
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

「百学連環」を読む 山本　貴光／著 東京：三省堂 002 

<インターネット>の次に来るもの ケヴィン・ケリー／著 東京：NHK出版 007.3 

もじのみほん アイデア編集部／編 東京：誠文堂新光社 007.6 

図書館ノート 山口　真也／著 [東京]：教育史料出版会 010.1 

移動図書館ひまわり号 前川　恒雄／著 武蔵野：夏葉社 016.2 

世界の本屋さん図鑑 能勢　仁／著 市川：出版メディアパル 024 

<哲学・思想・心理学・宗教>

実践・論語塾 安岡　定子／著 東京：ポプラ社 123.8 

ヤバい心理学 神岡　真司／監修 東京：日本文芸社 140.4 

超一流になるのは才能か努力か? アンダース・エリクソン／著 東京：文藝春秋 141.1 

世界幸福度ランキング上位13カ国を旅してわかったこと マイケ・ファン・デン・ボーム／著 東京：集英社インターナショナル 151.6 

となりのイスラム 内藤　正典／著 東京：ミシマ社 167 

超訳空海 苫米地　英人／著 東京：PHP研究所 188.5 

<歴史・地理・伝記・紀行>

逆説の日本史　22 井沢　元彦／著 東京：小学館 210 

文学で読む日本の歴史　中世社会篇 五味　文彦／著 東京：山川出版社 210.1 

「戦争」を語る 立花　隆／著 東京：文藝春秋 210.7 

帝都東京を中国革命で歩く 譚　【ロ】美／著 東京：白水社 213.6 

朝鮮現代史 糟谷　憲一／著 東京：山川出版社 221 

ヒトラーの娘たち ウェンディ・ロワー／著 東京：明石書店 234 

読ませる自分史の書き方 工藤　美代子／著 東京：幻冬舎 280.7 

検証天皇陵 外池　昇／著 東京：山川出版社 288.4 

人間の旬 大村　智／著 東京：毎日新聞出版 289 ｵｵ

孫文 深町　英夫／著 東京：岩波書店 289 ｿﾝ

堤清二 罪と業 児玉　博／著 東京：文藝春秋 289 ﾂﾂ

花森安治と『暮しの手帖』 山田　俊幸／編著 東京：小学館 289 ﾊﾅ

命の尊さについてぼくが思うこと 山田　倫太郎／著 東京：KADOKAWA 289 ﾔﾏ

ブラタモリ　1 ・ 2 NHK「ブラタモリ」制作班／監修 東京：KADOKAWA 291 

ニッポン島遺産 斎藤　潤／著 東京：実業之日本社 291 

東京グローバル散歩 東京グローバル散歩編集委員会／編著 東京：山川出版社 291.3 

古代出雲を歩く 平野　芳英／著 東京：岩波書店 291.7 

ロベルトからの手紙 内田　洋子／著 東京：文藝春秋 293.7 

南極大陸完全旅行ガイド 東京：ダイヤモンド・ビッグ社 297.9 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>

池上彰のニュースそうだったのか!!　3 池上　彰／著 東京：SBクリエイティブ 304 

言ってはいけない 橘　玲／著 東京：新潮社 304 

秘密解除ロッキード事件 奥山　俊宏／著 東京：岩波書店 312.1 

田中角栄の「経営術教科書」 小林　吉弥／著 東京：主婦の友社 312.1 

図解でよくわかる地政学のきほん 荒巻　豊志／監修 東京：誠文堂新光社 312.9 

地域創生成功の方程式 木村　俊昭／著 東京：ぎょうせい 318.6 

ヒロシマに来た大統領 朝日新聞取材班／著 東京：筑摩書房 319.8 

長崎奉行の歴史 木村　直樹／著 東京：KADOKAWA 322.1 

君は憲法第8章を読んだか 大前　研一／著 東京：小学館 323.1 

図解経済学入門 高橋　洋一／著 東京：あさ出版 331 

トヨタの失敗学 OJTソリューションズ／著 東京：KADOKAWA 336.2 

内部監査の基本 川村　眞一／著 東京：同文舘出版 336.8 

両親の送り方 宮子　あずさ／著 東京：さくら舎 367.7 

海賊船ハンター ロバート・カーソン／著 東京：青土社 368.5 

もしもごはん 今泉　マユ子／著 東京：清流出版 369.3 

給食・食育で子どもが変わる 新村　洋史／編著 東京：新日本出版社 374.9 

ふじようちえんのひみつ 加藤　積一／著 東京：小学館 376.1 

21世紀を生きる力 木村　泰子／著 東京：水王舎 376.2 

なぜ日本の大学には工学部が多いのか 功刀　滋／著 東京：講談社 377.2 

発達障害の子の脳を育てる忍者遊び 柳澤　弘樹／監修 東京：講談社 378 

子どもの心の育てかた 佐々木　正美／著 東京：河出書房新社 379.9 

軍装・服飾史カラー図鑑 辻元　よしふみ／著 東京：イカロス出版 383.1 

昆虫を食べる! 水野　壮／監修 東京：洋泉社 383.8 

葬儀とお墓の「新常識」 醍醐　武明／編著 東京：徳間書店 385.6 

<自然科学・数学・生物学・医学>

プログラムで愉しむ数理パズル 伊庭　斉志／著 東京：コロナ社 410.7 

人類の未来と地球科学 井田　喜明／著 東京：岩波書店 450 

体感!海底凸凹地図 加藤　義久／監修 東京：技術評論社 452.8 

絵でわかるカンブリア爆発 更科　功／著 東京：講談社 457.8 

となりの生物多様性 宮下　直／著 東京：工作舎 468 

進化くん マラ・グランバム／著 東京：飛鳥新社 480.4 

サイボーグ化する動物たち エミリー・アンテス／著 東京：白揚社 481.3 

動物言語の秘密 ベニュス／著 東京：西村書店 481.7 

ときめく貝殻図鑑 寺本　沙也加／文 東京：山と溪谷社 484 

鳴く虫ハンドブック 奥山　風太郎／著 東京：文一総合出版 486.4 

カラスと京都 松原　始／著 東京：旅するミシン店 488.9 

世界の美しい野生ネコ フィオナ・サンクイスト／著 東京：エクスナレッジ 489.5 

生命の閃光 フランシス・アッシュクロフト／著 東京：東京書籍 491.3 

体と体質の科学 東京：ニュートンプレス 491.3 

よくわかる便秘と腸の基本としくみ 坂井　正宙／著 東京：秀和システム 493.4 

頭痛女子バイブル 五十嵐　久佳／監修 東京：世界文化社 493.7 

歯医者に聞きたい顎関節症がわかる本 島田　淳／著 東京：口腔保健協会 497.3 

一流の睡眠 裴　英洙／著 東京：ダイヤモンド社 498.3 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<技術・工学・建築・工業>

クラフツマン リチャード・セネット／著 東京：筑摩書房 502 

作る!超リアルなジオラマ 情景師アラーキー／著 東京：誠文堂新光社 507.9 

事件に学ぶ廃棄物処理法 堀口　昌澄／編著 [東京]：日経BP社 519.7 

世界の美しいモスク 深見　奈緒子／文・監修 東京：エクスナレッジ 522.7 

海外ドラマの間取りとインテリア 小野　まどか／著 東京：エクスナレッジ 527.1 

トコトンやさしい蒸気の本 勝呂　幸男／著 東京：日刊工業新聞社 533.3 

747ジャンボ物語 杉江　弘／著 東京：JTBパブリッシング 538.6 

プルートピア ケイト・ブラウン／著 東京：講談社 539.9 

電子回路が一番わかる 清水　暁生／著 東京：技術評論社 549.3 

The WINE マデリン・パケット／著 東京：日本文芸社 588.5 

一流はなぜ「シューズ」にこだわるのか 三村　仁司／著 東京：青春出版社 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

シンプル生活55のヒント みしぇる／著 東京：SBクリエイティブ 590 

0〜4歳遊んで学べる手作りの知育おもちゃ 東京：ブティック社 594 

nico…'sヘア・アレンジ・レッスン 溝口　和也／著 東京：グラフィック社 595.4 

MORNING TABLE 山崎　佳／著 東京：ジュウ・ドゥ・ポゥム 596 

パワーサラダ 平岡　淳子／監修 東京：辰巳出版 596.3 

冷たいデザートの本 下迫　綾美／[著] 東京：枻出版社 596.6 

心地よく暮らすインテリアの小さなアイデア109 下田　結花／著 東京：講談社 597 

重曹でナチュラルベビーケア 岩尾　明子／著 東京：主婦の友社 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

オレンジの歴史 クラリッサ・ハイマン／著 東京：原書房 625.3 

いちばんよくわかる超図解土と肥料入門 加藤　哲郎／監修 東京：家の光協会 626.1 

苔の本 大野　好弘／著 東京：グラフィス 627.8 

イヌの看取りガイド 小林　豊和／監修 東京：エクスナレッジ 645.6 

はじめてのカブトムシ飼育BOOK 哀川　翔／監修 [東京]：ブックマン社 646.9 

山のきもち 山本　悟／著 東京：東京農業大学出版会 652.1 

きのこ ミリアム・ブラン／著 東京：グラフィック社 657.8 

“カタチ”から入るビジネス英会話 児玉　教仁／著 東京：ダイヤモンド社 670.9 

超分類!キャッチコピーの表現辞典 森山　晋平／編 東京：誠文堂新光社 674 

交通事故と保険の基礎知識 白石　悟史／監修・著 東京：自由国民社 681.3 

旅とオーガニックと幸せと 星野　紀代子／著 東京：コモンズ 689.4 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>

戦争と浮世絵 太田記念美術館／監修 東京：洋泉社 721.8 

少年の名はジルベール 竹宮　惠子／著 東京：小学館 726.1 

五味太郎絵本図録 五味　太郎／著 京都：青幻舎 726.6 

江戸文字 日向　数夫／編 東京：グラフィック社 727.8 

星野道夫 風の行方を追って 湯川　豊／著 東京：新潮社 740.2 

世界のきらめくステンドグラス グラフィック社編集部／編 東京：グラフィック社 751.5 

和の風合いを楽しむ飾り折り紙 小宮　はじめ／著 東京：ブティック社 754.9 
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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>

かんたんおしゃれな実用雑貨折り紙 折居　和美／監修 東京：ブティック社 754.9 

久石譲音楽する日乗 久石　譲／著 東京：小学館 760.4 

鉱山(ヤマ)のビッグバンド 小田　豊二／著 東京：白水社 764.7 

文楽の男 吉田　玉男／著 京都：淡交社 777.1 

文楽の女 吉田　簑助／著 京都：淡交社 777.1 

とと姉ちゃん　Part2 西田　征史／作 東京：NHK出版 778.8 

子どもに作ってあげたい最新版スポーツめし 新生　暁子／[監修] 東京：枻出版社 780.1 

パラリンピックの楽しみ方 藤田　紀昭／著 東京：小学館 780.6 

カヌー&カヤックを楽しむ 内田　正洋／監修 東京：地球丸 785.5 

自然と暮らすスタイルブック 東京：マガジンハウス 786 

強く、潔く。 吉田　沙保里／著 東京：KADOKAWA 788.2 

茶の湯ブンガク講座 石塚　修／著 京都：淡交社 791 

<言　語>

「接続詞」の技術 石黒　圭／著 東京：実務教育出版 816 

天国ポスト 寺井　広樹／著 東京：トランスワールドジャパン 816.8 

最初のひとことがすっと言える!英会話 デイビッド・セイン／著 東京：青春出版社 837.8 

<日本文学　小説など>

少年少女のための文学全集があったころ 松村　由利子／著 京都：人文書院 909.3 

装いの王朝文化 川村　裕子／著 東京：KADOKAWA 910.2 

北杜夫 東京：河出書房新社 910.2 

賢治 詩の世界へ 三上　満／著 東京：新日本出版社 911.5 

不機嫌な作詞家 三田　完／著 東京：文藝春秋 911.6 

週刊誌記者近松門左衛門 小野　幸惠／著 東京：文藝春秋 912.4 

ゆとりですがなにか 宮藤　官九郎／著 東京：KADOKAWA 912.7 

ぐーたら女の成功術 中園　ミホ／著 東京：文藝春秋 912.7 

旅の食卓 池内　紀／著 東京：亜紀書房 915 ｲｹ

月蟲 内池　久貴／著 東京：主婦の友社 F ｳﾁ

COLORS カスヤ　ナガト／著 東京：講談社 F ｶｽ

四十代の同窓会 加藤　咲子／著 東京：東洋出版 F ｶﾄ

たてもの怪談 加門　七海／著 東京：エクスナレッジ F ｶﾓ

妻籠め 佐藤　洋二郎／著 東京：小学館 F ｻﾄ

小説の家 柴崎　友香／著 東京：新潮社 F ｼﾝ

水の都黄金の国 三木　笙子／著 東京：講談社 F ﾐｷ

図書館ホスピタル 三萩　せんや／著 東京：河出書房新社 F ﾐﾊ

チェンジ・ザ・ネーム アンナ・カヴァン／著 東京：文遊社 933 ｶｳﾞ

キッド ダン・サヴェージ／[著] 東京：みすず書房 936 ｻｳﾞ

※「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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