
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

図書館長の本棚 若園　義彦／著 東京：郵研社 010.4 

装丁・装画の仕事　2016-2017 日本図書設計家協会／編 東京：玄光社(発売) 022.5 

スクープ! 中村　竜太郎／著 東京：文藝春秋 051.6 

新聞大学 外山　滋比古／著 東京：扶桑社 070.4 

<哲学・思想・心理学・宗教>

脳はいかに意識をつくるのか ゲオルク・ノルトフ／著 東京：白揚社 114.2 

アリさんとキリギリス 細谷　功／著 東京：さくら舎 141.5 

精神分析たとえ話 飛谷　渉／著 東京：誠信書房 146.1 

最新「最高の名前」が見つかる!赤ちゃんの名づけ新百科 栗原　里央子／監修 多摩：ベネッセコーポレーション 148.3 

焦らなくなる本 和田　秀樹／著 東京：新講社 159 

図解働き方 稲盛　和夫／著 東京：三笠書房 159.4 

実践・快老生活 渡部　昇一／著 東京：PHP研究所 159.7 

ゼロからわかるキリスト教 佐藤　優／著 東京：新潮社 191 

<歴史・地理・伝記・紀行>

世界史MAPS DK社／編 東京：主婦と生活社 209 

本当はブラックな江戸時代 永井　義男／著 東京：辰巳出版 210.5 

知るほど面白くなる日本地理 地理教育研究会／著 東京：日本実業出版社 291 

台南 一青　妙／著 東京：新潮社 292.2 

<政治・法律・経済・教育>

暴走する中国が世界を終わらせる 宮崎　正弘／著 東京：ビジネス社 302.2 

これが世界と日本経済の真実だ 高橋　洋一／著 東京：悟空出版 304 

これが「日本の民主主義」! 池上　彰／著 東京：ホーム社 312.1 

さらば白人国家アメリカ 町山　智浩／著 東京：講談社 312.5 

自治体の長とそれを支える人びと 大森　彌／著 東京：第一法規 318 

外交交渉回想 枝村　純郎／著 東京：吉川弘文館 319.1 

浜矩子の歴史に学ぶ経済集中講義 浜　矩子／著 東京：集英社 332 

社長引責 破綻からV字回復の内幕 有森　隆／著 東京：さくら舎 335.2 

アルバイト・パート採用・育成入門 中原　淳／著 東京：ダイヤモンド社 336.4 

よい謝罪 竹中　功／著 [東京]：日経BP社 336.4 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>

現代貧乏物語 橋本　健二／著 東京：弘文堂 361.8 

わくわく創年時代 福留　強／著 松戸：東京創作出版 367.7 

お世話され上手 釈　徹宗／著 東京：ミシマ社 369.2 

ケースでわかる災害対策 日本防災プラットフォーム／監修 東京：日本経済新聞出版社 369.3 

子どもの貧困の解決へ 浅井　春夫／ほか著 東京：新日本出版社 369.4 

ユーキャンの子どもの発達なんでも大百科 鈴木　洋／監修 東京：ユーキャン学び出版 376.1 

子どもを本好きにする10の秘訣 高濱　正伸／著 東京：実務教育出版 379.9 

WHAT'S NEXT? 東京：マガジンハウス 383.1 

死ぬ前にやっておきたい手続きのすべて 明石　久美／監修 東京：水王舎 385.6 

魔女の12カ月 飯島　都陽子／著・絵 東京：山と溪谷社 387 

昔話を語り継ぎたい人に 石井　正己／編 東京：三弥井書店 388 

<自然科学・数学・生物学・医学>

数学ガールの秘密ノート 結城　浩／著 東京：SBクリエイティブ 410.4 

抗疲労と香り 福田　早苗／著 東京：フレグランスジャーナル社 493.1 

認知症はこうしたら治せる 犬山　康子／著 東京：ナショナル出版 493.7 

やってはいけない脳の習慣 横田　晋務／著 東京：青春出版社 493.9 

介護に役立つ口腔ケアの実際 大泉　恵美／編著 東京：中央法規出版 497.9 

ゆっくり呼吸のレッスン 小林　弘幸／著 東京：日本文芸社 498.3 

モリタクの低糖質ダイエット 森永　卓郎／著 東京：SBクリエイティブ 498.5 

<技術・工学・建築・工業>

京町家を愉しむ 伊藤　正人／著 大阪：和泉書院 521.8 

美しい刑務所 上條　道夫／写真 吹田：西日本出版社 526.3 

体験的ライフタイム・ホームズ論 丹羽　太一／著 東京：彰国社 527 

図解自動車エンジンの技術 畑村　耕一／著 東京：ナツメ社 537.2 

かんたん手づくり!アロマワックスサシェ Candle Studio代官山／著 東京：日東書院本社 576.6 

よくわかる最新塗料と塗装の基本と実際 坪田　実／著 東京：秀和システム 576.8 

奇跡の醬 竹内　早希子／著 東京：祥伝社 588.6 

靴のお手入れ新常識 安富　好雄／監修 東京：NHK出版 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

ためない生活。 高木　ゑみ／著 東京：主婦と生活社 590 

書かずに貯まる!クリアファイル家計簿 いちのせ　かつみ／著 東京：扶桑社 591.8 

ちくちく手ぬいでいちばんやさしいきものリフォーム 高橋　恵美子／[著] 東京：KADOKAWA 593.3 

おしゃれを彩る、ニットバッグ 小瀬　千枝／デザイン 東京：アップオン 594.3 

讃岐かがり手まり 荒木　永子／監修 東京：日本ヴォーグ社 594.9 

女の運命は髪で変わる 佐藤　友美／著 東京：サンマーク出版 595.4 

コスメのプロが毎朝、実践する1分メイク&1分スキンケア 小西　さやか／著 東京：青春出版社 595.5 

シンプル仕込みでおいしいおかず 武蔵　裕子／著 東京：学研プラス 596 

台湾かあさんの味とレシピ 台湾大好き編集部／編 東京：誠文堂新光社 596.2 

世界のへんな肉 白石　あづさ／著 東京：新潮社 596.3 

幸せをよぶおもてなしスタイル 勝部　陽子／著 東京：文藝春秋 596.4 

おいものお菓子 齋藤　真紀／[著] 東京：枻出版社 596.6 
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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>

ヴィンテージな部屋をつくる本 東京：エクスナレッジ 597 

すっきり暮らすための収納のコツ 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 597.5 

みんなの掃除・片づけ日記 SE編集部／編 [東京]：翔泳社 597.9 

彩育 高島　彩／著 東京：KADOKAWA 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

ききりんご紀行 谷村　志穂／著 東京：集英社 625.2 

香りを楽しむ庭木の本 三上　常夫／著 [東京]：講談社 627.7 

世界のお墓文化紀行 長江　曜子／監修 東京：誠文堂新光社 629.8 

猫専門医が教えるこんな時どうする? 服部　幸／監修 東京：洋泉社 645.7 

日本と世界の塩の図鑑 青山　志穂／著 東京：あさ出版 669 

本気で売るために実践すること100 田中　正志／著 [東京]：翔泳社 673.3 

なぜ、コメダ珈琲店はいつも行列なのか? 高井　尚之／著 東京：プレジデント社 673.9 

経営とデザインの幸せな関係 中川　淳／著 [東京]：日経BP社 675 

知れば知るほど面白い阪急電鉄 野沢　敬次／著 東京：洋泉社 686.2 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>

正倉院宝物 杉本　一樹／著 東京：新潮社 702.1 

人に教えたくない「穴場」美術館厳選103 東京：プレジデント社 706.9 

江戸琳派の美 岡野　智子／監修 東京：平凡社 721.5 

絵手紙エール 中島　袈裟幸／著 東京：誠文堂新光社 724 

ルッツ先生のやさしいイラスト手習い帖 E.G.ルッツ／著 東京：グラフィック社 726.5 

あいってなに? マットかずこ／作 東京：理論社 726.6 

タイポグラフィ　ISSUE10 グラフィック社編集部／編 東京：グラフィック社 727.8 

かわいい消しゴムはんこ mogerin／著 東京：朝日新聞出版 736 

うたごえの戦後史 河西　秀哉／著 京都：人文書院 767.4 

腰痛改善!開脚ストレッチ 日本ストレッチング協会／監修 東京：宝島社 781.4 

感動競馬場 村上　卓史／著 東京：イースト・プレス 788.5 

<言　語>

雑談力 百田　尚樹／著 東京：PHP研究所 809.2 

日本の助数詞に親しむ 飯田　朝子／著 東京：東邦出版 815.2 

文豪に学ぶ手紙のことばの選びかた 中川　越／著 東京：東京新聞 816.6 

会話もメールも英語は3語で伝わります 中山　裕木子／著 東京：ダイヤモンド社 837.8 

<日本文学　小説など>

文豪図鑑 開発社／編 東京：自由国民社 910.2 

北杜夫マンボウ文学読本 別冊宝島編集部／編 東京：宝島社 910.2 

謹訳平家物語　4 林　望／[訳]著 東京：祥伝社 913 ｼﾖ

クランクイン 相場　英雄／著 東京：双葉社 F ｱｲ

陸王 池井戸　潤／著 東京：集英社 F ｲｹ

みれん堀 稲葉　稔／著 東京：光文社 F ｲﾅ

足利兄弟 岡田　秀文／著 東京：双葉社 F ｵｶ

珈琲店タレーランの事件簿　5 岡崎　琢磨／著 東京：宝島社 F ｵｶ
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<日本文学　小説など>

海の見える理髪店 荻原　浩／著 東京：集英社 F ｵｷﾞ

黒い鶴 鏑木　蓮／著 東京：潮出版社 F ｶﾌﾞ

文学で考える<仕事>の百年 飯田　祐子／編 東京：翰林書房 F ｶﾝ

文学で考える<日本>とは何か 飯田　祐子／編 東京：翰林書房 F ｶﾝ

浜の甚兵衛 熊谷　達也／著 東京：講談社 F ｸﾏ

決戦!桶狭間 冲方　丁／著 東京：講談社 F ｺｳ

ノスタルジー1972 中島　京子／著 東京：講談社 F ｺｳ

幻影たちの哀哭 直原　冬明／著 東京：光文社 F ｼﾞｷ

クラッシュマン 柴田　哲孝／著 東京：双葉社 F ｼﾊﾞ

妖かしの蜘蛛 鈴木　英治／著 東京：徳間書店 F ｽｽﾞ

浮世絵師の遊戯(ゲーム) 高井　忍／著 東京：文芸社 F ﾀｶ

直虎 高橋　直樹／著 東京：潮出版社 F ﾀｶ

木もれ日を縫う 谷　瑞恵／著 東京：集英社 F ﾀﾆ

クローバーナイト 辻村　深月／著 東京：光文社 F ﾂｼﾞ

うき世櫛 中島　要／著 東京：双葉社 F ﾅｶ

セイレーンの懺悔 中山　七里／著 東京：小学館 F ﾅｶ

東京駅で消えた 夏樹　静子／著 東京：徳間書店 F ﾅﾂ

比(なら)ぶ者なき 馳　星周／著 東京：中央公論新社 F ﾊｾ

コンテクスト・オブ・ザ・デッド 羽田　圭介／著 東京：講談社 F ﾊﾀﾞ

あおなり道場始末 葉室　麟／著 東京：双葉社 F ﾊﾑ

珍妙な峠 町田　康／著 東京：双葉社 F ﾏﾁ

サーモン・キャッチャーthe Novel 道尾　秀介／著 東京：光文社 F ﾐﾁ

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

校閲ガール 宮木　あや子／[著] 東京：KADOKAWA F ﾐﾔ

月と太陽の盤 宮内　悠介／著 東京：光文社 F ﾐﾔ

トコとミコ 山口　恵以子／著 東京：文藝春秋 F ﾔﾏ

清十郎の目 吉村　龍一／著 東京：中央公論新社 F ﾖｼ

あせらず、おこらず、あきらめず 石井　ふく子／著 東京：KADOKAWA E ｲｼ

きみの言い訳は最高の芸術 最果　タヒ／著 東京：河出書房新社 E ｻｲ

大人のコミュニケーション術 辛酸　なめ子／著 東京：光文社 E ｼﾝ

人は皆、土に還る 曽野　綾子／著 東京：祥伝社 E ｿﾉ

陰翳礼讃・吉野葛 谷崎　潤一郎／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン E ﾀﾆ

人生を踊るように生きて行こう 横森　理香／著 東京：方丈社 E ﾖｺ

きょうもまた好奇心散歩 池内　紀／著 東京：新講社 915 ｲｹ

記憶をつなぐラブレター 城戸　真亜子／著 東京：朝日出版社 916 ｷﾄﾞ

島田荘司全集　7 島田　荘司／著 東京：南雲堂 918 ｼﾏ

トランペット ジャッキー・ケイ／[著] 東京：岩波書店 933 ｹｲ

アーチー・グッドウィン少佐編 レックス・スタウト／著 東京：論創社 933 ｽﾀ

評伝スタール夫人と近代ヨーロッパ 工藤　庸子／著 東京：東京大学出版会 950 ｸﾄﾞ

ぼくは原始人になった マット・グレアム／著 東京：河出書房新社 936 ｸﾞﾚ

パリはわが町 ロジェ・グルニエ／[著] 東京：みすず書房 954 ｸﾞﾙ

キリストはエボリで止まった カルロ・レーヴィ／作 東京：岩波書店 973 ﾚｳﾞ

※「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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