
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
人文的、あまりに人文的 山本　貴光／著 東京：本の雑誌社 002 
トコトンやさしい量子コンピュータの本 山崎　耕造／著 東京：日刊工業新聞社 007.1 
IT技術者が病まない会社をつくる 浅賀　桃子／著 東京：言視舎 007.3 
スキルアップ!情報検索 中島　玲子／著 東京：日外アソシエーツ 007.5 
ひと目でわかるプログラミングのしくみとはたらき図鑑 渡邉　昌宏／日本語版監修 大阪：創元社 007.6 
アーカイブの思想 根本　彰／[著] 東京：みすず書房 018 
中高生のための本の読み方 大橋　崇行／著 東京：ひつじ書房 019.5 
図書館の外は嵐 穂村　弘／著 東京：文藝春秋 019.9 
古典籍の世界を旅する 八木　正自／著 東京：平凡社 020.2 

<哲学・思想・心理学・宗教>
むかしむかしあるところに、哲学者がやってきた。 小川　仁志／著 東京：高橋書店 104 
世界は善に満ちている 山本　芳久／著 東京：新潮社 132.2 
あなたはこうしてウソをつく 阿部　修士／著 東京：岩波書店 141.6 
あの人はなぜ定年後も会社に来るのか 中島　美鈴／著 東京：NHK出版 143.7 
なんだか楽しそうに生きてる人の習慣術 野口　京子／著 東京：河出書房新社 146.8 
<こっくりさん>と<千里眼> 一柳　廣孝／著 東京：青弓社 147 
1行書くだけ日記 伊藤　羊一／著 東京：SBクリエイティブ 159 
数えないで生きる 岸見　一郎／著 東京：扶桑社 159 
明日死んでもいいための44のレッスン 下重　暁子／著 東京：幻冬舎 159.7 
漢文で知る中国 加藤　徹／著 東京：NHK出版 159.8 
神々と人間のエジプト神話 大城　道則／著 東京：吉川弘文館 164.4 
名僧のことばでわかる仏教入門 釈　徹宗／監修 東京：宝島社 182.8 

<歴史・地理・伝記・紀行>
古文書への招待 日本古文書学会／編 東京：勉誠出版 210 
家司と呼ばれた人々 中脇　聖／編著 京都：ミネルヴァ書房 210.1 
女系天皇 工藤　隆／著 東京：朝日新聞出版 210.3 
城郭考古学の冒険 千田　嘉博／著 東京：幻冬舎 210.4 
城と隠物の戦国誌 藤木　久志／著 東京：筑摩書房 210.4 
江戸問答 田中　優子／著 東京：岩波書店 210.5 
陰謀の日本近現代史 保阪　正康／著 東京：朝日新聞出版 210.6 
上杉鷹山 小関　悠一郎／著 東京：岩波書店 212.5 
江戸移住のすすめ 冨岡　一成／著 東京：旬報社 213.6 
だからここにいる 島崎　今日子／[著] 東京：幻冬舎 281 
渋沢栄一92年の生涯　夏の巻 白石　喜太郎／著 東京：国書刊行会 289 ｼﾌﾞ
アジアから初のユネスコ事務局長 松浦晃一郎 松浦　晃一郎／著 [東京]：日経BP日本経済新聞出版本部 289 ﾏﾂ
旗振り山と航空灯台 柴田　昭彦／著 京都：ナカニシヤ出版 291 
昭和遺産へ、巡礼1703景 平山　雄／[著] 東京：303 BOOKS 291 
やっぱり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>
2040年の未来予測 成毛　眞／著 [東京]：日経BP 304 
世界を動かす変革の力 アリシア・ガーザ／著 東京：明石書店 316.8 
防火・消火・耐火が一番わかる 榎本　満帆／著 東京：技術評論社 317.7 
世界一ポップな国際ニュースの授業 藤原　帰一／著 東京：文藝春秋 319 
倒産法入門 伊藤　眞／著 東京：岩波書店 327.3 
地域衰退 宮崎　雅人／著 東京：岩波書店 332.1 

新着図書案内 令和3年3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

春の企画展ー曽根の入江家をテーマにー

高砂市立図書館では、「春の企画展－曽根の入江家をテーマに－」の一環として、3月2日から3月31日

まで2階ホワイエにおきまして、展示「古文書が伝える人々の暮らし『入江家文書の世界』」を開催いた

します。曽根の入江家文書等を展示し、昔の暮らしを紹介する展示です。

また、3月6日には、講演「塩の歴史の話し－世界と日本と高砂－」を開催いたします。

詳しくは、ポスター、チラシをご覧ください。

※講演につきましては、事前申込が必要です。また、予定は変更になる場合があります。
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>
先人たちに学ぶマネジメント 岩井　善弘／著 京都：ミネルヴァ書房 336 
すぐ動けない人のための時間割仕事術 藤井　孝一／著 東京：朝日新聞出版 336.2 
最高の質問力 鎌田　靖／著 東京：PHP研究所 336.4 
藤巻健史の資産運用大全 藤巻　健史／著 東京：幻冬舎 338.1 
税金のホント 近藤　雅人／著 東京：日本法令 345 
誤読のイタリア ディエゴ・マルティーナ／著 東京：光文社 361.4 
おじさんは、地味な資格で稼いでく。 佐藤　敦規／[著] 東京：クロスメディア・パブリッシング 366.2 
地域を変えるソーシャルワーカー 朝比奈　ミカ／編 東京：岩波書店 369.1 
災害特派員 三浦　英之／著 東京：朝日新聞出版 369.3 
子育て支援の経済学 山口　慎太郎／著 東京：日本評論社 369.4 
途上国の学びを拓く 久保田　賢一／編著 東京：明石書店 370 
学校が「とまった」日 中原　淳／監修 東京：東洋館出版社 372.1 
平成・令和学生たちの社会運動 小林　哲夫／著 東京：光文社 377.9 
動画で学ぶやさしい手話 豊田　直子／著 東京：日本文芸社 378.2 
熊楠と幽霊 志村　真幸／著 東京：集英社インターナショナル 380.1 
寝室の歴史 ミシェル・ペロー／[著] 東京：藤原書店 383.9 
お墓の建て方・祀り方、墓じまいまで 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 385.6 
ヨーロッパの都市伝説 片野　優／[著] 東京：祥伝社 388.3 

<自然科学・数学・生物学・医学>
深遠なる「幾何学」の世界 マイク・ゴールドスミス／著 大阪：創元社 414 
物理学者のすごい思考法 橋本　幸士／著 東京：集英社インターナショナル 420.4 
地図づくりの現在形 宇根　寛／著 東京：講談社 448.9 
日本列島の未来 中島　淳一／著 東京：ナツメ社 453.2 
学名の秘密 スティーヴン・B.ハード／著 東京：原書房 460.3 
「顔」の進化 馬場　悠男／著 東京：講談社 469.4 
プラントハンター東洋を駆ける アリス・M.コーツ／著 東京：八坂書房 470.7 
野鳥と木の実ハンドブック 叶内　拓哉／著 東京：文一総合出版 488.1 
世界で一番美しい野生ネコ図鑑 水口　博也／編著 東京：誠文堂新光社 489.5 
「エビデンス」の落とし穴 松村　むつみ／著 東京：青春出版社 490.4 
家庭でできる転倒予防トレーニング 隆島　研吾／著 東京：法研 493.1 
腰痛難民 池谷　敏郎／著 東京：PHP研究所 493.6 
アルツハイマー征服 下山　進／著 東京：KADOKAWA 493.7 
専門医が教える声が出にくくなったら読む本 渡邊　雄介／著 東京：あさ出版 496.9 
ナイチンゲールはなぜ「換気」にこだわったのか 岩田　健太郎／著 東京：日本看護協会出版会 498 
結核がつくる物語 北川　扶生子／著 東京：岩波書店 498.6 

<技術・工学・建築・工業>
そこに工場があるかぎり 小川　洋子／著 東京：集英社 509.2 
美しき鉄道橋の世界 武田　元秀／著 東京：天夢人 516.2 
生きた景観マネジメント 日本建築学会／編 東京：鹿島出版会 518.8 
10の住まいの物語 八島　正年／[著] 東京：エクスナレッジ 527 
「はやぶさ2」が拓く人類が宇宙資源を活用する日 川口　淳一郎／著 東京：ビジネス社 538.9 
親子で楽しく学べる人気YouTube動画の作り方 山之内　真／著 東京：秀和システム 547.4 
トコトンやさしいウェアラブルの本 塚本　昌彦／著 東京：日刊工業新聞社 548.2 
最新エレクトロニクス業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 高橋　潤一郎／著 東京：秀和システム 549 
最新化学業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 田島　慶三／著 東京：秀和システム 570.2 
京菓子のしおり 高家　啓太／著 京都：淡交社 588.3 
ポリ袋で簡単、おいしいはじめてのみそ作り 真藤　舞衣子／著 [東京]：立東舎 588.6 
私はわたし、Age83のストリートスナップ 木村　眞由美／著 東京：KADOKAWA 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
なくす家事 マキ／著 東京：KADOKAWA 590 
こんな今だから、シンプルに軸をもって生きたい。 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 590.4 
花のちりめん細工とつるし飾り 矢島　佳津美／著 東京：日本文芸社 594 
バルジェロ刺繡 ローラ・アンジェル／著 東京：グラフィック社 594.2 
斉藤謠子の手のひらのいとしいもの 斉藤　謠子／[著] 東京：日本ヴォーグ社 594.7 
65歳からのふたりごはんの愉しみ 石原　洋子／著 東京：家の光協会 596 
B級グルメで世界一周 東海林　さだお／著 東京：筑摩書房 596 
伝説の家政婦沸騰ワード10レシピ タサン志麻／著 東京：ワニブックス 596 
台湾のお弁当 台湾大好き編集部／編集 東京：誠文堂新光社 596.2 
極上のおうちラーメン 高梨　樹一／著 東京：ワニブックス 596.3 
ゆーママのはからない家おやつ 松本　有美／著 東京：KADOKAWA 596.6 
空想居酒屋 島田　雅彦／著 東京：NHK出版 596.7 
スペースエイジ・インテリア グラフィック社編集部／編 東京：グラフィック社 597 
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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>
農家が教える草刈り・草取りコツと裏ワザ 農文協／編 東京：農山漁村文化協会 615.6 
代かき名人になる! 農山漁村文化協会／編 東京：農山漁村文化協会 616.2 
キッチンからはじめる再生栽培 原　由紀子／監修 東京：ブティック社 626.9 
美しい苔の庭 烏賀陽　百合／著 東京：エクスナレッジ 629.2 
どんな咬み犬でもしあわせになれる 北村　紋義／著 東京：KADOKAWA 645.6 
松の文化誌 ローラ・メイソン／著 東京：原書房 653.6 
英語で仕事をすることになったら読む本 マヤ・バーダマン／著 東京：アルク 670.9 
妻がマルチ商法にハマって家庭崩壊した僕の話。 ズュータン／著 東京：ポプラ社 673.3 
POP1年生 山口　茂／著 東京：すばる舎 674.5 
女性たちが見ている10年後の消費社会 日野　佳恵子／著 東京：同文舘出版 675 
買い物ゼロ秒時代の未来地図 望月　智之／[著] 東京：クロスメディア・パブリッシング 675 
江戸時代の瀬戸内海交通 倉地　克直／著 東京：吉川弘文館 683.2 
夢の山岳鉄道 宮脇　俊三／著 東京：山と溪谷社 686.2 
JRフリーきっぷの旅 池口　英司／文 東京：イカロス出版 686.5 
できるゼロからはじめるiPhone 12/12 mini/SE超入門 法林　岳之／著 東京：インプレス 694.6 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
東京藝大で教わる西洋美術の見かた 佐藤　直樹／著 東京：世界文化社 702.3 
拡張するキュレーション 暮沢　剛巳／著 東京：集英社 706.9 
鳥獣戯画のヒミツ 宮川　禎一／著 京都：淡交社 721.2 
洋画家の美術史 ナカムラ　クニオ／著 東京：光文社 723.1 
石飛博光書道入門 石飛　博光／著 東京：芸術新聞社 728 
こんな写真を撮ってきた 椎名　誠／著 東京：新日本出版社 748 
最新印刷業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 中村　恵二／著 東京：秀和システム 749 
47都道府県・やきもの百科 神崎　宣武／著 東京：丸善出版 751.1 
遊牧民と村々のラグ 前田　慎司／[編]著 東京：グラフィック社 753.3 
春夏秋冬のイベントを楽しむいしばしなおこの季節の折り紙 いしばし　なおこ／[著] 東京：ブティック社 754.9 
4つのカタチが楽しい立体ポップアップカード 月本　せいじ／著 東京：グラフィック社 754.9 
0からはじめるやさしい手縫いの革小物 松崎　雅子／著 東京：日本ヴォーグ社 755.5 
現代音楽史 沼野　雄司／著 東京：中央公論新社 762 
ダーリンの進化論 高嶋　ちさ子／著 東京：小学館 762.1 
新しい体幹の教科書 林　英祐／著 東京：池田書店 780.7 
子どもがバスケを始めたら読む本 三上　太／著 東京：ベースボール・マガジン社 783.1 
赤の継承 緒方　孝市／著 東京：光文社 783.7 
アウトドアファブリック大全 長谷部　雅一／著 東京：グラフィック社 786 
小屋番三六五日 山と溪谷社／編 東京：山と溪谷社 786.1 
道場「経営」入門 小池　一也／著 東京：BABジャパン 789 
水屋の研究 飯島　照仁／著 京都：淡交社 791.6 
西洋アンティーク・ボードゲーム エイドリアン・セビル／著 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 798 

<言　語>
ふだん使いの言語学 川添　愛／著 東京：新潮社 801 
あなたの「声」と「滑舌」がどんどんよくなる本 藤野　良孝／著 東京：青春出版社 809.2 
文豪の名句名言事典 山口　謠司／監修 東京：さくら舎 814 
戦前尖端語辞典 平山　亜佐子／編著 東京：左右社 814.7 
季節と気持ちを上手に伝える手紙の書き方マナー&文例集 杉本　祐子／著 東京：主婦の友社 816.6 
世界一わかりやすい韓国語の教科書 YUKIKAWA／著 東京：KADOKAWA 829.1 
見るだけで英語ペラペラになるA4一枚英語勉強法 ニック・ウィリアムソン／著 東京：SBクリエイティブ 830.7 
英文法再入門 澤井　康佑／著 東京：中央公論新社 835 

<日本文学・外国文学(小説・エッセイなど)>
ひきこもり図書館 頭木　弘樹／編 東京：毎日新聞出版 908 ﾏｲ
つぎに読むの、どれにしよ? 越高　綾乃／著 京都：かもがわ出版 909.3 ｺｼ
妖怪少年の日々 荒俣　宏／著 東京：KADOKAWA 910.2 ｱﾗ
「女」が語る平安文学 原　豊二／編 大阪：和泉書院 910.2 ｲｽﾞ
志賀直哉の短編小説を読み直す 島村　輝／著 京都：かもがわ出版 910.2 ｼﾏ
野の古典 安田　登／[著] 東京：紀伊國屋書店 910.4 ﾔｽ
四季のうた 長谷川　櫂／著 東京：中央公論新社 911 ﾊｾ
あるある!お悩み相談室「名句の学び方」 岸本　葉子／著 東京：NHK出版 911.3 ｷｼ
書店員と二つの罪 碧野　圭／著 東京：PHP研究所 F ｱｵ
霧にたたずむ花嫁 赤川　次郎／著 東京：実業之日本社 F ｱｶ
もろびとの空 天野　純希／著 東京：集英社 F ｱﾏ
不可逆少年 五十嵐　律人／著 東京：講談社 F ｲｶﾞ
初めて彼を買った日 石田　衣良／[著] 東京：講談社 F ｲｼ
惣目付臨検仕る 抵抗 上田　秀人／著 東京：光文社 F ｳｴ
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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)>
アクティベイター 冲方　丁／著 東京：集英社 F ｳﾌﾞ
和菓子迷宮をぐるぐると 太田　忠司／著 東京：ポプラ社 F ｵｵ
気がつけば地獄 岡部　えつ／著 東京：KADOKAWA F ｵｶ
老婦人マリアンヌ鈴木の部屋 荻野　アンナ／著 東京：朝日新聞出版 F ｵｷﾞ
天使と悪魔のシネマ 小野寺　史宜／著 東京：ポプラ社 F ｵﾉ
灰の劇場 恩田　陸／著 東京：河出書房新社 F ｵﾝ
水葬 鏑木　蓮／著 東京：徳間書店 F ｶﾌﾞ
ヴィンテージガール 川瀬　七緒／著 東京：講談社 F ｶﾜ
奇譚蒐集家小泉八雲 久賀　理世／[著] 東京：講談社 F ｸｶﾞ
ははのれんあい 窪　美澄／著 東京：KADOKAWA F ｸﾎﾞ
おれたちの歌をうたえ 呉　勝浩／著 東京：文藝春秋 F ｺﾞ
走れ、若き五右衛門 小嵐　九八郎／著 東京：講談社 F ｺｱ
生きてこそ 小杉　健治／著 東京：祥伝社 F ｺｽ
野望の屍 佐江　衆一／著 東京：新潮社 F ｻｴ
三つ巴 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
テスカトリポカ 佐藤　究／著 東京：KADOKAWA F ｻﾄ
超短編!大どんでん返し 小学館文庫編集部／編 東京：小学館 F ｼﾖ
国道食堂　2nd season 小路　幸也／著 東京：徳間書店 F ｼﾖ
小隊 砂川　文次／著 東京：文藝春秋 F ｽﾅ
松葉の想い出 知野　みさき／著 東京：角川春樹事務所 F ﾁﾉ
十年後の恋 辻　仁成／著 東京：集英社 F ﾂｼﾞ
ジャックポット 筒井　康隆／著 東京：新潮社 F ﾂﾂ
ほたるいしマジカルランド 寺地　はるな／著 東京：ポプラ社 F ﾃﾗ
刑事の枷 堂場　瞬一／著 東京：KADOKAWA F ﾄﾞｳ
小説秋月鶴山 童門　冬二／著 東京：PHP研究所 F ﾄﾞｳ
紅蓮の雪 遠田　潤子／著 東京：集英社 F ﾄｵ
編集長の条件 長崎　尚志／著 東京：新潮社 F ﾅｶﾞ
近鉄特急殺人事件 西村　京太郎／著 東京：新潮社 F ﾆｼ
ヘルメースの審判 楡　周平／著 東京：KADOKAWA F ﾆﾚ
転職の魔王様 額賀　澪／著 東京：PHP研究所 F ﾇｶ
ギフト 原田　マハ／[著] 東京：ポプラ社 F ﾊﾗ
裏切り 藤井　邦夫／[著] 東京：KADOKAWA F ﾌｼﾞ
睦家四姉妹図 藤谷　治／著 東京：筑摩書房 F ﾌｼﾞ
青葉雨 藤原　緋沙子／[著] 東京：幻冬舎 F ﾌｼﾞ
終わりの歌が聴こえる 本城　雅人／著 東京：幻冬舎 F ﾎﾝ
それでも、陽は昇る 真山　仁／著 東京：祥伝社 F ﾏﾔ
死相学探偵最後の事件 三津田　信三／[著] 東京：KADOKAWA F ﾐﾂ
アンブレイカブル 柳　広司／著 東京：KADOKAWA F ﾔﾅ
わんダフル・デイズ 横関　大／著 東京：幻冬舎 F ﾖｺ
ぜにざむらい 吉川　永青／著 東京：朝日新聞出版 F ﾖｼ
花人始末 和田　はつ子／[著] 東京：幻冬舎 F ﾜﾀﾞ
だいちょうことばめぐり 朝吹　真理子／著 東京：河出書房新社 E ｱｻ
グリーンピースの秘密 小川　糸／[著] 東京：幻冬舎 E ｵｶﾞ
大阪 岸　政彦／著 東京：河出書房新社 E ｷｼ
マスクは踊る 東海林　さだお／著 東京：文藝春秋 E ｼﾖ
終の暮らし 曽野　綾子／著 東京：興陽館 E ｿﾉ
生き抜く力 曽野　綾子／著 東京：海竜社 E ｿﾉ
「原っぱ」という社会がほしい 橋本　治／著 東京：河出書房新社 E ﾊｼ
これで暮らす 群　ようこ／著 東京：KADOKAWA E ﾑﾚ
老親友のナイショ文 瀬戸内　寂聴／著 東京：朝日新聞出版 915 ｾﾄ
人之彼岸 郝　景芳／著 東京：早川書房 923 ﾊｵ
そこに行けばいいことがあるはず ク　作家／著 東京：ワニブックス 929 ｸ
月に聞かせたい話 シン　ギョンスク／著 東京：クオン 929 ｼﾝ
科学探偵シャーロック・ホームズ J.オブライエン／著 東京：東京化学同人 930 ｵﾌﾞ
白が5なら、黒は3 ジョン・ヴァーチャー／著 東京：早川書房 933 ｳﾞｱ
アメリカン・スパイ ローレン・ウィルキンソン／著 東京：早川書房 933 ｳｲ
丸い地球のどこかの曲がり角で ローレン・グロフ／著 東京：河出書房新社 933 ｸﾞﾛ
はじまりの24時間書店 ロビン・スローン／著 東京：東京創元社 933 ｽﾛ
消失の惑星(ほし) ジュリア・フィリップス／著 東京：早川書房 933 ﾌｲ
恋するアダム イアン・マキューアン／著 東京：新潮社 933 ﾏﾂ
ロンリーハート・4122 コリン・ワトソン／著 東京：論創社 933 ﾜﾄ
レストラン「ドイツ亭」 アネッテ・ヘス／著 東京：河出書房新社 943 ﾍｽ
19世紀イタリア怪奇幻想短篇集 橋本　勝雄／編・訳 東京：光文社 973 ｺｳ

※「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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