
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

スマホ断食 藤原　智美／著 東京：潮出版社 007.3

あやしい絵本 東　雅夫／監修 東京：平凡社 019.5

世紀を吹き抜けた“ページの風” 塩澤　実信／著 東京：展望社 023.1

記者・ライターの「お仕事」と「正体」がよ〜くわかる本 秋山　謙一郎／著 東京：秀和システム 070.1

<哲学・思想・心理学・宗教>

図解世界5大宗教全史 中村　圭志／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 162

<歴史・地理・伝記・紀行>

元号でたどる日本史 グループSKIT／編著 東京：PHP研究所 210

渡来人とは何者だったか 武光　誠／著 東京：河出書房新社 210.3

信長軍の合戦史 日本史史料研究会／監修 東京：吉川弘文館 210.4

世界から見た20世紀の日本 保阪　正康／ほか著 東京：山川出版社 210.6

ラスベガスを創った男たち 烏賀陽　正弘／著 東京：論創社 253.8

激闘!闇の帝王安藤昇 大下　英治／著 東京：さくら舎 289 ｱﾝ

千夏ちゃんが行く 福本　千夏／著 東京：飛鳥新社 289 ﾌｸ

日常を探検に変える トリスタン・グーリー／著 東京：紀伊國屋書店 290.9

日本の極上ホテル　2016 東京：ゴマブックス 291

ほんとうは怖い京都の地名散歩 浅井　建爾／著 京都：PHP研究所 291.6

おとなの奈良絶景を旅する 堀内　昭彦／写真 京都：淡交社 291.6

<政治・法律・経済・教育>

シンガポールを知るための65章 田村　慶子／編著 東京：明石書店 302.2

偏向ざんまい 阿比留　瑠比／著 東京：産経新聞出版 304

戦後政治を終わらせる 白井　聡／著 東京：NHK出版 312.1

ヨーロッパ・コーリング ブレイディみかこ／著 東京：岩波書店 312.3

トランプ大統領とアメリカの真実 副島　隆彦／著 東京：日本文芸社 312.5

帝国議会と日本人 小島　英俊／[著] 東京：祥伝社 314.1

「野党」論 吉田　徹／著 東京：筑摩書房 315

消防・防災と危機管理 瀧澤　忠徳／著 東京：近代消防社 317.7

わかりやすい遺言書の書き方 大竹　夏夫／著 東京：週刊住宅新聞社 324.7

事件は帳簿で起きている 前川　修満／著 東京：ベストセラーズ 336.9

税金考 日本経済新聞社／編 東京：日本経済新聞出版社 345.1

「めんどうくさい人」の接し方、かわし方 立川　談慶／著 東京：PHP研究所 361.4

ドキュメント水平をもとめて 鎌田　慧／著 大阪：解放出版社 361.8

20代のリアル転職読本 鈴木　康弘／著 [東京]：翔泳社 366.2

ノンママという生き方 香山　リカ／著 東京：幻冬舎 367.2

50歳から始める「安心老後」準備大全 [東京]：日経BP社 367.7

才能の見つけ方 天才の育て方 石角　友愛／著 東京：文藝春秋 371.5
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>

なぜ「教えない授業」が学力を伸ばすのか 山本　崇雄／著 [東京]：日経BP社 375.1

自分で考える子になる「こども手帳術」 星野　けいこ／著 東京：日本実業出版社 379.9

宮本常一日本の人生行事 宮本　常一／著 東京：八坂書房 385

世界にひとつだけ。ドラマチック・ウェディングの叶え方 是安　由香／著 東京：集英社 385.4

七夕の紙衣と人形 石沢　誠司／著 京都：ナカニシヤ出版 386.1

ときめく妖怪図鑑 門賀　美央子／文 東京：山と溪谷社 388.1

「地勢」で読み解く太平洋戦争の謎 三野　正洋／著 東京：PHP研究所 391.2

<自然科学・数学・生物学・医学>

気象予報士・予報官になるには 金子　大輔／著 東京：ぺりかん社 451.2

ザ・パーフェクト 土屋　健／執筆 東京：誠文堂新光社 457.8

はつみみ植物園 西畠　清順／文 東京：東京書籍 470.4

こんなところにいたの? 林　良博／監修 東京：誠文堂新光社 481.7

昆虫は最強の生物である スコット・リチャード・ショー／著 東京：河出書房新社 486.1

100歳まで歩ける!「体芯力」体操 鈴木　亮司／著 東京：青春出版社 493.1

本当は怖い「低血圧」 永田　勝太郎／著 東京：秀和システム 493.2

骨粗鬆症 宮腰　尚久／著 京都：ミネルヴァ書房 493.6

認知症の食事ケア ともに笑顔の毎日ごはん 山口　晴保／監修 東京：主婦と生活社 493.7

おひとりさまでも最期まで在宅 中澤　まゆみ／著 東京：築地書館 498

<技術・工学・建築・工業>

最新研究で読む地球環境と人類史 石　弘之／著 東京：洋泉社 519.2

京都の意匠(デザイン) 吉岡　幸雄／著 京都：紫紅社 521

ハンドブック日本の城 中井　均／著 東京：山川出版社 521.8

暮らしやすい「間取り」づくりのヒント 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 527.1

マンションリノベーションの基本 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 527.8

ロープウエイ探訪 松本　晋一／著 東京：グラフィック社 536.7

もう一度バイクに乗ろう! 西尾　淳／著 東京：技術評論社 537.9

紙さまの話 大平　一枝／著 東京：誠文堂新光社 585.7

玲子さんのおしゃれクロゼット 西村　玲子／著 東京：ポプラ社 589.2

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

フルオートでしか洗濯できない人の男の家事 五藤　隆介／著 東京：秀和システム 590

老後のお金備えの正解 有山　典子／著 東京：朝日新聞出版 591

タッセルのアクセサリーと小もの 岩崎　晶乃／著 東京：日本ヴォーグ社 594.4

宝石みたいなてまりとくらしの小物 寺島　綾子／著 東京：日本文芸社 594.9

Hair Arrange Lesson Book 溝口　和也／著 東京：パルコエンタテインメント事業部 595.4

ピーナッツバターの本 HAPPY NUTS DAY／著 東京：誠文堂新光社 596

腸がよろこぶ料理 たなか　れいこ／著 東京：リトルモア 596

部活弁当 山口　美佐／著 東京：地球丸 596.4

クラウドブレッド 吉川　文子／監修 東京：朝日新聞出版 596.6

ラクする台所 一田　憲子／著 東京：マイナビ出版 596.9

ママの涙 くわばた　りえ／著 東京：主婦の友社 599
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

テラリウム・デコ フロール・パリクス／著 東京：グラフィック社 627.9

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>

素手のふるまい 鷲田　清一／著 東京：朝日新聞出版 704

浮世絵でみる!お化け図鑑 中右　瑛／監修 東京：パイインターナショナル 721.8

ねないこはわたし せな　けいこ／作・絵 東京：文藝春秋 726.6

ねこ切り絵 高木　亮／著 東京：誠文堂新光社 726.9

字を書く女 酒井　順子／著 東京：芸術新聞社 728

消しゴムはんこで世界旅行 深沢　紅爐／著 東京：日貿出版社 736

太陽の肖像 奈良原　一高／著 東京：白水社 740.2

残したい日本の手仕事 久野　恵一／[著] 東京：枻出版社 750.2

レジンでつくる鉱物雑貨 結晶堂／著 東京：グラフィック社 751.9

レゴでつくろう世界の名建築 トム・アルフィン／著 東京：エクスナレッジ 759

懐かしの名歌・日本の唱歌 成美堂出版編集部／編 東京：成美堂出版 767.8

「時代映画」の誕生 岩本　憲児／著 東京：吉川弘文館 778.2

上方漫才黄金時代 戸田　学／著 東京：岩波書店 779.1

楕円球は努力をした者の方へ転がる 講談社／編 東京：講談社 783.4

蒼い炎　2 羽生　結弦／著 東京：扶桑社 784.6

チンピラちゃうねん、教師やねん。 三輪　光／著 東京：幻冬舎 789.2

井山裕太七冠達成への道 井山　裕太／著 東京：日本棋院 795

「次の一手」で覚える将棋基本手筋コレクション432 将棋世界／編 東京：日本将棋連盟 796

<言　語>

字幕屋の気になる日本語 太田　直子／著 東京：新日本出版社 810.4

<日本文学　小説など>

物語のある風景 MdN編集部／編 東京：エムディエヌコーポレーション 902

山岸外史から小林勇への手紙 小林　勇／編著 東京：ブレーン 910.2

寂しさが歌の源だから 馬場　あき子／著 東京：角川文化振興財団 911.1

夏井いつきの超カンタン!俳句塾 夏井　いつき／著 東京：世界文化社 911.3

ゴーゴーボーイズ ゴーゴーヘブン 松尾　スズキ／著 東京：白水社 912.6

落陽 朝井　まかて／著 東京：祥伝社 F ｱｻ

山の霊異記 安曇　潤平／著 東京：KADOKAWA F ｱｽﾞ

玉依姫 阿部　智里／著 東京：文藝春秋 F ｱﾍﾞ

ダイエット物語…ただし猫 新井　素子／著 東京：中央公論新社 F ｱﾗ

アンマーとぼくら 有川　浩／著 東京：講談社 F ｱﾘ

海の家族 石原　慎太郎／著 東京：文藝春秋 F ｲｼ

歌姫メイの秘密 伊藤　たかみ／著 東京：講談社 F ｲﾄ

酔狂市街戦 戌井　昭人／著 東京：扶桑社 F ｲﾇ

夏の方舟 海猫沢　めろん／著 東京：KADOKAWA F ｳﾐ

祐介 尾崎　世界観／著 東京：文藝春秋 F ｵｻﾞ

アリス殺人事件 有栖川　有栖／著 東京：河出書房新社 F ｶﾜ

このあたりの人たち 川上　弘美／著 東京：スイッチ・パブリッシング F ｶﾜ
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<日本文学　小説など>

出没地帯 川奈　まり子／著 東京：河出書房新社 F ｶﾜ

青い海の宇宙港　春夏篇 川端　裕人／著 東京：早川書房 F ｶﾜ

こはだの鮓 北原　亞以子／著 東京：PHP研究所 F ｷﾀ

少女ABCDEFGHIJKLMN 最果　タヒ／著 東京：河出書房新社 F ｻｲ

ビリジアン 柴崎　友香／著 東京：河出書房新社 F ｼﾊﾞ

小説家の姉と 小路　幸也／著 東京：宝島社 F ｼﾖ

妖気の山路 鈴木　英治／著 東京：徳間書店 F ｽｽﾞ

神の時空(とき)　[7] 高田　崇史／著 東京：講談社 F ﾀｶ

大沼ワルツ 谷村　志穂／著 東京：小学館 F ﾀﾆ

ブッポウソウは忘れない 鳥飼　否宇／著 東京：ポプラ社 F ﾄﾘ

偶然屋 七尾　与史／著 東京：小学館 F ﾅﾅ

十津川警部日本周遊殺人事件 西村　京太郎／[著] 東京：徳間書店 F ﾆｼ

おおあたり 畠中　恵／著 東京：新潮社 F ﾊﾀ

津軽双花 葉室　麟／著 東京：講談社 F ﾊﾑ

中島ハルコはまだ懲りてない! 林　真理子／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾔ

行方 春口　裕子／著 東京：双葉社 F ﾊﾙ

ヤギより上、猿より下 平山　夢明／著 東京：文藝春秋 F ﾋﾗ

ナゴヤドームで待ちあわせ 太田　忠司／著 東京：ポプラ社 F ﾎﾟﾌﾟ

英雄の条件 本城　雅人／著 東京：新潮社 F ﾎﾝ

月刊「小説」 松波　太郎／著 東京：河出書房新社 F ﾏﾂ

すごろく巡礼 松崎　有理／著 東京：光文社 F ﾏﾂ

私が失敗した理由は 真梨　幸子／著 東京：講談社 F ﾏﾘ

スタフ 道尾　秀介／著 東京：文藝春秋 F ﾐﾁ

松本城、起つ 六冬　和生／著 東京：早川書房 F ﾑﾄ

再会 諸田　玲子／著 東京：文藝春秋 F ﾓﾛ

美しい距離 山崎　ナオコーラ／著 東京：文藝春秋 F ﾔﾏ

恋するハンバーグ 山口　恵以子／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾔﾏ

治部の礎 吉川　永青／著 東京：講談社 F ﾖｼ

海上自衛隊邦人救出作戦! 渡邉　直／著 東京：潮書房光人社 F ﾜﾀ

自然が答えを持っている 大村　智／著 東京：潮出版社 E ｵｵ

週末介護 岸本　葉子／著 東京：晶文社 E ｷｼ

消えるコトバ・消えないコトバ 外山　滋比古／著 東京：PHP研究所 E ﾄﾔ

彼女の家出 平松　洋子／著 東京：文化学園文化出版局 E ﾋﾗ

昭和の親が教えてくれたこと 森　まゆみ／著 東京：大和書房 E ﾓﾘ

トランボ ブルース・クック／著 東京：世界文化社 932 ｸﾂ

灯火管制 アントニー・ギルバート／著 東京：論創社 933 ｷﾞﾙ

人生の真実 グレアム・ジョイス／[著] 東京：東京創元社 933 ｼﾞﾖ

あなたの自伝、お書きします ミュリエル・スパーク／著 東京：河出書房新社 933 ｽﾊﾟ

あたらしい名前 ノヴァイオレット・ブラワヨ／著 東京：早川書房 933 ﾌﾞﾗ

彼女のひたむきな12カ月 アンヌ・ヴィアゼムスキー／著 [東京]：DU BOOKS 953 ｳｲ

※「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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