
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

できるExcelグラフ きたみ　あきこ／著 東京：インプレス 007.6

思い出まるごとデジタル保存 [東京]：日経BP社 007.6

歴史に見る日本の図書館 高山　正也／著 東京：勁草書房 010.2

図書館員をめざす人へ 後藤　敏行／著 東京：勉誠出版 013.1

パスファインダー作成法 鹿島　みづき／著 東京：樹村房 015.2

絶望読書 頭木　弘樹／著 東京：飛鳥新社 019

考える読書　第61回 全国学校図書館協議会／編 東京：毎日新聞出版 019.2

読書は格闘技 瀧本　哲史／著 東京：集英社 019.9

街角図鑑 三土　たつお／編著 東京：実業之日本社 049

<哲学・思想・心理学・宗教>

ヒマラヤ聖者の太陽になる言葉 ヨグマタ相川圭子／著 東京：河出書房新社 126.6

斎藤一人ゆるしてあげなさい 高津　りえ／著 東京：マキノ出版 147

なぜ宗教家は日本でいちばん長寿なのか 島田　裕巳／著 東京：KADOKAWA 162.1

日本の神様大全 東京：廣済堂出版 172

運がよくなる仏教の教え 萩本　欽一／著 東京：集英社 180.4

御朱印帳カタログ にほん巡礼倶楽部／著 東京：メイツ出版 186.9

源信 小原　仁／著 大阪：創元社 188.4

禅宗入門 竹貫　元勝／監修 東京：平凡社 188.8

<歴史・地理・伝記・紀行>

いっきに学び直す日本史　実用編 安藤　達朗／著 東京：東洋経済新報社 210.1

JFK暗殺は日本の謀略だった グレン・D.デイビス／著 東京：KADOKAWA 253

敗者烈伝 伊東　潤／著 東京：実業之日本社 281

歴代天皇125代の謎 歴史REAL編集部／編 東京：洋泉社 288.4

女城主・井伊直虎 楠戸　義昭／著 東京：PHP研究所 289 ｲｲ

小尾俊人の戦後 宮田　昇／[著] 東京：みすず書房 289 ｵﾋﾞ

福岡・唐津・門司港レトロ 東京：JTBパブリッシング 291.9

新モンゴル紀行 菊間　潤吾／著 東京：新潮社 292.2

offto Hawaii 東京：マガジンハウス 297.6
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>

池上彰の君たちと考えるこれからのこと 池上　彰／著 東京：日本経済新聞出版社 304

民主主義を直感するために 國分　功一郎／著 東京：晶文社 311.1

なぜ憲法学者が「野党共闘」を呼びかけるのか 小林　節／著 東京：新日本出版社 312.1

台湾と尖閣ナショナリズム 本田　善彦／著 東京：岩波書店 319.2

スターバックスでラテを飲みながら憲法を考える 松井　茂記／編著 東京：有斐閣 323.1

未来からの警告! 塚澤　健二／著 東京：集英社 330.4

今さら聞けない経済教室 池田　信夫／著 東京：東洋経済新報社 332.1

ずるい日本語 内田　伸哉／著 東京：東洋経済新報社 361.4

一生お金に困らない老後の生活術 保坂　隆／著 京都：PHP研究所 367.7

もう限界!!介護で仕事を辞めないために読む本 高室　成幸／監修 東京：自由国民社 369.2

一生モノの受験活用術 鎌田　浩毅／[著] 東京：祥伝社 376.8

きみがもし選挙に行くならば 古川　元久／著 東京：集英社 379.4

柳田國男と考古学 設楽　博己／編著 東京：新泉社 380.1

謎のアジア納豆 高野　秀行／著 東京：新潮社 383.8

人生はマナーでできている 高橋　秀実／著 東京：集英社 385.9

自衛隊の闇 大島　千佳／著 東京：河出書房新社 392.1

<自然科学・数学・生物学・医学>

科学者の目、科学の芽 岩波書店編集部／編 東京：岩波書店 404

おいしい数学 ジム・ヘンリー／[著] 東京：岩波書店 410.4

寝たきりにならずにすむ筋肉の鍛え方 荒井　秀典／著 東京：河出書房新社 493.1

敏感すぎる自分を好きになれる本 長沼　睦雄／著 東京：青春出版社 493.7

赤ちゃんと子どものアレルギー&アトピーBOOK 永倉　俊和／監修 東京：主婦の友社 493.9

骨も筋肉も衰えない40歳からのやせるレシピ 森　拓郎／著 東京：日本文芸社 498.5

<技術・工学・建築・工業>

トコトンやさしいエネルギーの本 山崎　耕造／著 東京：日刊工業新聞社 501.6

美しく暮らす住宅デザイン○と× 中山　繁信／著 東京：エクスナレッジ 527.1

地熱エネルギー技術読本 野田　徹郎／共編 東京：オーム社 533.6

今すぐ使えるかんたんネットワークのしくみ超入門 網野　衛二／著 東京：技術評論社 547.4

よくわかる最新熱処理技術の基本と仕組み 山方　三郎／著 東京：秀和システム 566.3

ファブリーズはいらない 渡辺　雄二／著 東京：緑風出版 574

#上下ユニクロ部 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 589.2

もっと自分を好きになれるお片づけのキセキ クラタ　マキコ／著 東京：扶桑社 590

重ねる、暮らし 内田　彩仍／著 東京：マイナビ出版 590.4
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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>

ヴァイエラのソーイングBOOK 東京：ブティック社 593.3

ねこ手芸 東京：日本ヴォーグ社 594

武井武雄手芸図案集 武井　武雄／[著] 東京：文化学園文化出版局 594.1

かぎ針編みのスリッパ&サンダル 東京：エクスナレッジ 594.3

まるさんかくしかくのバッグ 東京：日本ヴォーグ社 594.7

若山雅子キルトのある暮らし 若山　雅子／[著] 東京：ブティック社 594.9

きちんと、おいしい昔ながらの料理 久保　香菜子／著 東京：成美堂出版 596

SHIORIの花嫁レシピ SHIORI／著 東京：宝島社 596

本日も餃子日和。 橘田　いずみ／著 東京：主婦と生活社 596.2

おいしい自家製おつけもの フルタニ　マサエ／著 東京：日東書院本社 596.3

簡単もちふわドデカパン 吉永　麻衣子／著 東京：新潮社 596.6

果実酒・果実酢・フルーツシロップBOOK 飯田　順子／著 東京：主婦の友社 596.7

ちょうどいい数をすっきりしまう。 東京：主婦と生活社 597.5

なぜ、あの家族は二人目の壁を乗り越えられたのか? 1more Baby応援団／[編] 東京：プレジデント社 599

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

オリーブの歴史 ファブリーツィア・ランツァ／著 東京：原書房 617.9

キッチン&ベランダ菜園 東京：ブティック社 626.9

切り花の鮮度・品質保持基礎と実践 市村　一雄／著 東京：誠文堂新光社 627.1

グリーンインテリア観葉植物のある生活 東京：ブティック社 627.8

ウチの犬(コテツ)は、これでトイレ上手になりました。 中西　典子／監修 東京：ナツメ社 645.6

ウナギと人間 ジェイムズ・プロセック／著 東京：築地書館 664.6

セブン-イレブン鈴木敏文帝国崩壊の深層 渡辺　仁／著 東京：金曜日 673.8

京都鉄道博物館のすべて 東京：JTBパブリッシング 686

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>

かわいい禅画 矢島　新／著 東京：東京美術 721.7

鳥の描き方マスターブック ジョン・ミューア・ローズ／著 東京：マール社 724.5

もっと知りたい棟方志功 石井　頼子／著 東京：東京美術 732.1

プロから学ぶシャッター表現マニュアル 東京：玄光社 743

はじめての手作りカード maimai／著 東京：日本ヴォーグ社 754.9

和色の見本帳 ランディング／著 東京：技術評論社 757.3

ノバク・ジョコビッチ伝 クリス・バウワース／著 東京：実業之日本社 783.5

虎一筋。必死のパッチの19年 関本　賢太郎／著 東京：ベースボール・マガジン社 783.7

ガチ甲冑合戦でわかった実戦で最強の「日本武術」 横山　雅始／著 東京：東邦出版 789

忍者の歴史 山田　雄司／著 東京：KADOKAWA 789.8
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<言　語>

<引きつける>話し方が身につく本 倉島　麻帆／著 東京：明日香出版社 809.2

失敗しない1分間スピーチスピード学習帳 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 809.4

正しい日本語どっち?500 日本語力検定委員会／編 東京：彩図社 814

いますぐはじめるWeb文章の書き方入門教室 志鎌　真奈美／著 東京：技術評論社 816

<日本文学　小説など>

野坂昭如 東京：河出書房新社 910.2 ｶﾜ

謹訳平家物語　3 林　望／[訳]著 東京：祥伝社 913 ｼﾖ 3

半席 青山　文平／著 東京：新潮社 F ｱｵ

残り者 朝井　まかて／著 東京：双葉社 F ｱｻ

スイム!スイム!スイム! 五十嵐　貴久／著 東京：双葉社 F ｲｶﾞ

夜をぶっとばせ 井上　荒野／著 東京：朝日新聞出版 F ｲﾉ

不抜(ぬかず)の剣 植松　三十里／著 東京：エイチアンドアイ F ｳｴ

FEED 櫛木　理宇／著 東京：新潮社 F ｸｼ

若冲 黒田　志保子／著 東京：国土社 F ｸﾛ

決戦!川中島 冲方　丁／著 東京：講談社 F ｺｳ

自首 小杉　健治／著 東京：双葉社 F ｺｽ

マル暴総監 今野　敏／著 東京：実業之日本社 F ｺﾝ

大岩壁 笹本　稜平／著 東京：文藝春秋 F ｻｻ

最強の経営者 高杉　良／著 東京：プレジデント社 F ﾀｶ

炎と苗木 田中　慎弥／著 東京：毎日新聞出版 F ﾀﾅ

半減期を祝って 津島　佑子／著 東京：講談社 F ﾂｼ

虹のふもと 堂場　瞬一／著 東京：講談社 F ﾄﾞｳ

赤い刻印 長岡　弘樹／著 東京：双葉社 F ﾅｶﾞ

罪の終わり 東山　彰良／著 東京：新潮社 F ﾋｶﾞ

亀と観覧車 樋口　有介／著 東京：中央公論新社 F ﾋｸﾞ

花舞う里 古内　一絵／著 東京：講談社 F ﾌﾙ

マルセイユ・ルーレット 本城　雅人／著 東京：双葉社 F ﾎﾝ

ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊　かなえ／著 東京：光文社 F ﾐﾅ

涼やかに静かに殺せ 森村　誠一／著 東京：双葉社 F ﾓﾘ

夢の歌から 津島　佑子／著 東京：インスクリプト E ﾂｼ

深読みシェイクスピア 松岡　和子／著 東京：新潮社 932 ﾏﾂ

ハロルド・フライを待ちながら レイチェル・ジョイス／著 東京：講談社 933 ｼﾞﾖ

ドライ・ボーンズ トム・ボウマン／著 東京：早川書房 933 ﾎﾞｳ

素晴らしいアメリカ野球 フィリップ・ロス／[著] 東京：新潮社 933 ﾛｽ

※「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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