
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>
速効!図解Excel 2016 木村　幸子／著 東京：マイナビ出版 008
プログラミングの世界へようこそ 尾川　一行／著 東京：マイナビ出版 008
Excel & Word「超」時短ワザ118 林　学／著 東京：PHP研究所 008
デザインのバリエーションや代案をくださいと言われてももう悩まない本。 樋口　泰行／著 東京：エクスナレッジ 021
私の本棚 新潮社／編 東京：新潮社 025
「起業」を決めたら「最初」に読む本 大坪　孝行／編著 [東京]：翔泳社 033
朝日新聞縮刷版　2015-12 東京：朝日新聞社 071
あなたの収入が必ず増える!!即断即決「脳」のつくり方 苫米地　英人／著 東京：ゴマブックス 141.8

<哲学・思想・心理学・宗教>
自信がある人に変わるたった1つの方法 下園　壮太／著 東京：朝日新聞出版 146.8
願いを叶える魔法のハーブ事典 スコット・カニンガム／著 東京：パンローリング 147.1
あなたを変える魔女の生き方 西村　佑子／著 東京：キノブックス 147.1
赤ちゃんに贈るすこやか名前事典 赤ちゃんとママ社編集部／編 東京：赤ちゃんとママ社 148.3
この国の冷たさの正体 和田　秀樹／著 東京：朝日新聞出版 151.2
歴史に学ぶ自己再生の理論 加来　耕三／著 東京：論創社 157.9
人生に幸せ連鎖が起こる!ネガポジ変換ノート 武田　双雲／著 東京：SBクリエイティブ 159
長年スペインに暮らし多くの人を救った僕が伝える幸せの極意10 水谷　孝／著 東京：KADOKAWA 159
運命は、きっと変えられるよ 宇佐美　百合子／著 東京：幻冬舎 159
宇宙法則で楽に楽しく生きる 小林　正観／著 東京：廣済堂出版 159
愛する人が死ぬ前にやっておくべきこと 臼井　由妃／著 東京：日本実業出版社 159
人生は「捉え方」しだい 加藤　諦三／著 東京：毎日新聞出版 159
筋トレが最強のソリューションである Testosterone／著 東京：ユーキャン学び出版 159
仕事・お金・人間関係「あ〜、困った!」と思ったら読む本 和田　秀樹／著 東京：学研プラス 159
明日は心でできている 小山　薫堂／著 東京：PHP研究所 159
最強の成功哲学書 世界史 神野　正史／著 東京：ダイヤモンド社 159.2
好きなようにしてください 楠木　建／著 東京：ダイヤモンド社 159.4
日本人のための世界の宗教入門 齋藤　孝／著 東京：ビジネス社 160
コーランの読み方 ブルース・ローレンス／著 東京：ポプラ社 167.3
知っておきたい!禅の基本 東京：枻出版社 188.8
現代語訳十牛図 [廓庵／著] [東京]：PHPエディターズ・グループ 188.8
集中講義旧約聖書 加藤　隆／著 東京：NHK出版 193.1

<歴史・地理・伝記・紀行>
図説世界史を変えた50の戦略 ダニエル・スミス／著 東京：原書房 204
飛鳥史跡事典 木下　正史／編 東京：吉川弘文館 210.3
中世社会のはじまり 五味　文彦／著 東京：岩波書店 210.3
古代倭王の正体 小林　惠子／[著] 東京：祥伝社 210.3
明治を作った密航者たち 熊田　忠雄／[著] 東京：祥伝社 210.5
イタリア現代史 伊藤　武／著 東京：中央公論新社 237
アメリカ独立革命 ゴードン・S.ウッド／[著] 東京：岩波書店 253
図説世界史を変えた50の指導者(リーダー) チャールズ・フィリップス／著 東京：原書房 280.4
英傑の日本史　智謀真田軍団編 井沢　元彦／[著] 東京：KADOKAWA 281
緒方洪庵 梅溪　昇／著 東京：吉川弘文館 289 ｵｶﾞ
真田幸村は生きていた! 川口　素生／著 東京：PHP研究所 289 ｻﾅ
小さなことの積み重ね 高橋　幸枝／著 東京：マガジンハウス 289 ﾀｶ
挑戦のススメ 堀木　エリ子／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 289 ﾎﾘ
誰もがその先を聞きたくなる地理の話大全 おもしろ地理学会／編 東京：青春出版社 290.4
英語で話せる日本図鑑 永岡書店編集部／編著 東京：永岡書店 291
上方遊歩46景 松岡　正剛／監修 吹田：大阪大学出版会 291.6
おいでよ、小豆島。 平野公子と島民のみなさん／著 東京：晶文社 291.8
憧れのヨーロッパ㊙旅行術 三浦　陽一／著 東京：メイツ出版 293
ウィーン オーストリア ブダペスト プラハ 東京：実業之日本社 293.4
イタリアからイタリアへ 内田　洋子／著 東京：朝日新聞出版 293.7
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>
国が崩壊しても平気な中国人・会社がヤバいだけで真っ青な日本人 谷崎　光／著 東京：PHP研究所 302.2
トルコ 中東情勢のカギをにぎる国 内藤　正典／著 東京：集英社 302.2
日本逆植民地計画 橋爪　大三郎／著 東京：小学館 304
日本の活力を取り戻す発想　2016年 渡部　昇一／著 東京：致知出版社 304
やっと自虐史観のアホらしさに気づいた日本人 ケント・ギルバート／著 東京：PHP研究所 304
日本病 金子　勝／著 東京：岩波書店 304
マイナンバーの実務が安心・安全・簡単にスイスイできる本 トリプルグッドグループ／著 [東京]：翔泳社 317.6
Q&A日経記者に聞く相続のすべて 後藤　直久／著 東京：日本経済新聞出版社 324.7
ドキュメント死刑に直面する人たち 佐藤　大介／著 東京：岩波書店 326.4
世界のエリートが学ぶマクロ経済入門 デヴィッド・モス／著 東京：日本経済新聞出版社 331
池上彰が世界の知性に聞く どうなっている日本経済、世界の危機 池上　彰／著 東京：文藝春秋 332.1
偽装中流 須田　慎一郎／著 東京：ベストセラーズ 332.1
女子高生社長、経営を学ぶ 椎木　里佳／著 東京：ダイヤモンド社 335
実践MBA式経営学の教科書 鴨志田　晃／著 東京：ぱる出版 335.1
一生使える見やすい資料のデザイン入門 森重　湧太／著 東京：インプレス 336.5
税務調査で使える内部統制のつくり方 土田　義憲／著 [東京]：中央経済社 336.8
こんな時代にたっぷり稼げる株の見つけ方 天海　源一郎／著 東京：幻冬舎 338.1
デフレ最終戦争 清水　功哉／著 東京：日本経済新聞出版社 338.3
人を立てるとうまくいく 植西　聰／著 東京：祥伝社 361.4
社会保険の手続きをするならこの1冊 兼子　憲一／著 東京：自由国民社 364.3
遺品整理士が教える「遺す技術」 木村　榮治／著 東京：メイツ出版 365
相談の力 須藤　八千代／編著 東京：明石書店 367.1
貧困女子のリアル 沢木　文／著 東京：小学館 367.2
にじ色の本棚 原　ミナ汰／編著 [東京]：三一書房 367.9
同性婚のリアル 東　小雪／著 東京：ポプラ社 367.9
16歳の語り部 雁部　那由多／語り部 東京：ポプラ社 369.3
子どもの権利条約ハンドブック 木附　千晶／文 東京：自由国民社 369.4
利用者支援事業のための実践ガイド 橋本　真紀／編著 東京：中央法規出版 369.4
育てにくい男の子 おおた　としまさ／著 東京：主婦の友社 379.9
神戸七福神めぐり 神戸七福神会／編 大阪：朱鷺書房 387
世界を威嚇する軍事大国・中国の正体 小原　凡司／著 東京：徳間書店 392.2

<自然科学・数学・生物学・医学>
理系学術研究者になるには 佐藤　成美／著 東京：ぺりかん社 407
ホイヘンスが教えてくれる確率論 岩沢　宏和／著 東京：技術評論社 417.1
元素ビジュアル図鑑 三井　和博／監修 東京：洋泉社 431.1
南海トラフ地震 山岡　耕春／著 東京：岩波書店 453
マンモスのつくりかた ベス・シャピロ／著 東京：筑摩書房 467.2
いのちを“つくって”もいいですか? 島薗　進／著 東京：NHK出版 490.1
おなかの調子がよくなる本 福田　真嗣／著 東京：ベストセラーズ 491.3
背骨を整えると脳が冴える 古久澤　靖夫／著 東京：主婦の友社 492.7
すぐわかる肝臓病と肝臓強化法 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 493.4
よくわかる痛風・高尿酸血症を治すおいしい食事 金澤　良枝／監修 東京：主婦の友社 493.6
発達障害の子どもの心と行動がわかる本 田中　康雄／監修 東京：西東社 493.9
死因大全 実業之日本社／編 東京：実業之日本社 498
悩み抜く力 小林　弘幸／著 東京：毎日新聞出版 498.3
究極の体調管理 鈴木　登士彦／著 東京：日本実業出版社 498.3
35歳からのカラダルールBOOK 谷本　道哉／監修・著 東京：ベースボール・マガジン社 498.3

<技術・工学・建築・工業>
もっと知りたいPM2.5の科学 畠山　史郎／著 東京：日刊工業新聞社 519.3
はじめての家づくり 東京：主婦の友社 527
「囲炉裏暖炉」のある家づくり 大内　正伸／絵と文 東京：農山漁村文化協会 527
住宅デザインが劇的に向上するアイデア図鑑 村上　太一／著 東京：エクスナレッジ 527.1
実務に役立つ機械設計の考え方×進め方 鈴木　剛志／著 東京：オーム社 531.9
ザ・手仕上げ作業 岡部　眞幸／監修 東京：日刊工業新聞社 532.7
赤瀬川原平のライカもいいけど時計がほしい 赤瀬川　原平／著 東京：シーズ・ファクトリー 535.2
富士重工業 当摩　節夫／著 東京：三樹書房 537
東芝不正会計 今沢　真／著 東京：毎日新聞出版 540.6
はじめてのGmail入門 桑名　由美／著 東京：秀和システム 547.4
ロボティクス最前線 日経産業新聞／編 東京：日本経済新聞出版社 548.3
トコトンやさしい液晶の本 鈴木　八十二／著 東京：日刊工業新聞社 549.9
よくわかる最新めっきの基本と仕組み 土井　正／著 東京：秀和システム 566.7
LDK the Style 東京：晋遊舎 589.2
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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>
フランス人は10着しか服を持たない　[1] ジェニファー・L.スコット／著 東京：大和書房 590.4
きれいな仕立てのプロの技 百目鬼　尚子／著 東京：文化学園文化出版局 593.3
スタイリスト佐藤かなが作る女の子に着せたい毎日の服 佐藤　かな／著 東京：文化学園文化出版局 593.3
刺しゅう春夏秋冬 東京：地球丸 594.2
クロスステッチ英国スタイル 笹尾　多恵／著 東京：日本ヴォーグ社 594.2
赤い刺繡とアンティーク・テキスタイル 高橋　亜紀／著 東京：誠文堂新光社 594.2
下田直子の編み物技法 下田　直子／著 東京：文化学園文化出版局 594.3
夏糸で編むさわやか夏の帽子とかごバッグ 東京：世界文化社 594.3
ファスナーの本 東京：日本ヴォーグ社 594.7
斉藤謠子のいま持ちたいキルトバッグ 斉藤　謠子／著 東京：NHK出版 594.7
麻ひもで編むバッグ 朝日新聞出版／編著 東京：朝日新聞出版 594.7
羊毛フェルトで作る絵本の主人公 須佐　沙知子／著 東京：白泉社 594.9
フランス人の40歳からの生きる姿勢 ミレイユ・ジュリアーノ／著 東京：大和書房 595
セルフエステ美顔美肌大全 高橋　ミカ／著 東京：主婦の友社 595.5
暮らし上手の賢い作りおき 東京：枻出版社 596
女子栄養大学栄養クリニックの減塩ぐせがつくレシピ143 女子栄養大学栄養クリニック／監修 東京：主婦の友社 596
これだけで、ラクうまごはん 瀬尾　幸子／著 東京：新星出版社 596
クミン料理の発想と組み立て 日沼　紀子／著 東京：誠文堂新光社 596
食べてやせる!作りおきおかず 武蔵　裕子／[著] 東京：徳間書店 596
サラリーマン・シノダ部長のてっぱんメシ 篠田　直樹／著 東京：KADOKAWA 596
美味しい櫻 平出　眞／編著 東京：旭屋出版 596.3
下ごしらえおかず 藤井　恵／著 東京：扶桑社 596.3
はじめてでも作れる!キャラ弁教室 山崎　和代／[著] 東京：枻出版社 596.4
今日のおべん tami／著 東京：主婦の友社 596.4
かわいい子どものおべんとう 阪下　千恵／監修 東京：朝日新聞出版 596.4
作りおきでやせべんとう 金丸　絵里加／著 東京：学研プラス 596.4
かわいい!おいしい!園児のおべんとう 祐成　二葉／著 東京：ナツメ社 596.4
スイーツ・バイブル 福田　淳子／著 東京：家の光協会 596.6
ニッポンの美味しいパン 東京：枻出版社 596.6
キューブ型のお菓子とパン 荻田　尚子／著 東京：主婦と生活社 596.6
バターで作る/オイルで作るマフィンとカップケーキの本 若山　曜子／著 東京：主婦と生活社 596.6
フレーバー茶で暮らしを変える ステファン・ダントン／著 東京：文化学園文化出版局 596.7

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
紅茶の手帖 磯淵　猛／著 東京：ポプラ社 619.8
家庭でできるおいしい柑橘づくり12か月 三輪　正幸／著 東京：家の光協会 625.3
基礎からわかる!野菜の作型と品種生態 山川　邦夫／著 東京：農山漁村文化協会 626
畑仕事の十二カ月 久保田　豊和／著 東京：家の光協会 626.9
花の名前、品種、花色でみつける切り花図鑑 草土出版／著 東京：山と溪谷社 627
花束の作り方テクニック フローリスト編集部／編 東京：誠文堂新光社 627.9
宿根草と低木でスコットランド流手間いらずの庭づくり ニコラス・レナハン／著 東京：家の光協会 629.7
最新派遣業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 土岐　優美／著 東京：秀和システム 673.9
知識ゼロからの民泊ビジネスがっちり成功術 鶴岡　真緒／著 東京：ビジネス社 673.9
マンガでわかる!安売りするな!「価値」を売れ! 藤村　正宏／著 [東京]：実業之日本社 675
そんな仕組みがあったのか!「儲け」のネタ大全 岩波　貴士／著 東京：青春出版社 675
道路交通法改正Q&A 交通行政研究会／編 東京：東京法令出版 685.1
空鉄今昔 吉永　陽一／撮影・文 東京：講談社 686.2
日本鉄道史　大正・昭和戦前篇 老川　慶喜／著 東京：中央公論新社 686.2
できるWindows 10 Mobile 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>
美の考古学 松木　武彦／著 東京：新潮社 702
旅する彫刻 はしもと　みお／著 東京：エムディエヌコーポレーション 713
四国の仏像 青木　淳／著 京都：淡交社 718
仏師たちの南都復興 塩澤　寛樹／著 東京：吉川弘文館 718
仏像再興 牧野　隆夫／著 東京：山と溪谷社 718
絵解き「江戸名所百人美女」江戸美人の粋な暮らし 山田　順子／著 京都：淡交社 721.8
名画のすごさが見える西洋絵画の鑑賞事典 佐藤　晃子／著 東京：永岡書店 723
基礎からのやさしいチョークアート 熊沢　加奈子／著 東京：マガジンランド 725.4
伝えるデザイン 日本サインデザイン協会／編 東京：日本サインデザイン協会 727
ファスナー仕立てのレザークラフト 東京：スタジオタッククリエイティブ 755.5
ヌメ革クラフトハンドブック ピポン／著 東京：グラフィック社 755.5
猿の眼 市川　猿之助／著 京都：淡交社 756.8
絶対!うまくなる鍵盤ハーモニカ100のコツ 松田　昌／著 東京：ヤマハミュージックメディア 763.7
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
日本ラグビーの歴史を変えた桜の戦士たち ラグビーW杯2015日本代表全31名／著 東京：実業之日本社 783.4
「戦術」への挑戦状 ヘスス・スアレス／著 東京：東邦出版 783.4
チャンスの波に乗りなさい 澤　満壽子／著 東京：徳間書店 783.4
ソフトテニス高田商業の勝負強さを磨く練習法　前衛編 紙森　隆弘／著 東京：ベースボール・マガジン社 783.5
ソフトテニス高田商業の勝負強さを磨く練習法　後衛編 紙森　隆弘／著 東京：ベースボール・マガジン社 783.5
育てる技術 古賀　稔彦／著 東京：ゴマブックス 789.2
古田織部 諏訪　勝則／著 東京：中央公論新社 791.2
日本懐かしボードゲーム大全 東京：辰巳出版 798
ゲームシナリオのための戦国事典 森瀬　繚／編著 東京：SBクリエイティブ 798.5

<言　語>
バイリンガル教育の方法 中島　和子／著 東京：アルク 807
超一流の雑談力 安田　正／著 東京：文響社 809.2
ハーバードあなたを成長させるフィードバックの授業 ダグラス・ストーン／著 東京：東洋経済新報社 809.2
科学的トレーニングで英語力は伸ばせる! 田浦　秀幸／著 東京：マイナビ出版 830.7

<日本文学　小説など>
だれもが知ってる小さな国 有川　浩／著 東京：講談社 F ｱﾘ
真田太平記　第9巻 池波　正太郎／著 東京：新潮社 F ｲｹ 
情け深くあれ 岩井　三四二／著 東京：文藝春秋 F ｲﾜ
近いはずの人 小野寺　史宜／著 東京：講談社 F ｵﾉ
浮雲心霊奇譚　[2] 神永　学／著 東京：集英社 F ｶﾐ 
STプロフェッション 今野　敏／著 東京：講談社 F ｺﾝ
冒険の森へ　13 東京：集英社 F ｼﾕ
また、同じ夢を見ていた 住野　よる／著 東京：双葉社 F ｽﾐ
ガンルージュ 月村　了衛／著 東京：文藝春秋 F ﾂｷ
筒井康隆コレクション　4 筒井　康隆／著 東京：出版芸術社 F ﾂﾂ 
フランダースの帽子 長野　まゆみ／著 東京：文藝春秋 F ﾅｶﾞ
本屋稼業 波多野　聖／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾊﾀ
神剣 葉室　麟／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾊﾑ
女神 藤田　宜永／著 東京：光文社 F ﾌｼﾞ
小説土佐堀川 古川　智映子／著 東京：潮出版社 F ﾌﾙ
二人ノ世界 松下　隆一／著 東京：河出書房新社 F ﾏﾂ
もしかして彼女はレベル97 汀　こるもの／著 東京：講談社 F ﾐｷﾞ
十二の贄 三津田　信三／[著] 東京：KADOKAWA F ﾐﾂ
星宿る虫 嶺里　俊介／著 東京：光文社 F ﾐﾈ
くせものの譜 簑輪　諒／著 東京：学研プラス F ﾐﾉ
ピロウボーイとうずくまる女のいる風景 森　晶麿／著 東京：講談社 F ﾓﾘ
幹事のアッコちゃん 柚木　麻子／著 東京：双葉社 F ﾕｽﾞ
海を撃つ 吉村　龍一／著 東京：ポプラ社 F ﾖｼ

<日本文学　エッセイなど>
息子に贈ることば 辻　仁成／著 東京：文藝春秋 E ﾂｼﾞ
方丈記 発心集 [鴨　長明／著] 東京：新潮社 914 ｶﾓ
紫式部日記 紫式部集 [紫式部／著] 東京：新潮社 915 ﾑﾗ
あの日 小保方　晴子／著 東京：講談社 916 ｵﾎﾞ
ひとりの記憶 橋口　譲二／著 東京：文藝春秋 916 ﾊｼ
上野千鶴子のサバイバル語録 上野　千鶴子／著 東京：文藝春秋 917 ｳｴ

<外国文学>
ウィルソン警視の休日 G.D.H.コール／著 東京：論創社 933 ｺﾙ
チップス先生、さようなら ジェイムズ・ヒルトン／[著] 東京：新潮社 933 ﾋﾙ
亡者の金 J.S.フレッチャー／著 東京：論創社 933 ﾌﾚ
眠れる森の美女 シャルル・ペロー／[著] 東京：新潮社 953 ﾍﾟﾛ
ドストエフスキー 東京：河出書房新社 980 ｶﾜ
チェーホフ 沼野　充義／著 東京：講談社 980 ﾇﾏ

※「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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