
新 書 案 内　　平成２５年６月号　　　 №　１ 岐阜市立岐阜商業高等学校

分類 書名 著者名 出版社

590 気持ちいい暮らしの必需品 柳澤小実 大和書房

779 なぜ、明石家さんまは「場を盛り上げる」のがうまいのか？ 内藤誼人 大和書房

141 記憶力を磨く方法 夏谷隆治 大和書房

319 これから世界はどうなるか 孫崎享 筑摩書房

913 消えたなでしこ 西村京太郎 文芸春秋

913 キュレーション 長谷川祐子 集英社

338 年収1000万の貧乏人年収300万のお金持ち 伊藤邦生 中経出版

147 ザ・メタ・シークレット メル・ギル 中経出版

913 狭小邸宅 新庄耕 集英社

673 エンジェルフライト 佐々涼子 集英社

913 ローカル線で行こう 真保裕一 講談社

913 沈黙の町で 奥田英朗 朝日新聞出版

913 夢幻花 東野圭吾 PHP研究所

913 明日死ぬかもしれない自分、そしてあなたたち 山田詠美 幻冬舎

913 はだかんぼうたち 江國香織 角川書店

913 つくもがみ、遊ぼうよ 畠中恵 角川書店

913 私の嫌いな探偵 東川篤哉 光文社

913 リボン 小川糸 ポプラ社

335 ブラック企業 今野 晴貴 文芸春秋

913 工場 小山田浩子 新潮社

159 女の子の幸福論 大崎麻子 講談社

460 生命の逆襲 福岡伸一 朝日新聞出版

541 日本一社員が幸せな会社のヘンな”きまり” 山田昭男 ぱる出版

DVD「進路と小論文」高３生 全国学力研究会 全国学力研究会

783 エ－スの覚悟 前田建太 光文社

490 医者に殺されない４７の心得 近藤 誠 アスコム

913 ビブリア古書堂の事件手帖 〈４〉 三上延 メディアワークス

913 悪ノ娘 〈赤のプラエルディウム〉 悪ノＰ（ｍｏｔｈｙ） PHP研究所

913 悪ノ娘 〈青のプレファッチオ〉 悪ノＰ（ｍｏｔｈｙ） PHP研究所

913 童子の輪舞曲 仁木英之 新潮社

913 色彩を持たない多崎つくること、彼の巡礼の年 村上春樹 文芸春秋

913 巨鯨の海 伊東潤 光文社

7 はじめてのｂｌｅｎｄｅｒ 山崎聰 工学社

913 ためらいがちのシーズン 唯川恵 光文社

757 色の名前５０７ 服田邦夫 主婦の友社

781 学校であそぼうゲーム達人　１ 竹井史郎 岩崎書店

913 犯罪ホロスコープⅡ 法月綸太郎 光文社

933 世界が終るわけではなく ケイト・アトキンソン 東京創元社

913 桜ほうさら 宮部みゆき ＰＨＰ研究所

675 なぜ、それを買わずにはいられないのか マーティン・リンクストローム 文芸春秋



新 書 案 内　　平成２５年６月号　　　 №　２ 岐阜市立岐阜商業高等学校

分類 書名 著者名 出版社

837 スヌーピー全集１ チャールズ・シュルツ ドットコム

837 スヌーピー全集２ チャールズ・シュルツ ドットコム

910 ヘタな人生論より夏目漱石 本田有明 河出書房新社

913 はじまりは花言葉 小林深雪 講談社

913 ぼくの嘘 藤野恵美 講談社

913 走れ！T校バスケット部１ 松崎洋 星雲社

913 走れ！T校バスケット部２ 松崎洋 星雲社

913 走れ！T校バスケット部３ 松崎洋 星雲社

913 走れ！T校バスケット部４ 松崎洋 星雲社

913 走れ！T校バスケット部６ 松崎洋 星雲社

913 走れ！T校バスケット部７ 松崎洋 星雲社

913 走れ！T校バスケット部８ 松崎洋 星雲社

914 瓦礫の下から唄が聴こえる 佐々木幹郎 みすず書房

915 夜の虹の向こうへ 高砂淳二 小学館

519 見てわかる地球環境 トーマス　ヘイデン 日経ナショナルジオグラッフィック

820 中検3級練習帳 荒岡啓子 光生館

820 中検4級練習帳 荒岡啓子 光生館

820 中国語検定4級・準4級問題集 マーホアー ナツメ社

820 中国語検定準4級・4級完全マスター 関西大学中国語研究会 アルク

820 中国語検定準4級 戴暁旬 アルク

336 ５０円のコスト削減と１００円の値上げでは、どちらが儲かるか？ 林總 ダイヤモンド社

913 輝天炎上 海堂尊 角川書店

913 いつまでもショパン 中山七里 宝島社

810 大人の国語力大全 青春出版社

31 話のネタ帳 青春出版社

2 学び続ける力 池上彰 講談社

463 生命の未来を変えた男 ＮＨＫスペシャル取材班 文芸春秋

493 国循の美味しい！かるしおレシピ 国立循環器病研究センター　　 セブン＆アイ出版

371 いきのびる魔法 西原理恵子 小学館

783 一瞬に生きる 小久保裕紀 小学館

933 パイの物語　 ヤン・マーテル 竹書房

913 望郷 湊かなえ 文芸春秋

913 リカーシブル 米澤穂信 新潮社

Ｅ こすずめのぼうけん　大型絵本 福音館書店

Ｅ おおきなかぶ　大型絵本 トロストイ 福音館書店

834 日本人がつい間違えるＮＧカタカナ英語 ディビット・セイン 主婦と生活社

361 言葉の力 香山リカ 集英社

159 高校時代に考えておく50のこと 有川真由美 ＰＨＰ研究所

376 看護学校入試精選問題集 啓明書房

914 読売新聞朝刊一面コラム「編集手帳」 竹内政明 中央公論新社
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596 具材に注ぐだけ！お弁当カップスープ１０６ 植木もも子 日東書院本社

596 毎朝助かるお弁当おかず２００ Ｓｔｉｌｌ 宝島社

596 ａｋｉｎｏｉｃｈｉｇｏの女の子のかわいいお弁当 稲熊由夏 宝島社

596 ｓａｉｔａお弁当ＢＯＯＫ セブン＆アイ出版

810 日本人の知らない日本語ドリル　全２３５問 海野凪子 メディアファクトリー

913 冷血　上 高村薫 毎日新聞社

914 冷血　下 高村薫 毎日新聞社

404 気になる科学 元村有起子 毎日新聞社

492 ナースのためのアサーション 平木典子 金子書房

146 交流分析の基礎 中村延江 金子書房

336 職場の人間関係づくりトレーニング 星野欣生 金子書房

361 話すことが苦手な人のアサーション 平木典子 金子書房

378 「気になる子ども」と「気にする先生」への支援 渡辺顕一郎 金子書房

361 よくわかるアサーション自分の気持ちの伝え方 平木典子 主婦の友社

395 誤解だらけの沖縄・米軍基地 屋良朝博 旬報社

431 元素と周期表が7時間でわかる本 PHP研究所 PHP研究所

449 暦の語る日本の歴史 内田正男 吉川弘文館

450 地球驚異の自然現象 ロバート・ディンウィディ 河出書房新社

452 海と環境の図鑑 ジョン・ファーンドン 河出書房新社

488 身近な野鳥観察ガイド 戸塚学 文一総合出版

492 看護の力 川嶋みどり 岩波書店

501 ボクらのエネルギーって、どうなるの！？ 岸田一隆 エクスナレッジ

527 最高の住まいをつくる「間取り」の教科書 佐川旭 PHP研究所

596 素材よろこぶ調味料の便利帳 高橋書店編集部 高橋書店

596 今だから読んでほしい物語に出てくる楽しいお菓子の作り方 吉田菊次郎 朝文社

615 イラスト基本からわかる病害虫の予防と対策 根本久 家の光協会

699 社会の今を見つめて 大脇三千代 岩波書店

913 南紀新宮・徐福伝説の殺人 西村京太郎 新潮社

913 いちばん長い夜に 乃南アサ 新潮社

810 日本人が「９割間違える」日本語 本郷陽二 PHP研究所

596 薬味で料理上手　しょうが、にんにく、ねぎ ＮＨＫ ＮＨＫ出版

751 粘土でつくる里山の小さな花と生きもの 川口紀子 ＮＨＫ出版

594 スタンプワークでハーブと花を描く 森本さちこ ＮＨＫ出版

210 人生に悩んだら「日本史」に聞こう ひすいこたろう 祥伝社

うっかり結婚生活　一緒に暮らす２人のルール　８ 池田暁子 メディアファクトリー

913 新島八重の茶事紀 筒井紘一 小学館

949 長くつ下のピッピ リンドグレーン 岩波書店

913 荒野 桜庭一樹 文芸春秋

376 准看護学校入試問題集 啓明書房

376 准看護学校入試対策テキスト 啓明書房

402 天才科学者のひらめき３６ リチャード・ゴーガン 創元社



新 書 案 内　　平成２５年６月号　　　 №　４ 岐阜市立岐阜商業高等学校
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767 試練の10番勝負 ももいろクローバーＺ 太田出版

193 幸せは弱さにある 曽野綾子 イーストプレス

日本人のための英語発音完全教本 竹内真生子 アスク出版

596 あたらしい食のＡＢＣ 服部みれい ＷＡＶＥ出版

920 漢文とっておきの話 諏訪原研 大修館書店

590 家事のニホヘト 伊藤まさこ 新潮社

143 まねが育むヒトの心 明和政子 岩波書店

164 ギリシャ・ローマの神話がよくわかる本 島崎晋 総合法令出版

410 13歳からの数学トレーニング：パズルで学べる 小野田博一 PHP研究所

789 末野栄二の剣道秘訣 末野栄二 体育とスポーツ出版社

Ｅ ダヤンのめいろ 池田あきこ ほぷる出版

835 ビートルズ英語文法ガイド 秋山直樹 星雲社

547 よくわかるホームページ・ビルダー１６ 富士通 ＦＯＭ出版

7 ＩＴパスポート試験精選予想６００題＋最新２００題試験問題集 東京電機大学 東京電機大学出版

7 基本情報技術者試験 東京電機大学 東京電機大学出版

7 情報処理教科書　基本情報技術者過去問題集 日高哲郎 翔泳社

7 ＩＴパスポート試験　対策テキスト 富士通 ＦＯＭ出版

7 よくわかるＷｏｒｄ２０１０　 富士通 ＦＯＭ出版

7 よくわかるＥｘｃｅｌ２０１０　 富士通 ＦＯＭ出版

913 国を蹴った男 伊藤潤 講談社

913 春はそこまで　 志川節子 文芸春秋

913 獅子渡り鼻 小野正嗣 講談社

913 ＪＯＲＧＥ　ＪＯＥＳＴＡＲ 舞城　王太郎 集英社

913 生存者ゼロ 安生　正 宝島社

913 カラマーゾフの妹 高野　史緒 講談社

7 よくわかるＡｃｃｅｓｓ２０１０ 富士通 ＦＯＭ出版

7 よくわかるＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ２０１０ 富士通 ＦＯＭ出版

7 はじめてでもわかるＪａｖａ入門 富士通 ＦＯＭ出版

7 よくわかる自信がつくプレゼンテーション 富士通 ＦＯＭ出版

7 新入生に役立つパソコン入門 富士通 ＦＯＭ出版

820 中国語検定試験４級に合格するための本 邱奎福 アルク

7 Ｏｆｆｉｃｅ　2011　ｆｏｒ　Ｍａｃパーフェクトガイド 小山香織 アスキーメディアワークス

7 よくわかるＷｉｎｄｏｗｓ　８ 富士通 ＦＯＭ出版

7 よくわかる初心者のためのパソコン入門 富士通 ＦＯＭ出版

830 モギケンの音楽を聴くように英語を楽しもう 茂木健一郎 朝日出版社

836 英語で日記を書いてみる 石原真弓 レベ出版

835 逆発想で身につく前置詞トレーニング 鬼塚幹彦 研究社

913 墓頭 真藤順丈 角川書店

913 ナンバーシックス　８ あさのあつこ 講談社

913 ナンバーシックス　９ あさのあつこ 講談社

913 ナンバーシックス　ビヨンド あさのあつこ 講談社
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