
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識◁学問◁情報科学>

痝癮一冊𤹪全部わ㽷矞祲箐磾穵癮基本 林璈邊之／著 東京：Sッ祲箛礐磹穟磦𥫤 007.3 

朸彬𤹪瘨痀矞本癮空間 藤〉和子磕穪箛礐／著 東京：彰国社 012.9 

知的ジ書癮技術 渡部璈軆一／著 東京：竌秖窬䅈社 019 

13沢銈跳籗装幀癮仕宙 13沢璈銈跳／[作] 東京：里文出7 022.5 

本人遺産 南璈伸坊／著 東京：文藝春秋 049 

皧㿉疰優痮い博物館 広瀬璈浩忠郎／編著 東京：青弓社 069 

<哲学◁思想◁心理学◁宗教>

人間㿉実斂 九鬼璈周造／著 東京：岩波書店 121.6 

自便𤹪皕気瘼㽷𤺋い𤩍禴禴箼癮盲点 《谷璈裕忠／著 東京：講談社 141.5 

足う瞢𤺋い い瘜癮璈さ疢瞤／著 東京：世界文化社 148.1 

ゲス遁癮君へ贈矞言葉 顰沢璈幸邊／[著] 東京：講談社 159.7 

日本ə霊山 㿉瞟瘛璈時／著 東京：山㿉溪谷社 163.1 

日本癮ほ㿉痏さ𥆩癉甘え矞 大〉璈燐秀／文 東京：東邦出7 186.8 

<歴史◁地理◁伝記◁紀行>

一気癉わ㽷矞世界史 秋ゅ璈総一郎／著 東京：日本実業出7社 209 

城館調査癮手引疷 中衷璈均／著 東京：山川出7社 210.4 

船場大阪砅語瞤瘨痆 前川璈佳子／構成籗文 大阪：和泉書院 216.3 

窾䈎筿箐癮肘彩 山ゅ璈勝久／著 東京：邊山閣 227.5 

箵篖𥞩疰撮瞢え瘓ゲズ世紀英国 海野璈弘／[ほ㽷]著 東京：山川出7社 233 

城主癉𤺋瘥瘓女ァ衷伊直虎 梓澤璈要／著 東京：ハドK出7 コスズァ蕡蕡

人皕𤺋瘏星砅見琢痓矞癮㽷 高橋璈真理子／著 東京：新日本出7社 コスズァ薼蕽

図シ英国窂种𥮲窂䈎籗穪箐䅈穪 小野璈𥆩瞤／著 東京：河出書胖新社 293.3 

<政治◁法律◁経済◁教育>

日本覚醒 禡篖穪籗祧䈎窹籞穪／著 東京：宝島社 302.1 

祘䈎𥫤箵磹䅈 根衷璈邊弘／著 東京：ɔ水社 331.2 

通貨癮日本史 高木璈久史／著 東京：中央苗論新社 337.2 

日本文化入門 隴垣璈俊一／著 東京：武蔵野書院 361.5 

丸娩瞤癉さ矟瘓女瘓瘜 藤森璈晶子／著 東京：岩波書店 367.2 

花㿉銃弾 向谷璈匡史／著 東京：青志社 368.5 

痝痝𥆩𤹪変わ瘥瘓日本史教科書 高橋璈秀樹／著 東京：燐川弘文館 375.3 

ケ遁児㽷瞢ザ遁児ァ行動癮意味㿉㾮癮対応 超衷璈和子／著 東京：小学館 376.1 

東大VS京大 橘木璈俊詔／[著] 東京：祥伝社 377.2 

食癮地図 帝国書院編邊部／著 東京：帝国書院 383.8 

〉戸癮窾䅈䇦籞穪 顱ゅ璈純／著 東京：燐川弘文館 384.3 

瘃痆癉役立瘨ゴシシ日記念日宙斌 盆瀬璈清志／著 大阪：創匹社 386.9 

幽霊ァ近世都市疰生䀹出痮瘓化物 高岡璈弘幸／著 東京：燐川弘文館 388.1 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<自然科学◁数学◁生物学◁医学>

肘㿉電磁気ァ竴碻箐穧籞㿉䇳祲䅈磾𥖧䈎疰考え瘓痝㿉 小山璈慶徂／著 東京：講談社 427 

夢癮新礐窬䈎祧籞瓖人工肘淋成瓘㿉皕何㽷 肘化学誘会／編 東京：講談社 431.5 

星痀瘘瘓瘜癮記憶 橘璈省吾／著 東京：岩波書店 440.1 

瞟痀わ㽷矞気象学 中島璈俊彿／著 東京：窂穙䇮社 451 

気候変動𤹪ジ𥇥地球史 水野璈一晴／著 東京：ハドK出7 451.8 

竌秖筦磕䈎𤹪わ㽷矞細胞癮世界 秖筹穖祲籗稸筹箼窂籞／著 東京：東京書籍 463 

生㽷瞢死へ𤩍死㽷瞢生へ 笽䈎篖穵籗䆴磹篖箛穖稸／著 京都：化学輪人 468 

瘛㽷瞢躰虫皕面ɔい 丸山璈宗利／著 東京：東京書籍 486 

膠原病疰瞟痀わ㽷矞最新治療㿉正痮い知識 橋本璈博史／監修 東京：日東書院本社 493.1 

首癮痛䀹㿉肩痝瞤皕自便𤹪治瘇矞 武藤璈邊英／著 東京：主婦癮友社 493.6 

口腔禡磕𤹪疰砉治療皕禕穖㿉楽癉𤺋矞 ə淋草璈健圭志／監修 東京：講談社 494.5 

生殖医療癮衝撃 石原璈理／著 東京：講談社 495.4 

瘓瘥瘓ゲ日𤹪目疰瞟痀𤺋矞視力回復法 中川璈和宏／著 東京：パドパ研究脉 496.4 

瓖足裏癮䁘疰䀹瓘砅㿉矟ば睼瘇瞢矟矞ア 燐ゅ璈佳代／著 東京：青春出7社 498.3 

痝う睼豆腐&粉豆腐𤹪健康籗長生疷箵种竨 小山璈鐚希／著籗箵种竨監修 東京：日東書院本社 498.5 

<技術◁工学◁建築◁工業>

環境㿉経済疰𥆩わ矞𤩍森癮国穵磹穙 森璈𥆩䁘䀹／著 東京：晶文社 501.6 

𥆩瘜瘼痀瞤癮仕宙祘磹穵𥫤穖祲 饗庭璈伸／編著 京都：学12出7社 518.8 

小さ𤺋建築 富ゅ璈玲子／[著] 東京：䀹瘃瘘書胖 520.4 

稛ワ籞 津川璈康邊／著 京都：筿窬䈎篚碻書胖 523.1 

何度𤹪睘行疷瘓い世界癮穪磹箵 箼篖箛籞籗𥫣箐窬穖穪／編 東京：河出書胖新社 528.1 

秌籗会社改造 濯霤璈匡／著 東京：日本経済新聞出7社 530.6 

穪禴穪篖睼さ痮い電気自動車癮本 廣ゅ璈幸嗣／著 東京：日刊工業新聞社 537.2 

一瞬𤹪墓断瘃矞力 若ゅ璈肘一／著 東京：日本実業出7社 538.9 

水力発電疰日本砅救う 竹闌璈苗徂郎／著 東京：東洋経済新報社 543.3 

漂流 角幡璈唯跳／著 東京：新潮社 557.8 

シケ代𤩍ジケ代癮磕磹穟筁慕着痝𤺋痮箵种竨 佐藤璈恵子／[著] 東京：𥫤穟磦穖祲社 589.2

㾮癮靴𤩍痛痀𤺋い𤹪瘃㽷? 西闌璈泰紀／著 東京：飛鳥新社 589.2 

<生活科学◁衣服◁美容◁料理◁育児>

搆日癮痝㿉瘛㽷瞢璒ジ便目痀瞢い疰瘜瞚う癁いい 後藤璈ょ紀子／著 京都：パドパ研究脉 590 

型紙い瞢瘘癮着物箛䇮磹祲ァ皕疢瞤睘癮 隰託璈純子／著 東京：河出書胖新社 593.3 

託ゅ直子磕穪箛礐 託ゅ璈直子／著 東京：日本篚礛籞禕社 594 

使え矞動物癮あ䀹睘癮 minao／著 東京：日東書院本社 594.3 

身近𤺋素闍砅使瘥瘓祊箐籞𤹪楽痮𥇥瘨𥆩䀹細工 武蔵野：磕穖𥫣䈎筿篖穙 594.6

男𥇍痮入門 盆藤璈和子／著 東京：講談社 596 

あ瞤疰㿉うア料理琢手癮㿉睘瘛瘜箵种竨 高橋璈䀹癁瞤／著 東京：䇳祘秖篖䆴磾䅈 596 

霙実酒籗霙実酢籗秖筹筁籗种箼穖𥫣 ワ稛窂笽璈䇳䄅／著 東京：朸癮肘誘会 596.3 

料理好疷癮う瘨わ㿉6瘼痏 人㿉う瘨わ編邊部／著 東京：河出書胖新社 596.9 

捨瘳瞢矟瘘癉い矞不要品癮瓖捨瘳癁疷瓘疰わ㽷矞本 中山璈真ょ美／著 東京：扶桑社 597.5 

育秖籞秖疰睼瘥瘳痀矞 菅谷璈洋司／著 大阪：東方出7 599 

祲箛穪筕癮大人睘疢い痮い離乳食 栗原璈友／著 東京：扶桑社 599.3 

㿗砉㿗痝禴穪箐 中野璈日出美／著 東京：学研𥫣箐䅈 599.4 
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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>

農𤹪ゲコケケ万付ア 西ゅ璈栄喜／著 東京：䅣磹筤筕篖穵社 611.7 

鳥獣害 祖ゅ璈修／著 東京：岩波書店 615.8 

窂穖穙癮頓史 禡篖籗磕䈎窹籞箐／著 東京：原書胖 625.7 

鐚機野菜癮育瘳方ゲケケ選 高堂璈敏治／著 東京：滋慶出7璈瘨瘜睼書店 626.9 

瞟痀わ㽷矞盆栽 山ゅ璈香織／著 東京：窂穙䇮社 627.8 

森癮瘓㽷瞢睘癮探検帳 飯ゅ璈猛／著 東京：世界文化社 653.1 

皕痱𥇍瘳癮無料窬穖穪种𥮲穖𥫣作瞤 日向璈凛／著 東京：秀和种䅈穟筁 673.3 

か中華㿉皕𤺋砉瘛 か中華探検隊／著 [東京]：立東舎 673.9 

物流疰瞟〜痀わ㽷矞本 木闌璈徹／著 東京：秀和种䅈穟筁 675.4 

鉄道博物館ジ本 洋泉社編邊部／編 東京：洋泉社 686 

発掘ア明治初頭癮列車時刻 曽ゅ璈英彿／著 東京：交通新聞社 686.2 

檞隣籗地隣不一致癮宙斌 浅衷璈建爾／著 東京：東京堂出7 686.5 

<芸術◁音楽◁工芸◁スポ▷ツ◁娯楽>

戦争㿉政治癮時代砅耐え瘓人皨㿉 ゅ辺璈徹／著 東京：藤原書店 704 

睘瘥㿉知瞤瘓い䇳穟磦䅈 徃野璈知香／著 東京：東京美術 723.3 

鳥砅描痀 水墨き塾編邊部／編 東京：誠文堂新肘社 724.1 

慕冊怪ァ追悼籗水木痮痓矞世界妖怪誘会全仕宙 水木璈痮痓矞／著 東京：KヂヅバKヂWヂ 726.1 

磕䈎竴礛篖䅈籗筿筦种筹癮世界 磕䈎竴礛篖䅈籗筿筦种筹／[き] 東京：窾磹磹篖稛籞窂种𥮲窂䈎 726.5 

竨籞稛籞箐竌穖穪癮世界へ 河野璈芳英／著 東京：河出書胖新社 726.6 

㿉瞤烝癮䁘矞文數烝賀状 宇ゅ川璈一美／著 東京：誠文堂新肘社 728 

星野道彿 星野璈直子／監修 東京：烋凡社 740.2 

䅏箼㽷瞢学盉工場夜景写真術 岩崎璈拓哉／著 東京：磕䅈笪祲穪 743.5 

日本癮城 山託璈茂樹／著 京都：青菁社 748 

疢瞤疰䀹𤹪䆴箼磾磦篖 日本折紙誘会／編邊 東京：日本折紙誘会 754.9 

稊磾䈎籗䇳磹窊篖禕 䅣窊礐䈎籗箐𥧔ワ／[著] 東京：䀹瘃瘘書胖 764.7 

忠世 尾崎璈裕哉／著 東京：新潮社 767.8 

永錨輔癮伝言 永璈錨輔／[著] 東京：邊英社 770.4 

鬼才虫社英邊癮生涯 春日璈徂一／著 東京：文藝春秋 778.2 

宮崎駿癮瓖半径ゴケケ䇮籞穪䈎瓘㿉瓫風立瘜癕𤭖 荻原璈真／著 東京：国書刊行会 778.7 

窾箐䅈䇦籞穙䈎籞䈎𥫤穖祲 陶山璈哲彿／監修 東京：清水書院 780.3 

裕球王水谷隼癮勝利癮法則 水谷璈隼／著 東京：裕球王国 783.6 

っ子園砅目指瘇ア進学校野球部癮飽痀𤺋疷挑戦 稛磹筁箛籞編邊部／編 東京：辰巳出7 783.7 

競馬癮世界史 本闌璈凌忠／著 東京：中央苗論新社 788.5 

瞟痀わ㽷矞麻雀癮勝瘜方 烋澤璈匹気／著 東京：䇳磹窂竌出7 797.5 

現代禩籞筁全史 中川璈大地／著 東京：早川書胖 798.5 

<言　語>

言語起源論 䈎稊籞／著 東京：岩波書店 801 

笑え矞日本語辞斌 Kヂトヂノナ&ツo.／著 東京：講談社 810.4 

睼さ痮い日本語 庵璈凡邊／著 東京：岩波書店 810.7 

痝㿉ば癮地理学 大西璈拓一郎／著 東京：大修館書店 818 

<日本文学　小説睢閻>

大人癉贈矞子癁睘癮文学 猪熊璈葉子／著 東京：岩波書店 ズケズ.ゴァ蕡蘀
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<日本文学　小説睢閻>

茨木癮瞤子 東京：河出書胖新社 ズゲゲ.ザァ蕽蚳

〉戸小咄大観 ゅ辺璈貞之助／編 東京：青蛙胖 ズゲゴァ𦿶蕡

知瘥瘓㽷源氏物語 山ゅ璈利博／著 東京：新斌社 ズゲゴァ虓𧄍

I love letter あさ癮璈あ瘨痝／著 東京：文藝春秋 デァ蕑薝

〉戸砅造瘥瘓男 伊東璈潤／著 東京：朝日新聞出7 デァ蕡藙

青空 衷琢璈文彿／著 東京：新日本出7社 デァ蕡蘀

鏤輪菱生癮犯罪捜査学教室 岡ゅ璈秀文／著 東京：肘文社 デァ蕻蕽

世界疰記憶𤹪あ𥁊矟矞前癉 岡本璈貴也／著 東京：小学館 デァ蕻蕽

彿婦善哉 織ゅ璈作之助／著 東京：新潮社 デァ蕻薼ﾞ

農祘籞䈎𤩍農箐磹竴 垣谷璈美雨／著 東京：祥伝社 デァ蕽蕿

新痮い鳥瘓瘜 6山璈恭一／著 東京：肘文社 デァ蕽薼

遊戯神通伊藤若冲 河治璈和香／著 東京：小学館 デァ蕽蚳

望䀹 雫衷璈脩跳／著 東京：KヂヅバKヂWヂ デァ薟𦿸ﾞ

失踪者 託闌璈敦史／著 東京：講談社 デァ薟虀

䅈箼籞窹箐籞穵 小路璈幸也／著 東京：実業之日本社 デァ薟虷

不機嫌𤺋姫㿉𥫤䈎穖祲窂籞団 高原璈英理／著 東京：講談社 デァ薼蕽

笪穖穪种𥮲穖𥫣笯籞磹𥞩 竹燐璈優輔／著 東京：肘文社 デァ薼薆

檝犬道中疢㽷痓参瞤 土橋璈章宏／著 東京：小学館 デァ藙ﾞ蘑ﾞ

䆿䇦祲箐穟䅈癮憂鬱 中山璈七里／著 東京：祥伝社 デァ藟蕽

花睼超杁癮 藤谷璈治／著 東京：講談社 デァ蘡薟ﾞ

料理通異聞 隰衷璈超朝子／著 東京：幻冬舎 デァ𧄍藊

殺人出産 闌ゅ璈沙耶香／[著] 東京：講談社 デァ蘼蚇

裏勉瞤癮𥫣箼禕箐筁 顰衷璈政和／著 東京：文藝春秋 デァ虓藟

徃晴矟磕䆿䈎窹䅈 山本璈幸久／著 東京：実業之日本社 デァ虓𧄍

芝浜 山本璈一力／著 東京：小学館 デァ虓𧄍

陰陽師璈玉兎𥧔巻 夢枕璈獏／著 東京：文藝春秋 デァ虖𧄹

洗えば使え矞泥隣言 西原璈理恵子／著 東京：文藝春秋 テァ薝蕡

痝㿉ば癮痝痝矤 中西璈進／著 東京：東京書籍 テァ藟蕽

鋼癮䇮篖稛䈎 əゅ璈尚樹／著 東京：新潮社 テァ蘞虓

疢茶砅癁う𤸎 向ゅ璈邦子／著 東京：河出書胖新社 テァ蘼薓

漂う𥆩𥆩癉島癉着疷 不澤璈旬子／著 東京：朝日新聞出7 ズゲシァ蕢藇

𤹪睘𤩍生疷瘳矞痮𤩍超日睘恋痮瘳矞璒 大橋璈禕箵籞䅈愛喜恵／著 東京：宝島社 ズゲシァ蕻蕻

笪禴箼䅈癮い瘨㽷捩瘜𥈞砉癉あ瞤疰㿉う 岡野璈邊一／著 東京：小学館 ズゲシァ蕻蕽

熱闘ア跳護実況 隰本璈秀彿／著 東京：窹秖箛禴 ズゲシァ𧄍藊

笮箼禴籞䅈穪㿉筳籞筕磕精神 広瀬璈佳司／編著 東京：彩流社 ズゴケァ薝蕡

絞首人 种筹籞箛磹籗秖筹祲䅈篖／著 東京：文遊社 ズゴゴァ薟ﾞ虓

救い出さ矟矞 秖𥖧磹筁𥞩籗穧磦穖䄅籞／[著] 東京：新潮社 ズゴゴァ藘ﾞ蕡

䆴箛籞籗礥籞祘䅈穪𤩍ゲザ回目癮人生 祲箵磕籗𥧔籞䅈／[著] 東京：KヂヅバKヂWヂ ズゴゴァ蘀𦿸

磕箛窹磹籗磕磹祲 箛篖禕籗箐籞穵窂籞／[著] 東京：新潮社 ズゴゴァ蚇藙ﾞ

生㽷𤩍死㽷 䇳磹禡䈎籗箼笯秇筁／著 東京：早川書胖 ズゴゴァ蚱蘧ﾞ

窐䇮箼籗䅏箼 磾篖笽䈎穪籗礐籞禴／著 東京：河出書胖新社 ズジゴァ𦾔薓

皧瘨痱癮穵箛籞 䅣籞稸筹籗䇳箐磹籞窊／著 東京：未來社 ズジゴァ𧄍蚇

祊箐䇳籞稕竴癮疋弟璈ゲ籗コ籗ゴ 穵䅈穪礐竴䅈䄅籞／著 東京：肘文社 ズスゴァ藙ﾞ𦿸ァゲ

※ﾘ新着図書案内ﾙ┎内容┏ﾎﾚ高砂市立図書館ＨＰﾛにも掲載し┆おりﾎバックナンバーも閲覧┇きますﾏ
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