
新 書 案 内　　平成２５年１０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



新 書 案 内　　平成２５年１０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

913 暦物語 西尾維新 講談社

913 浜村渚の計算ノート４さつめ 青柳碧人 講談社

913 いつも彼らはどこかに 小川洋子 新潮社

913 夏の庭 湯本香樹実 新潮社

331 なぜゴッホは貧乏で、ピカソは金持ちだったのか？ 山口揚平 ダイヤモンド社

331 高校生からの経済データ入門 吉本佳生 筑摩書房

410 誰かに話してみたくなる数学小噺 芳沢光雄 ベストセラーズ

779 100円ショップでそろうかんたん工作マジック　３ 庄司タカヒト 岩崎書店

523 安藤忠雄仕事をつくる 安藤忠雄 日本経済新聞出版社

914 野心のすすめ 林真理子 講談社

779 社会人大学人見知り学部卒業見込 若林正泰 メディアファクトリー

361 伝え方が９割 佐々木圭一 ダイヤモンド社

913 聖なる怠け者の冒険 森見登美彦 朝日新聞出版

913 ときぐすり 畠中恵 文藝春秋

289 自分を愛する力 乙武洋匡 講談社

914 家と庭と犬とねこ 石井桃子 河出書房新社

913 翁 夢枕　獏 角川書店

159 いつやるか？今でしょ！ 林修 宝島社

689 ディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと 鎌田洋 ソフトバンククリエイティブ

913 少年十字軍 皆川博子 ポプラ社

913 珈琲店タレーランの事件簿　２ 岡崎　琢磨 宝島社

159 覚悟の磨き方 池田貴将 サクチュアリ

351 日本国勢図会 矢野恒太 矢野恒太記念会

778 八重の桜　後編 ＮＨＫ ＮＨＫ出版社

大相撲　高見盛伝説 ベースボール・マガジン社

159 うまくいっている人の考え方 ミンチントン，ジェリー ディスカバー・トゥウェンティワン

188 禅が教えてくれる美しい時間をつくる「所作」の智慧枡野　俊明 幻冬舎

913 あと少し、もう少し 瀬尾まいこ 新潮社

913 ガソリン生活 伊坂幸太郎 朝日新聞出版

914 なんらかの事情 岸本佐知子 筑摩書房

913 昨夜のカレー、明日のパン 木皿泉 河出書房新社

570 第９５回全国高校野球選手権記念岐阜会記録集2013 岐阜県朝日会

596 高校野球岐阜大会ＤＶＤ 岐阜放送 朝日新聞・高野連
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分類 書名 著者名 出版社

913 玩具修理者 小林泰三 角川書店

913 ランチのアッコちゃん 柚木麻子 双葉社

913 空白満たしなさい 平野啓一郎 講談社

913 武曲 藤沢周 文芸春秋

913 ホーンテッド・キャンパス３ 櫛木理宇 角川書店

914 ホーンテッド・キャンパス２ 櫛木理宇 角川書店

913 さがしものが見つかりません 秋山浩司 ポプラ社

370 今、話したい「学校」のこと 藤原和博 ポプラ社

779 はじめてのトリック野郎 内田伸哉 ポプラ社

596 南極料理人の使いきりレシピ - 食べ残しゼロ！ 西村淳 光文社

369 身近なもので生き延びろ 西村淳 新潮社

597 人生がときめく片づけの魔法２ 近藤麻理恵 サンマーク

338 14歳からのお金の話 池上彰 マガジンハウス

377 大学生がダマされる５０の危険 三菱総合研究所 青春出版社

361 20歳までに考えておきたい12のこと 近藤卓 大修館

495 若い女性の健康学 井上栄 大修館

デザインの色彩 中田満雄 日本色研

改定版　色名小事典 日本色彩研究所 日本色研

811 漢検　過去問題集　1級準1級 漢字検定協会 漢字検定協会

811 漢検　過去問題集　２級 漢字検定協会 漢字検定協会

811 漢検　過去問題集　準2級 漢字検定協会 漢字検定協会

811 漢検　漢字学習ステップ2級 漢字検定協会 漢字検定協会

811 漢検　漢字学習ステップ準２級 漢字検定協会 漢字検定協会

811 漢検　完全征服　1級 漢字検定協会 漢字検定協会

811 漢検　完全征服　準1級 漢字検定協会 漢字検定協会

374 普通の教師が普通に生きる学校 小野田政利 時事通信社

913 歌え！多摩川高校合唱部 本田有明 河出書房新社

933 ジョン万次郎 マーギープロイス 集英社

538 宇宙へ「出張」してきます 古川聰 毎日新聞社

949 このＴシャツは児童労働で作られました シモン・ストラングル 汐文社

289 3分でわかるアインシュタイン ポール・パーソンズ エクスナレッジ

188 ヘタな人生論より良寛の生きざま 松本市寿 河出書房新社
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369 それでもわが家から逝きたい 沖藤典子 岩波書店

379 子どもの本質１００ 高濱正伸 マガジンハウス

323 「日本国憲法」なのだ！ 赤塚不二夫 草土文化

913 少女には向かない職業 桜庭一樹 東京創元社

330 最新の経済と政治のニュースが世界一わかる本 細野真宏 文藝春秋

332 Ｑ＆Ａ日本経済の基本１００(２０１３年度） 日本経済新聞 日本経済新聞社

330 池上彰のやさしい経済学１ 池上彰 日本経済新聞社

330 池上彰のやさしい経済学２ 池上彰 日本経済新聞社

593 おしゃれの毛抜き 大草直子 講談社

913 心 姜尚中 集英社

675 なぜ小さなコスメ店が大型ドラッグストアに逆襲できたのか？ 中沢敦 中経出版

443 宇宙は無数にあるのか 佐藤勝彦 集英社

366 何のために働くのか 寺島実郎 文藝春秋

788 騎手の一分 藤田伸二 講談社

914 転職 秋元康 朝日新聞出版

379 親の計らい 曽野綾子 扶桑社

159 １０代のための古典名句名言 佐藤文隆 岩波書店

820 中検３級練習帳 荒岡啓子 光生館

913 島はぼくらと 辻村深月 講談社

913 高校入試 湊かなえ 角川書店

914 大泉エッセイ 大泉洋 メディアファクトリー

282 まんぷくロ－カルマラソン旅 たかぎなおこ メディアファクトリー

368 （株）貧困大国アメリカ 堤未果 岩波書店

570 ものづくりの化学が一番わかる！ 左巻健男 技術評論社

596 不器用なパティシエが見つけたお菓子作りの新常識 田中玲子 河出書房出版

652 １５歳の寺子屋　森を作る ニコル，Ｃ．Ｗ 講談社

913 あん ドリアン助川 ポプラ社

933 パンとバラ パターソン・キャサリン 偕成社

933 サラスの旅 ダウド・シヴォーン ゴブリン書房

809 できる大人のモノの言い方大全２ 青春出版社

913 オレたちバブル入行組 池井戸潤 文藝春秋

913 オレたち花のバブル組 池井戸潤 文藝春秋


