
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<知識・学問・情報科学>
世界のブックデザインコレクション センドポインツ・パブリッシング／編 東京：グラフィック社 022.5 
江戸の出版統制 佐藤　至子／著 東京：吉川弘文館 023.8 
日本のZINEについて知ってることすべて ばるぼら／編著 東京：誠文堂新光社 051 

<哲学・思想・心理学・宗教>
禁足地帯の歩き方 吉田　悠軌／著 東京：学研プラス 147 
人生、余裕で生きる極意 武田　双雲／著 東京：三笠書房 159 
フトゥーワ アブー・アブドゥッラフマーン・スラミー／ 東京：作品社 167.1 
日本の奇僧・快僧 今井　雅晴／著 東京：吉川弘文館 182.8 

<歴史・地理・伝記・紀行>
日本文化史講義 大隅　和雄／著 東京：吉川弘文館 210.1 
学校では教えてくれない戦国史の授業 井沢　元彦／著 [東京]：PHPエディターズ・グループ 210.4 
第二帝国　上巻 伸井　太一／編著 東京：パブリブ 234 
第二帝国　下巻 伸井　太一／編著 東京：パブリブ 234 
保科正之 小池　進／著 東京：吉川弘文館 289 ﾎｼ
人生を変えるクローゼットの作り方 ベティ・ホールブライシュ／著 東京：集英社 289 ﾎﾙ
バリアフリー温泉で家族旅行　続 山崎　まゆみ／著 東京：昭文社 291 
ぐるっと探検★産業遺産 前畑　温子／著 神戸：神戸新聞総合出版センター 291.6 
対岸のヴェネツィア 内田　洋子／著 東京：集英社 293.7 
ハバナ観光案内 伊東　淳史／著 東京：イカロス出版 295.9 
ウユニ塩湖完全ガイド Only One Travel／著 明石：ライツ社 296.7 

<政治・法律・経済・教育>
地図で見るバルカン半島ハンドブック アマエル・カッタルッツァ／著 東京：原書房 302.3 
議員立法の実際 茅野　千江子／著 東京：第一法規 314.1 
ユダヤ人を救った動物園 ダイアン・アッカーマン／著 東京：亜紀書房 316.8 
地方自治体の内部統制 石川　恵子／著 [東京]：中央経済社 318.5 
21世紀国際社会を考える 渋谷　淳一／編著 東京：旬報社 319 
暴走する北朝鮮 朝倉　秀雄／著 東京：イースト・プレス 319.1 
米中戦争前夜 グレアム・アリソン／著 東京：ダイヤモンド社 319.5 
図解民法改正対応!最新債権回収のしくみがわかる事典 木島　康雄／監修 東京：三修社 324.4 
最新契約のしくみとルール 梅原　ゆかり／監修 東京：三修社 324.5 
総務・法務担当者のための会社法入門 金子　登志雄／著 [東京]：中央経済社 325.2 
ばっちゃん 伊集院　要／著 東京：扶桑社 327.8 
幸せとお金の経済学 ロバート・H.フランク／著 東京：フォレスト出版 331 
資本主義の終焉 デヴィッド・ハーヴェイ／著 東京：作品社 332 
個人事業と株式会社のメリット・デメリットがぜんぶわかる本 関根　俊輔／著 東京：新星出版社 335 
規程例とポイントが見開き対照式でわかる就業規則のつくり方・見直し方 大槻　智之／著 東京：日本実業出版社 336.4 
デスクと気持ちの片づけで見違える、わたしの仕事時間 Emi／著 東京：ワニブックス 336.5 
マネーという名の犬 ボード・シェーファー／著 東京：飛鳥新社 338.1 
クラウドファンディング革命 中山　亮太郎／著 東京：PHP研究所 338.1 
生命保険の正しい教科書 三田村　京／著 東京：自由国民社 339.4 
財務省が日本を滅ぼす 三橋　貴明／著 東京：小学館 342.1 
500㎡以上の広い土地を引き継ぐ人のための得する相続 江幡　吉昭／著 東京：アスコム 345.5 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<政治・法律・経済・教育>
パリのすてきなおじさん 金井　真紀／文と絵 東京：柏書房 361.4 
「困った人」との接し方・付き合い方 リック・ブリンクマン／著 東京：パンローリング 361.4 
地方に生きる若者たち 石井　まこと／編 東京：旬報社 361.7 
現場発!知的・発達障害者の就労自立支援 高原　浩／著 東京：学事出版 366.2 
副業図鑑 戸田　充広／著 東京：総合法令出版 366.2 
同一労働同一賃金で、給料の上がる人・下がる人 山口　俊一／著 [東京]：中央経済社 366.4 
自治労の正体 森口　朗／著 東京：育鵬社 366.6 
高齢者のための音楽レクリエーション 斉藤　道雄／監修 東京：成美堂出版 369.2 
聴導犬のなみだ 野中　圭一郎／著 東京：プレジデント社 369.2 
日比谷高校の奇跡 武内　彰／[著] 東京：祥伝社 376.4 
学校では教えてくれない推薦・AO面接の超裏ワザ講座 石橋　知也／著 東京：エール出版社 376.8 
近大革命 世耕　石弘／著 東京：産経新聞出版 377.2 
身の丈にあった勉強法 菅　広文／著 東京：幻冬舎 379.7 
「自分から勉強する子」の親の言葉　男子編 和田　秀樹／著 東京：大和書房 379.9 
ヒトは何故それを食べるのか 佐竹　元吉／著 東京：中央法規出版 383.8 
NOW A GEISHA John Paul Foster／著 東京：IBCパブリッシング 384.9 

<自然科学・数学・生物学・医学>
不都合な真実　2 アル・ゴア／著 東京：実業之日本社 451.8 
生命進化の偉大なる奇跡 アリス・ロバーツ／著 東京：学研プラス 467.5 
美しい海の浮遊生物図鑑 若林　香織／著 東京：文一総合出版 468.6 
日本人の源流 斎藤　成也／著 東京：河出書房新社 469.9 
鳥さんぽをはじめよう 鳥くん／著 東京：主婦の友社 488.1 
ボクが逆さに生きる理由(わけ) 中島　宏章／著 東京：ナツメ社 489.4 
医学の歴史 多田羅　浩三／著 東京：左右社 490.2 
ガレノス スーザン・P.マターン／著 東京：白水社 490.2 
ねころんで読める漢方薬 今津　嘉宏／著 大阪：メディカ出版 490.9 
世界に「かゆい」がなくなる日 柿木　隆介／著 東京：ナツメ社 491.3 
一番よくわかるタイプ別下肢静脈瘤の防ぎ方・治し方 池谷　敏郎／著 東京：家の光協会 493.2 
切れない!詰まらない!らくらくズボラ血管ほぐし 池谷　敏郎／著 京都：PHP研究所 493.2 
自力で防ぐ誤嚥性肺炎 稲本　陽子／著 東京：日本文芸社 493.3 
誤嚥性肺炎で困らない本 寺本　浩平／著 東京：河出書房新社 493.3 
最新ボケない!“元気脳”のつくり方 遠藤　英俊／著 東京：世界文化社 493.7 
タイプ別対応でよくわかる認知症ケア 熊谷　頼佳／著 東京：ナツメ社 493.7 
ワクチン副作用の恐怖 近藤　誠／著 東京：文藝春秋 493.8 
抗がん剤の辛さが消える速効!漢方力 井齋　偉矢／著 東京：青春出版社 494.5 
毎月、新しい自分に生まれ変わる やまがた　てるえ／著 東京：大和書房 495.1 
1日1回!子どもの目がどんどんよくなるすごいゲーム 若桜木　虔／著 東京：青春出版社 496.4 
肺炎は「口」で止められた! 米山　武義／著 東京：青春出版社 497.9 
病院のすべてがわかる! コンパッソ税理士法人／編 東京：ナツメ社 498.1 
「座りすぎ」が寿命を縮める 岡　浩一朗／著 東京：大修館書店 498.3 
賢脳食 三石　巌／著 東京：阿部出版 498.3 
ズルイ食べ方 足立　香代子／著 東京：ワニブックス 498.5 
キャラで図解!栄養素じてん 牧野　直子／監修 東京：新星出版社 498.5 
短時間で栄養バランス朝ごはん 吉田　朋子／著 東京：芽ばえ社 498.5 
子どもに「買ってはいけない」「買ってもいい」食品 渡辺　雄二／著 東京：大和書房 498.5 
毒と薬の文化史 船山　信次／著 東京：慶應義塾大学出版会 499 

<技術・工学・建築・工業>
アイリーン・グレイ ピーター・アダム／[著] 東京：みすず書房 523.3 
脱!SNSのトラブル 佐藤　佳弘／編著 西東京：武蔵野大学出版会 547.4 
海上の巨大クレーン これが起重機船だ 出水　伯明／編・写真 東京：洋泉社 556.7 
世界が認めた日本のウイスキー ドミニク・ロスクロウ／著 東京：エクスナレッジ 588.5 
大人のおしゃれに、ほしいもの 東京：主婦と生活社 589.2 
bonとponふたりの暮らし bonpon／著 東京：主婦の友インフォス 589.2 
SHOE DOG フィル・ナイト／著 東京：東洋経済新報社 589.7 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
50過ぎたら、ものは引き算、心は足し算 沖　幸子／著 東京：祥伝社 590 
心がラクになるドイツのシンプル家事 久保田　由希／著 東京：大和書房 590 
自分をいたわる暮らしごと 結城　アンナ／著 東京：主婦と生活社 590.4 
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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>
45歳からのお金を作るコツ 井戸　美枝／著 東京：ビジネス社 591 
今日からはじめるヴィンテージDIY 成美堂出版編集部／編 東京：成美堂出版 592.7 
かんたんかわいいベビーのニット 河合　真弓／[著] 東京：日本ヴォーグ社 594.3 
ベルンド・ケストラーのミトン ベルンド・ケストラー／著 東京：世界文化社 594.3 
かわいくて便利な移動ポケット 東京：ブティック社 594.7 
やさしい水引細工12カ月 荻原　加寿美／著 東京：成美堂出版 594.9 
DOLL'S CLOSET〜SEASONS〜 salon de monbon／著 東京：ナツメ社 594.9 
いくつになっても、美しく、いさぎよく生きる 毛利　理美／著 東京：主婦の友インフォス 595 
おしりリセットダイエット 中村　奈緒子／著 東京：主婦の友インフォス 595.6 
服部幸應の知っておいしいだし事典 服部栄養専門学校／監修 東京：実業之日本社 596 
「おいしいの素」帖 東京：地球丸 596 
毎日大活躍の圧力鍋 堤　人美／著 東京：成美堂出版 596 
コンビニかけ合わせグルメ ディスク百合おん／著 東京：スモール出版 596 
ターシャ・テューダーのファミリー・レシピ ウィンズロー・テューダー／著 東京：主婦と生活社 596 
食材3つで簡単ごちそう小鍋 ワタナベ　マキ／著 東京：宝島社 596 
鮨のすべて 今田　洋輔／著 東京：柴田書店 596.2 
はじめまして電鍋(ディエングォ)レシピ 口尾　麻美／著 東京：グラフィック社 596.2 
おうち割烹 中嶋　貞治／著 東京：ナツメ社 596.2 
井村屋さんの毎日ほっこりあずきレシピ 岩崎　啓子／料理 東京：主婦の友社 596.3 
ぜんぶ簡単どんぶり きじま　りゅうた／著 東京：世界文化社 596.3 
おかわり!山グルメ 小雀　陣二／[著] 東京：枻出版社 596.4 
毎日食べてもふとらない!糖質オフの持ち歩き菓子 石澤　清美／著 東京：主婦の友社 596.6 
グルテンフリーのパンとスープ 上原　まり子／著 東京：文化学園文化出版局 596.6 
ハミングバーズヒルのお菓子 海老名　めぐみ／著 東京：枻出版社 596.6 
グルテンフリーのおやつ 大塚　せつ子／著 東京：パルコエンタテインメント事業部 596.6 
香り高い焼き菓子大人のBAKE 荻田　尚子／著 東京：誠文堂新光社 596.6 
つくってみたい茶席の和菓子十二か月 清　真知子／著 京都：淡交社 596.6 
バゲットが残ったら 坂田　阿希子／著 東京：グラフィック社 596.6 
お母さんおやつ トミタ　セツ子／[著] 東京：主婦の友社 596.6 
和食器のきほん 浜　裕子／著 東京：誠文堂新光社 596.9 
インテリアでおもてなし 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 597 
すっきり暮らすための掃除・片づけのコツ 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 597.9 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
農業のマーケティング教科書 岩崎　邦彦／著 東京：日本経済新聞出版社 611.7 
大切な人を早死にさせない食 木村　秋則／著 東京：東邦出版 615.7 
実践事例でわかる獣害対策の新提案 農業共済新聞／編 東京：家の光協会 615.8 
育てたい花がたくさん見つかる図鑑1000 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 627 
3ポットから作れる寄せ植え105 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 627.8 
京都絶景庭園 水野　秀比古／写真・文 東京：電波社 629.2 
はじめてでもできる小さな庭づくり 小黒　晃／草花監修 東京：ナツメ社 629.7 
獣医さんが教える手作り愛犬ごはん 小林　豊和／監修 東京：主婦の友社 645.6 
やさしい猫の看取りかた 沖山　峯保／監修 東京：角川春樹事務所 645.7 
図解知識ゼロからの現代漁業入門 濱田　武士／監修 東京：家の光協会 662.1 
海の民のハワイ 小川　真和子／著 京都：人文書院 662.7 
課題解決につながる「実践マーケティング」入門 理央　周／著 東京：日本実業出版社 675 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
日本遺産　2 日本遺産プロジェクト／編 東京：東京法令出版 709.1 
絵解きの愉しみ 中村　興二／著 東京：平凡社 721.2 
ART GALLERY　3 青柳　正規／監修 東京：集英社 723 
もっと知りたいターナー 荒川　裕子／著 東京：東京美術 723.3 
刀装具 内藤　直子／著 京都：淡交社 756.6 
ゼロから分かる!5000円からの骨董入門 尾久　彰三／監修 東京：世界文化社 756.8 
ジャジューカ ムジアーンズ／編 東京：太田出版 762.4 
野村萬斎What is狂言? 野村　萬斎／著 東京：檜書店 773.9 
サ・ン・ト・ランド 長谷川　町蔵／著 東京：洋泉社 778 
「ウルトラマン」の熱い熱い名セリフ 東邦出版／編 東京：東邦出版 778.8 
1日10分走る青トレ 原　晋／著 東京：ゴルフダイジェスト社 782 
ドラマは球場の外にある 法元　英明／著 名古屋：ぴあ株式会社中部支社 783.7 
平常心のレッスン。 岡本　美鈴／著 東京：旬報社 785.2 
ロードバイクを自在に操るための知識・技術・トレーニング 浅田　顕／監修 東京：ナツメ社 786.5 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<言　語>
多言語主義社会に向けて 平高　史也／編 東京：くろしお出版 801 

アラビア語 東京：JTBパブリッシング 829.7 

英語で手帳をつけてみました。 有子山　博美／著 東京：IBCパブリッシング 830 

日本の英語、英文学 外山　滋比古／著 東京：研究社 830.4 

日本で外国人を見かけたら使いたい英語フレーズ3000 黒坂　真由子／著 東京：クロスメディア・ランゲージ 837.8 

100語で簡単!ネイティブに伝わる英会話 デイビッド・セイン／著 東京：成美堂出版 837.8 

<日本文学　小説など>

夏井いつきの「雪」の歳時記 夏井　いつき／著 東京：世界文化社 911.3 ﾅﾂ

2択で学ぶ赤ペン俳句教室 夏井　いつき／著 東京：ヨシモトブックス 911.3 ﾅﾂ

寝る前に読む一句、二句。 夏井　いつき／著 東京：ワニブックス 911.3 ﾅﾂ

退屈をあげる 坂本　千明／著 東京：青土社 911.5 ｻｶ

はやく老人になりたいと彼女はいう 伊藤　たかみ／著 東京：文藝春秋 F ｲﾄ

彼方の友へ 伊吹　有喜／著 東京：実業之日本社 F ｲﾌﾞ

ミ・ト・ン 小川　糸／文 東京：白泉社 F ｵｶﾞ

ぼくせん 木村　忠啓／著 東京：朝日新聞出版 F ｷﾑ

銀杏手ならい 西條　奈加／著 東京：祥伝社 F ｻｲ

サーチライトと誘蛾灯 櫻田　智也／著 東京：東京創元社 F ｻｸ

Dの遺言 柴田　哲孝／著 東京：祥伝社 F ｼﾊﾞ

ねこ町駅前商店街日々便り 柴田　よしき／著 東京：祥伝社 F ｼﾊﾞ

痴漢冤罪 新堂　冬樹／著 東京：祥伝社 F ｼﾝ

おめでたい女 鈴木　マキコ／著 東京：小学館 F ｽｽﾞ

『濹東綺譚』を歩く 唐仁原　教久／画・文 東京：白水社 F ﾄｳ

さくら、うるわし 長野　まゆみ／著 東京：KADOKAWA F ﾅｶﾞ

デッド・オア・アライブ 楡　周平／著 東京：光文社 F ﾆﾚ

シネマコンプレックス 畑野　智美／著 東京：光文社 F ﾊﾀ

くちびる遊び 花房　観音／著 東京：新潮社 F ﾊﾅ

大獄 葉室　麟／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾑ

西郷どん!　前編 林　真理子／著 東京：KADOKAWA F ﾊﾔ

西郷どん!　後編 林　真理子／著 東京：KADOKAWA F ﾊﾔ

ランチ酒 原田　ひ香／著 東京：祥伝社 F ﾊﾗ

ドレス 藤野　可織／著 東京：河出書房新社 F ﾌｼﾞ

代理人(エージェント) 本城　雅人／著 東京：実業之日本社 F ﾎﾝ

ノーマンズランド 誉田　哲也／著 東京：光文社 F ﾎﾝ

花のお江戸で粗茶一服 松村　栄子／著 東京：ポプラ社 F ﾏﾂ

呉漢　上 宮城谷　昌光／著 東京：中央公論新社 F ﾐﾔ

呉漢　下 宮城谷　昌光／著 東京：中央公論新社 F ﾐﾔ

メガネと放蕩娘 山内　マリコ／著 東京：文藝春秋 F ﾔﾏ

龍の右目 吉川　永青／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾖｼ

おらおらでひとりいぐも 若竹　千佐子／著 東京：河出書房新社 F ﾜｶ

物語と歩いてきた道 上橋　菜穂子／著 東京：偕成社 E ｳｴ

月夜の散歩 角田　光代／著 東京：オレンジページ E ｶｸ

愛子の小さな冒険 佐藤　愛子／著 東京：青志社 E ｻﾄ

ありがとうのかんづめ 俵　万智／[著] 東京：小学館 E ﾀﾜ

かるい生活 群　ようこ／著 東京：朝日新聞出版 E ﾑﾚ

道なき未知 森　博嗣／著 東京：ベストセラーズ E ﾓﾘ

京都で考えた 吉田　篤弘／著 京都：ミシマ社 E ﾖｼ

港の底 ジョゼフ・ミッチェル／著 東京：柏書房 934 ﾐﾂ

とても良い人生のために J.K.ローリング／著 東京：静山社 934 ﾛﾘ

ウールフ、黒い湖 ヘラ・S.ハーセ／著 東京：作品社 949 ﾊｾ

サミュエル・ベケット 高橋　康也／著 東京：白水社 950 ﾀｶ

※「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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