
 ２０１７年９月特集展示「目からウロコ」

請求記号 書名 著者名 出版者名
002ナ １００円ノート「超」メモ術　目から鱗が落ちる！ 中公　竹義 東洋経済新報社
007ツ 誰も言わなかった！本当は恐いビッグデータとサイバー戦争のカラクリ 月尾　嘉男 アスコム
031ト とっさの日本語便利帳 朝日新聞社知恵蔵編集部 朝日新聞社
049イ なんで水には色がないの？　大人も知らない世の中の仕組み 五百田　達成 文響社
049ニ 日本人が意外と知らないにほんの話 にほん再発見研究会 幻冬舎エデュケーション

070マ 「ポスト真実」時代のネットニュースの読み方 松林　薫 晶文社
100タ 哲学用語図鑑　続　中国・日本・英米 田中　正人 プレジデント社
130タ 哲学用語図鑑 田中　正人 プレジデント社
140サ 目からウロコの心理学 齊藤　勇 ＰＨＰエディターズ・グループ

143ヒ 嘘つき男と泣き虫女 アラン・ピーズ 主婦の友社
B150ロ ビギナーズ倫理学 デイヴ・ロビンソン 筑摩書房
160シ 世界の宗教がざっくりわかる 島田　裕巳 新潮社
162ナ 図解世界５大宗教全史　エッセンシャル版 中村　圭志 ディスカヴァー・トゥエンティワン

167マ 住んでみた、わかった！イスラーム世界 松原　直美 ＳＢクリエイティブ
170メ 目からウロコの日本の神々と神道 三橋　健 学研
175コ これだけは知っておきたい神社入門 洋泉社
180オ 知識ゼロからの仏教入門 長田　幸康 幻冬舎
180コ これだけは知っておきたいお寺さん入門 洋泉社
211シ 一気に同時読み！世界史までわかる日本史 島崎　晋 ＳＢクリエイティブ
217カ やりなおす戦後史 蔭山　克秀 ダイヤモンド社
219ウ 目からウロコの琉球・沖縄史 上里　隆史 ボーダーインク
220ア 日本人が知らないアジア人の本質 麻生川　静男 ウェッジ
291ウ なるほど日本地理 宇田川　勝司 ベレ出版
302.2イ 池上彰の世界の見方　中国・香港・台湾　分断か融合か 池上　彰 小学館
302.2コ テレビに映る中国の９７％は嘘である 小林　史憲 講談社
302.6タ 踊る！ブラジル　私たちの知らなかった本当の姿 田中　克佳 小学館
312.1シ まるわかり政治語事典 塩田　潮 平凡社
316サ 日本人が知らない！ユダヤの秘密 佐藤　唯行 ＰＨＰ研究所

319.1ハ 仮面の日米同盟 春名　幹男 文藝春秋
320ヘ 「最悪」の法律の歴史 ネイサン・ベロフスキー 原書房
326イ 常識としての刑法 板倉　宏 ナツメ社
331カ 経済指標のウソ ザカリー・カラベル ダイヤモンド社
331ツ これならわかるよ！経済思想史 坪井　賢一 ダイヤモンド社
332カ やりなおす経済史 蔭山　克秀 ダイヤモンド社

335.4イ 会社のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上　彰 海竜社
337シ 小学生でもわかるお金にまつわるそもそも事典 吹田　朝子 シーアンドアール研究所

369.3ヤ 目からウロコの防災新常識 山村　武彦 ぎょうせい
382ヒ 日本の風俗起源がよくわかる本 樋口　清之 大和書房
383フ プロに学ぶ暮らしに役立つ結び方大全 藤原　寿子 西東社
385メ 目からうろこ！本当の意味いわれがわかる冠婚葬祭のことば ことば舎 評論社

385.6イ お葬式の雑学 市川　愛 扶桑社
385.9エ えっ！ほんと恥をかかないための常識＆マナー 岩下　宣子 学研
385.9シ 知ってるようで知らない日本の作法 森　荷葉 幻冬舎コミックス
404カ 学校で習った「法則・定理」ほんとうの使い道 山根　成樹 実業之日本社
410サ 面白くて眠れなくなる数学プレミアム 桜井　進 ＰＨＰエディターズ・グループ

410ス スウガクって、なんの役に立ちますか？ 杉原　厚吉 誠文堂新光社
410セ 即断力が身につく数学おもしろセンス 関根　章道 技術評論社

B410ハ ＋－×÷のはじまり 原島　広至 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
440コ 宇宙のことがだいたいわかる通読できる宇宙用語集 郷田　直輝 ベレ出版
451サ 知識ゼロからの異常気象入門 斉田　季実治 幻冬舎
U452シ 知っているようで知らない「水」の不思議 大和書房
453イ 温泉失格 飯塚　玲児 徳間書店
460ハ 面白くて眠れなくなる生物学 長谷川　英祐 ＰＨＰエディターズ・グループ

467モ 遺伝子は、変えられる。 シャロン・モアレム ダイヤモンド社
470ニ はつみみ植物園 西畠　清順 東京書籍
471タ 植物学「超」入門 田中　修 ＳＢクリエイティブ
480ナ あなたが知らない動物のふしぎ５０ 中川　哲男 ソフトバンククリエイティブ
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481タ 本当は怖い動物の子育て 竹内　久美子 新潮社
486コ 昆虫と植物のはてな はてな委員会 講談社ビーシー

491.3サ ウンチのうんちく　大便・おなら・腸内細菌のはなし 左巻　健男 ＰＨＰエディターズ・グループ

J493オ 正しく怖がる感染症 岡田　晴恵 筑摩書房
493.7イ 記憶が消えるとき　老いとアルツハイマー病の過去、現在、未来 ジェイ・イングラム 国書刊行会
498.7サ 大人が知らない子どもの体の不思議 榊原　洋一 講談社
516フ 鉄道そもそも話 福原　俊一 交通新聞社
519サ 知れば知るほど面白い環境の雑学 佐々木　進市 ぎょうせい
537モ 自動運転でＧＯ！ 桃田　健史 マイナビ出版
538ム 世界一わかりやすいロケットのはなし 村沢　譲 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
574シ 知っておきたい化学物質の常識８４ 左巻　健男 ＳＢクリエイティブ
590タ 家庭科のおさらい 谷川　祐子 自由国民社
596シ 知れば知るほどなるほど、料理のことば ベターホーム協会 ベターホーム出版局

596.8ス 図解知ってるようで知らない食べ方の常識 にっぽん食べ方研究会 有楽出版社
610ス 図解でよくわかる農業のきほん 堀江　武 誠文堂新光社
611サ 最新世界の農業と食料問題のすべてがわかる本 八木　宏典 ナツメ社
615タ 知って納得！植物栽培のふしぎ 田中　修 日刊工業新聞社
675オ あなたのアクセスはいつも誰かに見られている 小川　卓 扶桑社
685カ そうだったのか、都バス 加藤　佳一 交通新聞社
686ツ きっぷのルールハンドブック 土屋　武之 実業之日本社
699タ 現役テレビマンが明かす！テレビ業界まるみえ読本 田波　伊知郎 技術評論社
723ト 偽装された自画像 冨田　章 祥伝社
764ム オンチは楽器がうまくなる 向谷　実 草思社
778エ 映画になった奇跡の実話 鉄人ノンフィクション編集部 鉄人社
778シ 目からウロコの洋画タイトル珍百科 芝原　幸三 近代映画社
778マ キミたち、こんなの知ってるかい？　上 増淵　健 近代映画社
778マ キミたち、こんなの知ってるかい？　下 増淵　健 近代映画社
778モ ドキュメンタリーは嘘をつく 森　達也 草思社
780ハ 乳酸　「運動」「疲労」「健康」との関係は？ 八田　秀雄 講談社
B780ミ オリンピック雑学１５０連発 満薗　文博 文藝春秋
810エ ＮＨＫ間違いやすい日本語ハンドブック ＮＨＫアナウンス室 ＮＨＫ出版

B810シ 知れば知るほど面白い日本語の得雑学 ライフ＆ビジネス２１ 三笠書房
B811ツ これだけは間違いたくない！「漢字の常識」 土屋　道雄 三笠書房
811ヤ 間違いやすい小学校で習った漢字正しい書き順 山口　謠司 日本文芸社
815シ 知ってるようで知らないものの数えかた 小松　睦子 幻冬舎コミックス
910オ 本当はひどかった昔の日本 大塚　ひかり 新潮社
910フ 文豪の素顔　写真で見る人間相関図 高橋　敏夫 エクスナレッジ
940ク 本当は恐ろしいグリム童話　禁断のエロス編 桐生　操 ベストセラーズ
U23コ ＜ＤＶＤ＞こうしてベルリンの壁は崩壊した 萩原流行
U39タ ＜ＤＶＤ＞誰も知らない基地のこと エンリコ・パレンティ アンプラグド
U45メ ＜ＤＶＤ＞ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ　巨大地震　２第１回
U49シ ＜ＤＶＤ＞人体　ミクロの大冒険　１
U49ハ ＜ＤＶＤ＞ハゲないシャンプーの方法 板羽　忠徳 グロービジョン
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