
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

人工超知能が人類を超える 台場　時生／著 東京：日本実業出版社 007.1 

就活、転職の役に立つデジタル・IT業界がよくわかる本 志村　一隆／著 東京：宣伝会議 007.3 

はじめてのAccess 2016 小笠原　種高／著 東京：秀和システム 007.6 

Windows 10 vs Windows 8.1/7操作・設定比較ガイド 橋本　直美／著 東京：日経BP社 007.6 

図書館「超」活用術 奥野　宣之／著 東京：朝日新聞出版 015 

絵本のはなし 菊池　亜希子／著 東京：白泉社 019.5 

リーダーの本棚 日本経済新聞社／編 東京：日本経済新聞出版社 019.9 

震災編集者 土方　正志／著 東京：河出書房新社 023 

おかんメール　5 『おかんメール』制作委員会／編 東京：扶桑社 049 

真実 植村　隆／著 東京：岩波書店 070.2 

<哲学・思想・心理学・宗教>

話がつまらないのは「哲学」が足りないからだ 小川　仁志／著 東京：青春出版社 104 

日本人は何を考えてきたのか 齋藤　孝／著 東京：祥伝社 121 

察しない男説明しない女 五百田　達成／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 143.1 

自己愛モンスター 片田　珠美／著 東京：ポプラ社 145.7 

人は生まれ変われる。 池川　明／著 東京：ポプラ社 147 

子どもたちが身を乗り出して聞く道徳の話 平　光雄／著 東京：致知出版社 150 

ワン・シング ゲアリー・ケラー／著 東京：SBクリエイティブ 159 

くじけない自分のつくり方 ポール・マギー／著 東京：ダイヤモンド社 159 

ブレない自分をつくる「古典」読書術 小倉　広／著 東京：日刊工業新聞社 159.4 

会社を辞めて後悔しない39の質問 俣野　成敏／著 東京：青春出版社 159.4 

感度の高い仕事人は断捨離じょうず。 やました　ひでこ／著 東京：ぴあ 159.4 

弘兼憲史流「新老人」のススメ 弘兼　憲史／著 東京：徳間書店 159.7 

神社と古代豪族の謎 歴史REAL編集部／編 東京：洋泉社 175.9 

四国八十八カ所をあるく 東京：JTBパブリッシング 186.9 

<歴史・地理・伝記・紀行>

神々の魔術　上 グラハム・ハンコック／著 東京：KADOKAWA 209.3 

神々の魔術　下 グラハム・ハンコック／著 東京：KADOKAWA 209.3 

歴史の虚像を衝く 笠谷　和比古／著 東京：教育出版 210 

日本史の英雄 倉山　満／著 東京：扶桑社 210.1 

1★9★3★7 辺見　庸／著 東京：河出書房新社 210.7 

15ポイントで読み解く「ノモンハン事件」 森山　康平／著 東京：PHP研究所 210.7 

新聞投稿に見る百年前の沖縄 上里　隆史／編著 東京：原書房 219.9 

三国志運命の十二大決戦 渡邉　義浩／[著] 東京：祥伝社 222 

日本史有名人の身体測定 篠田　達明／著 東京：KADOKAWA 281 

国旗と国章図鑑 苅安　望／著 東京：世界文化社 288.9 

上杉鷹山と米沢 小関　悠一郎／著 東京：吉川弘文館 289 ｳｴ

五代友厚と渋沢栄一 東京：洋泉社 T1 289 ｺﾞﾀﾞ

チャーチル名言録 チャーチル／[著] 東京：扶桑社 289 ﾁﾔ

チャーチル 木畑　洋一／著 東京：山川出版社 289 ﾁﾔ

わが記憶、わが記録 堤　清二／[述] 東京：中央公論新社 289 ﾂﾂ

花森安治伝 津野　海太郎／著 東京：新潮社 289 ﾊﾅ

武帝 冨田　健之／著 東京：山川出版社 289 ﾌﾞﾃ
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<歴史・地理・伝記・紀行>

よみがえる松岡洋右 福井　雄三／著 東京：PHP研究所 289 ﾏﾂ

いますぐ行きたい!日本の世界遺産 山本　厚子／著 東京：エクスナレッジ 291 

北海道新幹線で行こう 東京：昭文社 291.1 

関西花のおでかけ 大阪：京阪神エルマガジン社 291.6 

Wonderful Kobe　2016Spring-Summer 神戸：神戸新聞総合出版センター 291.6 

歩こう!関西のハイキング 大阪：ぴあ株式会社関西支社 291.6 

壱岐 東京：ダイヤモンド・ビッグ社 291.9 

種子島 東京：ダイヤモンド・ビッグ社 291.9 

トリコガイド台湾 東京：枻出版社 292.2 

マカオ 東京：昭文社 292.2 

ミュンヘン・ロマンティック街道 東京：昭文社 293.4 

<政治・法律・経済・教育>

韓国人による噓韓論 シンシアリー／著 東京：扶桑社 302.2 

日本の試練 櫻井　よしこ／著 東京：新潮社 304 

戦後脱却で、日本は「右傾化」して属国化する 佐藤　健志／著 東京：徳間書店 304 

ルポ雇用なしで生きる 工藤　律子／著 東京：岩波書店 309 

習近平暗殺計画 加藤　隆則／著 東京：文藝春秋 312.2 

新社会基盤マイナンバーの全貌 市民が主役の地域情報化推進協議会番号制度研究会／編 [東京]：日経BP社 317.6 

翁長知事と沖縄メディア 仲新城　誠／著 東京：産経新聞出版 318.2 

危険な沖縄 ケント・ギルバート／著 東京：産経新聞出版 319.1 

噓だらけの日英近現代史 倉山　満／著 東京：扶桑社 319.1 

核の戦後史 木村　朗／著 大阪：創元社 319.8 

法学入門 田中　成明／著 東京：有斐閣 321 

そこが知りたかった!民事信託Q&A100 宮田　房枝／著 [東京]：中央経済社 324.8 

外資系トップの思考力 ISSコンサルティング／編 東京：ダイヤモンド社 335.1 

厳しいときも必ず結果を出すリーダーの仕事術 PHP研究所／編 京都：PHP研究所 335.1 

サイロ・エフェクト ジリアン・テット／著 東京：文藝春秋 336.3 

進め!!東大ブラック企業探偵団 大熊　将八／著 東京：講談社 336.8 

医療保険で損をしたくないならこの1冊 三田村　京／著 東京：自由国民社 339.4 

21世紀日本の格差 橘木　俊詔／著 東京：岩波書店 361.8 

社労士の「お仕事」と「正体」がよ〜くわかる本 久保　輝雄／著 東京：秀和システム 364.3 

家族という名のクスリ 金　美齢／著 東京：PHP研究所 367.3 

虐待の淵を生き抜いて 島田　妙子／著 東京：毎日新聞出版 367.6 

ルポ同性カップルの子どもたち 杉山　麻里子／著 東京：岩波書店 367.9 

春が来るたび思うこと パンプキン編集部／篇 東京：潮出版社 369.3 

災害支援手帖 荻上　チキ／著 東京：木楽舎 369.3 

原発棄民 日野　行介／著 東京：毎日新聞出版 369.3 

ルポ母子避難 吉田　千亜／著 東京：岩波書店 369.3 

かわいくたのしいペープサート　2 井上　明美／編著 東京：自由現代社(発売) 376.1 

「灘→東大理Ⅲ」3兄弟の母が教える中学受験勉強法 佐藤　亮子／著 東京：KADOKAWA 376.8 

生涯学習概論 佐藤　晴雄／著 東京：学陽書房 379 

「手抜き」でもぐんぐん伸びる「男の子」の育て方 藤川　万規子／著 東京：三笠書房 379.9 

縁起物 『現代用語の基礎知識』編集部／編 東京：自由国民社 387 

<自然科学・数学・生物学・医学>

科学の困ったウラ事情 有田　正規／著 東京：岩波書店 407 

プログラミング脳をこれから鍛える本 ソニー・グローバルエデュケーション／著 [東京]：日経BP社 410.7 

宇宙からいかにヒトは生まれたか 更科　功／著 東京：新潮社 450 

火山のしくみと超巨大噴火の脅威 東京：ニュートンプレス 453.8 

図説鉱物の博物学 松原　聰／著 東京：秀和システム 459 

チンパンジーは365日ベッドを作る 座馬　耕一郎／著 東京：ポプラ社 489.9 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<自然科学・数学・生物学・医学>

薄毛の科学 板見　智／監修 東京：日刊工業新聞社 494.8 

監察医が泣いた死体の再鑑定 上野　正彦／著 東京：東京書籍 498.9 

<技術・工学・建築・工業>

最新再生エネビジネスがよ〜くわかる本 今村　雅人／著 東京：秀和システム 501.6 

城のつくり方図典 三浦　正幸／著 東京：小学館 521.8 

60歳で家を建てる 湯山　重行／著 東京：毎日新聞出版 527 

豊田章男が愛したテストドライバー 稲泉　連／著 東京：小学館 537 

原子力政策研究会100時間の極秘音源 NHK ETV特集取材班／著 東京：新潮社 539 

トコトンやさしい電波の本 相良　岩男／著 東京：日刊工業新聞社 547.5 

最新食品工場の衛生管理がよ〜くわかる本 河岸　宏和／著 東京：秀和システム 588 

ネクタイ、スーツを捨てて「おしゃれカジュアル」をめざせ! 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

トランクひとつのモノで暮らす エリサ／著 東京：主婦の友インフォス情報社 590 

毎日すること。ときどきすること。 有元　葉子／著 東京：講談社 590.4 

図解知らないとソンをする!定年後のお金 畠中　雅子／監修 東京：学研プラス 591 

普通の人が、ケチケチしなくても毎年100万円貯まる59のこと 佐藤　治彦／著 東京：扶桑社 591 

四角い布からつくる服 石川　ゆみ／著 東京：地球丸 593.3 

きちんとシルエットのワンピース 東京：ブティック社 593.3 

誌上・パターン塾　Vol.2 まるやま　はるみ／監修 東京：文化学園文化出版局 593.3 

青木和子のステッチライフ 青木　和子／[著] 東京：日本ヴォーグ社 594.2 

素朴でかわいいこぎん刺し 米山　知歩／著 東京：マイナビ出版 594.2 

基本から応用までのボビンレース 志村　冨美子／著 東京：文化学園文化出版局 594.3 

1年中のベビーニット 東京：日本ヴォーグ社 594.3 

シンプルなのに仕掛けが光るニットのふだん着 michiyo／著 東京：文化学園文化出版局 594.3 

すぐ縫ってすぐ持ちたい!毎日使えるバッグ&ポーチ 東京：NHK出版 594.7 

人気店のおつまみ決定版 東京：世界文化社 596 

寿司 東京：枻出版社 596.2 

洋食 東京：枻出版社 596.2 

魚貝 東京：枻出版社 596.3 

愛しの油揚げ 高橋　良枝／著 東京：文藝春秋 596.3 

こんがり!ホットサンドレシピ100 ホットサンド倶楽部／著 東京：シンコーミュージック・エンタテイメント 596.6 

ふんわり、しっとりケーキ 浜内　千波／著 東京：主婦と生活社 596.6 

日本茶 東京：枻出版社 596.7 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

奇跡のみかん農園 谷井　康人／著 東京：SBクリエイティブ 625.3 

寄せ植えや庭づくりに役だつ草花の選び方・使い方ノート 黒田　健太郎／著 東京：家の光協会 627 

ナチュラルガーデニング　2016 東京：学研プラス 629.7 

一流は、なぜシンプルな英単語で話すのか 柴田　真一／著 東京：青春出版社 670.9 

販売魔女と死の眼鏡 竹内　謙礼／著 東京：PHP研究所 673.3 

吉野家で経済入門 安部　修仁／著 東京：日本経済新聞出版社 673.9 

サイバーエージェント広報の仕事術 上村　嗣美／著 東京：日本実業出版社 674 

コンセプトのつくり方 山田　壮夫／著 東京：朝日新聞出版 675.3 

山陽電鉄・神戸電鉄・神戸市営地下鉄 辻　良樹／著 東京：アルファベータブックス 686.2 

北海道新幹線パーフェクト・ブック 東京：双葉社 686.2 

はじめてのスマホのデータ移行 Studioノマド／著 東京：秀和システム 694.6 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>

日本美術全集　20 辻　惟雄／編集委員 東京：小学館 708.7 

日本名城画集成 荻原　一青／画 東京：小学館 721.9 
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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>

かわいい印象派 高橋　明也／監修・著 東京：東京美術 723 

安野光雅の本 東京：平凡社 723.1 

ベラスケス マルコ・カルミナーティ／著 東京：西村書店 723.3 

ピエロ・デッラ・フランチェスカ マルコ・カルミナーティ／著 東京：西村書店 723.3 

タマシイノヒトシズク 菅原　真樹／著 東京：KADOKAWA 748 

ここからひろがる革の手づくり基本帖 金澤　明美／Design監修 東京：ブティック社 755.5 

バイエルの謎 安田　寛／著 東京：新潮社 763.2 

アメリカを歌で知る ウェルズ恵子／[著] 東京：祥伝社 767.8 

子どもの運動神経はジャンケンゲームでみるみる育つ 東根　明人／著 東京：青春出版社 780.7 

日本ラグビー心に残る名勝負 ベースボール・マガジン社／編著 東京：ベースボール・マガジン社 783.4 

日本ラグビーヒーロー列伝 ベースボール・マガジン社／編著 東京：ベースボール・マガジン社 783.4 

野球人は1年ごとに若返る 長嶋　茂雄／著 東京：KADOKAWA 783.7 

阪神タイガース「黒歴史」 平井　隆司／[著] 東京：講談社 783.7 

四間飛車を指しこなす本　2 藤井　猛／著 東京：河出書房新社 796 

<言　語>

日本語を作った男 山口　謠司／著 東京：集英社インターナショナル 810.2 

なぜあの人は中学英語で世界のトップを説得できるのか 三木　雄信／著 東京：祥伝社 830 

<日本文学　小説など>

デビュー小説論 清水　良典／著 東京：講談社 910.2 ｼﾐ

世界文学の中の夏目漱石 武・アーサー・ソーントン／著 東京：彩流社 910.2 ｿﾝ

黄金の犬 真田十勇士 犬飼　六岐／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｲﾇ

鄙の記憶 内田　康夫／著 東京：新潮社 F ｳﾁ

岳飛伝　16 北方　謙三／著 東京：集英社 F ｷﾀ

吼えよ江戸象 熊谷　敬太郎／著 東京：NHK出版 F ｸﾏ

宰領 今野　敏／著 東京：新潮社 F ｺﾝ

晩鐘 佐藤　愛子／著 東京：文藝春秋 F ｻﾄ

冒険の森へ　1 東京：集英社 F ｼﾕ

神の時空(とき)　[6] 高田　崇史／著 東京：講談社 F ﾀｶ

鳴門の渦潮を見ていた女 西村　京太郎／著 東京：中央公論新社 F ﾆｼ

青と白と 穂高　明／著 東京：中央公論新社 F ﾎﾀﾞ

太陽 前川　知大／著 東京：KADOKAWA F ﾏｴ

バベル九朔 万城目　学／著 東京：KADOKAWA F ﾏｷ

梅ケ谷ゴミ屋敷の憂鬱 牧村　泉／著 東京：ポプラ社 F ﾏｷ

神様に一番近い動物 水野　敬也／[著] 東京：文響社 F ﾐｽﾞ

小町殺し 山口　恵以子／著 東京：文藝春秋 F ﾔﾏ

<日本文学　エッセイなど>

真夜中にシュークリーム はあちゅう／著 東京：毎日新聞出版 E ｲﾄ

トットチャンネル 黒柳　徹子／著 東京：新潮社 E ｸﾛ

いのちをむすぶ 佐藤　初女／著 東京：集英社 E ｻﾄ

尼のような子 少年アヤ／著 東京：祥伝社 E ｼﾖ

終わらない原発事故と「日本病」 柳田　邦男／著 東京：新潮社 E ﾔﾅ

工学部ヒラノ教授の介護日誌 今野　浩／著 東京：青土社 916 ｺﾝ

闘う力 なかにし　礼／著 東京：講談社 916 ﾅｶ

※「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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