
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<知識・学問・情報科学>
入門デジタルアーカイブ 柳　与志夫／責任編集 東京：勉誠出版 007.5 

今すぐ使えるかんたんWindows 10 オンサイト／著 東京：技術評論社 007.6 

わたしは10歳、本を知らずに育ったの。 シャンティ国際ボランティア会／編 東京：合同出版 016.2 

生命の灯となる49冊の本 中村　桂子／著 東京：青土社 019.9 

日本一の速読教室 石井　真／著 東京：カンゼン 019.1 

「本を売る」という仕事 長岡　義幸／著 東京：潮出版社 024.1 

『週刊文春』と『週刊新潮』 花田　紀凱／著 東京：PHP研究所 051.6 

吉本隆明全集　14 吉本　隆明／著 東京：晶文社 081.6 

<哲学・思想・心理学・宗教>
女に生まれてよかった。と心から思える本 水島　広子／著 東京：朝日新聞出版 143.5 

1分間武士道 新渡戸　稲造／[原]著 東京：SBクリエイティブ 156 

孤独を生きる言葉 松浦　弥太郎／著 東京：河出書房新社 159 

まいにちをよくする500の言葉 松浦　弥太郎／文 [東京]：PHPエディターズ・グループ 159 

言い訳してる場合か! 坂東　眞理子／著 東京：法研 159.6 

女神信仰と日本神話 吉田　敦彦／著 東京：青土社 164.1 

お坊さんが教える新発見!日本の古寺 松島　龍戒／監修 東京：三栄書房 185.9 

退歩のススメ 藤田　一照／著 東京：晶文社 188.8 

<歴史・地理・伝記・紀行>
これなら読める!くずし字・古文書入門 小林　正博／編 東京：潮出版社 210 

新説『古事記』『日本書紀』でわかった大和統一 家村　和幸／著 東京：宝島社 210.3 

日本史劇場信長たちの野望 金谷　俊一郎／著 東京：ベレ出版 210.4 

消えた江戸300藩の謎 八幡　和郎／[著] 東京：イースト・プレス 210.5 

鎌倉へのいざない 大嶽　真康／著 東京：丸善プラネット 213.7 

偉人はそこまで言ってない。 堀江　宏樹／著 東京：PHP研究所 280.4 

超訳戦国武将図鑑 富増　章成／著 東京：かんき出版 281 

新渡戸稲造日本初の国際連盟職員 玉城　英彦／著 東京：彩流社 289 ﾆﾄ

エヴァの震える朝 エヴァ・シュロス／著 東京：朝日新聞出版 289 ｼﾕ

<政治・法律・経済・教育>
秘録維新七十年図鑑 東京日日新聞社／編 東京：吉川弘文館 312.1 

北朝鮮発第三次世界大戦 柏原　竜一／[著] 東京：祥伝社 319 

お殿様、外交官になる 熊田　忠雄／[著] 東京：祥伝社 319.1 

男の離婚ケイカク 露木　幸彦／著 東京：主婦と生活社 324.6 

親が認知症になる前に知っておきたいお金の話 横手　彰太／著 東京：ダイヤモンド社 324.8 

恩赦と死刑囚 斎藤　充功／著 東京：洋泉社 326.4 

恩赦と死刑囚 ジャン=マリー・ゲーノ／著 東京：東洋経済新報社 329.5 

避けられたかもしれない戦争 ジョージ・ボージャス／著 東京：白水社 334.4 

移民の政治経済学 宮本　又郎／著 京都：PHP研究所 335.1 

江崎利一 下地　寛也／著 東京：サンマーク出版 336.2 

困ったら、「分け方」を変えてみる。
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<政治・法律・経済・教育>
働き方の問題地図 沢渡　あまね／著 東京：技術評論社 336.4 

現代語訳銀行業務改善隻語 一瀬　粂吉／編 東京：近代セールス社 338.5 

図解版なぜ、あの人は“人付き合い”が上手いのか 和田　秀樹／著 東京：ゴマブックス 361.4 

年金をがっぽりもらうための裏マニュアル 水品　山也／著 東京：ぱる出版 364.6 

コロンタイ革命を駆けぬける 杉山　秀子／著 東京：論創社 367.1 

99パーセントの人が知らない老後の安心をデザインする方法 児玉　浩子／著 東京：文芸社 367.7 

逆転の留学 高野　幹生／著 東京：IBCパブリッシング 377.6 
発達が気になる子へのスモールステップではじめる生活動作の教え方 鴨下　賢一／著 東京：中央法規出版 378 

「おカネの天才」の育て方 ベス・コブリナー／著 [東京]：日経BP社 379.9 

京の祭と行事365日 星野　佑佳／写真 京都：淡交社 386.1 

世界の美しい鳥の神話と伝説 レイチェル・ウォーレン・チャド／著 東京：エクスナレッジ 388 

1分間孫子の兵法 齋藤　孝／監修 東京：SBクリエイティブ 399.2 

<自然科学・数学・生物学・医学>
物事のなぜ ピーター・ラビンズ／著 東京：英治出版 401 

デロールの理科室から ルイ=アルベール・ド・ブロイ／編著 東京：グラフィック社 404 

数学史のすすめ 高瀬　正仁／著 東京：日本評論社 410.2 

周期表に強くなる! 齋藤　勝裕／著 東京：SBクリエイティブ 431.1 

雲を愛する技術 荒木　健太郎／著 東京：光文社 451.6 

英語対訳で読む動物図鑑 飯野　宏／監修 東京：実業之日本社 480 

べんりなしっぽ!ふしぎなしっぽ! 小宮　輝之／文・写真 東京：メディアパル 481.1 

読むパンダ 黒柳　徹子／選 東京：白水社 489.5 

成熟脳 黒川　伊保子／著 東京：新潮社 491.3 

スマホゲーム依存症 樋口　進／著 東京：内外出版社 493.7 

身長が2センチ縮んだら読む本 古賀　昭義／著 東京：秀和システム 498.3 

<技術・工学・建築・工業>
標準特許法 高林　龍／著 東京：有斐閣 507.2 

建設業許可の申請手続きをするならこの1冊 河野　順一／著 東京：自由国民社 510.9 

よくわかる最新水処理技術の基本と仕組み 和田　洋六／著 東京：秀和システム 518.1 

栄光と落城 鞍掛　伍郎／著 東京：ウェッジ 521.8 

絵解きでわかる日本の城 山田　雅夫／著 東京：日東書院本社 521.8 

図説戦う日本の城最新講座 西股　総生／著 東京：学研プラス 521.8 

神戸モスク 宇高　雄志／著 大阪：東方出版 522.7 

わかる!使える!マシニングセンタ入門 澤　武一／著 東京：日刊工業新聞社 532 

時計の科学 織田　一朗／著 東京：講談社 535.2 

図解EV革命 村沢　義久／著 東京：毎日新聞出版 537.2 

60歳からはじめるSNS 岡本　ゆかり／著 東京：日経BP社 547.4 

わかる!使える!溶接入門 安田　克彦／著 東京：日刊工業新聞社 566.6 

えっ!そうなの?!私たちを包み込む化学物質 浦野　紘平／共著 東京：コロナ社 574 

大切な靴と長くつきあうための靴磨き・手入れがよくわかる本 飯野　高広／著 東京：池田書店 584.7 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
ムダ家事がごっそり消える生活 本間　朝子／著 東京：サンクチュアリ出版 590 

教育費&子育て費 賢い家族のお金の新ルール 前野　彩／著 [東京]：日経BP社 591 

はじめての恐竜刺しゅう 千葉　美波子／著 東京：エクスナレッジ 594.2 

チェコメイトビーズのアクセサリー 周藤　紀美恵／著 東京：マガジンランド 594.6 

はじめてでも簡単にできる小さな袋もの 永井　亜希乃／著 東京：世界文化社 594.7 

私たちが好きなキルトのバッグとポーチ 斉藤　謠子／著 東京：エクスナレッジ 594.7 

羊毛フェルトで作る小さな動物雑貨 こむらた　のりこ／[著] 武蔵野：アップルミンツ 594.9 

おもてもてなしうらもてなし 笠原　将弘／著 東京：KADOKAWA 596 

はかどるごはん支度 高木　ゑみ／著 東京：幻冬舎 596 

レシピを見ないで作れるようになりましょう。 有元　葉子／著 東京：SBクリエイティブ 596 

世界の有名シェフが語るマンマの味 ミーナ・ホランド／著 東京：エクスナレッジ 596 

もっとおいしい、だし生活。 梅津　有希子／著 東京：祥伝社 596 

全196カ国おうちで作れる世界のレシピ 本山　尚義／著 明石：ライツ社 596.2 

誰も教えてくれなかったプロに近づくためのフレンチの教科書 谷　昇／著 東京：河出書房新社 596.2 
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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>
ぜんぶ卵レシピ 重信　初江／著 東京：世界文化社 596.3 

アイデアノートで普通の部屋がなぜか可愛くなる まどなお／著 東京：KADOKAWA 597 

決めました。無印良品の家に 川原　亜由子／著 東京：ワニブックス 597 

とことん使える!無印良品 小林　尚子／著 東京：講談社 597.5 

健康になりたければ家の掃除を変えなさい 松本　忠男／著 東京：扶桑社 597.9 

子どもと一緒に身につける!ラクして時短の「そうじワザ」76 新津　春子／著 東京：小学館 597.9 

成長の芽を伸ばす育て方 儀我　和代／著 東京：創英社 599 

ふたりは同時に親になる 狩野　さやか／著 東京：猿江商會 599 

あなたが今日大切にしていたもの 高島　大／著 東京：大和書房 599 

絵本とおもちゃでゆっくり子育て 柿田　友広／[著] 静岡：マイルスタッフ 599.8 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
盆栽・伝統園芸植物の鑑賞知識 盆栽・伝統園芸植物の鑑賞知識製作委員会／ 東京：誠文堂新光社 627.8 

生き物を殺して食べる ルイーズ・グレイ／著 東京：亜紀書房 642 

愛犬のための症状・目的別高齢犬ケア百科 須崎　恭彦／著 東京：講談社 645.6 

秋田犬 宮沢　輝夫／著 東京：文藝春秋 645.6 

ハチミツの歴史 ルーシー・M.ロング／著 東京：原書房 646.9 

品格のある英語は武器になる マヤ・バーダマン／著 東京：宝島社 670.9 

超一流のクレーム対応 谷　厚志／著 東京：日本実業出版社 673.3 

プロが教える儲かる「ネット古物商」の始め方 泉澤　義明／著 東京：ぱる出版 673.3 

賃貸経営でお金を残す!不動産オーナーの儲かる節税 渡邊　浩滋／監修 東京：あさ出版 673.9 

知識ゼロからわかる物流の基本 刈屋　大輔／著 東京：ソシム 675.4 

兵庫県の鉄道 野沢　敬次／著 東京：アルファベータブックス 686.2 

もじ鉄 石川　祐基／著 東京：三才ブックス 686.5 

戦争と放送 竹山　昭子／著 東京：吉川弘文館 699.2 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
新日本遺産 東京：平凡社 702.1 

ここが一番おもしろい!国宝の謎 歴史の謎研究会／編 東京：青春出版社 709.1 

葛飾北斎 本当は何がすごいのか 田中　英道／著 東京：育鵬社 721.8 

ハンド・レタリングの教科書 マルティナ・フロー／著 東京：グラフィック社 727.8 

文字に美はありや。 伊集院　静／著 東京：文藝春秋 728.2 

大人の箸袋おりがみ しがり朗／著 東京：主婦の友社 754.9 
「医師」と「声楽家」が導く人生最高の声を手にいれる6つのステップ 萩野　仁志／共著 東京：音楽之友社 767.1 

映画のキャッチコピー学 樋口　尚文／著 東京：洋泉社 778 

チャップリン自伝 チャップリン／[著] 東京：新潮社 778.2 

上方落語史観 高島　幸次／著 大阪：140B 779.1 

筋トレのための人体解剖図 石井　直方／監修 東京：成美堂出版 780.7 

誰も教えてくれなかったマラソンフォームの基本 みやす　のんき／著 東京：カンゼン 782.3 

ジャック中根のクライミング道場 中根　穂高／著 東京：山と溪谷社 786.1 

茶湯人物ハンドブック 淡交社編集局／編 京都：淡交社 791.2 

<言　語>
大人のための言い換え力 石黒　圭／著 東京：NHK出版 809.2 

心とカラダを整えるおとなのための1分音読 山口　謠司／著 東京：自由国民社 809.4 

「コミュ障」だった僕が学んだ話し方 吉田　照美／著 東京：集英社 809.2 

生産性アップ!短時間で成果が上がる「ミーティング」と「会議」 沖本　るり子／著 東京：明日香出版社 809.6 

語彙力上達BOOK 吉田　裕子／著 東京：総合法令出版 810.4 

仕事で差がつく言葉の選び方 神垣　あゆみ／著 東京：フォレスト出版 814 

通じない日本語 窪薗　晴夫／著 東京：平凡社 814.9 

台湾編 東京：JTBパブリッシング 827.8 

どうすれば今度こそ英語が話せるようになりますか? ジェームス・M.バーダマン／著 東京：秀和システム 830.7 

読んで味わうドイツ語文法 矢羽々　崇／著 東京：研究社 845 

ニューエクスプレスアイスランド語 入江　浩司／著 東京：白水社 849.5 

<日本文学　小説など>
ものの見方が変わる座右の寓話 戸田　智弘／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 908.7 ﾄﾀﾞ

怪人江戸川乱歩のコレクション 平井　憲太郎／著 東京：新潮社 910.2 ｼﾝ
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<日本文学　小説など>
四季のうた 長谷川　櫂／著 東京：中央公論新社 911 ﾊｾ

古今和歌集 奥村　恆哉／校注 東京：新潮社 911.1 ｼﾝ

能楽名作選　上・下 天野　文雄／[訳]著 東京：KADOKAWA 912.3 ｶﾄﾞ

花嫁をガードせよ! 赤川　次郎／著 東京：実業之日本社 F ｱｶ

忖度 上田　秀人／[著] 東京：講談社 F ｳｴ

日曜日のゆうれい 岡篠　名桜／著 東京：集英社 F ｵｶ

アリスマ王の愛した魔物 小川　一水／著 東京：早川書房 F ｵｶﾞ

海馬の尻尾 荻原　浩／著 東京：光文社 F ｵｷﾞ

それ自体が奇跡 小野寺　史宜／著 東京：講談社 F ｵﾉ

父子(おやこ)ゆえ 梶　よう子／[著] 東京：角川春樹事務所 F ｶｼﾞ

七色結び 神田　茜／著 東京：光文社 F ｶﾝ

鬼面の研究 栗本　薫／[著] 東京：講談社 F ｸﾘ

竹林精舎 玄侑　宗久／著 東京：朝日新聞出版 F ｹﾞﾝ

英龍伝 佐々木　譲／著 東京：毎日新聞出版 F ｻｻ

ぼくたちはこの国をこんなふうに愛することに決めた 高橋　源一郎／著 東京：集英社 F ﾀｶ

ハリケーン 高嶋　哲夫／著 東京：幻冬舎 F ﾀｶ

コルトM1847羽衣 月村　了衛／著 東京：文藝春秋 F ﾂｷ

時限捜査 堂場　瞬一／著 東京：集英社 F ﾄﾞｳ

映画化決定 友井　羊／著 東京：朝日新聞出版 F ﾄﾓ

惑いの森 中村　文則／著 東京：文藝春秋 F ﾅｶ

十津川警部出雲伝説と木次線 西村　京太郎／著 東京：実業之日本社 F ﾆｼ

夜更けの川に落葉は流れて 西村　賢太／著 東京：講談社 F ﾆｼ

真空地帯 野間　宏／作 東京：岩波書店 F ﾉﾏ

九十八歳になった私 橋本　治／著 東京：講談社 F ﾊｼ

蒼き山嶺 馳　星周／著 東京：光文社 F ﾊｾ

天翔ける 葉室　麟／著 東京：KADOKAWA F ﾊﾑ

江戸の御庭番 藤井　邦夫／[著] 東京：KADOKAWA F ﾌｼﾞ

新鮮THEどんでん返し 青柳　碧人／著 東京：双葉社 F ﾌﾀ

ヒトラーの試写室 松岡　圭祐／[著] 東京：KADOKAWA F ﾏﾂ

風神の手 道尾　秀介／著 東京：朝日新聞出版 F ﾐﾁ

噓 村山　由佳／著 東京：新潮社 F ﾑﾗ

婚約迷走中 群　ようこ／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾑﾚ

道の向こうの道 森内　俊雄／著 東京：新潮社 F ﾓﾘ

コンダクター 矢月　秀作／著 東京：河出書房新社 F ﾔｽﾞ

幕末ダウンタウン 吉森　大祐／著 東京：講談社 F ﾖｼ

御子柴くんと遠距離バディ 若竹　七海／著 東京：中央公論新社 F ﾜｶ

特命見廻り 西郷隆盛 和田　はつ子／著 東京：角川春樹事務所 F ﾜﾀﾞ

南蛮菓子 和田　はつ子／著 東京：角川春樹事務所 F ﾜﾀﾞ

ダニ博士のつぶやき 青木　淳一／著 東京：論創社 E ｱｵ

ぼくの伯父さん 伊丹　十三／著 東京：つるとはな E ｲﾀ

百歳人生を生きるヒント 五木　寛之／著 東京：日本経済新聞出版社 E ｲﾂ

思えば、孤独は美しい。 糸井　重里／著 東京：ほぼ日 E ｲﾄ

明日は、いずこの空の下 上橋　菜穂子／[著] 東京：講談社 E ｳｴ

文学の淵を渡る 大江　健三郎／著 東京：新潮社 E ｵｵ

はじめての八十歳 山藤　章二／著 東京：岩波書店 E ﾔﾏ

和泉式部日記 和泉式部集 和泉式部／[著] 東京：新潮社 915 ｲｽﾞ

更級日記 [菅原孝標女／著] 東京：新潮社 915 ｽｶﾞ

硬きこと水のごとし 閻　連科／著 東京：河出書房新社 923 ｲｴ

アラジンとお菓子 ムナ・サルーム／著 東京：東洋出版 929 ｻﾙ

カズオ・イシグロ入門 日吉　信貴／著 [東京]：立東舎 930 ﾋﾖ

カズオ・イシグロの世界 小池　昌代／著 東京：水声社 930 ｽｲ

大草原のローラ物語 ローラ・インガルス・ワイルダー／著 東京：大修館書店 930 ﾜｲ

ギデオン・マック牧師の数奇な生涯 ジェームズ・ロバートソン／著 東京：東京創元社 933 ﾛﾊﾞ

ソロ ラーナー・ダスグプタ／著 東京：白水社 933 ﾀﾞｽ

※「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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