の自社株のしくみがわかる本 田儀　雅芳／著 東京：同文舘出版 335.4 
できるテレワーク入門 法林　岳之／著 東京：インプレス 336.5 
グラフのウソを見破る技術 アルベルト・カイロ／著 東京：ダイヤモンド社 350.1 
ルポ技能実習生 澤田　晃宏／著 東京：筑摩書房 366.8 
おひとりさまの大往生ガイドBOOK 村松　静子／監修 東京：主婦の友社 367.7 
親子で話そう!性教育 浅井　春夫／監修 東京：朝日新聞出版 367.9 
ホームレス消滅 村田　らむ／著 東京：幻冬舎 368.2 
サイバーハラスメント ダニエル・キーツ・シトロン／著 東京：明石書店 368.6 
私たちはふつうに老いることができない 児玉　真美／著 東京：大月書店 369.2 
「叱り方」の教科書 吉田　順／著 東京：学事出版 375.2 
もしかして発達障害?子どものサインに気づく本 塩川　宏郷／監修 東京：主婦の友社 378 
掃除道具 小泉　和子／著 東京：法政大学出版局 383.9 
沖縄米軍基地全史 野添　文彬／著 東京：吉川弘文館 395.3 

<自然科学・数学・生物学・医学>
歴史上の科学者たちから学ぶ魅力的な理科実験 川村　康文／著 東京：オーム社 407 
有限の中の無限 西来路　文朗／著 東京：講談社 411.7 
人物でよみとく物理 田中　幸／著 [東京]：朝日学生新聞社 420.2 
紫外線の社会史 金　凡性／著 東京：岩波書店 425.5 
一度読んだらクセになる!おもしろ化学ネタ50 齋藤　勝裕／著 東京：秀和システム 430.4 
アインシュタインの影 セス・フレッチャー／著 東京：三省堂 443.5 
激甚気象はなぜ起こる 坪木　和久／著 東京：新潮社 451 
見えない絶景 藤岡　換太郎／著 東京：講談社 452.8 
トルコ石 飯田　孝一／著 京都：亥辰舎 459.7 
生命はデジタルでできている 田口　善弘／著 東京：講談社 467.3 
海の極小!いきもの図鑑 星野　修／著 東京：築地書館 481.7 
iPS細胞の歩みと挑戦 中内　彩香／著 東京：東京書籍 491.1 
腸のことだけ考える 星子　尚美／[著] 東京：ワニブックス 493.4 
断薬記 上原　善広／著 東京：新潮社 493.7 
強制不妊と優生保護法 藤野　豊／著 東京：岩波書店 498.2 
読むサウナ美人 まんきつ／絵 東京：主婦の友社 498.3 
食品添加物はなぜ嫌われるのか 畝山　智香子／著 京都：化学同人 498.5 
どうする!?新型コロナ 岡田　晴恵／著 東京：岩波書店 498.6 
くすりの事典　2021年版 片山　志郎／監修 東京：成美堂出版 499.1 

<技術・工学・建築・工業>
よくわかる最新センサ技術の基本と仕組み 松本　光春／著 東京：秀和システム 501.2 
現場力 光山　博敏／著 東京：筑摩書房 509.5 
山に立つ神と仏 松崎　照明／著 東京：講談社 521.8 
古写真で見る幕末の城 三浦　正幸／監修 東京：山川出版社 521.8 
図解でわかる!エアコン1台で心地よい家をつくる方法 岡田　八十彦／監修 東京：エクスナレッジ 527 
ビジュアル大図鑑宇宙探査の歴史 ロジャー・D.ローニアス／著 東京：東京堂出版 538.9 
Zoomはじめました 秋田　稲美／著 東京：WAVE出版 547.4 
はじめての今さら聞けないインスタグラム 吉岡　豊／著 東京：秀和システム 547.4 
日本の海と暮らしを支える海の地図 八島　邦夫／編著 東京：古今書院 557.7 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
働く母の暮らしマネジメント 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 590 
ナチュラルおせんたく大全 本橋　ひろえ／著 東京：主婦の友社 593.5 
きものが着たい 群　ようこ／著 東京：KADOKAWA 593.8 
身のまわりのものでできる手作りマスク 寺西　恵里子／著 東京：日東書院本社 594 
地刺しの本 戸塚　貞子／著 東京：啓佑社 594.2 
夏糸で編むネットバッグ 誠文堂新光社／編 東京：誠文堂新光社 594.3 
ちっちゃなフェルトのおきあがりこぼし ほふもふ工房／著 東京：文化学園文化出版局 594.9 
毛穴道 毛穴道研究会／著 東京：講談社 595.5 
今さら聞けない料理のこつ 有元　葉子／著 東京：大和書房 596 
おいしくアレンジ!まいにち使える江戸レシピ 奥村　彪生／著 東京：NHK出版 596.3 
冷たい麵の本 みない　きぬこ／[著] 東京：枻出版社 596.3 
ケータリング気分のBox Food 田中　美奈子／著 東京：文化学園文化出版局 596.4 
ぱんぱかパン図鑑 金子　健一／著 東京：扶桑社 596.6 
体にうれしい果実酒・野菜酒・薬用酒200 福光　佳奈子／著 東京：秀和システム 596.7 
年齢別!子育てママ&パパの頼れる絵本193 遠藤　裕美／監修 東京：ユーキャン学び出版 599.8 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
今さら聞けない肥料の話きほんのき 農文協／編 東京：農山漁村文化協会 613.4 
農家はつらいよ 寺坂　祐一／著 東京：同文舘出版 626.2 
珍奇植物ビザールプランツ完全図鑑 佐々木　浩之／著 東京：コスミック出版 627.7 
切る枝・残す枝がわかる!庭木の剪定 宮内　泰之／監修 東京：ナツメ社 627.7 
魅せる苔テラリウムの作り方 石河　英作／著 東京：家の光協会 627.8 
あなたのペットが迷子になっても 遠藤　匡王／著 東京：緑書房 645.6 
らしく生きよと猫は言う ジェイミー・シェルマン／絵 東京：東京書店 645.7 
フクロウ完全飼育 藤井　智之／著 東京：誠文堂新光社 646 
世界一美しいメダカの育て方 戸松　具視／監修 東京：エクスナレッジ 666.9 
セールストーク力の基本 横山　信弘／著 東京：日本実業出版社 673.3 
日本ローカル鉄道大全 櫻田　純／著 東京：辰巳出版 686.2 
ホテル御三家 山川　清弘／著 東京：幻冬舎 689.8 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
366日の世界遺産 小林　克己／監修 東京：三才ブックス 709 
旅の風景 安野　光雅／著 東京：山川出版社 723.1 
動物を描こう 内藤　貞夫／著 東京：玄光社 724.5 
私の絵本ろん 赤羽　末吉／著 東京：平凡社 726.6 
白嶺の金剛夜叉 井ノ部　康之／著 東京：山と溪谷社 740.2 
折り鶴クラフト 森本　美和／著 東京：講談社 750 
エコクラフトのかご屋さん 古木　明美／著 東京：朝日新聞出版 754.9 
音楽が聴けなくなる日 宮台　真司／著 東京：集英社 760.9 
評伝古関裕而 菊池　清麿／著 東京：彩流社 762.1 
大ピアニストは語る 原田　光子／訳編 東京：河出書房新社 762.8 
チェロの100年史 ヴァレリー・ウォルデン／著 小金井：道和書院 763.4 
高畑勲をよむ 中丸　禎子／編著 東京：三弥井書店 778.7 
スポーツ・アイデンティティ 田崎　健太／著 東京：太田出版 780.4 
徹底活用!バランスボール大全 菅原　順二／監修 東京：成美堂出版 780.7 
あのプロ野球選手の少年時代 花田　雪／編著 東京：宝島社 783.7 
さかな・釣り検索 つり人社／編 東京：つり人社 787.1 
DVDでもっと優雅に!乗馬上達のコツ50 全国乗馬倶楽部振興協会／監修 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 789.6 
誰でもカンタン!図解で分かる古碁名局集 田尻　悠人／著 東京：マイナビ出版 795 

<言　語>
名著から学ぶ創作入門 ロイ・ピーター・クラーク／著 東京：フィルムアート社 801.6 
明解日本語学辞典 森山　卓郎／編 東京：三省堂 810.3 
EASY Japanese コノミ　エミコ／著 東京：チャールズ・イー・タトル出版 810.7 
古代日本語文法 小田　勝／著 東京：筑摩書房 815 
日本人が知りたい台湾人の当たり前 二瓶　里美／著 東京：三修社 828.3 
口を鍛える韓国語作文　初級編 白　姫恩／著 東京：コスモピア 829.1 
英熟語図鑑 清水　建二／著 東京：かんき出版 834.4 
起きてから寝るまで子育て英語表現1000 春日　聡子／執筆・解説 東京：アルク 837.8 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
文豪の悪態 山口　謠司／著 東京：朝日新聞出版 910.2 ﾔﾏ
短歌文法入門 日本短歌総研／編著 東京：飯塚書店 911.1 ｲｲ
ハンナのいない10月は 相川　英輔／著 東京：河出書房新社 F ｱｲ
泥棒は世界を救う 赤川　次郎／[著] 東京：徳間書店 F ｱｶ
黒き侍、ヤスケ 浅倉　徹／著 東京：原書房 F ｱｻ
あめつちのうた 朝倉　宏景／著 東京：講談社 F ｱｻ
鶴屋南北の殺人 芦辺　拓／著 東京：原書房 F ｱｼ
男鹿半島北緯40度の殺人 梓　林太郎／著 東京：実業之日本社 F ｱｽﾞ
あの子の殺人計画 天祢　涼／著 東京：文藝春秋 F ｱﾏ
紅蓮浄土 天野　純希／著 東京：KADOKAWA F ｱﾏ
全部ゆるせたらいいのに 一木　けい／著 東京：新潮社 F ｲﾁ
銀色の国 逸木　裕／著 東京：東京創元社 F ｲﾂ
じんかん 今村　翔吾／著 東京：講談社 F ｲﾏ
日雇い浪人生活録　9 上田　秀人／著 東京：角川春樹事務所 F ｳｴ
ボニン浄土 宇佐美　まこと／著 東京：小学館 F ｳｻ
殺人都市川崎 浦賀　和宏／著 東京：角川春樹事務所 F ｳﾗ
遺品博物館 太田　忠司／著 東京：東京創元社 F ｵｵ
食っちゃ寝て書いて 小野寺　史宜／著 東京：KADOKAWA F ｵﾉ
私のなかの彼女　上・下 角田　光代／著 新座：埼玉福祉会 F ｶｸ
漣のゆくえ 梶　よう子／著 東京：徳間書店 F ｶｼﾞ
猫見酒 風野　真知雄／著 新座：埼玉福祉会 F ｶｾﾞ
不良 北野　武／著 東京：集英社 F ｷﾀ
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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)>
生かさず、殺さず 久坂部　羊／著 東京：朝日新聞出版 F ｸｻ
晴れ、時々くらげを呼ぶ 鯨井　あめ／著 東京：講談社 F ｸｼﾞ
組曲わすれこうじ 黒田　夏子／著 東京：新潮社 F ｸﾛ
代表取締役アイドル 小林　泰三／著 東京：文藝春秋 F ｺﾊﾞ
黙示 今野　敏／著 東京：双葉社 F ｺﾝ
夜の向こうの蛹たち 近藤　史恵／著 東京：祥伝社 F ｺﾝ
新酒番船 佐伯　泰英／著 東京：光文社 F ｻｴ
家族じまい 桜木　紫乃／著 東京：集英社 F ｻｸ
ないものねだりの君に光の花束を 汐見　夏衛／著 東京：KADOKAWA F ｼｵ
故郷忘じがたく候 司馬　遼太郎／著 新座：埼玉福祉会 F ｼﾊﾞ
土方歳三がゆく 細谷　正充／編 東京：集英社 F ｼﾕ
会いに行って 笙野　頼子／著 東京：講談社 F ｼﾖ
天国はまだ遠く 瀬尾　まいこ／著 新座：埼玉福祉会 F ｾｵ
不連続な四つの謎 海堂　尊／著 東京：宝島社 F ﾀｶ
銀二貫　上・下 高田　郁／著 新座：埼玉福祉会 F ﾀｶ
語らいサンドイッチ 谷　瑞恵／著 東京：KADOKAWA F ﾀﾆ
奈落で踊れ 月村　了衛／著 東京：朝日新聞出版 F ﾂｷ
黙 辻堂　魁／著 東京：光文社 F ﾂｼﾞ
たかが殺人じゃないか 辻　真先／著 東京：東京創元社 F ﾂｼﾞ
水を縫う 寺地　はるな／著 東京：集英社 F ﾃﾗ
ダブル・トライ 堂場　瞬一／著 東京：講談社 F ﾄﾞｳ
カインの傲慢 中山　七里／著 東京：KADOKAWA F ﾅｶ
つながりません 長岡　弘樹／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾅｶﾞ
呉・広島ダブル殺人事件 西村　京太郎／著 東京：双葉社 F ﾆｼ
ブルーヘブンを君に 秦　建日子／著 東京：河出書房新社 F ﾊﾀ
あしたの華姫 畠中　恵／著 東京：KADOKAWA F ﾊﾀ
散り椿　上・下 葉室　麟／著 新座：埼玉福祉会 F ﾊﾑ
怪盗クイーンからの予告状 はやみね　かおる／著 東京：講談社 F ﾊﾔ
笑う女 藤井　邦夫／[著] 東京：講談社 F ﾌｼﾞ
ほたる茶屋 藤原　緋沙子／著 東京：KADOKAWA F ﾌｼﾞ
新任警視 古野　まほろ／著 東京：新潮社 F ﾌﾙ
縄紋 真梨　幸子／著 東京：幻冬舎 F ﾏﾘ
いのちの停車場 南　杏子／著 東京：幻冬舎 F ﾐﾅ
望郷　上・下 湊　かなえ／著 新座：埼玉福祉会 F ﾐﾅ
きたきた捕物帖 宮部　みゆき／著 東京：PHP研究所 F ﾐﾔ
おいしくて泣くとき 森沢　明夫／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾓﾘ
殿、それでは戦国武将のお話をいたしましょう 山崎　光夫／著 東京：中央公論新社 F ﾔﾏ
月の客 山下　澄人／著 東京：集英社 F ﾔﾏ
婚活食堂　3 山口　恵以子／著 東京：PHP研究所 F ﾔﾏ
憂き夜に花を 吉川　永青／著 東京：中央公論新社 F ﾖｼ
孤舟　上・下 渡辺　淳一／著 新座：埼玉福祉会 F ﾜﾀ
愉快な青春が最高の復讐! 奥田　亜希子／著 東京：集英社 E ｵｸ
二人の親を見送って 岸本　葉子／著 新座：埼玉福祉会 E ｷｼ
沢木耕太郎セッションズ<訊いて、聴く>　4 沢木　耕太郎／編著 東京：岩波書店 E ｻﾜ
ひとりでも生きられる 瀬戸内　寂聴／著 東京：青春出版社 E ｾﾄ
ちいさな言葉　上・下 俵　万智／著 新座：埼玉福祉会 E ﾀﾜ
私の考え 三浦　瑠麗／著 東京：新潮社 E ﾐｳ
村上T 村上　春樹／著 東京：マガジンハウス E ﾑﾗ
The Young Women's Handbook 山内　マリコ／著 東京：光文社 E ﾔﾏ
嵐の前の静けさ 吉本　ばなな／[著] 東京：幻冬舎 E ﾖｼ
人生論あなたは酢ダコが好きか嫌いか 佐藤　愛子／著 東京：小学館 915 ｻﾄ
「山奥ニート」やってます。 石井　あらた／著 東京：光文社 916 ｲｼ
お父さんは認知症 田中　亜紀子／著 東京：中央公論新社 916 ﾀﾅ
ライフ・アフター・ライフ ケイト・アトキンソン／著 東京：東京創元社 933 ｱﾄ
博士を殺した数式 ノヴァ・ジェイコブス／著 東京：早川書房 933 ｼﾞｴ
すべて内なるものは エドウィージ・ダンティカ／著 東京：作品社 933 ﾀﾞﾝ
ベイカー街の女たち ミシェル・バークビイ／[著] 東京：KADOKAWA 933 ﾊﾞｸ
シャーロック伯父さん ヒュー・ペンティコースト／著 東京：論創社 933 ﾍﾟﾝ
空腹ねずみと満腹ねずみ　上・下 ティムール・ヴェルメシュ／著 東京：河出書房新社 943 ｳﾞｴ
シャルロッテ ダヴィド・フェンキノス／著 東京：白水社 953 ﾌｴ
念入りに殺された男 エルザ・マルポ／著 東京：早川書房 953 ﾏﾙ
そよ吹く南風にまどろむ ミゲル・デリーベス／著 東京：彩流社 963 ﾃﾞﾘ
アコーディオン弾きの息子 ベルナルド・アチャガ／著 東京：新潮社 993 ｱﾁ

※「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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