
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<知識・学問・情報科学>
人生がはかどる「ふせんノート」 坂下　仁／著 東京：フォレスト出版 002.7 
11歳からの正しく怖がるインターネット 小木曽　健／著 東京：晶文社 007.3 
Googleサービススマートガイド リンクアップ／著 東京：技術評論社 007.5 
世界の夢の本屋さんに聞いた素敵な話 ボブ・エクスタイン／著 東京：エクスナレッジ 024 
「働く青年」と教養の戦後史 福間　良明／著 東京：筑摩書房 051.3 

<哲学・思想・心理学・宗教>
理性の起源 網谷　祐一／著 東京：河出書房新社 115.3 
文系のための理数センス養成講座 竹内　薫／著 東京：新潮社 116 
本居宣長 芳賀　登／著 東京：吉川弘文館 121.5 
20世紀ロシア思想史 桑野　隆／著 東京：岩波書店 138 
脳科学医が教える他人に敏感すぎる人がラクに生きる方法 高田　明和／著 東京：幻冬舎 141.2 
嫉妬と自己愛 佐藤　優／著 東京：中央公論新社 141.6 
結婚の噓 柴門　ふみ／著 東京：中央公論新社 152.2 
文脈力こそが知性である 齋藤　孝／[著] 東京：KADOKAWA 159 
イラストで読むギリシア神話の神々 杉全　美帆子／著 東京：河出書房新社 164.3 
イスラーム入門 中田　考／著 東京：集英社 167 
落語に花咲く仏教 釈　徹宗／著 東京：朝日新聞出版 180.4 
仏教史研究ハンドブック 佛教史学会／編 京都：法藏館 182 
スマホ片手にお遍路旅日記 諸原　潔／著 東京：日本地域社会研究所 186.9 
手放すほど、豊かになる 枡野　俊明／著 東京：PHP研究所 188.8 
図説聖書物語　旧約篇 山形　孝夫／著 東京：河出書房新社 193 
図説聖書物語　新約篇 山形　孝夫／著 東京：河出書房新社 193 

<歴史・地理・伝記・紀行>
黒島の女たち 城戸　久枝／著 東京：文藝春秋 210.7 
江戸→TOKYOなりたちの教科書 岡本　哲志／著 京都：淡交社 213.6 
海の向こうから見た倭国 高田　貫太／著 東京：講談社 221 
図説英国社交界ガイド 村上　リコ／著 東京：河出書房新社 233 
皇室がなくなる日 笠原　英彦／著 東京：新潮社 288.4 
大隈重信 真辺　将之／著 東京：中央公論新社 289 ｵｵ
わたくしたちの旅のかたち 兼高　かおる／著 東京：秀和システム 290.9 
思わず人に話したくなる関西「駅名」の謎 川口　素生／著 東京：洋泉社 291.6 
倉敷・尾道・瀬戸内の島 東京：昭文社 291.7 

<政治・法律・経済・教育>
教養として知っておきたい池上彰の現代史 池上　彰／著 東京：SBクリエイティブ 304 
ルポ トランプ王国 金成　隆一／著 東京：岩波書店 312.5 
中東とISの地政学 山内　昌之／編著 東京：朝日新聞出版 316.4 
絶対スキルアップする公務員の勉強法 林　雄介／著 東京：ぎょうせい 317.3 
どこまでやるか、町内会 紙屋　高雪／著 東京：ポプラ社 318.8 
なぜローマ法王は世界を動かせるのか 徳安　茂／著 東京：PHP研究所 319.3 
高齢期を安心して過ごすための「生前契約書+遺言書」作成のすすめ 後東　博／著 東京：日本法令 324.7 
住友銀行暗黒史 有森　隆／著 東京：さくら舎 326.2 
法律書式の作成全集 石原　豊昭／編著 東京：自由国民社 327 
カルロス・ゴーンの経営論 日産財団／監修 東京：日本経済新聞出版社 335.1 
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       の人 
三浦 綾子（みうら あやこ） 

[1922(大正11)年4月25日生] 
1922年北海道旭川生まれ。元小学校教
師。1964年、朝日新聞社の懸賞小説に
「氷点」で入選し作家活動に入る。主
な作品に「氷点」「積木の箱」「塩狩
峠」「岩に立つ」「海嶺」「愛するこ
と信ずること」「道ありき」「愛に遠く
あれど」などがある。1999年10月12日没。 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<政治・法律・経済・教育>
超一流の「気くばり」 野呂　エイシロウ／著 東京：光文社 361.4 
くらしの防災 坂本　廣子／著 東京：メタモル出版 369.3 
季節を楽しむかわいい童謡おりがみ いまい　みさ／著 東京：チャイルド本社 376.1 
すごい学習メソッド 藤野　雄太／著 東京：永岡書店 379.9 
被差別民とはなにか 柳田　国男／著 東京：河出書房新社 380.4 
兵士に聞け最終章 杉山　隆男／著 東京：新潮社 392.1 

<自然科学・数学・生物学・医学>
偉大なる失敗 マリオ・リヴィオ／著 東京：早川書房 402 
左と右・対称性のサイエンス 広島大学大学院総合科学研究科／編 東京：丸善出版 404 
素数はめぐる 西来路　文朗／著 東京：講談社 412 
モノの見方が180度変わる化学 齋藤　勝裕／著 東京：秀和システム 430.4 
宇宙には、だれかいますか? 佐藤　勝彦／監修 東京：河出書房新社 440.4 
人類と気候の10万年史 中川　毅／著 東京：講談社 451.8 
外来種のウソ・ホントを科学する ケン・トムソン／著 東京：築地書館 468 
花の果て、草木の果て 田中　徹／著 京都：淡交社 471.3 
毒々生物の奇妙な進化 クリスティー・ウィルコックス／著 東京：文藝春秋 481.9 
昆虫のすごい瞬間図鑑 石井　誠／著 東京：誠文堂新光社 486.1 
左利きあるある右利きないない 左　来人／著 東京：ポプラ社 491.3 
子どもの身長ぐんぐんメソッド 佐藤　詩子／監修 東京：主婦の友社 493.9 
健脚寿命を延ばして一生歩ける体をつくる! 石部　基実／著 東京：すばる舎 494.7 
脳を強化する読書術 加藤　俊徳／著 東京：朝日新聞出版 498.3 
やわらかく、飲み込みやすい高齢者の食事メニュー122 中村　育子／監修 東京：ナツメ社 498.5 

<技術・工学・建築・工業>
技術者・研究者のための特許検索データベース活用術 小島　浩嗣／著 東京：秀和システム 507.2 
一度見たら忘れない奇跡の建物 MdN編集部／編 東京：エムディエヌコーポレーション 520.8 
自転車完全ガイド 東京：晋遊舎 536.8 
70年代アナログ家電カタログ 松崎　順一／著 京都：青幻舎 545.8 
電子工作の職人技 高瀬　和則／著 東京：技術評論社 549 
図解めっき技術の基礎 星野　重夫／著 東京：ナツメ社 566.7 
日本の砿都 岡田　昌彰／著 大阪：創元社 569.3 
刃物の科学 朝倉　健太郎／著 東京：日刊工業新聞社 581.7 
日本の工芸を元気にする! 中川　政七／著 東京：東洋経済新報社 586.3 
砂糖の社会史 マーク・アロンソン／著 東京：原書房 588.1 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
定年男子定年女子 大江　英樹／著 [東京]：日経BP社 591 
シルエットのきれいなメンズパンツ 杉本　善英／著 東京：文化学園文化出版局 593.3 
これ1冊できちんと作れる!手作りアクセサリーLESSON BOOK 朝日新聞出版／編著 東京：朝日新聞出版 594 
いちばんやさしい!組ひも 多田　牧子／著 東京：日東書院本社 594.4 
はじめてでもファスナーつけがちゃんとできるバッグとウエアの本 野木　陽子／著 東京：日本文芸社 594.7 
いちからはじめるプリザーブドフラワーの作り方 長井　睦美／著 東京：誠文堂新光社 594.8 
おいしい発酵食生活 真藤　舞衣子／著 東京：講談社 596 
小宴会の料理と献立 志の島　忠／編著 東京：旭屋出版 596.2 
魚料理の教科書 川上　文代／著 東京：新星出版社 596.3 
春夏秋冬、ぎゅっと詰めて旬弁当 中川　たま／著 東京：日本文芸社 596.4 
おかしなパン 池田　浩明／著 東京：誠文堂新光社 596.6 
日本全国このパンがすごい! 池田　浩明／著 東京：朝日新聞出版 596.6 
いちごのお菓子 若山　曜子／著 東京：マイナビ出版 596.6 
賃貸でもここまでできるDIY 番匠　智香子／[著] 東京：主婦の友インフォス 597 
探さない暮らし Gemini／著 東京：KADOKAWA 597.5 
ふたりで授かる体をつくる妊活レシピ 森本　義晴／監修 東京：主婦の友社 598.2 
おやすみ、エレン カール=ヨハン・エリーン／著 東京：飛鳥新社 599.4 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
育てて楽しむエゴマ 栽培・利用加工 服部　圭子／著 東京：創森社 617.9 
栗の文化史 有岡　利幸／著 東京：雄山閣 625.7 
図解でよくわかるトマトつくり極意 若梅　健司／著 東京：農山漁村文化協会 626.2 
これで失敗しない家庭菜園Q&A 藤田　智／監修 東京：家の光協会 626.9 
ときめく花図鑑 中村　文／文 東京：山と溪谷社 627 
農家が教える切り花40種 農文協／編 東京：農山漁村文化協会 627 
猫づくし日本史 武光　誠／著 東京：河出書房新社 645.7 
かわいいハムスターとの暮らし方 三輪　恭嗣／監修 東京：ナツメ社 645.9 
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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>
愛鳥のための健康手づくりごはん 後藤　美穂／著 東京：誠文堂新光社 646.8 
毎日がしあわせになるはちみつ生活 木村　幸子／著 東京：主婦の友インフォス 646.9 
トップ販売員が使っている売れる販売心理術 有村　友見／著 東京：明日香出版社 673.3 
すぐ分かるスーパーマーケット陳列と演出ハンドブック 鈴木　國朗／著 東京：商業界 673.8 
カフェをはじめる人の本 成美堂出版編集部／編 東京：成美堂出版 673.9 
最上級のプチプラギフト100 裏地　桂子／著 東京：光文社 675.1 
目利きが選んだニッポンの逸品 東京：枻出版社 675.1 
海駅図鑑 清水　浩史／著 東京：河出書房新社 686.2 
新・世界の駅 東京：パイインターナショナル 686.5 
できるiPhone 7パーフェクトブック困った!&便利ワザ大全 松村　太郎／著 東京：インプレス 694.6 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
ぼくの美術ノート 原田　治／著 東京：亜紀書房 704 
カフェのある美術館 青い日記帳／監修 東京：世界文化社 706.9 
きむら式おもしろ造形タイム きむら　ゆういち／著 東京：チャイルド本社 724 
イギリス絵本留学滞在記 正置　友子／著 東京：風間書房 726.6 
切り絵でつくるメルヘンドレス 祐琴／著 東京：辰巳出版 726.9 
不自由な自由 自由な不自由 増田　幸弘／著 東京：六耀社 727 
ウエディング・フォトマスターBOOK 奥田　昇／[ほか]著 東京：玄光社 740.6 
染め付け 有坂　多絵子／著 東京：誠文堂新光社 751 
飾る・贈る花の折り紙 鈴木　恵美子／著 東京：池田書店 754.9 
職人の近代 土田　昇／[著] 東京：みすず書房 756.1 
僕が選んだ「いい音ジャズ」201枚 田中　伊佐資／著 [東京]：DU BOOKS 764.7 
母親力 森　昌子／著 東京：SBクリエイティブ 767.8 
日本音楽のなぜ? 竹内　道敬／著 東京：左右社 768 
昭和の能楽名人列伝 羽田　昶／著 京都：淡交社 773.2 
ミュージカル教室へようこそ! 安倍　寧／著 東京：日之出出版 775.4 
ランニングする前に読む本 田中　宏暁／著 東京：講談社 782 
日本フィギュアスケートの軌跡 宇都宮　直子／著 東京：中央公論新社 784.6 
焚き火の達人 伊澤　直人／監修 東京：地球丸 786 
茶の掛物 宮武　慶之／著 京都：淡交社 791.6 
これから始めてみたい人のための楽しく打てる麻雀入門 青木　さや／監修 東京：秀和システム 797.5 

<言　語>
ゆっくり話すだけで、もっと伝わる! 浅沼　道郎／著 東京：朝日新聞出版 809.2 
ビジュアル「国字」字典 東京：世界文化社 811.2 
何がちがう?どうちがう?似ている日本語 佐々木　瑞枝／著 東京：東京堂出版 814.5 
超解文章が面白いほど上手に書ける本 吉岡　友治／著 東京：あさ出版 816 
1年で話せた人が絶対やらない英語勉強法 水野　稚／著 東京：日本実業出版社 830.7 
英語は“速く”間違えなさい ウィリアム・ルーカス／著 東京：朝日新聞出版 830.7 
イラスト記憶法で脳に刷り込む英単語1880 吉野　邦昭／著 東京：あさ出版 834 
話すための英語力 鳥飼　玖美子／著 東京：講談社 837.8 
今すぐ書けるドイツ語レター・Eメール表現集 高橋　美香／著 東京：語研 846.6 
ルーン文字の起源 河崎　靖／著 東京：大学書林 849 
パリが楽しくなる!かんたんフランス語 荻野　雅代／著 東京：パイインターナショナル 857.8 

<日本文学　小説など>
久留島武彦評伝 金　成妍／著 東京：求龍堂 910.2 ｷﾑ
芥川賞の偏差値 小谷野　敦／著 東京：二見書房 910.2 ｺﾔ
北原白秋 今野　真二／著 東京：岩波書店 911.5 ｺﾝ
不発弾 相場　英雄／著 東京：新潮社 F ｱｲ
人間じゃない 綾辻　行人／著 東京：講談社 F ｱﾔ
救急病院 石原　慎太郎／著 東京：幻冬舎 F ｲｼ
物件探偵 乾　くるみ／著 東京：新潮社 F ｲﾇ
虫娘 井上　荒野／著 東京：小学館 F ｲﾉ
終幕(フィナーレ)のない殺人 内田　康夫／著 東京：祥伝社 F ｳﾁ
クロカネの道 江上　剛／著 東京：PHP研究所 F ｴｶﾞ
ようこそ授賞式の夕べに 大崎　梢／著 東京：東京創元社 F ｵｵ
終りなき夜に生れつく 恩田　陸／著 東京：文藝春秋 F ｵﾝ
北斎まんだら 梶　よう子／著 東京：講談社 F ｶｼﾞ
密室本能寺の変 風野　真知雄／著 東京：祥伝社 F ｶｾﾞ
キャピタル 加藤　秀行／著 東京：文藝春秋 F ｶﾄ
ぼくの死体をよろしくたのむ 川上　弘美／著 東京：小学館 F ｶﾜ
敵の名は、宮本武蔵 木下　昌輝／著 東京：KADOKAWA F ｷﾉ
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<日本文学　小説など>
果鋭 黒川　博行／著 東京：幻冬舎 F ｸﾛ
黒い結婚 白い結婚 窪　美澄／著 東京：講談社 F ｺｳ
大暴落 ガラ 幸田　真音／著 東京：中央公論新社 F ｺｳ
回帰 今野　敏／著 東京：幻冬舎 F ｺﾝ
かわうそ堀怪談見習い 柴崎　友香／著 東京：KADOKAWA F ｼﾊﾞ
天穹のテロリズム 嶋中　潤／著 東京：光文社 F ｼﾏ
計画結婚 白河　三兎／著 東京：徳間書店 F ｼﾗ
紙のピアノ 新堂　冬樹／著 東京：双葉社 F ｼﾝ
鬼門の将軍 高田　崇史／著 東京：新潮社 F ﾀｶ
水壁 高橋　克彦／著 東京：PHP研究所 F ﾀｶ
いろは匂へど 瀧羽　麻子／[著] 東京：幻冬舎 F ﾀｷ
しあわせな死の桜 竹本　健治／著 東京：講談社 F ﾀｹ
異国の花 中島　要／著 東京：角川春樹事務所 F ﾅｶ
秋山善吉工務店 中山　七里／著 東京：光文社 F ﾅｶ
夢十夜・文鳥ほか 夏目　漱石／著 東京：筑摩書房 F ﾅﾂ
江の島ねこもり食堂 名取　佐和子／著 東京：ポプラ社 F ﾅﾄ
立川忍びより 仁木　英之／著 東京：KADOKAWA F ﾆｷ
札沼線の愛と死 新十津川町を行く 西村　京太郎／著 東京：実業之日本社 F ﾆｼ
芝公園六角堂跡 西村　賢太／著 東京：文藝春秋 F ﾆｼ
家と庭 畑野　智美／著 東京：KADOKAWA F ﾊﾀ
成功者K 羽田　圭介／著 東京：河出書房新社 F ﾊﾀﾞ
夢窓 服部　真澄／著 東京：PHP研究所 F ﾊﾂ
風のかたみ 葉室　麟／著 東京：朝日新聞出版 F ﾊﾑ
我らがパラダイス 林　真理子／著 東京：毎日新聞出版 F ﾊﾔ
青い服の女 平岩　弓枝／著 東京：文藝春秋 F ﾋﾗ
ゆらぐ玉の緒 古井　由吉／著 東京：新潮社 F ﾌﾙ
恋いして 柳谷　郁子／監修・編集 長野：ほおずき書籍 F ﾎｵ
羽ばたき 堀　辰雄／著 [東京]：彩流社 F ﾎﾘ
みすゞと雅輔 松本　侑子／著 東京：新潮社 F ﾏﾂ
だからあなたは殺される 水生　大海／著 東京：光文社 F ﾐｽﾞ
騎士団長殺し　第1部・第2部 村上　春樹／著 東京：新潮社 F ﾑﾗ
ただ一人の異性 森村　誠一／著 東京：光文社 F ﾓﾘ
出会いなおし 森　絵都／著 東京：文藝春秋 F ﾓﾘ
今ひとたびの、和泉式部 諸田　玲子／著 東京：集英社 F ﾓﾛ
ガーディアン 薬丸　岳／著 東京：講談社 F ﾔｸ
鬼神 矢野　隆／著 東京：中央公論新社 F ﾔﾉ
さみしくなったら名前を呼んで 山内　マリコ／[著] 東京：幻冬舎 F ﾔﾏ
先生の夢十夜 芳川　泰久／著 東京：河出書房新社 F ﾖｼ
無意味な人生など、ひとつもない 五木　寛之／著 東京：PHP研究所 E ｲﾂ
犬とペンギンと私 小川　糸／[著] 東京：幻冬舎 E ｵｶﾞ
上機嫌の本 佐藤　愛子／著 京都：PHP研究所 E ｻﾄ
楽に生きるのも、楽じゃない 春風亭　昇太／著 東京：文藝春秋 E ｼﾕ
孤独論 田中　慎弥／著 東京：徳間書店 E ﾀﾅ
下衆の極み 林　真理子／著 東京：文藝春秋 E ﾊﾔ
蚊がいる 穂村　弘／[著] 東京：KADOKAWA E ﾎﾑ
皿洗いするの、どっち? 山内　マリコ／著 東京：マガジンハウス E ﾔﾏ
湯川秀樹 湯川　秀樹／著 東京：平凡社 E ﾕｶ
さっぱりと欲ばらず 吉沢　久子／著 東京：中央公論新社 E ﾖｼ
ウスバかげろう日記 遠藤　周作／著 東京：河出書房新社 915 ｴﾝ
「森の人(オランウータン)」が食べるブドウの味 篠田　節子／著 東京：小石川書館 915 ｼﾉ
フィリピンパブ嬢の社会学 中島　弘象／著 東京：新潮社 916 ﾅｶ
顔ニモマケズ 水野　敬也／著 東京：文響社 916 ﾐｽﾞ
地下道の鳩 ジョン・ル・カレ／著 東京：早川書房 930 ﾙｶ
聖火 モーム／[著] 東京：講談社 932 ﾓﾑ
時間のないホテル ウィル・ワイルズ／[著] 東京：東京創元社 933 ﾜｲ
冬の日誌 ポール・オースター／[著] 東京：新潮社 934 ｵｽ
ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室 キャスリーン・フリン／著 東京：きこ書房 936 ﾌﾘ
凍てつく街角 ミケール・カッツ・クレフェルト／著 東京：早川書房 949 ｸﾚ
ふたつの海のあいだで カルミネ・アバーテ／著 東京：新潮社 973 ｱﾊﾞ
辻原登の「カラマーゾフ」新論 辻原　登／著 東京：光文社 983 ﾂｼﾞ
処刑の丘 ティモ・サンドベリ／著 東京：東京創元社 993 ｻﾝ

※「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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