
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
齋藤孝式“学ぶ”ための教科書 齋藤　孝／著 東京：辰巳出版 002 
オンライン・セミナーのうまいやりかた 高橋　龍征／[著] 東京：クロスメディア・パブリッシング 007.3 
ITエンジニアがときめく自動化の魔法 増井　敏克／著 東京：ソシム 007.6 
戦国の図書館 新藤　透／著 東京：東京堂出版 010.2 
課題解決のための専門図書館ガイドブック 専門図書館協議会私立図書館小委員会／編 東京：読書工房 018 
読書の歴史を問う 和田　敦彦／[著] 東京：文学通信 019 
中古典のすすめ 斎藤　美奈子／著 東京：紀伊國屋書店 019.9 
1日1時間から稼ぐ副業ライターのはじめ方 しげぞう／著 東京：自由国民社 021.3 
番号は謎 佐藤　健太郎／著 東京：新潮社 049 

<哲学・思想・心理学・宗教>
生きるということ エーリッヒ・フロム／著 東京：紀伊國屋書店 114 
空調服を生み出した市ケ谷弘司の思考実験 市ケ谷　弘司／著 東京：クロスメディア・パブリッシング 116 
九鬼周造 九鬼　周造／著 東京：筑摩書房 121.6 
1は赤い。そして世界は緑と青でできている。 望月　菜南子／著 東京：飛鳥新社 141.2 
問題発見力を鍛える 細谷　功／著 東京：講談社 141.5 
逃げる技術 根本　裕幸／著 東京：徳間書店 146.8 
開運に結びつく神様のおふだ 桜井　識子／著 東京：ハート出版 147 
のびのび働く技術 リズ・フォスリエン／著 東京：早川書房 159.4 
別れを癒す、365日のことば マーサ・ヒックマン／著 東京：KADOKAWA 159.8 
永平寺の四季 落井　俊一／著 大阪：東方出版 188.8 

<歴史・地理・伝記・紀行>
面白く読めてビジネスにも効く日本のしくじり史 大中　尚一／著 東京：総合法令出版 210 
新選組粛清録 伊東　成郎／著 東京：河出書房新社 210.5 
安政五年、江戸パンデミック。 立川　談慶／著 東京：ソニー・ミュージックエンタテインメント 210.5 
民衆暴力 藤野　裕子／著 東京：中央公論新社 210.6 
戦時下のくらし 小泉　和子／監修 東京：平凡社 210.7 
ローマ史再考 田中　創／著 東京：NHK出版 232.8 
アウシュヴィッツ潜入記 ヴィトルト・ピレツキ／[著] 東京：みすず書房 234 
理系。 川村　元気／著 東京：文藝春秋 281 
悪党たちの大英帝国 君塚　直隆／著 東京：新潮社 283.3 
どんなわたしも愛してる ジョナサン・ヴァン・ネス／著 東京：集英社 289 ｳﾞｱ
天神様の正体 森　公章／著 東京：吉川弘文館 289 ｽｶﾞ
真実の原敬 伊藤　之雄／著 東京：講談社 289 ﾊﾗ
湯川秀樹の戦争と平和 小沼　通二／著 東京：岩波書店 289 ﾕｶ
学びなおすと地理はおもしろい 宇野　仙／著 東京：ベレ出版 290.1 
ふるさとの手帖 かつお／著 東京：KADOKAWA 291 
全国御城印大図鑑 攻城団／著 東京：宝島社 291 
極地絶景 クント・フェアラーク／編 東京：グラフィック社 297.8 

<政治・法律・経済・教育>
韓国社会の現在 春木　育美／著 東京：中央公論新社 302.2 
ザンビアを知るための55章 島田　周平／編著 東京：明石書店 302.4 
コロナ後の世界 筑摩書房編集部／編 東京：筑摩書房 304 
香港とは何か 野嶋　剛／著 東京：筑摩書房 312.2 
シークレットサービス ジェリー・パー／著 東京：中央公論新社 317.9 
令和・アフターコロナの自治会・町内会運営ガイドブック 水津　陽子／著 東京：実業之日本社 318.8 

新着図書案内 令和2年10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

２０２０年・第７４回 読書週間 今年の標語：「ラストページまで駆け抜けて」

文化の日をはさんだ２週間、１０月２７日（火）から１１月９日（月）は、秋の「読書週間」です。

今年の読書週間も、みなさん一人ひとりに読書のすばらしさを知ってもらうきっかけとなることを

願っています。

高砂市立図書館では、今年、中学生の方々に向けて、おすすめの図書を選びました。読書週間

の期間中、竜山中学校のみなさんが作ってくださったＰＯＰとともに、館内で展示いたします。

また、「英語のおはなし会」や「高砂染の図柄で本のしおりづくり」等の行事を開催いたします。

図書館で読書の秋を満喫してみませんか。 ご来館をお待ちしています。
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>
新解説世界憲法集 初宿　正典／編 東京：三省堂 323 
最新SDGsの手法とツールがよ〜くわかる本 天沼　伸恵／編著 東京：秀和システム 335.1 
中小企業・支援者のためのものづくり補助金申請ガイドブック 大西　俊太／著 東京：税務経理協会 335.3 
寄付金・クラウドファンディングの集め方 佐藤　しもん／著 東京：ぱる出版 335.8 
どうして僕たちは、あんな働き方をしていたんだろう? 河野　英太郎／著 東京：ダイヤモンド社 336 
中小企業のための社内研修の効果的な進め方 高尾　英正／著 東京：同文舘出版 336.4 
最強の電力調達完全ガイド 久保　欣也／著 [東京]：日経BP 336.8 
同調圧力 鴻上　尚史／著 東京：講談社 361.4 
全47都道府県幸福度ランキング　2020年版 寺島　実郎／監修 東京：東洋経済新報社 361.9 
男性育休の困難 齋藤　早苗／著 東京：青弓社 366.3 
好きな人に触れたくなるのは、どうして? サビーネ・レミレ／文 東京：晶文社 367.9 
ルポ新型コロナ詐欺 奥窪　優木／著 東京：扶桑社 368.6 
わたしの身体はままならない 石田　祐貴／[ほか]著 東京：河出書房新社 369.2 
ロヒンギャ差別の深層 宇田　有三／著 東京：高文研 369.3 
避難所に行かない防災の教科書 西野　弘章／著 東京：扶桑社 369.3 
教師・親のための子ども相談機関利用ガイド 小林　正幸／編 東京：ぎょうせい 369.4 
近江商人の魂を育てた寺子屋 中野　正堂／著 京都：法藏館 372.1 

<自然科学・数学・生物学・医学>
若い読者のための科学史 ウィリアム・F.バイナム／著 東京：すばる舎 402 
今日から使える微積分 大村　平／著 東京：講談社 413.3 
文系のための統計学の教室 涌井　良幸／著 東京：SBクリエイティブ 417 
予測学 大平　徹／著 東京：新潮社 417.1 
地図の博物図鑑 ベッツィ・メイソン／著 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 448.9 
パンダの祖先はお肉が好き!? 土屋　健／著 東京：笠倉出版社 457.8 
ゲノム編集とはなにか 山本　卓／著 東京：講談社 467.2 
帰化&外来植物見分け方マニュアル950種 森　昭彦／著・写真・イラスト 東京：秀和システム 471.7 
日本菌類百選 日本菌学会／編著 東京：八坂書房 474.7 
人生で大事なことはみんなゴリラから教わった 山極　寿一／著 東京：家の光協会 489.9 
健康・医療情報の見極め方・向き合い方 大野　智／著 東京：大修館書店 490.4 
認知症の人が「さっきも言ったでしょ」と言われて怒る理由 木之下　徹／[著] 東京：講談社 493.7 
パンデミックの文明論 ヤマザキ　マリ／著 東京：文藝春秋 493.8 
NICU命の授業 豊島　勝昭／著 東京：赤ちゃんとママ社 493.9 
シニアの頻尿・尿もれ・便失禁 高橋　悟／監修 東京：NHK出版 494.9 
「閉経」のホントがわかる本 対馬　ルリ子／著 東京：集英社 495.1 
誰にも訪れる耳の不調・難聴を乗り越える本 杉浦　彩子／著 東京：さくら舎 496.6 
ドキュメント武漢 早川　真／著 東京：平凡社 498 
簡単手作り石けん、ハンドジェル、ハンド&マスクスプレー 生活の木／著 東京：主婦の友社 499.8 

<技術・工学・建築・工業>
モノが壊れないしくみ 水野　操／著 東京：ジャムハウス 501.3 
13億人のトイレ 佐藤　大介／[著] 東京：KADOKAWA 518.5 
サーキュラー・エコノミー 中石　和良／著 東京：ポプラ社 519.1 
世界の宮殿廃墟 マイケル・ケリガン／著 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 520.8 
日本展望タワー大全 かねだ　ひろ／著 東京：辰巳出版 523.1 
エコハウス超入門 松尾　和也／著 東京：新建新聞社 527 
すごいエスカレーター 田村　美葉／著 東京：エクスナレッジ 528.5 
日本の乗用車図鑑　1986-1991 自動車史料保存委員会／編 東京：三樹書房 537.9 
ザ・ヒストリー航空機大百科 アンソニー・エバンス／著 東京：ニュートンプレス 538 
通勤電車のすべて 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 546.5 
孫の顔が見たい!はじめてのスマホでビデオ通話 扶桑社スマホ向上委員会／編 東京：扶桑社 547.4 
蒼海の碑銘 戸村　裕行／写真 東京：イカロス出版 556.9 
老舗弦楽器専門店の工房から 堀　酉基／著 東京：せきれい社 582.7 
大人の着やせバイブル 石田　純子／監修 東京：主婦の友社 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
モノが私を助けてくれる 本多　さおり／著 東京：大和書房 590.4 
はじめてのセルフリノベ 長野　恵理／著 東京：エクスナレッジ 592.7 
ブラウスを縫おう。 かたやま　ゆうこ／著 東京：主婦と生活社 593.3 
お繕いの本 野口　光／著 東京：日本ヴォーグ社 593.3 
もふもふ毛糸で編むニット 文化出版局／編 東京：文化学園文化出版局 594.3 
デザイナーズハーバリウムコレクション 小河原　晴美／著 東京：誠文堂新光社 594.8 
おうちでできるヘアカット GARDEN／監修 東京：主婦の友社 595.4 
パリジャンが教えるヒゲの教科書 ジャン・アルティニャン／著 東京：パイインターナショナル 595.5 
世界一効く美顔づくりの教科書 木村　祐介／著 東京：学研プラス 595.5 
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<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
しょうがの料理 有元　葉子／著 東京：東京書籍 596 
ギリシャのごはん アナグノストゥ直子／文・写真 東京：イカロス出版 596.2 
日本産魚料理大全 西潟　正人／著 東京：緑書房 596.3 
野菜たっぷり具だくさんの主役サンド150 エダジュン／著 東京：誠文堂新光社 596.6 
かんたんシンプルごほうびデザート サルボ恭子／著 東京：家の光協会 596.6 
いい子が生まれる胎教音読 山口　謠司／著 東京：さくら舎 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
図解でよくわかる土壌診断のきほん 日本土壌協会／監修 東京：誠文堂新光社 613.5 
ぼくは6歳、紅茶プランテーションで生まれて。 栗原　俊輔／著 東京：合同出版 617.4 
幕末・明治の茶業と日米交流 櫻井　良樹／編著 東京：日本経済評論社 619.8 
甘いバナナの苦い現実 石井　正子／編著 東京：コモンズ 625.8 
美しいセダムの寄せ植え MAi／著 東京：エクスナレッジ 627.7 
季節を楽しむボタニカルリース 唐津　攝子／著 東京：ナツメ社 627.9 
咲かせたい!四季の宿根草で庭づくり 荻原　範雄／著 東京：講談社 629.7 
あなねこ 繁昌　良司／著 東京：集英社 645.7 
コンタクトレス・アプローチ 長尾　一洋／著 東京：KADOKAWA 673.3 
不動産業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 畑中　学／著 東京：技術評論社 673.9 
#ライブ配信の教科書 ゆうこす／著 [東京]：日経BP 674 
あたらしい、あしらい。 ingectar‐e／著 東京：ソシム 674.3 
関西人はなぜ阪急を別格だと思うのか 伊原　薫／著 東京：交通新聞社 686 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
教養としてのお金とアート 山本　豊津／著 東京：KADOKAWA 701.3 
故宮の名画を読む 余　輝／著 東京：科学出版社東京 722.2 
レオナルド藤田嗣治覚書 藤田　嗣隆／著 東京：求龍堂 723.1 
丑を描く 水墨画塾編集部／編 東京：誠文堂新光社 724.1 
だれも知らないレオ・レオーニ 森泉　文美／著 東京：玄光社 726.6 
魔法少女の秘密のアトリエ 魔法アイテム錬成所／著 東京：ホビージャパン 751.9 
季節のおりがみつり下げ飾り いまい　みさ／著 東京：講談社 754.9 
マカロン配色見本帖 早坂　優子／著 東京：視覚デザイン研究所 757.3 
挫折しないギター入門　[2020] 自由現代社編集部／編著 東京：自由現代社(発売) 763.5 
DJをはじめるための本 EDIT INC.／著 東京：リットーミュージック 763.9 
フォークソングが教えてくれた 小川　真一／著 東京：マイナビ出版 767.8 
SF映画のタイポグラフィとデザイン デイヴ・アディ／著 東京：フィルムアート社 778.2 
アニメ大国建国紀1963-1973 中川　右介／著 東京：イースト・プレス 778.7 
志村けん160の言葉 志村　けん／著 東京：青志社 779.9 
介護予防に効く「体力別」運動トレーニング 中村　容一／著 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 780.1 
卓球王水谷隼終わりなき戦略 水谷　隼／著 東京：卓球王国 783.6 
野球に学ぶ「これからの生き方」 奥村　幸治／著 東京：扶桑社 783.7 
決定版!実戦で役立つグラウンド・ゴルフ 朝井　正教／著 東京：ベースボール・マガジン社 783.8 
植村直己冒険の軌跡 中出水　勲／著 東京：山と溪谷社 786.1 
ヒロシのソロキャンプ ヒロシ／著 東京：学研プラス 786.3 
親子二代予想屋 松垣　透／著 東京：彩流社 788.6 
囲碁・定石事典 坂倉　健太／著 東京：マイナビ出版 795 
麻雀「超コスパ」上達法 金　太賢／著 東京：彩図社 797.5 

<言　語>
そのまま使える短いスピーチ・あいさつ実例集 成美堂出版編集部／編著 東京：成美堂出版 809.4 
はじめてのグラフィックレコーディング 久保田　麻美／著 [東京]：翔泳社 809.6 
言語景観から学ぶ日本語 磯野　英治／著 東京：大修館書店 810.7 
遊遊漢字学中国には「鰯」がない 阿辻　哲次／著 [東京]：日経BP日本経済新聞出版本部 811.2 
「文」とは何か 橋本　陽介／著 東京：光文社 815 
ニューエクスプレスプラス 上海語 榎本　英雄／著 東京：白水社 828.2 
基礎からレッスンはじめてのベトナム語 欧米・アジア語学センター／著 東京：ナツメ社 829.3 
日本語で理解する英文法 川村　健治／著 東京：明日香出版社 835 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
引き裂かれた世界の文学案内 都甲　幸治／著 東京：大修館書店 902.3 ﾄｺ
プライヴァシーの誕生 日比　嘉高／著 東京：新曜社 910.2 ﾋﾋﾞ
金田一耕助語辞典 木魚庵／文 東京：誠文堂新光社 910.2 ﾓｸ
文豪たちのずるい謝罪文 山口　謠司／著 東京：宝島社 910.2 ﾔﾏ
俳句いまむかし 坪内　稔典／著 東京：毎日新聞出版 911.3 ﾂﾎﾞ
シルバー川柳　いつでも夢を編 みやぎシルバーネット／編 東京：河出書房新社 911.4 ｶﾜ
子どもの替え唄と戦争 鵜野　祐介／著 東京：文民教育協会子どもの文化研究所 911.6 ｳﾉ
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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)>
えにし屋春秋 あさの　あつこ／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｱｻ
楽園の烏 阿部　智里／著 東京：文藝春秋 F ｱﾍﾞ
半沢直樹 アルルカンと道化師 池井戸　潤／著 東京：講談社 F ｲｹ
海神の島 池上　永一／著 東京：中央公論新社 F ｲｹ
獣たちのコロシアム 石田　衣良／著 東京：文藝春秋 F ｲｼ
ムシカ 井上　真偽／著 東京：実業之日本社 F ｲﾉ
推し、燃ゆ 宇佐見　りん／著 東京：河出書房新社 F ｳｻ
鏡影劇場 逢坂　剛／著 東京：新潮社 F ｵｳ
ワトソン力 大山　誠一郎／著 東京：光文社 F ｵｵ
銀閣の人 門井　慶喜／著 東京：KADOKAWA F ｶﾄﾞ
fishy 金原　ひとみ／著 東京：朝日新聞出版 F ｶﾈ
我々は、みな孤独である 貴志　祐介／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｷｼ
私は女になりたい 窪　美澄／著 東京：講談社 F ｸﾎﾞ
私の中にいる 黒澤　いづみ／著 東京：講談社 F ｸﾛ
かきがら 小池　昌代／著 東京：幻戯書房 F ｺｲ
帝都争乱 今野　敏／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｺﾝ
心淋し川 西條　奈加／著 東京：集英社 F ｻｲ
東雲ノ空 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
同姓同名 下村　敦史／著 東京：幻冬舎 F ｼﾓ
海の怪 鈴木　光司／著 東京：集英社 F ｽｽﾞ
ステイホームの密室殺人　1 織守　きょうや／著 東京：星海社 F ｾｲ
あなたのご希望の条件は 瀧羽　麻子／著 東京：祥伝社 F ﾀｷ
震雷の人 千葉　ともこ／著 東京：文藝春秋 F ﾁﾊﾞ
真夜中のたずねびと 恒川　光太郎／著 東京：新潮社 F ﾂﾈ
彼女が天使でなくなる日 寺地　はるな／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾃﾗ
働く女子に明日は来る! 中澤　日菜子／著 東京：小学館 F ﾅｶ
生まれつきの花 似鳥　鶏／著 東京：河出書房新社 F ﾆﾀ
沖晴くんの涙を殺して 額賀　澪／著 東京：双葉社 F ﾇｶ
やがて訪れる春のために はらだ　みずき／著 東京：新潮社 F ﾊﾗ
乳房のくにで 深沢　潮／著 東京：双葉社 F ﾌｶ
数学者の夏 藤本　ひとみ／著 東京：講談社 F ﾌｼﾞ
お誕生会クロニクル 古内　一絵／著 東京：光文社 F ﾌﾙ
売国のテロル 穂波　了／著 東京：早川書房 F ﾎﾅ
あかり野牧場 本城　雅人／著 東京：祥伝社 F ﾎﾝ
灯台からの響き 宮本　輝／著 東京：集英社 F ﾐﾔ
ちよぼ 諸田　玲子／著 東京：新潮社 F ﾓﾛ
帰ってきたK2 横関　大／著 東京：講談社 F ﾖｺ
海蝶 吉川　英梨／著 東京：講談社 F ﾖｼ
明るい覚悟 落合　恵子／著 東京：朝日新聞出版 E ｵﾁ
批評王 佐々木　敦／著 東京：工作舎 E ｻｻ
新しい生活 曽野　綾子／著 東京：ポプラ社 E ｿﾉ
なぜ、生きているのかと考えてみるのが今かもしれない 辻　仁成／著 東京：あさ出版 E ﾂｼﾞ
炉辺の風おと 梨木　香歩／著 東京：毎日新聞出版 E ﾅｼ
酒場詩人の美学 吉田　類／著 東京：中央公論新社 915 ﾖｼ
思い立ったら隠居 大原　扁理／著 東京：筑摩書房 916 ｵｵ
食べることと出すこと 頭木　弘樹／著 東京：医学書院 916 ｶｼ
舎弟たちの世界史 イ　ギホ／著 東京：新泉社 929 ｲ
アイヌと神々の謡 萱野　茂／著 東京：山と溪谷社 929 ｶﾔ
優しい暴力の時代 チョン　イヒョン／著 東京：河出書房新社 929 ﾁﾖ
ディディの傘 ファン　ジョンウン／著 東京：亜紀書房 929 ﾌｱ
獄中シェイクスピア劇団 マーガレット・アトウッド／著 東京：集英社 933 ｱﾄ
アウグストゥス ジョン・ウィリアムズ／著 東京：作品社 933 ｳｲ
レイラの最後の10分38秒 エリフ・シャファク／著 東京：早川書房 933 ｼﾔ
ウォーシップ・ガール ガレス・L.パウエル／著 東京：東京創元社 933 ﾊﾟｳ
サブリナとコリーナ カリ・ファハルド=アンスタイン／著 東京：新潮社 933 ﾌｱ
心は孤独な狩人 カーソン・マッカラーズ／著 東京：新潮社 933 ﾏﾂ
アラバスターの手 A.N.L.マンビー／著 東京：国書刊行会 933 ﾏﾝ
トンネル ベルンハルト・ケラーマン／著 東京：国書刊行会 943 ｹﾚ
疲れない人間交際のコツ アドルフ・F.V.クニッゲ／著 東京：文響社 944 ｸﾆ
喪われた少女 ラグナル・ヨナソン／著 東京：小学館 949 ﾗｸﾞ
ブラック・ハンター ジャン=クリストフ・グランジェ／著 東京：早川書房 953 ｸﾞﾗ
魔宴 モーリス・サックス／著 東京：彩流社 953 ｻﾂ
青い目のジャン ジャン・ジオノ／著 東京：彩流社 953 ｼﾞｵ

※「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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