
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<知識・学問・情報科学>
アマゾノミクス アンドレアス・ワイガンド／著 東京：文藝春秋 007.3 
定番フォント・ガイドブック タイポグラフィ編集部／編 東京：グラフィック社 007.6 
図書館と江戸時代の人びと 新藤　透／著 東京：柏書房 010.2 
十歳までに読んだ本 西　加奈子／ほか著 東京：ポプラ社 019.5 
本が好き 安野　光雅／著 東京：山川出版社 019.9 
これだけは知っておきたい「著作権」の基本と常識 宮本　督／監修 東京：フォレスト出版 021.2 
昭和の翻訳出版事件簿 宮田　昇／著 大阪：創元社 021.2 
料理書のデザイン 鈴木　めぐみ／編 東京：誠文堂新光社 022.5 

<哲学・思想・心理学・宗教>
日本思想の古層 梅原　猛／著 東京：藤原書店 121 
学生を戦地へ送るには 佐藤　優／著 東京：新潮社 121.6 
精神の革命 ジョナサン・イスラエル／[著] 東京：みすず書房 133 
存在と時間　3 ハイデガー／著 東京：光文社 134.9 
カオスモーズ フェリックス・ガタリ／著 東京：河出書房新社 135.5 
ちいさなことにイライラしなくなる本 大嶋　信頼／著 東京：マガジンハウス 141.6 
臨床心理学ノート 河合　隼雄／著 東京：金剛出版 146 
お咒い日和 加門　七海／著 東京：KADOKAWA 147.1 
そうだ、結婚しよう。 下田　美咲／著 東京：毎日新聞出版 152.2 
子や孫にしばられない生き方 河村　都／著 東京：産業編集センター 159.6 
古希に乾杯!ヨレヨレ人生も、また楽し 弘兼　憲史／著 東京：海竜社 159.7 
靖国神社 赤澤　史朗／著 東京：岩波書店 175.1 
靖国神社が消える日 宮澤　佳廣／著 東京：小学館 175.1 
日本の古寺101選 廣澤　隆之／監修 東京：成美堂出版 185.9 
墓と仏壇の意義 八田　幸雄／著 大阪：東方出版 186.4 

<歴史・地理・伝記・紀行>
海賊の世界史 桃井　治郎／著 東京：中央公論新社 209 
裏切られた自由　上 ハーバート・フーバー／著 東京：草思社 209.7 
朝廷儀礼の文化史 近藤　好和／著 京都：臨川書店 210 
海賊がつくった日本史 山田　順子／著 東京：実業之日本社 210.1 
羽柴家崩壊 黒田　基樹／著 東京：平凡社 210.4 
江戸一〇万日全記録 明田　鉄男／著 東京：雄山閣 210.5 
データで見る太平洋戦争 高橋　昌紀／著 東京：毎日新聞出版 210.7 
カナダの歴史を知るための50章 細川　道久／編著 東京：明石書店 251 
父「永六輔」を看取る 永　千絵／著 東京：宝島社 289 ｴｲ
世界の果てに、ぼくは見た 長沼　毅／[著] 東京：幻冬舎 290.9 
日本百低山 日本山岳ガイド協会／編 東京：幻冬舎 291 
シニアひとり旅 下川　裕治／著 東京：平凡社 292 
南フランスの休日プロヴァンスへ 町田　陽子／著 東京：イカロス出版 293.5 
十二章のイタリア 内田　洋子／著 東京：東京創元社 293.7 

<政治・法律・経済・教育>
プーチンの国 アン・ギャレルズ／著 東京：原書房 302.3 
ユニオンジャックの矢 寺島　実郎／著 東京：NHK出版 302.3 
日本人が忘れた日本人の本質 山折　哲雄／[著] 東京：講談社 304 
平成の天皇制とは何か 吉田　裕／編 東京：岩波書店 313.6 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<政治・法律・経済・教育>
ボコ・ハラム 白戸　圭一／著 東京：新潮社 316.4 
ふたつの憲法と日本人 川口　暁弘／著 東京：吉川弘文館 323.1 
よくわかる入管手続 佐野　秀雄／著 東京：日本加除出版 329.9 
かくて行動経済学は生まれり マイケル・ルイス／著 東京：文藝春秋 331 
ナディアが群れを離れる理由 ジョン・P.コッター／著 東京：ダイヤモンド社 336.3 
めちゃくちゃわかるよ!超株入門 深野　康彦／監修 東京：ダイヤモンド社 338.1 
図解所得税　平成29年版 松崎　啓介／編 東京：大蔵財務協会 345.3 
99%の日本人がわかっていない国債の真実 高橋　洋一／著 東京：あさ出版 347.2 
図解地方税　平成29年版 逸見　幸司／編著 東京：大蔵財務協会 349.5 
知らない人に出会う キオ・スターク／著 東京：朝日出版社 361.4 
不思議の国のジャパニーズ 片野　優／著 東京：宝島社 361.5 
夫の定年 グループわいふ／著 京都：ミネルヴァ書房 367.3 
「わがまま」のつながり方 鎌田　實／著 東京：中央法規出版 369.2 
「もしも」に役立つ!おやこで防災力アップ 今泉　マユ子／著 東京：清流出版 369.3 
保育所・保育園に預けるということ 大槻　かのこ／著 東京：文芸社 369.4 
データで読む教育の論点 舞田　敏彦／著 東京：晶文社 372.1 
「変」なクラスが世界を変える! 沼田　晶弘／著 東京：中央公論新社 374.1 
発達障害の子のためのハローワーク 鈴木　慶太／監修 東京：合同出版 378 
考える力の育て方 飛田　基／著 東京：ダイヤモンド社 379.9 
性食考 赤坂　憲雄／著 東京：岩波書店 380.4 
アフリカ文化探検 田中　二郎／著 京都：京都大学学術出版会 382.4 
和食と懐石 櫻井　信也／著 京都：淡交社 383.8 
江戸の親子 太田　素子／著 東京：吉川弘文館 384.4 
婚姻の話 柳田　国男／著 東京：岩波書店 385.4 
猫の怪 横山　泰子／著 東京：白澤社 388.1 
ノーム ヴィル・ヒュイゲン／文 東京：グラフィック社 388.3 
日米同盟のリアリズム 小川　和久／著 東京：文藝春秋 392.1 

<自然科学・数学・生物学・医学>
挑む!科学を拓く28人 日経サイエンス編集部／編 [東京]：日経サイエンス社 402.1 
「食べられる」科学実験セレクション 尾嶋　好美／著 東京：SBクリエイティブ 407 
かしこい人は算数で考える 芳沢　光雄／著 東京：日本経済新聞出版社 410.4 
和算への誘い 上野　健爾／著 東京：平凡社 419.1 
元素の名前辞典 江頭　和宏／著 福岡：九州大学出版会 431.1 
発光する生物の謎 マーク・ジマー／著 東京：西村書店 431.5 
ブラックホールをのぞいてみたら 大須賀　健／著 東京：KADOKAWA 443.5 
最後の辺境 水越　武／著 東京：中央公論新社 450.9 
温泉の科学 西川　有司／著 東京：日刊工業新聞社 453.9 
海に沈んだ大陸の謎 佐野　貴司／著 東京：講談社 455.8 
マンモス 福田　正己／著 東京：誠文堂新光社 457.8 
終わりなき侵略者との闘い 五箇　公一／著 東京：小学館クリエイティブ 468 
愛のへんないきもの 早川　いくを／著 東京：ナツメ社 481.3 
昆虫こわい 丸山　宗利／著 東京：幻冬舎 486 
世界一の珍しい鳥 蜂須賀　正氏／著 東京：原書房 488 
長生き地獄 松原　惇子／著 東京：SBクリエイティブ 490.1 
ヒトはなぜ病み、老いるのか 若原　正己／著 東京：新日本出版社 491.3 
人はなぜ太りやすいのか マイケル・L.パワー／[著] 東京：みすず書房 493.1 
パーソナリティ障害 市橋　秀夫／監修 東京：講談社 493.7 
長く働けるからだをつくる かじやま　すみこ／著 東京：インプレス 494.7 
におわない人の習慣 奈良　巧／著 東京：草思社 494.8 
遺伝性乳がん・卵巣がんと生きる スー・フリードマン／著 東京：彩流社 495.4 
歯医者に行きたくない人のための自分でできるデンタルケア 西原　郁子／著 東京：アスコム 497.9 
すべては股関節から変わる 南　雅子／著 東京：SBクリエイティブ 498.3 
希望のごはん クリコ／著 [東京]：日経BP社 498.5 
江戸の博物学 高津　孝／著 東京：平凡社 499.9 

<技術・工学・建築・工業>
トコトンやさしい水道管の本 高堂　彰二／著 東京：日刊工業新聞社 518.1 
こんな建物だれがどうしてつくったの? ジョン・ズコウスキー／著 東京：東京美術 523 
三菱航空エンジン史 松岡　久光／著 東京：グランプリ出版 538.3 
全部わかる電気 三栖　貴行／監修 東京：成美堂出版 540 
実践Arduino! 平原　真／著 東京：オーム社 548.2 
たのしくできる光と音のブレッドボード電子工作 西田　和明／著 東京：東京電機大学出版局 549 
灯台はそそる 不動　まゆう／著 東京：光文社 557.5 
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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>
みんなの暮らし日記 みんなの日記編集部／編 [東京]：翔泳社 590 
家族でつくる心地いい暮らし 本多　さおり／監修 東京：マイナビ出版 590 
赤ちゃんのためのかわいい小もの 奥山　千晴／著 東京：学研プラス 594 
手紡ぎnote 吉岡　よう子／著 京都：亥辰舎 594 
半日でサクサクできるズパゲッティバッグ&小物 徳増　理恵／著 東京：講談社 594.3 
うつくしい組ひもと小物のレシピ 多田　牧子／監修 東京：日本文芸社 594.4 
レジ袋でできるカラフルなバッグと小物 poRiff／著 東京：河出書房新社 594.7 
おいしいってなんだろ? 伊藤　まさこ／著 東京：幻冬舎 596 
和えるおかず 坂田　阿希子／著 東京：世界文化社 596 
いのち愛しむ、人生キッチン 桧山　タミ／著 東京：文藝春秋 596 
魚っ食いのための珍魚食べ方図鑑 西潟　正人／著 東京：緑書房 596.3 
箱詰め名人の持ちよりベストレシピ いづい　さちこ／著 東京：家の光協会 596.4 
何度も作りたくなるお菓子の基本 荻田　尚子／著 東京：講談社 596.6 
好きよ、喫茶店 菊池　亜希子／著 東京：マガジンハウス 596.7 
日本茶の図鑑 日本茶業中央会／監修 東京：マイナビ出版 596.7 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
世界からバナナがなくなるまえに ロブ・ダン／著 東京：青土社 615 
酒米ハンドブック 副島　顕子／著 東京：文一総合出版 616.2 
花の壁飾りスワッグの作り方 誠文堂新光社／編 東京：誠文堂新光社 627.9 
六義園の庭暮らし 小野　佐和子／著 東京：平凡社 629.2 
樹のミュージアム ルイス・ブラックウェル／著 大阪：創元社 653.2 
捕まえて、食べる 玉置　標本／著 東京：新潮社 664.6 
ときめく金魚図鑑 尾園　暁／写真・文 東京：山と溪谷社 666.9 
京近江の豪商列伝 京都新聞社／編著 彦根：サンライズ出版 672.1 
書いて伝える接客英語 広瀬　直子／著 東京：KADOKAWA 673.3 
起業家の経営革命ノート 河野　貴輝／著 東京：ダイヤモンド社 673.9 
シンプル・フォトレッスン 関根　統／著 東京：グラフィック社 674.3 
市民の港大阪港一五〇年の歩み 森　隆行／著 京都：晃洋書房 683.9 
ヤマト正伝 日経ビジネス／編著 [東京]：日経BP社 685.9 
時刻表探検 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 686.5 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
古今妖怪累累 湯本　豪一／[編]著 東京：パイインターナショナル 708.7 
長沢芦雪 岡田　秀之／著 東京：新潮社 721.6 
キャラクター作画上達テクニック 緑華　野菜子／著 東京：グラフィック社 726.5 
趣味の鉄道写真 鉄日和撮影日記 山井　美希／著 東京：鉄道ジャーナル社 743.5 
技者(わざもん) 七田　祐子／著 東京：創藝社 750.2 
漆芸の見かた 小林　真理／編著 東京：誠文堂新光社 752 
かご・バッグ・ねこのおうち 尾上　みち子／[著] 東京：明窓出版 754.6 
クラシックコンサートをつくる。つづける。 平井　滿／共著 東京：水曜社 760.6 
まるごとアコギの本 山田　篤志／著 東京：青弓社 763.5 
歌舞伎の解剖図鑑 辻　和子／絵と文 東京：エクスナレッジ 774 
卓球の新しい教科書 近藤　欽司／著 東京：日本文芸社 783.6 
アタック 佐藤　喬／著 東京：辰巳出版 786.5 
釣り竿一本からはじめる魚釣り 村越　正海／著 東京：成美堂出版 787.1 
忍者はすごかった 山田　雄司／著 東京：幻冬舎 789.8 
茶の湯釜 長野　垤志／著 京都：宮帯出版社 791.5 

<言　語>
街の公共サインを点検する 本田　弘之／著 東京：大修館書店 801 
リングイストを知っていますか? マサミ・コバヤシ・ウィーズナー／著 東京：現代書館 801.7 
心に届く話し方65のルール 松本　和也／著 東京：ダイヤモンド社 809.2 
日本語と道徳 西田　知己／著 東京：筑摩書房 810.2 
失敗しない大人の無敵の語彙大全 山口　謠司／著 京都：PHP研究所 814 
大人のための国語ゼミ 野矢　茂樹／著 東京：山川出版社 816 
小論文これだけ!　今さら聞けないウルトラ超基礎編 樋口　裕一／著 東京：東洋経済新報社 816.5 
中国語話す・聞くかんたん入門書 高田　裕子／著 東京：池田書店 827.8 
台湾語が1週間でいとも簡単に話せるようになる本 趙　怡華／著 東京：明日香出版社 828.3 
文法からマスター!はじめてのベトナム語 秋葉　亜子／著 東京：ナツメ社 829.3 
難しいことはわかりませんが、英語が話せる方法を教えてください! スティーブ・ソレイシィ／著 東京：文響社 830 
もう迷わない!前置詞の使い方がわかる本 多岐川　恵理／著 東京：明日香出版社 835.6 

<日本文学　小説など>
お化けの愛し方 荒俣　宏／著 東京：ポプラ社 902.3 ｱﾗ
戦争をよむ 中川　成美／著 東京：岩波書店 904 ﾅｶ
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<日本文学　小説など>
物語のティータイム 北野　佐久子／著 東京：岩波書店 909 ｷﾀ
乱歩と正史 内田　隆三／著 東京：講談社 910.2 ｳﾁ
季語の博物誌 工藤　力男／著 大阪：和泉書院 911.3 ｸﾄﾞ
潔白 青木　俊／著 東京：幻冬舎 F ｱｵ
チームFについて あさの　あつこ／著 東京：角川春樹事務所 F ｱｻ
濱地健三郎の霊なる事件簿 有栖川　有栖／著 東京：KADOKAWA F ｱﾘ
AX 伊坂　幸太郎／著 東京：KADOKAWA F ｲｻ
完本春の城 石牟礼　道子／著 東京：藤原書店 F ｲｼ
ジャパン・トリップ 岩城　けい／著 東京：KADOKAWA F ｲﾜ
塔と重力 上田　岳弘／著 東京：新潮社 F ｳｴ
キッズファイヤー・ドットコム 海猫沢　めろん／著 東京：講談社 F ｳﾐ
夏からの長い旅 大沢　在昌／[著] 東京：KADOKAWA F ｵｵ
帝都大捜査網 岡田　秀文／著 東京：東京創元社 F ｵｶ
生きがい 沖田　正午／[著] 東京：KADOKAWA F ｵｷ
ウランバーナの森 奥田　英朗／[著] 東京：講談社 F ｵｸ
真ん中の子どもたち 温　又柔／著 東京：集英社 F ｵﾝ
エデンの果ての家 桂　望実／著 東京：文藝春秋 F ｶﾂ
天使に見捨てられた夜 桐野　夏生／[著] 東京：講談社 F ｷﾘ
船参宮 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 F ｻｴ
ザ・マミー 坂野　徳隆／著 東京：小学館 F ｻｶ
ソロ 笹本　稜平／著 東京：祥伝社 F ｻｻ
家族のあしあと 椎名　誠／著 東京：集英社 F ｼｲ
風味さんのカメラ日和 柴田　よしき／著 東京：文藝春秋 F ｼﾊﾞ
さあ、文学で戦争を止めよう 笙野　頼子／著 東京：講談社 F ｼﾖ
スターダストパレード 小路　幸也／[著] 東京：講談社 F ｼﾖ
悪女の品格 辻堂　ゆめ／著 東京：東京創元社 F ﾂｼﾞ
ネタ元 堂場　瞬一／著 東京：講談社 F ﾄﾞｳ
ランニング・ワイルド 堂場　瞬一／著 東京：文藝春秋 F ﾄﾞｳ
MIX 内藤　了／[著] 東京：KADOKAWA F ﾅｲ
銀河の通信所 長野　まゆみ／著 東京：河出書房新社 F ﾅｶﾞ
国士 楡　周平／著 東京：祥伝社 F ﾆﾚ
影裏 沼田　真佑／著 東京：文藝春秋 F ﾇﾏ
むーさんの自転車 ねじめ　正一／著 東京：中央公論新社 F ﾈｼﾞ
ピアリス 萩尾　望都／著 東京：河出書房新社 F ﾊｷﾞ
肝っ玉かあさん 平岩　弓枝／著 東京：文藝春秋 F ﾋﾗ
野良犬 藤井　邦夫／著 東京：文藝春秋 F ﾌｼﾞ
花野 藤原　緋沙子／著 東京：光文社 F ﾌｼﾞ
非常出口の音楽 古川　日出男／著 東京：河出書房新社 F ﾌﾙ
四時過ぎの船 古川　真人／著 東京：新潮社 F ﾌﾙ
走る? 東山　彰良／ほか著 東京：文藝春秋 F ﾌﾞﾝ
監督の問題 本城　雅人／著 東京：講談社 F ﾎﾝ
祝言島 真梨　幸子／著 東京：小学館 F ﾏﾘ
われは何処に 丸山　健二／著 東京：求龍堂 F ﾏﾙ
鎖と罠 皆川　博子／著 東京：中央公論新社 F ﾐﾅ
ライヴ 山田　悠介／[著] 東京：幻冬舎 F ﾔﾏ
化身の哭く森 吉田　恭教／著 東京：講談社 F ﾖｼ
孟徳と本初 吉川　永青／著 東京：講談社 F ﾖｼ
見抜く力 姜　尚中／著 東京：毎日新聞出版 E ｶﾝ
少女コレクション序説 澁澤　龍彦／著 東京：中央公論新社 E ｼﾌﾞ
あなただけじゃないんです 瀬戸内　寂聴／著 東京：自由国民社 E ｾﾄ
靖国で会う、ということ 曾野　綾子／著 東京：河出書房新社 E ｿﾉ
MORI Magazine 森　博嗣／編集長 東京：大和書房 E ﾓﾘ
悩むなら、旅に出よ。 伊集院　静／著 東京：小学館 915 ｲｼﾞ
夢Q夢魔物語 夢野　久作／著 東京：平凡社 918 ﾕﾒ
僕には世界がふたつある ニール・シャスタマン／著 東京：集英社 933 ｼﾔ
至福の烙印 クラウス・メルツ／著 東京：白水社 943 ﾒﾙ
エッダとサガ 谷口　幸男／著 東京：新潮社 949 ﾀﾆ
ゾラと近代フランス 小倉　孝誠／著 東京：白水社 950 ｵｸﾞ
ファントマ ピエール・スヴェストル／著 東京：風濤社 953 ｽｳﾞ
クァジーモド全詩集 クァジーモド／[著] 東京：岩波書店 971 ｸﾜ
鏡の前のチェス盤 ボンテンペッリ／著 東京：光文社 973 ﾎﾞﾝ

※「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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