
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

たった1日で基本が身に付く!Java超入門 齊藤　新三／著 東京：技術評論社 007.6 
見栄えをUPする!エクセル表現手法のウラ技 篠塚　充／著 新潟：シーアンドアール研究所 007.6 
ポストデジタル時代の公共図書館 植村　八潮／編 東京：勉誠出版 010.4 
<本の世界>の見せ方 明定　義人／著 東京：日本図書館協会 014.1 

アクティブ・ラーニングをサポートする!学校図書館活用
プロジェクト掲示ポスター&ポイントシート事典

井上　一郎／編著 東京：明治図書出版 017.2 

アルカイダから古文書を守った図書館員 ジョシュア・ハマー／著 東京：紀伊國屋書店 018 
読み聞かせを活用したビブリオトーク 笹倉　剛／著 京都：あいり出版 019.9 
町を歩いて本のなかへ 南陀楼綾繁／著 東京：原書房 020.4 
タラブックス 野瀬　奈津子／著 東京：玄光社 023 
ぐるぐる♡博物館 三浦　しをん／著 東京：実業之日本社 069 
江戸の瓦版 森田　健司／著 東京：洋泉社 070.2 

<哲学・思想・心理学・宗教>

冥途のお客 佐藤　愛子／著 新座：埼玉福祉会 147 
幸せの扉を開くクリスタルヒーリング引き寄せと調和の教科書 木村　衣晴／監修 東京：メイツ出版 147.7 
「恋と結婚」を引き寄せる! すごい引き寄せ!研究会／著 東京：宝島社 148 
『菜根譚』からはじめるつながらない関係 小池　龍之介／著 東京：青春出版社 159 
働く文学 奥　憲太／著 東京：東海教育研究所 159.4 
神様にごひいきされるすごい「神社参り」 中井　耀香／著 東京：KADOKAWA 175 
神様が宿る御神酒 大浦　春堂／著 東京：神宮館 175.9 
三国伝来仏の教えを味わう 花園大学文学部／監修 京都：臨川書店 180.4 

<歴史・地理・伝記・紀行>

1493<入門世界史> チャールズ・C.マン／著 東京：あすなろ書房 209.5 
世界の特別な1日 マルゲリータ・ジャコーザ／著 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 209.6 
土偶界へようこそ 譽田　亜紀子／著 東京：山川出版社 210.2 
忘れられた黒船 後藤　敦史／著 東京：講談社 210.5 
沖縄戦を生きぬいた人びと 吉川　麻衣子／著 大阪：創元社 219.9 
沖縄の戦争遺跡 吉浜　忍／著 東京：吉川弘文館 219.9 
モンゴル帝国誕生 白石　典之／著 東京：講談社 222.6 
引き裂かれた道路 ディーオン・ニッセンバウム／著 東京：三省堂 227.9 
シェイクスピアの時代のイギリス生活百科 イアン・モーティマー／著 東京：河出書房新社 233 
歴史の証人ホテル・リッツ ティラー・J.マッツェオ／著 東京：東京創元社 235 
バルカン マーク・マゾワー／著 東京：中央公論新社 239 
命みじかし恋せよ乙女 中村　圭子／編 東京：河出書房新社 281 
新訳アレクサンドロス大王伝 プルタルコス／著 東京：河出書房新社 289 ｱﾚ
ブラタモリ　7・8 NHK「ブラタモリ」制作班／監修 東京：KADOKAWA 291 
おやこデート 杉浦　さやか／著 東京：白泉社 291.3 
おどろきの金沢 秋元　雄史／[著] 東京：講談社 291.4 
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     の人 
ディック・ブルーナ[1927年8月23日生] 
オランダ生まれ。 
絵本作家・グラフィックデザイナーと
して世界的に活躍。ナインチェ・プラ
ウス（うさこちゃん、ミッフィー）や
ブラック・ベアの生みの親として知ら
れる。作品は、全世界で50か国以上に
翻訳され、ロングセラーとなる。 
2017年2月16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>

古地図で歩く大阪ザ・ベスト10 本渡　章／著 大阪：140B 291.6 
カリブ海世界を知るための70章 国本　伊代／編著 東京：明石書店 302.5 
ケント&幸洋の大放言! ケント・ギルバート／著 東京：ビジネス社 304 
参謀力 若狭　勝／著 東京：双葉社 310.4 
石破茂の「日本創生」 大下　英治／著 東京：河出書房新社 312.1 
クルド人 国なき民族の年代記 福島　利之／著 東京：岩波書店 316.8 
ビジネスマンのための六法全書の読み方を徹底理解! 加藤　英男／監修 東京：アイバス出版 320 
すぐに役立つ入門図解記載例つき遺言書の書き方と生前贈与しくみと対策 松岡　慶子／監修 東京：三修社 324.7 
マネーはこれからどこへ向かうか 大前　研一／著 東京：KADOKAWA 333.6 
フェイクニュースの見分け方 烏賀陽　弘道／著 東京：新潮社 361.4 
帰宅恐怖症 小林　美智子／著 東京：文藝春秋 367.3 
遊びをつくる、生活をつくる。 楠　凡之／編 京都：かもがわ出版 369.4 
イラストで学ぶスタディスキル図鑑 キャロル・ヴォーダマン／ほか著 大阪：創元社 375 
ぐんぐん伸びる子は何が違うのか? 石田　勝紀／著 東京：学研プラス 379.9 
被差別の民俗学 折口　信夫／著 東京：河出書房新社 380.4 
「あの人すてき!」と思わせる美人な姿勢図鑑 彩希子／著 東京：新星出版社 385.9 
シンデレラの謎 浜本　隆志／著 東京：河出書房新社 388 
在日米軍 梅林　宏道／著 東京：岩波書店 392.5 

<自然科学・数学・生物学・医学>

簡単・きれい・感動!!10歳までのかがくあそび 小森　栄治／著 東京：学芸みらい社 407 
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 
絶対数学の世界 黒川　信重／著 東京：青土社 413.5 
フロックの確率 ジョセフ・メイザー／著 [東京]：日経BP社 417.1 
時空のからくり 山田　克哉／著 東京：講談社 421 
地球は本当に丸いのか? 武田　康男／文・写真 東京：草思社 448 
ぼくの村がゾウに襲われるわけ。 岩井　雪乃／著 東京：合同出版 480.9 
ゲッチョ先生の昆虫と自然の描き方教室 盛口　満／絵・文 東京：ナツメ社 486 
口から食べる幸せを守る 小山　珠美／著 東京：主婦の友社 491.3 
医者は患者をこう診ている グレアム・イーストン／著 東京：河出書房新社 492 
ドラキュラ女子のための貧血ケア手帖 濱木　珠恵／著 東京：主婦の友インフォス 493.1 
顔の老化のメカニズム 江連　智暢／著 東京：日刊工業新聞社 494.8 
最新乳がん治療 福田　護／監修 東京：主婦と生活社 495.4 
和食の食べ方を知れば、女性はもっと美しくなれる エリカ・アンギャル／著 東京：学研プラス 498.5 
Birthday Herb 朝比奈　千鶴／著 東京：朝日新聞出版 499.8 

<技術・工学・建築・工業>

トコトンやさしい3Dものづくりの本 柳生　浄勲／著 東京：日刊工業新聞社 501.8 
ドローンを作ろう!飛ばそう! 高橋　隆雄／著 東京：秀和システム 507.9 
ライト式建築 井上　祐一／著 東京：柏書房 523.5 
世界の木造デザイン 日経アーキテクチュア／編 [東京]：日経BP社 524.5 
必携「からくり設計」メカニズム定石集 熊谷　英樹／著 東京：日刊工業新聞社 531.3 
自動車整備が一番わかる 松平　智敬／著 東京：技術評論社 537.7 
東芝原子力敗戦 大西　康之／著 東京：文藝春秋 540.6 
図解でわかる!モバイル通信のしくみ 神崎　洋治／著 東京：日経BP社 547.6 
最新熱処理のしくみと技術 仁平　宣弘／著 東京：ナツメ社 566.3 
眺望絶佳の打ち上げ花火 金武　武／著 東京：玄光社 575.9 
「香り」の科学 平山　令明／著 東京：講談社 576.6 
昭和珍道具図鑑 魚柄　仁之助／著 東京：青弓社 580.2 
庖丁 信田　圭造／著 京都：ミネルヴァ書房 581.7 
昭和レトロ自販機マニアックス 越野　弘之／著 東京：洋泉社 582.4 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

貯金1000万円以下でも老後は暮らせる! 畠中　雅子／著 東京：すばる舎 591 
女の子・男の子のゆかたとじんべい 東京：ブティック社 593.1 
作るのカンタン平らなワンコ服12か月 ピポン／著 東京：文化学園文化出版局 594 
立体刺繡で織りなす、美しい花々とアクセサリー アトリエFil／著 東京：日本文芸社 594.2 
プリザーブドフラワー 長井　睦美／監修 東京：メイツ出版 594.8 
離れている家族に冷凍お届けごはん 上田　淳子／著 東京：講談社 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>

おいしいオリーブ料理 木村　かほる／著 東京：創森社 596 
南インド料理とミールス ナイル善己／著 東京：柴田書店 596.2 
新しい食べ方でやせる&健康になる寒天レシピ 石澤　清美／著 東京：主婦の友社 596.3 
親子おやつ 久保田　恵美／著 東京：旭屋出版 596.6 
キレイに見える食べ方図鑑 ホームライフ取材班／編 東京：青春出版社 596.8 
住まいの老い支度 阿部　絢子／著 東京：講談社 597 
いのちをありがとう 奥田　朱美／監修・作 東京：合同出版 598.2 
おっぱいがほしい! 樋口　毅宏／著 東京：新潮社 599 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

はかりきれない世界の単位 米澤　敬／著 大阪：創元社 609 
トコトンやさしい土壌の本 藤原　俊六郎／著 東京：日刊工業新聞社 613.5 
ウンカ防除ハンドブック 松村　正哉／著 東京：農山漁村文化協会 616.2 
リンゴを食べる教科書 丹野　清志／著 東京：ナツメ社 625.2 
飼い主のための犬種図鑑ベスト185 藤原　尚太郎／[著] 東京：主婦の友社 645.6 
原色で楽しむカブトムシ・クワガタムシ図鑑&飼育ガイド 安藤“アン”誠起／著 東京：実業之日本社 646.9 
ミルクと日本人 武田　尚子／著 東京：中央公論新社 648.1 
プロ直伝!メダカの飼い方繁殖&交配ガイド 水谷　正一／監修 東京：実業之日本社 666.9 
そのまま使える基本のビジネス英語 書く デイビッド・セイン／著 東京：ジャパンタイムズ 670.9 
近江商人学入門 末永　國紀／著 彦根：サンライズ出版 672.1 
たった62円で売り上げ倍増!「感動はがき」マーケティング 小林　みのる／著 東京：合同フォレスト 673.3 
スタイリストが教えるお客さまをもっと素敵にする!接客術 山下　万里香／著 東京：同文舘出版 673.7 
心にササるチラシデザイン 加藤　賢策／監修 東京：玄光社 674.7 
なぜ、上野駅に18番線がないのか? 米屋　こうじ／著 東京：洋泉社 686.2 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>

芸術の都ロンドン大図鑑 フィリップ・デイヴィース／著 東京：西村書店 702.3 
戦災等による焼失文化財 文化庁／編 東京：戎光祥出版 709.1 
いちまいの絵 原田　マハ／著 東京：集英社 720.4 
日本美術に見るきもの 近藤　富枝／著 東京：河出書房新社 721 
わたしのかたち 中村　佑介／著 東京：青土社 726.5 
ブルーナが語るミッフィーのすべて MOE編集部／編 東京：白泉社 726.6 
大人かわいい華やかカラー切り絵 平石　智美／著 東京：メイツ出版 726.9 
美文字はあきらめなさい 清水　恵／著 東京：白夜書房 728.9 
川瀬巴水決定版 清水　久男／監修 東京：平凡社 732.1 
伝統工芸を継ぐ男たち 関根　由子／著 東京：論創社 750.2 
ゼロから分かる!やきもの入門 河野　惠美子／監修 東京：世界文化社 751.1 
クリエイティブ折り紙 山口　真／著 東京：ソシム 754.9 
一流サンプル職人が教える本格革財布の仕立て方 池田　耕平／監修 東京：スタジオタッククリエイティブ 755.5 
ドールハウス ハリーナ・パシエルプスカ／[編]著 東京：パイインターナショナル 759 
しゃがむ力 中村　考宏／著 東京：晶文社 780.7 
ゴルフは直線運動(スイング)で上手くなる! 三觜　喜一／著 東京：日本文芸社 783.8 
生け雑草 小林　南水子／著 東京：柏書房 793 
9マス将棋の本 青野　照市／著 東京：幻冬舎 796 

<言　語>

論理的な話し方の極意 齋藤　孝／著 東京：宝島社 809.2 
音の表現辞典 中村　明／著 東京：東京堂出版 814 
3行しか書けない人のための文章教室 前田　安正／著 東京：朝日新聞出版 816 
ギリシア・ローマ神話を知れば英語はもっと上達する 西森　マリー／著 東京：講談社 830.4 
日英ことわざ文化事典 山田　雅重／著 東京：丸善出版 833.4 
日本人が知りたいイタリア人の当たり前 朝比奈　佳尉／著 東京：三修社 877.5 

<日本文学　小説など>

現代詩試論|詩人の設計図 大岡　信／[著] 東京：講談社 901.1 ｵｵ
文豪と暮らし 開発社／編 東京：創藝社 910.2 ｿｳ
ひとり 瀬戸内　寂聴／著 東京：深夜叢書社 911.3 ｾﾄ
薫風ただなか あさの　あつこ／著 東京：KADOKAWA F ｱｻ
小鳥冬馬の心像 石川　智健／著 東京：光文社 F ｲｼ
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<日本文学　小説など>

歌行燈 泉　鏡花／作 東京：岩波書店 F ｲｽﾞ

ぶぶ漬屋稲茶にございます 今井　絵美子／著 東京：角川春樹事務所 F ｲﾏ

水底は京の朝 岩下　悠子／著 東京：新潮社 F ｲﾜ

噓と人形 岩井　志麻子／著 東京：太田出版 F ｲﾜ

秋霧 大倉　崇裕／著 東京：祥伝社 F ｵｵ

偶然の祝福 小川　洋子／著 新座：埼玉福祉会 F ｵｶﾞ

さよなら、ムッシュ 片岡　翔／著 東京：小学館 F ｶﾀ

現世怪談 木原　浩勝／著 東京：講談社 F ｷﾊ

まるまるの毬 西條　奈加／[著] 東京：講談社 F ｻｲ

完本密命　巻之23・24 佐伯　泰英／著 東京：祥伝社 F ｻｴ

真夏の雷管 佐々木　譲／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｻｻ

怪盗桐山の藤兵衛の正体 佐藤　雅美／著 東京：文藝春秋 F ｻﾄ

ししりばの家 澤村　伊智／著 東京：KADOKAWA F ｻﾜ

腐れ梅 澤田　瞳子／著 東京：集英社 F ｻﾜ

5分で涙があふれて止まらないお話 志賀内　泰弘／著 京都：PHP研究所 F ｼｶﾞ

仁者無敵 志野　靖史／著 東京：朝日新聞出版 F ｼﾉ

マイ・ディア・ポリスマン 小路　幸也／著 東京：祥伝社 F ｼﾖ

暗闇のアリア 真保　裕一／著 東京：KADOKAWA F ｼﾝ

1990年、何もないと思っていた私にハガキがあった せきしろ／著 東京：双葉社 F ｾｷ

政略結婚 高殿　円／著 東京：KADOKAWA F ﾀｶ

茄子の輝き 滝口　悠生／著 東京：新潮社 F ﾀｷ

左京区桃栗坂上ル 瀧羽　麻子／著 東京：小学館 F ﾀｷ

明治乙女物語 滝沢　志郎／著 東京：文藝春秋 F ﾀｷ

菊日和 津村　節子／著 新座：埼玉福祉会 F ﾂﾑ

おんな城主直虎　3 森下　佳子／作 東京：NHK出版 F ﾄﾖ

紅城奇譚 鳥飼　否宇／著 東京：講談社 F ﾄﾘ

もう生まれたくない 長嶋　有／著 東京：講談社 F ﾅｶﾞ

虞美人草 夏目　漱石／[著] 東京：KADOKAWA F ﾅﾂ

リゾートしらかみの犯罪 西村　京太郎／著 東京：光文社 F ﾆｼ

嵯峨野花譜 葉室　麟／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾑ

空に咲く恋 福田　和代／著 東京：文藝春秋 F ﾌｸ

蒼のファンファーレ 古内　一絵／著 東京：小学館 F ﾌﾙ

100回泣いても変わらないので恋することにした。 堀川　アサコ／著 東京：新潮社 F ﾎﾘ

dele 本多　孝好／著 東京：KADOKAWA F ﾎﾝ

劇場 又吉　直樹／著 東京：新潮社 F ﾏﾀ

ボクたちはみんな大人になれなかった 燃え殻／著 東京：新潮社 F ﾓｴ

深海の寓話 森村　誠一／著 東京：KADOKAWA F ﾓﾘ

春の華客|旅恋い 山川　方夫／[著] 東京：講談社 F ﾔﾏ

ここから先は何もない 山田　正紀／著 東京：河出書房新社 F ﾔﾏ

風と共にゆとりぬ 朝井　リョウ／著 東京：文藝春秋 E ｱｻ

閉経記 伊藤　比呂美／著 東京：中央公論新社 E ｲﾄ

片づけたい 赤瀬川　原平／[ほか]著 東京：河出書房新社 E ｶﾜ

荒野に立てば 北方　謙三／著 東京：新潮社 E ｷﾀ

人生の醍醐味 曽野　綾子／著 [東京]：産経新聞出版 E ｿﾉ

美女は飽きない 林　真理子／著 東京：マガジンハウス E ﾊﾔ

自由のこれから 平野　啓一郎／著 東京：ベストセラーズ E ﾋﾗ

おしゃべりな銀座 銀座百点／編 東京：扶桑社 E ﾌｿ

99歳からあなたへ 吉沢　久子／著 東京：海竜社 E ﾖｼ

あなたの夫は素晴らしい人だと叫びたくなる 渡辺　千穂／著 東京：マガジンハウス E ﾜﾀ

寂しい生活 稲垣　えみ子／著 東京：東洋経済新報社 916 ｲﾅ

英国諜報員アシェンデン サマセット・モーム／[著] 東京：新潮社 933 ﾓﾑ

息子が殺人犯になった スー・クレボルド／著 東京：亜紀書房 936 ｸﾚ

階段を下りる女 ベルンハルト・シュリンク／著 東京：新潮社 943 ｼﾕ

シュレーディンガーの猫を追って フィリップ・フォレスト／著 東京：河出書房新社 953 ﾌｵ

リラとわたし エレナ・フェッランテ／著 東京：早川書房 973 ﾌｴ

※「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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