
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
AIの倫理学 M.クーケルバーク／[著] 東京：丸善出版 007.1 
できるWindows 10 法林　岳之／著 東京：インプレス 007.6 
できるWindows 10パーフェクトブック困った!&便利ワザ大全 広野　忠敏／著 東京：インプレス 007.6 
Pythonプログラミングパーフェクトマスター 金城　俊哉／著 東京：秀和システム 007.6 
事例に学ぶサイバーセキュリティ 増島　雅和／著 東京：経団連出版 007.6 
たまたま、図書館長。 鳥越　美奈／著 東京：郵研社 010.4 
なんでも「はじめて」大全 スチュワート・ロス／著 東京：東洋経済新報社 031.4 
わが子に「なぜ海の水はしょっぱいの?」と聞かれたら? 「大人」とは何か?研究所／編 東京：講談社 049 
カンマの女王 メアリ・ノリス／著 東京：柏書房 053 

<哲学・思想・心理学・宗教>
これからの哲学入門 岸見　一郎／著 東京：幻冬舎 104 
和辻哲郎座談 和辻　哲郎／著 東京：中央公論新社 121.6 
神童は大人になってどうなったのか 小林　哲夫／著 東京：朝日新聞出版 141.1 
「自然死」のすすめ 矢作　直樹／著 東京：扶桑社 147 
頑張りすぎずに、気楽に キム　スヒョン／著 東京：ワニブックス 159 
ほほえみを忘れずに。ルンルンでいきましょう 美輪　明宏／著 東京：家の光協会 159 
三十路女は分が悪い 壇　蜜／著 東京：中央公論新社 159.6 
子育て後に「何もない私」にならない30のルール ボーク重子／著 東京：文藝春秋 159.6 
本当に「頭が良くなる」ためにやるべきこと 千田　琢哉／著 東京：徳間書店 159.7 
賢く歳をかさねる人間の品格 坂東　眞理子／著 東京：SBクリエイティブ 159.7 
狛犬さんぽ ミノシマ　タカコ／著 東京：グラフィック社 175.5 
無心のすすめ 枡野　俊明／著 東京：中央公論新社 188.8 

<歴史・地理・伝記・紀行>
歴史を活かす力 出口　治明／著 東京：文藝春秋 204 
顔の考古学 設楽　博己／著 東京：吉川弘文館 210.2 
渡来人伝 権　鍾伍／編著 東京：彩流社 210.3 
戦国大名の戦さ事情 渡邊　大門／著 東京：柏書房 210.4 
江戸のコレラ騒動 高橋　敏／[著] 東京：KADOKAWA 210.5 
朝鮮戦争を戦った日本人 藤原　和樹／著 東京：NHK出版 210.7 
城の政治戦略 大石　泰史／著 東京：KADOKAWA 215.4 
台湾博覧会1935スタンプコレクション 陳　柔縉／著 東京：東京堂出版 222.4 
古代エジプト人の24時間 ドナルド・P.ライアン／著 東京：河出書房新社 242 
先住民vs.帝国 興亡のアメリカ史 アラン・テイラー／著 京都：ミネルヴァ書房 250 
伊達一族の中世 伊藤　喜良／著 東京：吉川弘文館 288.3 
渋沢栄一92年の生涯　春の巻 白石　喜太郎／著 東京：国書刊行会 289 ｼﾌﾞ
第三の性「X」への道 ジェマ・ヒッキー／著 東京：明石書店 289 ﾋﾂ
1964年と2020年くらべて楽しむ地図帳 松井　秀郎／編 東京：山川出版社 291 
考えごとしたい旅フィンランドとシナモンロール 益田　ミリ／著 東京：幻冬舎 293.8 

<政治・法律・経済・教育>
Weの市民革命 佐久間　裕美子／著 東京：朝日出版社 302.5 
菅義偉とメディア 秋山　信一／著 東京：毎日新聞出版 312.1 
身の回りから人権を考える80のヒント 武部　康広／著 大阪：解放出版社 316.1 
アメリカ黒人史 ジェームス・M.バーダマン／著 東京：筑摩書房 316.8 
やさしく学べる危険物関係の法律 石原　鉄郎／著 東京：第一法規 317.7 
広島平和記念資料館は問いかける 志賀　賢治／著 東京：岩波書店 319.8 

新着図書案内 令和3年2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

開館5周年「図書館祭2021」

高砂市立図書館は、２月１４日に開館５周年を迎えます。

この日を記念し、２月２日～２月２８日を「図書館祭２０２１」として様々な催しを企画いたしました。

期間中は、「耳から愉しむ本の世界～冬編～」、「図書館名誉館長講演会」などのイベントを開催いたし

ます。また、写真パネル展「ともに生きる～小さな‵いのち'の守りかた～」を２月２４日まで開催中です。

詳しくは各イベントのチラシをご覧ください。

※感染症対策として、事前申込が必要なものがございます。またマスクの着用、手指の消毒への

ご協力をお願いしております。また、予定は変更になる場合があります。
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<政治・法律・経済・教育>
相続対策の「御法度」事例集 相続診断協会／編 東京：日本法令 324.7 
裁判官だから書けるイマドキの裁判 日本裁判官ネットワーク／著 東京：岩波書店 327 
いまこそ「社会主義」 池上　彰／著 東京：朝日新聞出版 332 
トコトンやさしいSCMの本 鈴木　邦成／著 東京：日刊工業新聞社 336 
人を動かす20の質問術 安田　正／著 東京：ポプラ社 336.4 
いちばんやさしいMicrosoft Teams超入門 清水　香里／著 東京：日経BP 336.5 
最新不動産ファンドがよ〜くわかる本 脇本　和也／著 東京：秀和システム 338.8 
ハケンで終わる人、正社員になれる人 元木　さき／著 東京：かざひの文庫 366.8 
ママも子どももイライラしない親子でできるアンガーマネジメント 小尻　美奈／著 [東京]：翔泳社 367.3 
親も自分もすり減らない!?シングル介護術 さらだ　たまこ／著 東京：WAVE出版 369.2 
命あるがままに 野辺　明子／編著 東京：中央法規出版 369.4 
もし「未来」という教科があったなら 未来科準備室／編 東京：学事出版 370.4 
子育ての経済学 マティアス・ドゥプケ／著 東京：慶應義塾大学出版会 371.3 
ある日、うちの子が学校に行かなくなったら 鈴木　あや／著 立川：けやき出版 371.4 
コロナ後の教育へ 苅谷　剛彦／著 東京：中央公論新社 377.2 
餅と日本人 安室　知／著 東京：吉川弘文館 383.8 
失われゆく仕事の図鑑 永井　良和／[ほか]著 東京：グラフィック社 384.3 
盆踊りの戦後史 大石　始／著 東京：筑摩書房 386.8 

<自然科学・数学・生物学・医学>
ヘンな科学 五十嵐　杏南／著 東京：総合法令出版 404 
地球に月が2つあったころ エリック・アスフォーグ／著 東京：柏書房 445 
美しすぎる地学事典 渡邉　克晃／著 東京：秀和システム 450 
縞と色彩の石アゲート 山田　英春／著 大阪：創元社 459.7 
驚異の珪藻世界 出井　雅彦／著 大阪：創元社 473.7 
どうぶつおやこ図鑑 マヤ・セーヴストロム／著 京都：化学同人 480 
虫は人の鏡 養老　孟司／著 東京：毎日新聞出版 486.1 
更年期ホルモンの変調を感じたら読む本 森　裕紀子／著 東京：法研 493.1 
認知症かもしれない家族のためにできること 千葉　京子／編 東京：弘文堂 493.7 
子どものアレルギーのすべてがわかる本 海老澤　元宏／監修 東京：講談社 493.9 
図解手指の痛み・しびれ解消事典 大井　宏之／著 東京：学研プラス 494.6 
かゆみをなくすための正しい知識 順天堂かゆみ研究センター／著 東京：毎日新聞出版 494.8 
視力を失わないために今すぐできること 深作　秀春／著 東京：主婦の友社 496 
「そろそろ、お酒やめようかな」と思ったときに読む本 垣渕　洋一／著 東京：青春出版社 498.3 
食生活のソーシャルイノベーション 田中　浩子／編著 京都：晃洋書房 498.5 
感染症時代のマスクの教科書 飯田　裕貴子／著 東京：小学館 498.6 

<技術・工学・建築・工業>
地図とデータで見るエネルギーの世界ハンドブック ベルトラン・バレ／著 東京：原書房 501.6 
夢のホテルのつくりかた 稲葉　なおと／著 東京：エクスナレッジ 526.6 
きちんと知りたい!スポーツバイクメカニズムの基礎知識 菊地　武洋／著 東京：日刊工業新聞社 536.8 
宇宙飛行士選抜試験 内山　崇／著 東京：SBクリエイティブ 538.9 
ドキュメント「はやぶさ2」の大冒険 NHK小惑星リュウグウ着陸取材班／著 東京：講談社 538.9 
人類はふたたび月を目指す 春山　純一／著 東京：光文社 538.9 
動かして学ぶ!Slackアプリ開発入門 伊藤　康太／著 [東京]：翔泳社 547.4 
いちばんやさしい音声配信ビジネスの教本 八木　太亮／著 東京：インプレス 547.4 
ラジオの技術・産業の百年史 岡部　匡伸／著 東京：勉誠出版 547.7 
基礎から学ぶ電子回路 竹田　仰／著 東京：工学社 549.3 
麴親子の発酵はすごい! 山元　正博／著 東京：ポプラ社 588.5 
アパレルの終焉と再生 小島　健輔／著 東京：朝日新聞出版 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
あたらしい暮らしを作る。 竹村　真奈／編著 [東京]：翔泳社 590 
お金の貯め方、増やし方ベスト100 井澤　江美／監修 東京：宝島社 591 
おんなのこのよそいきドレス 月居　良子／著 東京：文化学園文化出版局 593.3 
かんたんに作れて毎日使えるミシンの小物 成美堂出版編集部／編 東京：成美堂出版 594 
フェイスマッピング 奈部川　貴子／著 東京：学研プラス 595.5 
世界の台所探検 岡根谷　実里／著 京都：青幻舎 596 
白崎茶会の癒しのスープ 白崎　裕子／著 東京：NHK出版 596 
料理本編集者マリエのひとり暮らしの台所幸せの習慣 園田　マリエ／著 東京：家の光協会 596 
大人かわいい飾り切り ほりえ　さちこ／著 東京：主婦の友社 596 
ちょっとのコツでけっこう幸せになる自炊生活 山口　祐加／著 東京：エクスナレッジ 596 
バターの使い方がわかるお菓子の本 相原　一吉／著 東京：文化学園文化出版局 596.6 
毎日食べたい電子レンジの「もちふわ」パン だいぼう　かおり／著 京都：PHP研究所 596.6 
北欧式インテリア・スタイリングの法則 フリーダ・ラムステッド／著 東京：フィルムアート社 597 
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<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
やることの「見える化」で掃除を劇的にラクにする方法 本橋　ひろえ／著 東京：主婦の友社 597.9 
0〜2歳あそびかた事典 竹内　エリカ／著 東京：日本文芸社 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
北海道開拓の素朴な疑問を関先生に聞いてみた 関　秀志／著 札幌：亜璃西社 611.2 
食料危機 井出　留美／著 東京：PHP研究所 611.3 
希望の一滴 中村　哲／著 福岡：西日本新聞社 614.3 
農家が教えるトウモロコシつくりコツと裏ワザ 農文協／編 東京：農山漁村文化協会 616.6 
菊の文化誌 トゥイグス・ウェイ／著 東京：原書房 627.5 
猫の困った行動予防&解決ブック 藤井　仁美／著 東京：緑書房 645.7 
手作りを楽しむ蜜ろう入門 安藤　竜二／著 東京：農山漁村文化協会 646.9 
エビの歴史 イヴェット・フロリオ・レーン／著 東京：原書房 664.7 
絶滅危惧個人商店 井上　理津子／著 東京：筑摩書房 673.7 
最新コンビニ業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 平木　恭一／著 東京：秀和システム 673.8 
セールスコピー大全 大橋　一慶／著 東京：ぱる出版 674 
トコトンやさしい包装の本 石谷　孝佑／著 東京：日刊工業新聞社 675.1 
安全運転寿命を延ばすレッスン 松田　秀士／著 東京：小学館 681.3 
こんなものまで運んだ!日本の鉄道 和田　洋／著 東京：交通新聞社 686.6 
なぜニセコだけが世界リゾートになったのか 高橋　克英／[著] 東京：講談社 689.2 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
デッサン「パーフェクトレッスン」 河村　栄一／監修 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 725 
基本が身につくかな書道の教科書 田中　紫水／著 東京：池田書店 728.5 
ボールペン字の上品な書き方 浅倉　龍雲／著 東京：日貿出版社 728.9 
ホーム・フォトグラフィ 藤田　一咲／著 東京：玄光社 743 
うさミミcraftのおうちでクラフト12か月 うさミミcraft／著 東京：ワニブックス 754.9 
リアル折り紙　すごいぞ!恐竜と古代からの生きもの編 福井　久男／著 東京：河出書房新社 754.9 
よくわかるデザイン心理学 日比野　治雄／監修 東京：日刊工業新聞社 757 
名作椅子の解体新書 西川　栄明／著 東京：誠文堂新光社 758 
郷土玩具ざんまい 瀬川　信太郎／著 京都：淡交社 759.9 
やがて鐘(カンパネラ)は鳴る フジコ・ヘミング／著 東京：双葉社 762.3 
歴代作曲家ギャラ比べ 山根　悟郎／著 東京：学研プラス 762.8 
ナトセンおすすめシニア映画館 名取　弘文／編 東京：子どもの未来社 778.2 
家族と社会が壊れるとき 是枝　裕和／著 東京：NHK出版 778.2 
ジブリの鈴木さんに聞いた仕事の名言。 鈴木　敏夫／言葉 東京：KADOKAWA 778.7 
ゴルフ時空間ツアー 大塚　和徳／著 東京：ゴルフダイジェスト社 783.8 
アルパインクライミング 保科　雅則／著 東京：山と溪谷社 786.1 
親子で楽しむ柔術あそび 秋川　かずよ／著 東京：日貿出版社 789 
置碁の勝ち方 金　萬樹／著 東京：東京創元社 795 
証言羽生世代 大川　慎太郎／著 東京：講談社 796 
読みきり将棋184 森　信雄／著 東京：実業之日本社 796 

<言　語>
はじめての言語哲学 八木沢　敬／著 東京：岩波書店 801 
翻訳目録 阿部　大樹／著 東京：雷鳥社 801.7 
恥ずかしい日本語 山口　謠司／著 東京：廣済堂出版 810.4 
<図解>まるわかり時事用語　2021→2022年版 ニュース・リテラシー研究所／編著 東京：新星出版社 814.7 
日本語の勘 中村　明／著 東京：青土社 816 
心を伝える、すぐに役立つ手紙・はがき・一筆箋の書き方マナー大全 杉本　祐子／著 東京：主婦の友社 816.6 
ニューエクスプレスプラス カンボジア語 上田　広美／著 東京：白水社 829.3 
英語独習法 今井　むつみ／著 東京：岩波書店 830.7 
ヒット曲で楽しく学ぶ英語 高橋　基治／著 東京：学研プラス 837.5 
365日の日常英会話フレーズブック 長尾　和夫／著 東京：明日香出版社 837.8 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
若い読者のための文学史 ジョン・サザーランド／著 東京：すばる舎 902 ｻｻﾞ
NHKラジオ深夜便文豪通信 中川　越／著 東京：河出書房新社 910.2 ｶﾜ
万葉樵話 多田　一臣／著 東京：筑摩書房 911.1 ﾀﾀﾞ
よくわかる俳句歳時記 石　寒太／編著 東京：ナツメ社 911.3 ｲｼ
楽しく上達できる川柳入門表現のコツ50 杉山　昌善／監修 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 911.4 ﾒｲ
神様の御用人　9 浅葉　なつ／[著] 東京：KADOKAWA F ｱｻ
名探偵総登場 芦辺　拓／著 福岡：行舟文化 F ｱｼ
バイター 五十嵐　貴久／著 東京：光文社 F ｲｶﾞ
相棒　season18下 輿水　泰弘／ほか脚本 東京：朝日新聞出版 F ｲｶ
さのよいよい 戌井　昭人／著 東京：新潮社 F ｲﾇ
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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)>
愚か者(フリムン)の島 乾　緑郎／著 東京：祥伝社 F ｲﾇ
じょかい 井上　宮／著 東京：光文社 F ｲﾉ
乱麻 上田　秀人／[著] 東京：講談社 F ｳｴ
羊は安らかに草を食み 宇佐美　まこと／著 東京：祥伝社 F ｳｻ
人間椅子 江戸川　乱歩／著 [東京]：立東舎 F ｴﾄﾞ
密やかな結晶 小川　洋子／[著] 東京：講談社 F ｵｶﾞ
コロナと潜水服 奥田　英朗／著 東京：光文社 F ｵｸ
京都スタアホテル 柏井　壽／著 東京：小学館 F ｶｼ
終電間際オンライン 七月　隆文／著 東京：KADOKAWA F ｶﾄﾞ
『細雪』とその時代 川本　三郎／著 東京：中央公論新社 F ｶﾜ
仕事で大切なことはすべて尼崎の小さな本屋で学んだ 川上　徹也／著 東京：ポプラ社 F ｶﾜ
応仁悪童伝 木下　昌輝／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｷﾉ
月下美人を待つ庭で 倉知　淳／著 東京：東京創元社 F ｸﾗ
ラストは初めから決まっていた 小手鞠　るい／著 東京：ポプラ社 F ｺﾃﾞ
氷上のフェニックス 小宮　良之／[著] 東京：KADOKAWA F ｺﾐ
天を測る 今野　敏／著 東京：講談社 F ｺﾝ
幼なじみ 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
鬼役　31 坂岡　真／著 東京：光文社 F ｻｶ 
キノの旅　1・2・3 時雨沢　恵一／著 東京：KADOKAWA F ｼｸﾞ
お勝手のあん　3 柴田　よしき／著 東京：角川春樹事務所 F ｼﾊﾞ
国語入試問題必勝法 清水　義範／[著] 東京：講談社 F ｼﾐ
ゴールデンタイムの消費期限 斜線堂　有紀／著 東京：祥伝社 F ｼﾔ
創竜伝　15 田中　芳樹／著 東京：講談社 F ﾀﾅ
おとぎカンパニー　妖怪編 田丸　雅智／著 東京：光文社 F ﾀﾏ
ノベライズ太陽にほえろ! 岡田　晋吉／編 東京：筑摩書房 F ﾁｸ
共謀捜査 堂場　瞬一／著 東京：集英社 F ﾄﾞｳ
殻割る音 中村　汐里／著 東京：小学館 F ﾅｶ
月と私と甘い寓話(スイーツ) 野村　美月／著 東京：ポプラ社 F ﾉﾑ
旅する練習 乗代　雄介／著 東京：講談社 F ﾉﾘ
野良犬の値段 百田　尚樹／著 東京：幻冬舎 F ﾋﾔ
銀獣の集い 廣嶋　玲子／著 東京：東京創元社 F ﾋﾛ
紙風船 藤井　邦夫／著 東京：文藝春秋 F ﾌｼﾞ
比例区は「悪魔」と書くのだ、人間ども 藤崎　翔／著 東京：光文社 F ﾌｼﾞ
メイド・イン京都 藤岡　陽子／著 東京：朝日新聞出版 F ﾌｼﾞ
バチカン奇跡調査官　[21] 藤木　稟／[著] 東京：KADOKAWA F ﾌｼﾞ
猫がこなくなった 保坂　和志／著 東京：文藝春秋 F ﾎｻ
零から0へ まはら　三桃／著 東京：ポプラ社 F ﾏﾊ
当確師 十二歳の革命 真山　仁／著 東京：中央公論新社 F ﾏﾔ
おたがいさま 群　ようこ／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾑﾚ
入舟長屋のおみわ 山本　巧次／[著] 東京：幻冬舎 F ﾔﾏ
クラゲ・アイランドの夜明け 渡辺　優／著 東京：中央公論新社 F ﾜﾀ
天下一の粥 和田　はつ子／著 東京：角川春樹事務所 F ﾜﾀﾞ
東京整形白書 藤原　亜姫／著 東京：主婦の友社 916 ﾌｼﾞ
移動図書館の子供たち 我妻　俊樹／[ほか]著 東京：柏書房 918 ｶｼ
韓国文学を旅する60章 波田野　節子／編著 東京：明石書店 929 ｱｶ
続けてみます ファン　ジョンウン／著 東京：晶文社 929 ﾌｱ
知られたくなかった男 クリフォード・ウィッティング／著 東京：論創社 933 ｳｲ
フォックス家の殺人 エラリイ・クイーン／著 東京：早川書房 933 ｸｲ
ダリウスは今日も生きづらい アディーブ・コラーム／著 東京：集英社 933 ｺﾗ
オリーヴ・キタリッジ、ふたたび エリザベス・ストラウト／著 東京：早川書房 933 ｽﾄ
ベイカー街の女たちと幽霊少年団 ミシェル・バークビイ／[著] 東京：KADOKAWA 933 ﾊﾞｸ
マイ・シスター、シリアルキラー オインカン・ブレイスウェイト／著 東京：早川書房 933 ﾌﾞﾚ
炎と血　1 ジョージ・R.R.マーティン／著 東京：早川書房 933 ﾏﾃ
アウシュヴィッツの地獄に生きて ジュディス・S.ニューマン／著 東京：朝日新聞出版 936 ﾆﾕ
「星の王子さま」に聞く生きるヒント 稲垣　直樹／著 東京：平凡社 950 ｲﾅ
マダム・ピリンスカとショパンの秘密 エリック=エマニュエル・シュミット／著 東京：音楽之友社 953 ｼﾕ
赤いモレスキンの女 アントワーヌ・ローラン／著 東京：新潮社 953 ﾛﾗ
恥さらし パウリーナ・フローレス／著 東京：白水社 963 ﾌﾛ
サハリン島 エドゥアルド・ヴェルキン／著 東京：河出書房新社 983 ｳﾞｴ
ロボット カレル・チャペック／著 東京：中央公論新社 989 ﾁﾔ
不埒な人たち ヤロスラフ・ハシェク／著 東京：平凡社 989 ﾊｼ

※「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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