
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

日本占領期の学校図書館 東京：勉誠出版 今井　福司／著 017

絵本といっしょにまっすぐまっすぐ 東京：KTC中央出版 鈴木　潤／著 019.5

書物史への扉 東京：岩波書店 宮下　志朗／著 020.2

兵士のアイドル 東京：旬報社 押田　信子／著 051.6

<哲学・思想・心理学・宗教>

真理 東京：勁草書房 ポール・ホーリッジ／著 111

精神分析のとまどい 東京：岩波書店 ジャック・デリダ／[著] 146.1

はじめての男のパワースポットマニュアル　神社編 東京：秀和システム 男のパワースポット研究会／著 147

一流の人は、○○しない。 東京：秀和システム 中谷　彰宏／著 159

<歴史・地理・伝記・紀行>

発掘された日本列島　2016 東京：共同通信社 文化庁／編 210

人間晩年図巻　1990-94年 東京：岩波書店 関川　夏央／著 280.4

世界で一番貧しい大統領と呼ばれたホセ・ムヒカ 東京：ゴマブックス 国際情勢研究会／編 289 ﾑﾋ

エピソードで読む世界の国243　2016 東京：山川出版社 エピソードで読む世界の国編集委員会／編 290

いま泊まっておきたいニッポンのリゾート&名宿 東京：枻出版社 291

パリに行きたくなる50の理由 東京：ジュウ・ドゥ・ポゥム ジュウ・ドゥ・ポゥム／著 293.5

<政治・法律・経済・教育>

沖縄への短い帰還 那覇：ボーダーインク 池澤　夏樹／著 302.1

ラトヴィアを知るための47章 東京：明石書店 志摩　園子／編著 302.3

ガチで立憲民主主義 東京：集英社インターナショナル 水上　貴央／著 312.1

本当にあったトンデモ法律トラブル 東京：幻冬舎 荘司　雅彦／著 320.4

なぜ、あなたの仕事は終わらないのか 東京：文響社 中島　聡／[著] 336.2

四季報で学ぶ決算書の読み方 東京：大和書房 林　總／著 336.8

図解わかる住宅ローン　2016-2017年版 東京：新星出版社 浅井　秀一／著 338.7

図解わかる生命保険　2016-2017年版 東京：新星出版社 ライフプラン研究会／著 339.4

1000億円のブームを生んだ考えぬく力 [東京]：日経BP社 須永　珠代／著 345

ふるさと納税得ガイド　2016年最新版 東京：メディアソフト 345

頭にくるひと言への切り返し戦術 東京：ぱる出版 神岡　真司／著 361.4

世界を動かすリーダーは何を学び、どう考え、何をしてきたのか? 東京：日本実業出版社 D.マイケル・リンゼイ／著 361.4
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>

図解わかる定年前後の手続きのすべて　2016-2017年版 東京：新星出版社 中尾　幸村／著 364.3

あたらしい移住のカタチ 東京：マイナビ出版 セソコ　マサユキ／著 365

図解による労働法のしくみ 東京：自由国民社 國部　徹／著 366.1

もう親を捨てるしかない 東京：幻冬舎 島田　裕巳／著 367.7

もう限界!!施設介護を考えるときに読む本 東京：自由国民社 高室　成幸／監修 369.2

誰も教えてくれない“老老地獄”を回避する方法 東京：ごま書房新社 山崎　宏／著 369.2

東日本大震災◎復興の検証 東京：合同出版 綱島　不二雄／編 369.3

ブラック化する保育 京都：かもがわ出版 大川　えみる／著 369.4

“子ども虐待死ゼロ”を目指す法改正の実現に向けて 神戸：エピック 後藤　啓二／著 369.4

活きてはたらく論理的思考力 東京：東洋館出版社 野中　太一／著 375.8

使える!保育のあそびネタ集室内あそび50 東京：自由現代社(発売) 井上　明美／編著 376.1

世界の大学をめざせ! 東京：松柏社 三竹　大吉／著 377.2

グローバル社会で生き抜ける子どもに育てる方法 東京：現代書林 松久保　朱美／著 377.6

花まる学習会式1人でできる子の育て方 東京：日本実業出版社 箕浦　健治／著 379.9

江戸っ子はなぜこんなに遊び上手なのか 東京：青春出版社 中江　克己／著 382.1

<自然科学・数学・生物学・医学>

微分、積分、いい気分。 東京：岩波書店 オスカー・E.フェルナンデス／著 413.3

公式を暗記したくない人のための高校物理がスッキリわかる本 東京：秀和システム 池末　翔太／著 420

世界の不思議な音 東京：白揚社 トレヴァー・コックス／著 424

富士山大噴火と阿蘇山大爆発 東京：幻冬舎 巽　好幸／著 453.8

恐竜はホタルを見たか 東京：岩波書店 大場　裕一／著 468

深海生物テヅルモヅルの謎を追え! 平塚：東海大学出版部 岡西　政典／著 484.9

老化とたたかう漢方薬入門 東京：技術評論社 関水　康彰／著 490.9

ガン、難病患者が行列する陶板浴のすごい免疫力 東京：コスモの本 中町　ゆかり／著 492.5

噂の女医がこっそり教える女の不調が消える本 東京：主婦の友社 吉木　伸子／著 495

YOGAポーズの教科書 東京：新星出版社 綿本　彰／著 498.3

脂肪燃焼ジュースクレンズダイエット 東京：主婦の友社 岡本　羽加／著 498.5

機能性野菜の科学 東京：日刊工業新聞社 佐竹　元吉／編著 498.5

聘珍樓のいちばんやさしい薬膳 京都：PHP研究所 聘珍樓薬膳部／著 498.5

<技術・工学・建築・工業>

水と生きる建築土木遺産 東京：彰国社 後藤　治／編著 510.2

リフォーム業務が一番わかる 東京：技術評論社 小垣外　明子／著 527

死ぬまで住みたい家 [東京]：日経BP社 527

電力・ガス自由化の衝撃! 東京：毎日新聞出版 チェ　ジョンウン／著 540.9

そのオリーブオイルは偽物です 東京：小学館 多田　俊哉／著 576.1

産廃Gメンが見た食品廃棄の裏側 [東京]：日経BP社 石渡　正佳／著 588

たった1枚のシャツでもパリジェンヌはおしゃれを楽しむ 東京：KADOKAWA 米澤　よう子／著 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>

家事がラクになるシンプルな暮らし 東京：エクスナレッジ 中山　あいこ／著 590

クライ・ムキのお直しの本 東京：日本文芸社 クライ・ムキ／著 593.3

はじめてのゆかたBOOK 東京：ブティック社 593.8

結んで作る素敵なマクラメアクセサリー 東京：ブティック社 594.3

大人のヘアスタイルBOOK 東京：主婦と生活社 595.4

6秒の筋トレで、みるみる下半身がやせる本 京都：PHP研究所 境　貴子／著 595.6

みんなの台所しごと 東京：エクスナレッジ 596

魔法の漬けおきおかず 東京：枻出版社 遠藤　香代子／[著] 596

下味おかずの作りおき 東京：枻出版社 橋本　加名子／[著] 596

イタリア料理のあたらしい教科書 東京：河出書房新社 佐藤　護／著 596.2

サラダの本。 東京：プレジデント社 596.3

夏弁 東京：主婦と生活社 野上　優佳子／著 596.4

男の一生モノと暮らす 東京：技術評論社 左古　文男／著 596.9

暮らしを、みがく 東京：主婦と生活社 597.9

いただきます!かんたん・おいしい幼児のごはん 東京：赤ちゃんとママ社 牧野　直子／監修・料理 599.3

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

花が咲かない、うまく育たないのはなぜ?という疑問が一気に解消する本 東京：主婦の友社 主婦の友社／編 627

ナチュラルガーデン百科 東京：ブティック社 629.7

フクロウ 東京：誠文堂新光社 藤井　智之／著 646

インコ 東京：誠文堂新光社 すずき　莉萌／著 646.8

これから始める人のための狩猟の教科書 東京：秀和システム 東雲　輝之／著 659

カリスマ鈴木敏文、突然の落日 東京：毎日新聞出版 毎日新聞経済部／編 673.8

ロゴデザインの現場 東京：エムディエヌコーポレーション 佐藤　浩二／著 674.3

新幹線コンプリートブック 東京：JTBパブリッシング 686.2

最新旅行業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 東京：秀和システム 中村　恵二／著 689.6

ホテル・ビジネス・ブック [東京]：中央経済社 仲谷　秀一／著 689.8

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>

魅惑の観音像 東京：枻出版社 718.1

会いたかった画家 東京：山川出版社 安野　光雅／著 720.2

江戸の悪 京都：青幻舎 渡邉　晃／[編]著 721.8

水彩画これ一冊でぼかしとにじみがわかる! 東京：日貿出版社 青木　美和／著 724.4

スヌーピーのひみつA to Z 東京：新潮社 チャールズ・M.シュルツ／著 726.1

幸福のモト人生のモト [東京]：PHPエディターズ・グループ 水木　しげる／著 726.1

ドレスの描き方 東京：玄光社 kyachi／著 726.5

花を楽しむカラフル切り絵 東京：誠文堂新光社 ゆまあひmaki／著 726.9

かわいいやきもの 東京：東京美術 柏木　麻里／著 751
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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>

UVレジンの大人モードなアクセサリー&こもの 武蔵野：アップルミンツ 751.9

折り紙で作るかわいい動物 武蔵野：アップルミンツ 小林　一夫／著 754.9

楽器万華鏡 [東京]：時事通信出版局 武蔵野音楽大学楽器博物館／編 763

客席から見染めたひと 東京：講談社 関　容子／著 772.1

東大と野球部と私 東京：祥伝社 桑田　真澄／著 783.7

ブッシュクラフト 東京：誠文堂新光社 川口　拓／著 786

Dr.Fの格闘技医学 東京：秀和システム 二重作　拓也／著 789

<言　語>

翻訳のレッスン 東京：講談社 高橋　さきの／著 801.7

乱談のセレンディピティ 東京：扶桑社 外山　滋比古／著 809.5

粋なことばの教科書 東京：自由国民社 森永　浩樹／著 814 ﾓﾘ

<日本文学　小説など>

須賀敦子の手紙 東京：つるとはな 須賀　敦子／著 910.2 ｽｶﾞ

戸井十月全仕事 東京：小学館 戸井　十月／[著] 910.2 ﾄｲ

夜を乗り越える 東京：小学館 又吉　直樹／著 910.2 ﾏﾀ

報われない人間は永遠に報われない 東京：河出書房新社 李　龍徳／著 F ｲ

法廷外弁護士・相楽圭 東京：KADOKAWA 石川　智健／著 F ｲｼ

赤へ 東京：祥伝社 井上　荒野／著 F ｲﾉ

エンタツアチャコのぼくらは探偵 東京：河出書房新社 上田　賢一／著 F ｳｴ

スーツアクター探偵の事件簿 東京：河出書房新社 大倉　崇裕／著 F ｵｵ

家族のシナリオ 東京：祥伝社 小野寺　史宜／著 F ｵﾉ

風の如く　高杉晋作篇 東京：講談社 富樫　倫太郎／著 F ﾄｶﾞ

全能兵器AiCO 東京：講談社 鳴海　章／著 F ﾅﾙ

くるすの残光　[5] 東京：祥伝社 仁木　英之／著 F ﾆｷ

ブラック・ドッグ 東京：講談社 葉真中　顕／著 F ﾊﾏ

虫たちの家 東京：光文社 原田　ひ香／著 F ﾊﾗ

水鏡推理　[3] 東京：講談社 松岡　圭祐／著 F ﾏﾂ

フェルメールの憂鬱 東京：光文社 望月　諒子／著 F ﾓﾁ

晩秋の陰画(ネガフィルム) 東京：祥伝社 山本　一力／著 F ﾔﾏ

ねこのおうち 東京：河出書房新社 柳　美里／著 F ﾕｳ

アルゴリズム・キル 東京：光文社 結城　充考／著 F ﾕｳ

テーブルに何もない日 東京：ミスター・パートナー 岸本　葉子／著 E ｷｼ

女の甲冑、着たり脱いだり毎日が戦なり。 東京：文藝春秋 ジェーン・スー／著 E ｼﾞｴ

ハーレムの闘う本屋 東京：あすなろ書房 ヴォーンダ・ミショー・ネルソン／著 933 ﾈﾙ

カミュを読む 東京：大修館書店 三野　博司／著 950 ﾐﾉ

※「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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