
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
AIエンジニアになるには 丸山　恵／著 東京：ぺりかん社 007.1 
絵でわかるサイバーセキュリティ 岡嶋　裕史／著 東京：講談社 007.6 
スペースキーで見た目を整えるのはやめなさい 四禮　静子／著 東京：技術評論社 007.6 
公立図書館における指定管理者制度 水沼　友宏／著 東京：樹村房 015 
虚心に読む 橋本　五郎／著 東京：藤原書店 019.9 
本の世界をめぐる冒険 ナカムラ　クニオ／著 東京：NHK出版 020.4 
古本屋の四季 片岡　喜彦／著 東京：皓星社 024.8 
岩波新書解説総目録 岩波新書編集部／編 東京：岩波書店 025.9 

<哲学・思想・心理学・宗教>
贈与の系譜学 湯浅　博雄／著 東京：講談社 104 
実験哲学入門 鈴木　貴之／編著 東京：勁草書房 107 
「バカ」の研究 ジャン=フランソワ・マルミオン／編 東京：亜紀書房 140.4 
よくわかる臨床心理学 岩壁　茂／監修 東京：ナツメ社 146 
しきたりに込められた日本人の呪力 秋山　眞人／著 東京：河出書房新社 147.1 
「これからの世界」を生きる君に伝えたいこと ウスビ・サコ／著 東京：大和書房 159.7 
世界風土神話 篠田　知和基／著 東京：八坂書房 164 
日本全国一の宮巡拝パーフェクトガイド 招福探求巡拝の会／著 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 175.9 
戦国仏教 湯浅　治久／著 東京：吉川弘文館 188.9 
『死海文書』物語 J.J.コリンズ／著 東京：教文館 193 

<歴史・地理・伝記・紀行>
ビザンツ帝国 中谷　功治／著 東京：中央公論新社 209.4 
知識ゼロからの古文書を読む 古賀　弘幸／著 東京：幻冬舎 210 
日本人と動物の歴史 實吉　達郎／著 東京：カンゼン 210 
六国史以前 関根　淳／著 東京：吉川弘文館 210.3 
避けられた戦争 油井　大三郎／著 東京：筑摩書房 210.6 
好古趣味の歴史 法政大学江戸東京研究センター／編 東京：文学通信 213.6 
香港の歴史 ジョン・M.キャロル／著 東京：明石書店 222.3 
肥満と脂肪の文化誌 クリストファー・E.フォース／著 東京：東京堂出版 230 
世界史劇場天才ビスマルクの策謀 神野　正史／著 東京：ベレ出版 234 
80代の今が最高と言える 川崎　淳与／著 東京：主婦の友社 289 ｶﾜ
KGBの男 ベン・マッキンタイアー／著 東京：中央公論新社 289 ｺﾞﾙ
世界▷夢の映画旅行 Filmarks／映画選定 東京：パイインターナショナル 290.8 
からだがよろこぶ!ぬる湯温泉ナビ 植竹　深雪／著 東京：辰巳出版 291 
図典「摂津名所図会」を読む 本渡　章／著 大阪：創元社 291.6 
ほんとはかわいくないフィンランド 芹澤　桂／[著] 東京：幻冬舎 293.8 

<政治・法律・経済・教育>
リスクの正体 神里　達博／著 東京：岩波書店 301 
香港と日本 銭　俊華／著 東京：筑摩書房 302.2 
悪党・ヤクザ・ナショナリスト エイコ・マルコ・シナワ／著 東京：朝日新聞出版 312.1 
戦後アイヌ民族活動史 竹内　渉／著 大阪：解放出版社 316.8 
地方議員は必要か NHKスペシャル取材班／著 東京：文藝春秋 318.4 
高齢期を安心して過ごすための「生前契約書+遺言書」作成のすすめ 後東　博／著 東京：日本法令 324.7 
改正対応!株主総会のしくみと手続き 森　公任／監修 東京：三修社 325.2 
戦国大名の経済学 川戸　貴史／著 東京：講談社 332.1 
地図とデータで見るSDGsの世界ハンドブック イヴェット・ヴェレ／著 東京：原書房 333.8 

新着図書案内 令和2年8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〉

「デジタル郷土たかさご」 インターネットで公開中の郷土資料
高砂市立図書館では、昔の地図や写真等をインターネット上でご覧いただける形式

にした資料（デジタルアーカイブ）を公開しています。インターネットに接続された

パソコンやタブレットで 図書館ホームページにアクセスし、トップページの下部にある

「デジタル郷土たかさご」 のボタンを押してご利用ください。

図書館内で貸出利用できるパソコンおよびタブレットでも閲覧可能です。

インターネットを使って、すこし昔の高砂にタイムトラベルしてみませんか？

公開中の資料

① 広報誌 「高砂市政だより」

昭和29年～昭和44年

② 明治、大正、昭和、平成の

高砂市を中心にした地図

③ 現高砂市域の昔の写真

（地区別）

※印刷やダウンロードはできません。
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>
中小企業が本当に使える補助金ベスト100 小泉　昇／著 東京：自由国民社 335.3 
入門図解テレワーク・副業兼業の法律と導入手続き実践マニュアル 森島　大吾／監修 東京：三修社 336.4 
クラウドファンディングで人生が変わる! 川辺　友之／著 東京：セルバ出版 336.8 
得する株をさがせ!会社四季報公式ガイドブック 会社四季報編集部／編 東京：東洋経済新報社 338.1 
戦争をいかに語り継ぐか 水島　久光／著 東京：NHK出版 361.4 
交通事故が労災だったときに知っておきたい保険の仕組みと対応 後藤　宏／共著 東京：日本法令 364.5 
「許せない」がやめられない 坂爪　真吾／著 東京：徳間書店 367.1 
街場の親子論 内田　樹／著 東京：中央公論新社 367.3 
年収100万円で生きる 吉川　ばんび／著 東京：扶桑社 368.2 
それはデートでもトキメキでもセックスでもない ロビン・ワーショウ／著 東京：イースト・プレス 368.6 
要支援・要介護の人もいっしょに楽しめるゲーム&体操 斎藤　道雄／著 名古屋：黎明書房 369.2 
赤ちゃんポストの真実 森本　修代／著 東京：小学館 369.4 
部活動学 神谷　拓／監修 東京：ベースボール・マガジン社 375.1 
この子はこの子のままでいいと思える本 佐々木　正美／著 東京：主婦の友社 379.9 
「本読み」の民俗誌 川島　秀一／著 東京：勉誠出版 382.1 
チャイナドレス大全 謝　黎／著 東京：青弓社 383.1 

<自然科学・数学・生物学・医学>
正多面体は本当に5種類か 小林　吹代／著 東京：技術評論社 414.1 
富士山噴火の考古学 富士山考古学研究会／編 東京：吉川弘文館 453.8 
海岸と人間の歴史 オーリン・H.ピルキー／著 東京：築地書館 454.7 
弱虫の生きざま 亀田　恭平／著 東京：KADOKAWA 460.4 
カビの取扱説明書 浜田　信夫／著 東京：KADOKAWA 465.8 
タネはどこからきたか? 鷲谷　いづみ／文 東京：山と溪谷社 471.7 
カラスはずる賢い、ハトは頭が悪い、サメは狂暴、イルカは温厚って本当か? 松原　始／著 東京：山と溪谷社 481.7 
ウミウシ 小野　篤司／著 東京：誠文堂新光社 484.6 
日本のカエル48偏愛図鑑 迫野　貴大／著 東京：河出書房新社 487.8 
先端医療と向き合う 橳島　次郎／著 東京：平凡社 490.1 
秀吉の六本指/龍馬の梅毒 篠田　達明／著 東京：金原出版 490.2 
よくわかる過敏性腸症候群で悩まない本 鳥居　明／監修 東京：日東書院本社 493.4 
全国認知症カフェガイドブック コスガ　聡一／著 京都：クリエイツかもがわ 493.7 
発達障害のウソ 米田　倫康／著 東京：育鵬社 493.7 
空気を読みすぎる子どもたち 古荘　純一／監修 東京：講談社 493.9 
よくわかる公衆衛生学の基本としくみ 上地　賢／著 東京：秀和システム 498 
医者と病院をうまく使い倒す34の心得 山本　健人／著 東京：KADOKAWA 498 
心療内科医が教える家庭でできるセルフメンタルケア 山岡　昌之／監修 東京：徳間書店 498.3 
疫病2020 門田　隆将／著 東京：産経新聞出版 498.6 

<技術・工学・建築・工業>
日本珍景踏切 伊藤　博康／著 大阪：創元社 516.2 
洪水と水害をとらえなおす 大熊　孝／著 東京：農文協プロダクション 517.2 
名城の石垣図鑑 小和田　哲男／監修 東京：二見書房 521.8 
遊廓 渡辺　豪／著 東京：新潮社 521.8 
タイル建築探訪 酒井　一光／著 京都：青幻舎 523.1 
メーター検針員テゲテゲ日記 川島　徹／著 東京：三五館シンシャ 540.9 
「音」の知識と技術 中山　猛／著 東京：工学社 547.3 
Zoom120%活用術 Zoomビジネス研究会／著 東京：宝島社 547.4 
よくわかる最新IoTシステムの導入と運用 西村　泰洋／著 東京：秀和システム 547.4 
大きな図で見るやさしい実用ロープ・ワーク 山崎　敏男／著 東京：成山堂書店 553.7 
わかる!使える!粉体入門 山田　昌治／著 東京：日刊工業新聞社 571.2 
乳酸菌の疑問50 日本乳酸菌学会／編 東京：成山堂書店 588.5 
シンプルなクローゼットが地球を救う エリザベス・L.クライン／著 東京：春秋社 589.2 
美しい万年筆のインク事典 武田　健／著 東京：グラフィック社 589.7 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
ズボラさんでもOK!オハラ式・着物の片付け収納&お手入れお直し オハラ　リエコ／監修 東京：世界文化社 593.8 
はじめてでもカンタン!手づくり布マスク 手づくり布マスク編集室／編 東京：理論社 594 
連続模様で楽しむはじめてのこぎん刺し 日本文芸社／編 東京：日本文芸社 594.2 
大人のシャイニーバッグ 朝日新聞出版／編著 東京：朝日新聞出版 594.3 
皮膚科専門医が教えるメンズスキンケアパーフェクトガイド 小林　智子／著 東京：法研 595 
あなたは髪を切らなくても変われる 小西　恭平／著 東京：ダイヤモンド社 595.4 
佐伯式艶肌術と心磨き 佐伯　チズ／著 東京：さくら舎 595.5 
3歳から始めるお料理レッスン 青空キッチン／著 東京：海竜社 596 
調味料保存&使い切りのアイデア帖 島本　美由紀／著 東京：パイインターナショナル 596 
あの名店から定食屋まで!ヒミツの味つけ手帖 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 596 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
世界の郷土料理事典 青木　ゆり子／著 東京：誠文堂新光社 596.2 
<公式>ダウントン・アビークッキングレシピ アニー・グレイ／著 東京：ホビージャパン 596.2 
南米野外料理アサード アディ・ビッターマン／著 東京：グラフィック社 596.4 
こねずにできるふんわりもちもちフォカッチャ 池田　愛実／著 東京：家の光協会 596.6 
桃のお菓子づくり 今井　ようこ／著 東京：誠文堂新光社 596.6 
ざんねんな収納 おさめ　ますよ／著 東京：パイインターナショナル 597.5 
最新!初めての育児新百科 高橋　孝雄／総監修 多摩：ベネッセコーポレーション 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
捨てられる食べものたち 井出　留美／著 東京：旬報社 611.3 
日本が食われる 松岡　久蔵／著 東京：彩図社 612.1 
鉢で育てるブルーベリー 玉田　孝人／著 東京：創森社 625.6 
光と苔のテラリウム 川本　毅／著 東京：日本文芸社 627.8 
カイコの科学 日本蚕糸学会／編 東京：朝倉書店 633 
山とけものと猟師の話 高橋　秀樹／著 静岡：静岡新聞社 659 
英語で言いたい日本語の慣用表現 柴田　真一／著 東京：アルク 670.9 
高齢者・障害者へのマナーがわかる本 亀井　亜希子／著 東京：セルバ出版 673.9 
成功を呼ぶネーミングの技術 平方　彰／著 東京：竹書房 674 
コロナが加速する格差消費 三浦　展／著 東京：朝日新聞出版 675 
飛行機ダイヤのしくみ 杉江　弘／著 [東京]：交通研究協会 687.7 
観光言語を考える 山川　和彦／編 東京：くろしお出版 689 
イスラム文化と観光 林　良隆／著 京都：晃洋書房 689.4 
ミニマリスト スマホの中を片付ける 飯島　彩香／著 東京：KADOKAWA 694.6 
テレビの荒野を歩いた人たち ペリー荻野／著 東京：新潮社 699.2 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
ミケランジェロ・ブオナローティの生涯 ジョルジョ・ヴァザーリ／著 東京：東京書籍 702.3 
仏像 山本　勉／[著] 東京：平凡社 718 
絵手紙初心者のための10のヒント 清野　章子／著 東京：日貿出版社 724.1 
ウェザリーの動物デッサン ジョー・ウェザリー／著 東京：グラフィック社 725 
馬場のぼるのスケッチブック 馬場　のぼる／著 東京：こぐま社 726.5 
まねるだけで伝わるデザイン 深田　美千代／著 東京：ダイヤモンド社 727 
天空への願い KAGAYA／著 東京：河出書房新社 748 
世界を歩く、手工芸の旅 青幻舎編集部／編 京都：青幻舎 750 
恐竜と古生物の折り紙 川畑　文昭／著 東京：誠文堂新光社 754.9 
3色だけでセンスのいい色 ingectar‐e／著 東京：インプレス 757.3 
ザ・歌伴　胸に沁みる昭和懐メロ編 奥山　清／編曲 東京：全音楽譜出版社 763.2 
吉本興業史 竹中　功／[著] 東京：KADOKAWA 770.6 
世阿弥の稽古哲学 西平　直／著 東京：東京大学出版会 773.2 
ポン・ジュノ 下川　正晴／著 東京：毎日新聞出版 778.2 
志村けん「笑いの神様」の一生 しむけん研究会編集部／編 東京：辰巳出版 779.9 
へやトレ体操 森　俊憲／著 東京：主婦の友社 780.7 
勝つ!卓球ダブルス上達60のコツ 高山　幸信／監修 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 783.6 
野球帽大図鑑 綱島　理友／著 東京：朝日新聞出版 783.7 
健康なカラダをつくる水泳のポイントゆったり長く泳ぐ 己抄呼／監修 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 785.2 
はじめてのサーフィン H.L.N.A／監修 東京：成美堂出版 785.3 
中世騎士の武器術 ジェイ・エリック・ノイズ／著 東京：新紀元社 789 
干菓子250 淡交社編集局／編 京都：淡交社 791.7 

<言　語>
あいまいな会話はなぜ成立するのか 時本　真吾／著 東京：岩波書店 801 
翻訳家になるための7つのステップ 寺田　真理子／著 東京：雷鳥社 801.7 
声の文化を楽しむ 好本　惠／著 東京：日外アソシエーツ 809.4 
ことばの危機 阿部　公彦／著 東京：集英社 810.7 
レポート・論文をさらによくする「引用」ガイド 佐渡島　紗織／著 東京：大修館書店 816.5 
新ゼロからスタート韓国語単語 鶴見　ユミ／著 東京：Jリサーチ出版 829.1 
同時通訳者が「訳せなかった」英語フレーズ 松下　佳世／編著 東京：イカロス出版 834 
コルシカ語 マリ=ジョゼ・ダルベラ=ステファナッジ／著 東京：白水社 879 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
ぜんぶ本の話 池澤　夏樹／著 東京：毎日新聞出版 904 ｲｹ
文豪たちの口説き本 彩図社文芸部／編 東京：彩図社 910.2 ｻｲ
平安女子は、みんな必死で恋してた イザベラ・ディオニシオ／著 京都：淡交社 910.2 ﾃﾞｲ
万葉集の起源 遠藤　耕太郎／著 東京：中央公論新社 911.1 ｴﾝ
現代語訳怪談「諸国百物語」 志村　有弘／訳 東京：河出書房新社 913 ｶﾜ
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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)>
凪に溺れる 青羽　悠／著 東京：PHP研究所 F ｱｵ
風を結う あさの　あつこ／著 東京：実業之日本社 F ｱｻ
法廷遊戯 五十嵐　律人／著 東京：講談社 F ｲｶﾞ
赤い砂を蹴る 石原　燃／著 東京：文藝春秋 F ｲｼ
そこにはいない男たちについて 井上　荒野／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｲﾉ
陽眠る 上田　秀人／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｳｴ
金閣を焼かなければならぬ 内海　健／著 東京：河出書房新社 F ｳﾂ
虜囚の犬 櫛木　理宇／著 東京：KADOKAWA F ｸｼ
闇中の星 五代　ゆう／著 東京：早川書房 F ｺﾞﾀﾞ
杜子春の失敗 小林　泰三／著 東京：光文社 F ｺﾊﾞ
オフマイク 今野　敏／著 東京：集英社 F ｺﾝ
鼠異聞　上・下 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
図書館の子 佐々木　譲／著 東京：光文社 F ｻｻ
カレーライス 重松　清／著 東京：新潮社 F ｼｹﾞ
百年と一日 柴崎　友香／著 東京：筑摩書房 F ｼﾊﾞ
これはミステリではない 竹本　健治／著 東京：講談社 F ﾀｹ
サキの忘れ物 津村　記久子／著 東京：新潮社 F ﾂﾑ
やわらかい砂のうえ 寺地　はるな／著 東京：祥伝社 F ﾃﾗ
ホーム 堂場　瞬一／著 東京：集英社 F ﾄﾞｳ
破局 遠野　遙／著 東京：河出書房新社 F ﾄｵ
オクトローグ 酉島　伝法／著 東京：早川書房 F ﾄﾘ
魔界京都放浪記 西村　京太郎／著 東京：光文社 F ﾆｼ
食王 楡　周平／著 東京：祥伝社 F ﾆﾚ
チーム・オベリベリ 乃南　アサ／著 東京：講談社 F ﾉﾅ
『さいごの本やさん』の長い長い終わり 野村　美月／著 東京：KADOKAWA F ﾉﾑ
いちねんかん 畠中　恵／著 東京：新潮社 F ﾊﾀ
ヒカリ 花村　萬月／著 東京：光文社 F ﾊﾅ
君に読ませたいミステリがあるんだ 東川　篤哉／著 東京：実業之日本社 F ﾋｶﾞ
来世の記憶 藤野　可織／著 東京：KADOKAWA F ﾌｼﾞ
オールドタイムズ 本城　雅人／著 東京：講談社 F ﾎﾝ
ブラックウェルに憧れて 南　杏子／著 東京：光文社 F ﾐﾅ
黄色い夜 宮内　悠介／著 東京：集英社 F ﾐﾔ
ありふれた祈り 村山　由佳／著 東京：集英社 F ﾑﾗ
哄(わら)う北斎 望月　諒子／著 東京：光文社 F ﾓﾁ
女だてら 諸田　玲子／著 東京：KADOKAWA F ﾓﾛ
俺の残機を投下します 山田　悠介／著 東京：河出書房新社 F ﾔﾏ
プロジェクト・インソムニア 結城　真一郎／著 東京：新潮社 F ﾕｳ
大江戸火龍改 夢枕　獏／著 東京：講談社 F ﾕﾒ
花髑髏 横溝　正史／[著] 東京：KADOKAWA F ﾖｺ
星月夜 李　琴峰／著 東京：集英社 F ﾘ
悪霊じいちゃん風雲録 輪渡　颯介／著 東京：早川書房 F ﾜﾀ
漂流者の生きかた 五木　寛之／著 東京：東京書籍 E ｲﾂ
小説をめぐって 井上　ひさし／著 東京：岩波書店 E ｲﾉ
老いも死も、初めてだから面白い 下重　暁子／[著] 東京：祥伝社 E ｼﾓ
人間の義務 曽野　綾子／著 東京：新潮社 E ｿﾉ
みんなみんな逝ってしまった、けれど文学は死なない。 坪内　祐三／著 東京：幻戯書房 E ﾂﾎﾞ
美女ステイホーム 林　真理子／著 東京：マガジンハウス E ﾊﾔ
欲が出ました ヨシタケ　シンスケ／著 東京：新潮社 E ﾖｼ
仕事本 左右社編集部／編 東京：左右社 916 ｻﾕ
屋上で会いましょう チョン　セラン／著 東京：亜紀書房 929 ﾁﾖ
パーキングエリア テイラー・アダムス／著 東京：早川書房 933 ｱﾀﾞ
フラッシュ ヴァージニア・ウルフ／著 東京：白水社 933 ｳﾙ
呪われた町　上・下 スティーヴン・キング／著 東京：文藝春秋 933 ｷﾝ
メアリ・ジキルとマッド・サイエンティストの娘たち シオドラ・ゴス／著 東京：早川書房 933 ｺﾞｽ
賢者たちの街 エイモア・トールズ／著 東京：早川書房 933 ﾄﾙ
影を呑んだ少女 フランシス・ハーディング／著 東京：東京創元社 933 ﾊﾃﾞ
25年後のセックス・アンド・ザ・シティ キャンディス・ブシュネル／著 東京：大和書房 936 ﾌﾞｼ
余生と厭世 アネ・カトリーネ・ボーマン／著 東京：早川書房 949 ﾎﾞﾏ
その日の予定 エリック・ヴュイヤール／[著] 東京：岩波書店 953 ｳﾞﾕ
おお、あなた方人間、兄弟たちよ アルベール・コーエン／著 東京：国書刊行会 954 ｺｴ
犬売ります フアン・パブロ・ビジャロボス／著 東京：水声社 963 ﾋﾞｼﾞ
言葉の守り人 ホルヘ・ミゲル・ココム・ペッチ／著 東京：国書刊行会 995 ｺｺ

※「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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