
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
パンデミック下の書店と教室 小笠原　博毅／著 東京：新泉社 002 
レンブラントの身震い マーカス・デュ・ソートイ／著 東京：新潮社 007.1 
AI大図鑑 松尾　豊／監修 東京：ニュートンプレス 007.1 
オードリー・タン デジタルとAIの未来を語る オードリー・タン／著 東京：プレジデント社 007.3 
ひとりではじめるコンテンツビジネス入門 山田　稔／著 東京：つた書房 007.3 
小学校学年別知識読みもの240 福岡　淳子／編 東京：少年写真新聞社 019.5 
文庫本千秋楽 坪内　祐三／著 東京：本の雑誌社 019.9 
洋書ラビリンスへようこそ 宮脇　孝雄／著 東京：アルク 019.9 
古本愛好家の読書日録 高橋　輝次／著 東京：論創社 024.8 

<哲学・思想・心理学・宗教>
哲学探究 L.ウィトゲンシュタイン／著 東京：講談社 134.9 
にほんの結界ふしぎ巡り 桜井　識子／著 東京：宝島社 147 
渋沢栄一 君は、何のために「働く」のか 渋沢　栄一／原著 東京：三笠書房 159 
急に「変われ」と言われても 熊野　英一／編著 東京：小学館クリエイティブ 159 
他人の悩みはひとごと、自分の悩みはおおごと。 幡野　広志／著 東京：幻冬舎 159 
弘兼流60代からピンピン生きる方法 弘兼　憲史／著 東京：三笠書房 159.7 
宗教とは何ぞや 鈴木　大拙／著 東京：河出書房新社 160.4 
旅する神々 神崎　宣武／著 東京：KADOKAWA 172 
日本の神様の「家系図」 戸部　民夫／著 東京：青春出版社 172 
令和に巡る京都新一〇〇寺巡礼 秋吉　茂／著 大阪：清風堂書店 185.9 
お寺のどうぶつ図鑑 今井　淨圓／監修 東京：二見書房 185.9 
内澤旬子の島へんろの記 内澤　旬子／著 東京：光文社 186.9 

<歴史・地理・伝記・紀行>
海人族の古代史 前田　速夫／著 東京：河出書房新社 210.3 
戦国武将の土木工事 豊田　隆雄／著 東京：彩図社 210.4 
大名格差 安藤　優一郎／著 東京：彩図社 210.5 
実録昭和の大事件「中継現場」 久能　靖／著 東京：河出書房新社 210.7 
大和の古墳を歩く 森下　惠介／著 東京：同成社 216.5 
ものがたる近世琉球 石井　龍太／著 東京：吉川弘文館 219.9 
木簡学入門 大庭　脩／著 市川：志学社 222 
ナチの妻たち ジェイムズ・ワイリー／著 東京：中央公論新社 234 
古代エジプト解剖図鑑 近藤　二郎／著 東京：エクスナレッジ 242 
ジプシーと呼ばれた少年 マイキー・ウォルシュ／著 東京：ハーパーコリンズ・ジャパン 289 ｳｵ
アイアンハート 折口　雅博／著 東京：昭文社 289 ｵﾘ
渋沢栄一伝 幸田　露伴／作 東京：岩波書店 289 ｼﾌﾞ
世界ヤバすぎ!危険地帯の歩き方 丸山　ゴンザレス／著 東京：産業編集センター 290.9 
台湾の秘湯迷走旅 下川　裕治／著 東京：双葉社 292.2 
アフリカノオト コイケ　龍一／著 三鷹：スタジオK 294.5 

<政治・法律・経済・教育>
日本の論点　2021〜22 大前　研一／著 東京：プレジデント社 304 
文在寅時代の韓国 文　京洙／著 東京：岩波書店 312.2 
地方の論理 小磯　修二／著 東京：岩波書店 318.6 
国際文化交流を実践する 国際交流基金／編 東京：白水社 319 
外交官の使命 ジェイソン・ハイランド／著 東京：KADOKAWA 319.5 
ヒューマン・ネットワーク マシュー・O.ジャクソン／著 東京：早川書房 331 

新着図書案内 令和3年1月号 【2021】
〒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

「科学道１００冊 ２０20」

新しい年が始まりました。本年も高砂市立図書館をよろしくお願いいたします。

さて、図書館では、１月８日（金）から２月８日（月）まで、図書館１階ゲートすぐの展示棚で

≪科学道１００冊２０２０ 「知りたい！」が未来をつくる≫の展示を行います。

「科学道１００冊」は書籍を通じて科学者の生き方・考え方や、科学のおもしろさ・素晴らしさを

届ける事業です。２０２０年の３つのテーマは、「驚異のカラダ」「宇宙フロンティア」「世界を変えた科学者」です。

ぜひ、手に取ってご覧ください。
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>
NEWフリーランスの稼ぎ方 山口　拓朗／著 東京：明日香出版社 335 
基礎からのIT担当者リテラシー 吉田　航／著 東京：技術評論社 336.5 
年金ゼロでやる老後設計 浅井　隆／著 東京：第二海援隊 338.1 
グローバル・タックス 諸富　徹／著 東京：岩波書店 345.1 
就職氷河期世代の行く先 下田　裕介／著 [東京]：日経BP日本経済新聞出版本部 361.6 
生協の道 西村　一郎／著 東京：同時代社 365.8 
ハラスメントを行動科学で考えてみました。 網　あづさ／著 東京：生産性出版 366.3 
ひとりでやらない育児・介護のダブルケア 相馬　直子／著 東京：ポプラ社 367.3 
老人はAI社会をどう生きるか 平松　類／[著] 東京：祥伝社 367.7 
日本が壊れる前に 中村　淳彦／著 東京：亜紀書房 368.2 
水害列島日本の挑戦 気候変動による水害研究会／著 [東京]：日経BP 369.3 
世界の大学を旅しよう! 三竹　大吉／著 [横浜]：Jacaranda Press 377.2 
勉強の価値 森　博嗣／著 東京：幻冬舎 379.7 
民俗知は可能か 赤坂　憲雄／著 東京：春秋社 380.4 
すぐわかる日本の装身具 露木　宏／監修・執筆 東京：東京美術 383.3 
成人式とは何か 田中　治彦／著 東京：岩波書店 385.3 
幻獣の話 池内　紀／[著] 東京：講談社 388 
自衛官になるには 岡田　真理／著 東京：ぺりかん社 392.1 

<自然科学・数学・生物学・医学>
南極ダイアリー 水口　博也／著 東京：講談社 402.9 
禍いの科学 ポール・A.オフィット／著 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 404 
武器になる「わり算」 柳谷　晃／著 東京：KADOKAWA 411.1 
教養の近代測地学 石原　あえか／著 東京：法政大学出版局 448.9 
カラー図解地球科学入門 平　朝彦／著 東京：講談社 450 
世界のふしぎな木の実図鑑 小林　智洋／著 大阪：創元社 471.1 
世界のクモ ノーマン・I.プラトニック／編 東京：グラフィック社 485.7 
電柱鳥類学 三上　修／著 東京：岩波書店 488.1 
いのちをめぐる物語 神戸新聞社／編 神戸：神戸新聞総合出版センター 490.1 
ルポ「命の選別」 千葉　紀和／著 東京：文藝春秋 490.1 
スマホ脳 アンデシュ・ハンセン／著 東京：新潮社 491.3 
医者は患者の何をみているか 國松　淳和／著 東京：筑摩書房 492.1 
がんと外科医 阪本　良弘／著 東京：岩波書店 493.4 
若年性認知症を笑顔で生きる笑顔で寄り添う 松本　恭子／編著 京都：クリエイツかもがわ 493.7 
パニック症と過呼吸 稲田　泰之／監修 東京：講談社 493.7 
痛くない鼻うがい 堀田　修／著 東京：KADOKAWA 496.8 
少食を愉しむ ドミニック・ローホー／著 東京：幻冬舎 498.5 
新型コロナ自宅療養完全マニュアル 岡田　晴恵／著 東京：実業之日本社 498.6 

<技術・工学・建築・工業>
「環境の科学」が一冊でまるごとわかる 齋藤　勝裕／著 東京：ベレ出版 519 
いまはまだない仕事にやがてつく君たちへ 三浦　丈典／著 東京：彰国社 520.4 
人生100年の家づくり 建築知識／編 東京：エクスナレッジ 527.1 
キハ40大百科 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 536.2 
トコトンやさしい電線・ケーブルの本 福田　遵／著 東京：日刊工業新聞社 541.6 
素晴らしきビンテージ機材の世界 三好　敏彦／[著] 東京：リットーミュージック 547.3 
Apple Watchスマートガイド リンクアップ／著 東京：技術評論社 548.2 
現場で役立つ電源回路の基本と仕組み 清水　暁生／著 東京：秀和システム 549.3 
パワエレ図鑑 森本　雅之／著 東京：オーム社 549.8 
身近なプラスチックがわかる 西岡　真由美／著 東京：技術評論社 578.4 
黒のおしゃれ 金子　綾／著 東京：小学館 589.2 
ウィメンズウェア100年史 キャリー・ブラックマン／著 東京：トゥーヴァージンズ 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
毎日のこと、こう考えればだいじょうぶ。 後藤　由紀子／著 [東京]：PHPエディターズ・グループ 590 
リメイクしたらオンリーワンができました。 津田　蘭子／著 東京：JTBパブリッシング 593.3 
ひまつぶ刺しゅう 上田　歩武／著 東京：オークラ出版 594.2 
どうぶつあみぐるみ いちかわ　みゆき／著 東京：文化学園文化出版局 594.3 
かぎ針で編むエコたわし&クリーナー minao／著 東京：日東書院本社 594.3 
季節の布花標本 utopiano／著 東京：グラフィック社 594.8 
いちばんやさしい水引細工の手習い帖 荻原　加寿美／著 東京：ナツメ社 594.9 
お肌の教科書 橋本　加代子／著 東京：ライフサイエンス出版 595.5 
実は簡単!ハレの日ごはん 上田　淳子／著 東京：NHK出版 596 
お取り寄せのたしなみ手みやげの作法 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 596 
はじめてでもおいしく作れるリゾット・ピラフ・パエリア 上田　淳子／著 東京：家の光協会 596.3 
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<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
とろけるお菓子 木村　幸子／著 東京：高橋書店 596.6 
CHOCOLATE DESSERTチョコレートで作る極上デザート 小山　千尋／著 東京：成美堂出版 596.6 
ジンジャースイーツ 若山　曜子／著 [東京]：立東舎 596.6 
純喫茶とあまいもの　京都編 難波　里奈／著 東京：誠文堂新光社 596.7 
古い家ではじめた、新しい暮らし 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 597 
10分でスッキリ!捨てない片づけ 中山　真由美／著 東京：主婦と生活社 597.5 
カリスマシッターが教える“困ったとき”の育児ワザ 育児サポートを考える会／編 [東京]：翔泳社 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
基礎からわかるおいしいオウトウ栽培 富田　晃／著 東京：農山漁村文化協会 625.5 
チューリップの文化誌 シーリア・フィッシャー／著 東京：原書房 627.6 
馬を巡る旅 小檜山　悟／著 東京：三才ブックス 645.2 
犬・ド・フランス 田中　淳／著 東京：みらいパブリッシング 645.6 
岩合さんちのネコ兄弟 岩合　光昭／著 東京：クレヴィス 645.7 
里山風土記　山野草編 高久　育男／著 東京：国書刊行会 654 
魚の疑問50 高橋　正征／著 東京：成山堂書店 662.1 
おうちではじめるリモートビジネス入門 望月　高清／著 東京：つた書房 670 
誰でもトクする「ポイ活」BOOK 「ポイ活」スタート研究会／著 東京：KADOKAWA 673.3 
ヨーロッパの看板図鑑 上野　美千代／写真・文 京都：光村推古書院 674.8 
「小さな鉄道」の記憶 旅の文化研究所／編 調布：七月社 686.2 
IR<統合型リゾート>がわかる厳選キーワード500 谷岡　辰郎／著 東京：自由国民社 689.4 
最新放送業界の動向とカラクリがよくわかる本 中野　明／著 東京：秀和システム 699.2 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
神々への美宝 宗像大社／企画・監修 東京：求龍堂 702.1 
仏像イラストレーターがつくった仏像ハンドブック 田中　ひろみ／著 東京：ウェッジ 718 
もっと知りたいゴーガン 六人部　昭典／著 東京：東京美術 723.3 
時代をひらく書体をつくる。 雪　朱里／著 東京：グラフィック社 727.8 
世界の美しい廃城・廃教会 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 748 
ふきさんのアイデアおもちゃ大百科 佐藤　蕗／著 東京：偕成社 750 
和家具の世界 小泉　和子／著 東京：河出書房新社 758 
世界のスノードーム図鑑 カルロス矢吹／[著] 東京：産業編集センター 759 
全国厄除け郷土玩具 中村　浩訳／著 東京：誠文堂新光社 759.9 
ジョン・レノン伝 藤本　国彦／著 東京：毎日新聞出版 764.7 
伝統芸能の革命児たち 九龍　ジョー／著 東京：文藝春秋 772.1 
ドイツの学校にはなぜ「部活」がないのか 高松　平藏／著 京都：晃洋書房 780.7 
最高のランニングのための科学 マーク・ククゼラ／著 東京：早川書房 782 
ソロ登山の知恵 山と溪谷編集部／編 東京：山と溪谷社 786.1 
俺たちのプロレス名勝負読本 アントニオ猪木／ほか著 東京：宝島社 788.2 
競輪という世界 轡田　隆史／著 東京：文藝春秋 788.6 
紙モノ・コレクション大百科 三遊亭　あほまろ／著 東京：切手の博物館 790.4 
藤井聡太のいる時代 朝日新聞将棋取材班／著 東京：朝日新聞出版 796 
60分でわかる!eスポーツ最前線 鴨志田　由貴／著 東京：技術評論社 798.5 

<言　語>
即興スピーチ術 大嶋　友秀／著 東京：芸術新聞社 809.4 
3分引きつける話す力 鹿島　しのぶ／著 東京：三笠書房 809.4 
なぜ、読解力が必要なのか? 池上　彰／[著] 東京：講談社 810.4 
漢字は生きている 笹原　宏之／著 東京：東京新聞 811.2 
言葉が思いつかない人のための「語彙トレ55」 近藤　勝重／著 東京：大和出版 814 
書くことについて 野口　悠紀雄／[著] 東京：KADOKAWA 816 
台湾華語でぐるっと台湾めぐり 樂　大維／著 東京：白水社 828.3 
気持ちが伝わる!好かれる英会話 長谷川　滋利／著 [東京]：日経BP 837.8 
ゼロからスタートスペイン語単語 イスパニカ／著 東京：Jリサーチ出版 864 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
開高健は何をどう読み血肉としたか 菊池　治男／著 東京：河出書房新社 910.2 ｷｸ
遠藤周作 神に問いかけつづける旅 菅野　昭正／編 東京：慶應義塾大学出版会 910.2 ｹｲ
あの人と短歌 穂村　弘／著 東京：NHK出版 911.1 ﾎﾑ
私を支えるもの 銀色　夏生／[著] 東京：KADOKAWA 911.5 ｷﾞﾝ
夜景座生まれ 最果　タヒ／著 東京：新潮社 911.5 ｻｲ
教室に並んだ背表紙 相沢　沙呼／著 東京：集英社 F ｱｲ
わたしは灰猫 青山　繁晴／著 東京：扶桑社 F ｱｵ
大井川殺人事件 梓　林太郎／著 東京：祥伝社 F ｱｽﾞ
観月 麻生　幾／著 東京：文藝春秋 F ｱｿ
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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)>
もちじゅわ中華まんの奇跡 石井　睦美／著 東京：中央公論新社 F ｲｼ
いとまの雪　上・下 伊集院　静／著 東京：KADOKAWA F ｲｼﾞ
サンクチュアリ 岩城　けい／著 東京：筑摩書房 F ｲﾜ
夢幻 上田　秀人／著 東京：中央公論新社 F ｳｴ
今度生まれたら 内館　牧子／著 東京：講談社 F ｳﾁ
二人がいた食卓 遠藤　彩見／著 東京：講談社 F ｴﾝ
傍聴者 折原　一／著 東京：文藝春秋 F ｵﾘ
お龍のいない夜 風野　真知雄／著 東京：小学館 F ｶｾﾞ
見えない星に耳を澄ませて 香月　夕花／著 東京：KADOKAWA F ｶﾂ
商売繁盛 朝井　まかて／[著] 東京：KADOKAWA F ｶﾄﾞ
悪魔を殺した男 神永　学／著 東京：講談社 F ｶﾐ
騙る 黒川　博行／著 東京：文藝春秋 F ｸﾛ
二葉亭四迷、森鷗外の代表作を読み直す 小森　陽一／著 京都：かもがわ出版 F ｺﾓ
雪に撃つ 佐々木　譲／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｻｻ
彼女のスマホがつながらない 志駕　晃／著 東京：小学館 F ｼｶﾞ
ミッドナイト 柴田　哲孝／著 東京：双葉社 F ｼﾊﾞ
2020年の恋人たち 島本　理生／著 東京：中央公論新社 F ｼﾏ
私を月に連れてって 鈴木　るりか／著 東京：小学館 F ｽｽﾞ
処方箋のないクリニック 仙川　環／著 東京：小学館 F ｾﾝ
阿修羅草紙 武内　涼／著 東京：新潮社 F ﾀｹ
十の輪をくぐる 辻堂　ゆめ／著 東京：小学館 F ﾂｼﾞ
境界線 中山　七里／著 東京：NHK出版 F ﾅｶ
我、過てり 仁木　英之／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾆｷ
愛の伊予灘ものがたり 西村　京太郎／著 東京：実業之日本社 F ﾆｼ
人類最強のヴェネチア 西尾　維新／著 東京：講談社 F ﾆｼ
偶然にして最悪の邂逅 西澤　保彦／著 東京：東京創元社 F ﾆｼ
火喰鳥を、喰う 原　浩／著 東京：KADOKAWA F ﾊﾗ
足利の血脈 秋山　香乃／著 東京：PHP研究所 F ﾋﾟｴ
ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野　圭吾／著 東京：光文社 F ﾋｶﾞ
北条五代　上・下 火坂　雅志／著 東京：朝日新聞出版 F ﾋｻ
さようならアルルカン/白い少女たち 氷室　冴子／著 東京：集英社 F ﾋﾑ
じい散歩 藤野　千夜／著 東京：双葉社 F ﾌｼﾞ
Seven Stories 糸井　重里／著 東京：文藝春秋 F ﾌﾞﾝ
友達以上探偵未満 麻耶　雄嵩／[著] 東京：KADOKAWA F ﾏﾔ
雪のなまえ 村山　由佳／著 東京：徳間書店 F ﾑﾗ
しのぶ恋 諸田　玲子／著 東京：文藝春秋 F ﾓﾛ
とんちき耕書堂青春譜 矢野　隆／著 東京：新潮社 F ﾔﾉ
神様には負けられない 山本　幸久／著 東京：新潮社 F ﾔﾏ
ライト・スタッフ 山口　恵以子／著 東京：潮出版社 F ﾔﾏ
彩(いろ)無き世界のノスタルジア 行成　薫／著 東京：集英社 F ﾕｷ
なにごともなく、晴天。 吉田　篤弘／著 東京：平凡社 F ﾖｼ
男の業の物語 石原　慎太郎／著 東京：幻冬舎 E ｲｼ
身捨つるほどの祖国はありや 牛島　信／著 東京：幻冬舎 E ｳｼ
日曜日は青い蜥蜴 恩田　陸／著 東京：筑摩書房 E ｵﾝ
生きるコツ 姜　尚中／著 東京：毎日新聞出版 E ｶﾝ
ふつうでない時をふつうに生きる 岸本　葉子／著 東京：中央公論新社 E ｷｼ
おばんでございます 桜木　紫乃／著 札幌：北海道新聞社 E ｻｸ
遺言未満、 椎名　誠／著 東京：集英社 E ｼｲ
私は夕暮れ時に死ぬと決めている 下重　暁子／著 東京：河出書房新社 E ｼﾓ
世界は思考で変えられる 東田　直樹／著 東京：河出書房新社 E ﾋｶﾞ
書く、読む、生きる 古井　由吉／著 東京：草思社 E ﾌﾙ
美麗島プリズム紀行 乃南　アサ／著 東京：集英社 915 ﾉﾅ
眠れる美男 李　昻／著 東京：文藝春秋 923 ﾘ
わたしたちが光の速さで進めないなら キム　チョヨプ／著 東京：早川書房 929 ｷﾑ
初歩からのシャーロック・ホームズ 北原　尚彦／著 東京：中央公論新社 930 ｷﾀ
いかさま師ノリス クリストファー・イシャウッド／著 東京：白水社 933 ｲｼ
夏への扉 ロバート・A.ハインライン／著 東京：早川書房 933 ﾊｲ
狂気の山脈にて H.P.ラヴクラフト／[著] 東京：新潮社 933 ﾗｳﾞ
ボブが遺してくれた最高のギフト ジェームズ・ボーエン／著 東京：辰巳出版 936 ﾎﾞｴ
脱獄王ヴィドックの華麗なる転身 ヴァルター・ハンゼン／著 東京：論創社 943 ﾊﾝ
本当の豊かさ ジャン・ジオノ／著 東京：彩流社 954 ｼﾞｵ
緑の髪のパオリーノ ジャンニ・ロダーリ／著 東京：講談社 973 ﾛﾀﾞ
猫のユーユー アレクサンドル・クプリーン／著 横浜：群像社 983 ｸﾌﾟ

※「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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