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<知識・学問・情報科学>

プログラミングを始めたい人がいちばん最初に開く本 [東京]：日経BP社 日経ソフトウエア／編集 007.6

<哲学・思想・心理学・宗教>

大阪・兵庫ご朱印めぐり旅乙女の寺社案内 東京：メイツ出版 あんぐる／著 175.9

キリスト教の謎 東京：中央公論新社 竹下　節子／著 190 ﾀ

スポットライト世紀のスクープ 東京：竹書房
ボストン・グローブ紙
《スポットライト》チーム／編

198.2

<歴史・地理・伝記・紀行>

五色の虹 東京：集英社 三浦　英之／著 280.4

美智子さま和の着こなし 東京：朝日新聞出版 週刊朝日編集部／編 288.4

昭和天皇は何と戦っていたのか 東京：小学館 井上　亮／著 288.4

ハプスブルク帝国、最後の皇太子 東京：朝日新聞出版 エーリッヒ・ファイグル／著 289 ﾊﾌﾟ

るるぶ東北　'17 東京：JTBパブリッシング 291.2

るるぶ仙台松島宮城　'17 東京：JTBパブリッシング 291.2

東京　[2016]改訂3版 東京：JTBパブリッシング 291.3

るるぶ伊勢志摩　'17 東京：JTBパブリッシング 291.5

香港 東京：昭文社 292.2

バリ島 東京：昭文社 292.4

イスタンブール トルコ 東京：昭文社 292.7

<政治・法律・経済・教育>

経済の時代の終焉 東京：岩波書店 井手　英策／著 332

バブル後25年の検証 東京：東京書籍 竹中　平蔵／編著 332.1

竹中先生、これからの「世界経済」について本音を話してい
いですか?

東京：ワニブックス 竹中　平蔵／著 333.6

世界の富を再分配する30の方法 東京：合同出版 上村　雄彦／編著 333.8

いつも予約でいっぱいの人気サロンをつくる7つのレッスン 東京：自由国民社 神馬　友子／著 335

アメリカで「小さいのに偉大だ!」といわれる企業の、シンプ
ルで強い戦略

東京：PHP研究所 石塚　しのぶ／著 335.3

世界基準のリーダー養成講座 東京：朝日新聞出版 テイシー・バイアム／著 336.3

家族という病　2 東京：幻冬舎 下重　暁子／著 367.3

老後親子破産 東京：講談社 NHKスペシャル取材班／著 367.7

高齢者とつくる壁面かざり12か月 東京：日本文芸社 目白大学／監修 369.2

福島原発事故 漂流する自主避難者たち 東京：明石書店 戸田　典樹／編著 369.3

図解ウチの男子とパパの「??」がスッキリする本 東京：学研プラス 小崎　恭弘／著 379.9

家庭という学校 東京：筑摩書房 外山　滋比古／著 379.9

スノーデン・ショック 東京：岩波書店 デイヴィッド・ライアン／[著] 391.6

防衛ハンドブック　平成28年版 東京：朝雲新聞社 朝雲新聞社出版業務部／編著 392.1
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<自然科学・数学・生物学・医学>

干潟生物観察図鑑 東京：誠文堂新光社 風呂田　利夫／著 481.7

水俣病を知っていますか 東京：岩波書店 高峰　武／著 493.1

スタンフォードのストレスを力に変える教科書 東京：大和書房 ケリー・マクゴニガル／著 498.3

<技術・工学・建築・工業>

世界の魅惑のトンネル 東京：洋泉社 洋泉社編集部／編 514.9

もう二度と見ることができない幻の名作レトロ建築 東京：地球丸 伊藤　隆之／著・写真 523.1

日本の最も美しい名建築 東京：エクスナレッジ 田中　禎彦／文 523.1

電力自由化で何が変わるか 東京：岩波書店 小澤　祥司／著 540.9

仕事文具 東京：東洋経済新報社 土橋　正／著 589.7

きれいにみえる服 東京：文化学園文化出版局 茅木　真知子／著 593.3

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

ボタニカルなおしゃれ雑貨 武蔵野：アップルミンツ 594.3

かぎ針編みで編むカンタン!カワイイ!レーシーソックス 武蔵野：アップルミンツ 594.3

お金と人を呼ぶ表情(かお) 東京：ベストセラーズ 出口　アヤ／著 595

関西おいしいもの手帖　2016-2017 大阪：京阪神エルマガジン社 京阪神エルマガジン社／編集 596

季節のおうち寿司 京都：PHP研究所 岡田　大介／著 596.2

ジャパめし。 東京：集英社 白央　篤司／著 596.2

ずっとつくれる野菜ごはん 東京：主婦の友社 スズキ　エミ／著 596.3

北欧テイストで楽しむ100人の部屋づくり 東京：ネコ・パブリッシング 597

カツオが磯野家を片づける日 東京：SBクリエイティブ 渡部　亜矢／著 597.5

おだやかママの幸せ子育て法 東京：主婦の友社 LICO／著 599

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

川瀬良子のプランター野菜 東京：主婦と生活社 川瀬　良子／著 626.9

栄養たっぷり野菜の育て方 東京：ブティック社 626.9

まんがと写真でよくわかる野菜をつくろう! 東京：ブティック社 よだ　ひでき／著 626.9

東京ディズニーシーベストガイド　2016-2017 東京：講談社 689.5

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>

僕はダ・ヴィンチ 東京：パイインターナショナル ヨースト・カイザー／文 702.3

若冲への招待 東京：朝日新聞出版 朝日新聞出版／編 721.4

ルノワールへの招待 東京：朝日新聞出版 朝日新聞出版／編 723.3

マッチの気もち 東京：文藝春秋 安野　光雅／著 726.5

ねこの絵集 東京：グラフィック社 ブリティッシュ・ライブラリー／編 726.5

昆虫の模様切り紙 東京：誠文堂新光社 吉浦　亮子／著 754.9

巨人への遺言 東京：幻冬舎 広岡　達朗／著 783.7

ミルコ・デムーロ×クリストフ・ルメール勝利の条件 東京：KADOKAWA ミルコ・デムーロ／著 788.5
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<言　語>

翻訳できない世界のことば 大阪：創元社
エラ・フランシス・サンダース
／著　イラスト

804

1分のスピーチでも、30分のプレゼンでも、人前であがらず
に話せる方法

東京：大和書房 鳥谷　朝代／著 809.4

<日本文学　小説など>

あの日 東京：講談社 小保方　晴子／著 916 ｵﾎﾞ

112日間のママ 東京：小学館 清水　健／著 916 ｼﾐ

ままならないから私とあなた 東京：文藝春秋 朝井　リョウ／著 F ｱｻ

ソウル行最終便 東京：祥伝社 安東　能明／著 F ｱﾝ

天才 東京：幻冬舎 石原　慎太郎／著 F ｲｼ

黄金色の夜 東京：新宿書房 宇江　敏勝／著 F ｳｴ

死仮面 東京：文藝春秋 折原　一／著 F ｵﾘ

銀杏アパート 東京：ポプラ社 片島　麦子／著 F ｶﾀ

アカガミ 東京：河出書房新社 窪　美澄／著 F ｸﾎﾞ

モップの精は旅に出る 東京：実業之日本社 近藤　史恵／著 F ｺﾝ

冒険の森へ　15 東京：集英社 F ｼﾕ

君の膵臓をたべたい 東京：双葉社 住野　よる／著 F ｽﾐ

飛鳥Ⅱの身代金 東京：文藝春秋 西村　京太郎／著 F ﾆｼ

人魚の眠る家 東京：幻冬舎 東野　圭吾／著 F ﾋｶﾞ

文豪山怪奇譚 東京：山と溪谷社 東　雅夫／編 F ﾋｶﾞ

マチネの終わりに 東京：毎日新聞出版 平野　啓一郎／著 F ﾋﾗ

テミスの休息 東京：祥伝社 藤岡　陽子／著 F ﾌｼﾞ

冬の椿 東京：文藝春秋 藤井　邦夫／著 F ﾌｼﾞ

火花 東京：文藝春秋 又吉　直樹／著 F ﾏﾀ

ユートピア 東京：集英社 湊　かなえ／著 F ﾐﾅ

羊と鋼の森 東京：文藝春秋 宮下　奈都／著 F ﾐﾔ

本懐に候 東京：小学館 山本　音也／著 F ﾔﾏ

ケイロンの絆 東京：早川書房 宵野　ゆめ／著 F ﾖｲ

男の粋な生き方 東京：幻冬舎 石原　慎太郎／著 E ｲｼ

これからを生きるあなたに伝えたいこと 東京：マガジンハウス 瀬戸内　寂聴／著 E ｾﾄ

我が家の内輪話 東京：世界文化社 三浦　朱門／著 E ﾐｳ

遠隔機動歩兵 東京：早川書房 クリストファー・ゴールデン／著 933 ｺﾞﾙ

死んだライオン 東京：早川書房 ミック・ヘロン／著 933 ﾍﾛ

少女スフィンクス 東京：早川書房 ウィリアム・フォルツ／著 943 ﾌｵ

トレモア海岸最後の夜 東京：早川書房 ミケル・サンティアゴ／著 963 ｻﾝ

※「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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