
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

いちばんやさしい人工知能ビジネスの教本 二木　康晴／著 東京：インプレス 007.1 

今すぐ使えるかんたんOffice 2016 技術評論社編集部／著 東京：技術評論社 007.6 

計算ミスが激減するExcelの数式入力のコツ 村田　吉徳／著 東京：技術評論社 007.6 

<哲学・思想・心理学・宗教>

逆説の法則 西成　活裕／著 東京：新潮社 141.5 

男の子女の子赤ちゃんのしあわせ名前大事典 田口　二州／著 東京：学研プラス 148.3 

宝くじで1億円当たった人の末路 鈴木　信行／著 [東京]：日経BP社 159 

一秒宝 小栗　成男／著 東京：幻冬舎 159.4 

イラストでよくわかる日本の神様図鑑 古川　順弘／テキスト 京都：青幻舎 172 

雨の日に感謝 小籔　実英／著 東京：佼成出版社 188.5 

心と体が最強になる禅の食 千葉　公慈／著 東京：河出書房新社 188.8 

<歴史・地理・伝記・紀行>

図解でわかるホモ・サピエンスの秘密 インフォビジュアル研究所／著 東京：太田出版 209 

発掘された日本列島　2017 文化庁／編 東京：共同通信社 210 

徳川社会の底力 山崎　善弘／著 東京：柏書房 210.5 

三国志事典 渡邉　義浩／著 東京：大修館書店 222 

発見!不思議の国のアリス 寺嶋　さなえ／著 東京：彩流社 233 

鎖国の地球儀 松尾　龍之介／著 福岡：弦書房 290 

京都こだわり街歩き 中島　克幸／著 東京：文芸社 291.6 

ゆったり行こう!中国・四国山歩きガイド 山歩きの会・遊道山／著 東京：メイツ出版 291.7 

<政治・法律・経済・教育>

地図で見るロシアハンドブック パスカル・マルシャン／著 東京：原書房 302.3 

ニュースの噓を見抜け 辛坊　治郎／著 東京：KADOKAWA 304 

これならわかる相続登記 河合　星児／著 東京：日本実業出版社 324.7 

伊藤元重が警告する日本の未来 伊藤　元重／著 東京：東洋経済新報社 332.1 

老後不安がなくなる定年男子の流儀 大江　英樹／著 東京：ビジネス社 335 

私の中小企業論 宮内　義彦／著 [東京]：日経BP社 335.3 

アタマと心の整理術 篠原　菊紀／監修 東京：洋泉社 336.2 
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       の人 
柳田 国男（やなぎだ くにお） 

[1875(明治8)年7月31日生] 
兵庫県生まれ。民俗学者。旧姓・松岡。短
歌、新体詩、抒情詩を発表。東京帝国大学
を卒業後、農商務省に勤務。貴族院書記官
長を経て退官、朝日新聞社に入社。1909年、
日本最初の民族誌『後狩詞記』を発表。
1910年、『遠野物語』刊。主な著書に『雪
国の春』『山の人生』などがある。 
1932（昭和37）年8月8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>

小学生でもわかるお金にまつわるそもそも事典 吹田　朝子／著 新潟：シーアンドアール研究所 337 

社会学者がニューヨークの地下経済に潜入してみた スディール・ヴェンカテッシュ／著 東京：東洋経済新報社 338.1 

銀行員大失職 岡内　幸策／著 東京：日本経済新聞出版社 338.2 

金融業界の仕事図鑑 加藤　孝治／編著 [東京]：中央経済社 338.5 

成功する精神障害者雇用 刎田　文記／著 東京：第一法規 366.2 

18時に帰る 秋山　開／著 東京：プレジデント社 366.7 

学童保育支援員の育ち方・育て方 高岡　敦史／編著 京都：かもがわ出版 369.4 

理学部・理工学部 佐藤　成美／著 東京：ぺりかん社 376.8 

DVDでよくわかる基本の手話すぐに使える会話と表現 野口　岳史／監修 東京：メイツ出版 378.2 

古文書講師になれました 宇野　藍子／著 東京：柏書房 379.7 

なんでも自分で包む本 サマンサネット／監修 東京：洋泉社 385.9 

<自然科学・数学・生物学・医学>

身近な疑問がスッキリわかる理系の知識 瀧澤　美奈子／監修 東京：青春出版社 404 

中学数学のつまずきどころが7日間でやり直せる授業 西口　正／著 東京：日本実業出版社 410 

標本BOOK さとう　かよこ／著 東京：日東書院本社 460.7 

くらべてわかる昆虫 永幡　嘉之／文・写真 東京：山と溪谷社 486 

面白くて眠れなくなる解剖学 坂井　建雄／著 [東京]：PHPエディターズ・グループ 491.1 

よくわかるみんなの救急 坂本　哲也／編 東京：大修館書店 492.2 

認知症いま本当に知りたいこと101 阿部　和穂／著 西東京：武蔵野大学出版会 493.7 

髪をあきらめない人は、3つの生活習慣をもっている 浜中　聡子／著 東京：学研プラス 494.8 

はたらく人の目の強化書 中川　和宏／[著] 東京：クロスメディア・パブリッシング 496.4 

病気にならない21の鉄則 「きょうの健康」番組制作班／編 東京：主婦と生活社 498.3 

くすりの事典　2018年版 片山　志郎／監修 東京：成美堂出版 499.1 

忙しい毎日の不調をケアするメディカルハーブティーのすすめ エンハーブ／監修 東京：イカロス出版 499.8 

<技術・工学・建築・工業>

木の国の物語 中嶋　尚志／著 東京：里文出版 521 

今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!Facebook超入門 リンクアップ／著 東京：技術評論社 547.4 

アロマワックスサシェの作り方 篠原　由子／[著] 東京：主婦の友社 576.6 

いちばんくわしいスパイス便利帳 東京：世界文化社 588.7 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

部屋も心も軽くなる「小さく暮らす」知恵 沖　幸子／著 東京：青春出版社 590 

脱力系ミニマリスト生活 森　秋子／著 東京：KADOKAWA 590.4 

わが家のお金を、整える 東京：主婦と生活社 591 

今すぐ役立つ日曜大工のコツ60 DIY倶楽部／著 東京：メイツ出版 592.7 

繕う暮らし ミスミ　ノリコ／著 東京：主婦と生活社 593.3 

ハンドメイドピアス&イヤリング事典159 Tink create／編 東京：西東社 594 

ズパゲッティで編むバッグと小物 himawari／[ほか著] 東京：学研プラス 594.3 

ぽんぽんでつくるどうぶつとモチーフ 伊藤　和子／著 東京：日本文芸社 594.9 

知っておいしいスパイス事典 実業之日本社／編 東京：実業之日本社 596 

和えるからおいしいおかず 堤　人美／著 東京：学研プラス 596 
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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>

作りおきレシピ300 フルタニ　マサエ／著 東京：日東書院本社 596 

笠原将弘のさしすせそうざい 笠原　将弘／著 東京：主婦と生活社 596.2 

30分で3品!作りおき野菜おかず231 大庭　英子／著 東京：西東社 596.3 

山料理 小雀　陣二／著 東京：山と溪谷社 596.4 

食パンがあれば 山崎　佳／著 東京：ジュウ・ドゥ・ポゥム 596.6 

孫育ての新常識 小屋野　恵／著 東京：メイツ出版 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

自分でハーブを育て、暮らしに活用するために役立つ本 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 617.6 

はじめての野菜づくりがスムーズにできる本 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 626.9 

多肉植物ハオルシア 林　雅彦／監修 東京：日東書院本社 627.7 

つくる・育てる・飾る!超ミニ盆栽 岩井　輝紀／著 東京：ブティック社 627.8 

はじめての花苗アレンジメント 柿原　さちこ／著 東京：マガジンランド 627.9 

一流犬をつくる最強の食事法 橋長　誠司／著 東京：東洋経済新報社 645.6 

知っておいしいチーズ事典 本間　るみ子／監修 東京：実業之日本社 648.1 

イラッとされないビジネスメール正解不正解 平野　友朗／監修 東京：サンクチュアリ出版 670.9 

不動産契約基本フォーマット実践書式80 松岡　慶子／監修 東京：三修社 673.9 

14歳からのマーケティング 中野　明／著 東京：総合法令出版 675 

世界の機内食 東京：イカロス出版 687.5 

高嶋ひでたけの読むラジオ 高嶋　秀武／著 東京：小学館 699.3 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>

もっと知りたいミケランジェロ 池上　英洋／著 東京：東京美術 702.3 

足で歩いた頃のこと 星野　富弘／著 東京：偕成社 723.1 

四季の筆ペン画48のポイント 本多　豊國／監修 東京：メイツ出版 724.1 

漫画のすごい思想 四方田　犬彦／著 東京：潮出版社 726.1 

やさしい絵入り扇子・色紙・短冊・はがきの書き方 奥平　朋子／著 東京：知道出版 728 

やさしい陶芸絵付け鉄絵の描き方 比護　武司／著 東京：誠文堂新光社 751.1 

色鉛筆で塗るディズニーツムツムプラバンあそび Atelier*Naco／著 東京：ブティック社 751.9 

残したい手しごと日本の染織 片柳　草生／著 東京：世界文化社 753.2 

シルバニアファミリーコレクションブック 竹村　真奈／編著 東京：洋泉社 759 

美しき雅楽装束の世界 遠藤　徹／著 京都：淡交社 768.2 

蜷川幸雄×松本雄吉 西堂　行人／著 東京：作品社 772.1 

<ものまね>の歴史 石井　公成／著 東京：吉川弘文館 779.1 

スポーツクライミング教本 東　秀磯／著 東京：山と溪谷社 786.1 

釜と金工品 新郷　英弘／著 京都：淡交社 791.5 

おもしろいほどよくわかる羽生善治の将棋入門 羽生　善治／監修 東京：主婦の友社 796 

<言　語>

インタビュー 木村　俊介／著 東京：ミシマ社 809.5 

音読力 山口　謠司／著 東京：游学社 811.2 

文章力を伸ばす 阿部　紘久／著 東京：日本実業出版社 816 

心が伝わるお礼の手紙・はがききちんとマナーハンドブック 杉本　祐子／著 東京：主婦の友社 816.6 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<言　語>

つたわる中国語文法 林　松濤／著 東京：東方書店 825.6 

<日本文学　小説など>

老いの荷風 川本　三郎／著 東京：白水社 910.2 ｶﾜ

湊かなえ読本 東京：洋泉社 910.2 ﾖｳ

柿本人麻呂 多田　一臣／著 東京：吉川弘文館 911.1 ﾀﾀﾞ

悪左府の女 伊東　潤／著 東京：文藝春秋 F ｲﾄ

あなたならどうする 井上　荒野／著 東京：文藝春秋 F ｲﾉ

星の子 今村　夏子／著 東京：朝日新聞出版 F ｲﾏ

災神 江島　周／著 東京：KADOKAWA F ｴｼﾞ

クジャクを愛した容疑者 大倉　崇裕／著 東京：講談社 F ｵｵ

間取りと妄想 大竹　昭子／著 東京：亜紀書房 F ｵｵ

横濱エトランゼ 大崎　梢／著 東京：講談社 F ｵｵ

スノウ・エンジェル 河合　莞爾／著 東京：祥伝社 F ｶﾜ

デンジャラス 桐野　夏生／著 東京：中央公論新社 F ｷﾘ

じごくゆきっ 桜庭　一樹／著 東京：集英社 F ｻｸ

危険領域 笹本　稜平／著 東京：徳間書店 F ｻｻ

わたしたちは銀のフォークと薬を手にして 島本　理生／著 東京：幻冬舎 F ｼﾏ

東京カウガール 小路　幸也／著 東京：PHP研究所 F ｼﾖ

I Love Father 冲方　丁／著 東京：宝島社 F ﾀｶ

囚われの島 谷崎　由依／著 東京：河出書房新社 F ﾀﾆ

1934年の地図 堂場　瞬一／著 東京：実業之日本社 F ﾄﾞｳ

若葉の宿 中村　理聖／著 東京：集英社 F ﾅｶ

コンビ 畑野　智美／著 東京：講談社 F ﾊﾀ

横浜大戦争 蜂須賀　敬明／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾁ

探偵さえいなければ 東川　篤哉／著 東京：光文社 F ﾋｶﾞ

増山超能力師大戦争 誉田　哲也／著 東京：文藝春秋 F ﾎﾝ

風よ僕らに海の歌を 増山　実／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾏｽ

5まで数える 松崎　有理／著 東京：筑摩書房 F ﾏﾂ

満月の泥枕 道尾　秀介／著 東京：毎日新聞出版 F ﾐﾁ

某には策があり申す 谷津　矢車／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾔﾂ

エーゲ海に強がりな月が 楊　逸／著 東京：潮出版社 F ﾔﾝ

竜宮城と七夕さま 浅田　次郎／著 東京：小学館 E ｱｻ

カマタノコトバ 鎌田　實／著 東京：悟空出版 E ｶﾏ

女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原　理恵子／著 東京：KADOKAWA E ｻｲ

母ではなくて、親になる 山崎　ナオコーラ／著 東京：河出書房新社 E ﾔﾏ

工学部ヒラノ教授のはじまりの場所 今野　浩／著 東京：青土社 916 ｺﾝ

世事は煙の如し 余　華／[著] 東京：岩波書店 923 ﾕｲ

われらの独立を記念し スミス・ヘンダースン／著 東京：早川書房 933 ﾍﾝ

静寂 トーマス・ラープ／著 東京：東京創元社 943 ﾗﾌﾟ

ちいさな国で ガエル・ファイユ／著 東京：早川書房 953 ﾌｱ

※「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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