
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<知識・学問・情報科学>

頭のよさはノートで決まる 齋藤　孝／著 東京：ビジネス社 002.7 

トコトンやさしい人工知能の本 辻井　潤一／監修 東京：日刊工業新聞社 007.1 

ウェブに夢見るバカ ニコラス・G.カー／著 東京：青土社 007.3 

レファレンスブックス 長澤　雅男／共著 東京：日本図書館協会 015.2 

ジャーナリスト後藤健二 栗本　一紀／著 東京：法政大学出版局 070.1 

<哲学・思想・心理学・宗教>

ポジティブ・ワード メンタリストDaiGo／著 東京：日本文芸社 159 

あなたは、「別れ」でもっと輝ける! ワタナベ　薫／著 東京：幻冬舎 159.6 

開運・長寿のための戒語・金言・名句集 本堂　清／画　文 東京：批評社 159.8 

誰が天照大神を女神に変えたのか 武光　誠／著 東京：PHP研究所 172 

神社の解剖図鑑　2 東京：エクスナレッジ 175.9 

<歴史・地理・伝記・紀行>

シベリア抑留 富田　武／著 東京：中央公論新社 210.7 

キューバ現代史 後藤　政子／著 東京：明石書店 259.1 

ウィリアム・モリスの遺したもの 川端　康雄／著 東京：岩波書店 289 ﾓﾘ

日本遺産を旅する 一個人編集部／編 東京：ベストセラーズ 291 

るるぶおんな城主直虎 東京：JTBパブリッシング 291.5 

長崎と天草の教会を旅して 繁延　あづさ／著 東京：マイナビ出版 291.9 

ようこそアラブへ ハムダなおこ／著 東京：国書刊行会 292.7 

<政治・法律・経済・教育>

フィリピンを知るための64章 大野　拓司／編著 東京：明石書店 302.2 

消防白書　平成28年版 消防庁／編 東京：勝美印刷 317.7 

国際法で世界がわかる 森川　幸一／編 東京：岩波書店 329 

トランプ政権で日本経済はこうなる 熊谷　亮丸／編著 東京：日本経済新聞出版社 332.5 

明治期のイタリア留学 石井　元章／著 東京：吉川弘文館 334.4 

鈴木敏文 孤高 日経ビジネス／編 [東京]：日経BP社 335.1 

人間は9タイプ 坪田　信貴／著 東京：KADOKAWA 336.4 

金融 内田　浩史／著 東京：有斐閣 338 

つながりをリノベーションする時代 田所　承己／編 東京：弘文堂 361 
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    の人 
赤川 次郎[1948(昭和23)年2月29日生] 
福岡県生まれ。小説家。1976年、『幽霊列車』

で第15回オール讀物推理小説新人賞を受賞。

『三毛猫ホームズ』『夫は泥棒、妻は刑事』

シリーズなど多数の人気シリーズがある。2006

年、第9回日本ミステリー文学大賞、2016年

『東京零年』で第50回吉川英治文学賞を受賞。 

図書館にも100タイトル以上の本があります。 

ぜひ一度、セルフ貸出機で 

借りてみて下さいね。 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<政治・法律・経済・教育>

成功者はこう書いた!職務経歴書・履歴書<完全版> 坂本　直文／著 東京：高橋書店 366.2 

人質の経済学 ロレッタ・ナポリオーニ／著東京：文藝春秋 368.6 

親の「老い」を受け入れる 長尾　和宏／著 [東京]：ブックマン社 369.2 

東大vs京大入試文芸頂上決戦 永江　朗／著 東京：原書房 375.8 

日本髪大全 田中　圭子／著 東京：誠文堂新光社 383.5 

骸骨考 養老　孟司／著 東京：新潮社 385.6 

東京を愛したスパイたち アレクサンドル・クラーノフ／[著]東京：藤原書店 391.6 

<自然科学・数学・生物学・医学>

短歌を詠む科学者たち 松村　由利子／著 東京：春秋社 402.1 

天才たちのつくった単位の世界 高橋　典嗣／監修 東京：綜合図書 402.8 

数学魔術師ベンジャミンの教室　レベル1・2 アーサー・ベンジャミン／[著]東京：岩波書店 410 

「超」入門ベイズ統計 石村　貞夫／著 東京：講談社 417 

元素紀行 森　弘之／著 東京：オーム社 431.1 

図解世界自然遺産で見る地球46億年 目代　邦康／監修 東京：実務教育出版 450 

洞窟ばか 吉田　勝次／著 東京：扶桑社 454.6 

ビジュアル恐竜事典 東京：ニュートンプレス 457.8 

いつも結果がついてくる人は「脳の片づけ」がうまい! 米山　公啓／著 東京：青春出版社 491.3 

忘れんぼさんへのマナー ジョアン・サウアーズ／著東京：扶桑社 493.7 

女性の不調をなくす東洋医学式カラダとココロの整え方 鈴木　知世／著 東京：河出書房新社 495 

看護婦の歴史 山下　麻衣／著 東京：吉川弘文館 498.1 

いちばんよくわかるYOGAポーズ全集 スタジオ・ヨギー／著 東京：学研プラス 498.3 

「うつ」からの職場復帰のポイント 吉野　聡／著 東京：秀和システム 498.8 

<技術・工学・建築・工業>

レシピ公開「伊右衛門」と絶対秘密「コカ・コーラ」、どっちが賢い?新井　信昭／著 東京：新潮社 507.2 

日本懐かしプラモデル大全 岸川　靖／著 東京：辰巳出版 507.9 

日本の橋 五十畑　弘／著 京都：ミネルヴァ書房 515 

ハ.ウ.ス. アレクサンドラ・ミジェリンスカ／著東京：グラフィック社 527 

超実践的住宅照明マニュアル 福多　佳子／著 東京：エクスナレッジ 528.4 

知られざるステルスの技術 青木　謙知／著 東京：SBクリエイティブ 538.7 

これだけ!溶接 野原　英孝／著 東京：秀和システム 566.6 

靴磨きの本 長谷川　裕也／著 東京：亜紀書房 584.7 

繊維の科学 日本繊維技術士センター／編東京：日刊工業新聞社 586 

アブサンの文化史 バーナビー・コンラッド三世／著東京：白水社 588.5 

おしゃれのちから 石田　純子／監修 東京：主婦の友社 589.2 

日本ゲーム産業史 日経BP社ゲーム産業取材班／著[東京]：日経BP社 589.7 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>

“一週間サイフ”で楽々お金が貯まる 横山　光昭／著 東京：プレジデント社 591 

超・家計簿術 大木　美子／著 東京：彩図社 591.8 

簡単!住まいのDIYマニュアル 壁塗り<珪藻土・漆喰> 東京：スタジオタッククリエイティブ592.7 

下田直子の手芸術 下田　直子／著 東京：筑摩書房 594 

はじめてママでもちゃんと作れる!!手作りしたい通園通学グッズ 東京：ブティック社 594 

ハンドメイドイベント出展ガイドブック 東京：ブティック社 594 
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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>

クロスステッチ教室 オノエ　メグミ／[著] 武蔵野：アップルミンツ 594.2 

うれしいセーター 三國　万里子／著 東京：ほぼ日 594.3 

私たちが好きなキルト 斉藤　謠子／[著] 東京：エクスナレッジ 594.9 

マニキュアで作るフラワーアクセサリー 東京：ブティック社 594.9 

作りおき瓶詰たれ・ソース 高垣　恵美子／著 東京：旭屋出版 596 

ミシュランガイド東京　2017 東京：日本ミシュランタイヤ 596 

作って見て食べて楽しいデコ巻きずし 飾　巻子／著 東京：ブティック社 596.2 

漆器のあるテーブルセッティング 浜　裕子／著 東京：誠文堂新光社 596.8 

今日からだれでも片づけ上手。 原田　さよ／著 東京：SBクリエイティブ 597.5 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>

多肉植物とサボテンで楽しむジオラマアレンジ サボテンミサイル／著 東京：河出書房新社 627.7 

グリム童話と森 森　涼子／著 東京：築地書館 652.3 

百貨店とは 飛田　健彦／著 東京：国書刊行会 673.8 

日本飛び出しくん図鑑 関　将／著 東京：辰巳出版 681.3 

テレビ・ドキュメンタリーを創った人々 NHK放送文化研究所／編東京：NHK出版 699.2 

あさえがお 加藤　綾子／著 東京：小学館 699.3 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>

古墳時代美術図鑑 古谷　毅／監修 東京：平凡社 702.1 

サザビーズで朝食を フィリップ・フック／著 東京：フィルムアート社 706.7 

「世界遺産」20年の旅 高城　千昭／著 東京：河出書房新社 709 

かわいい浮世絵 日野原　健司／著 東京：東京美術 721.8 

モネのあしあと 原田　マハ／著 東京：幻冬舎 723.3 

どうぶつの描き方100 リー・J.エイムズ／[著] 東京：グラフィック社 725 

朝日新聞報道写真集　2017 朝日新聞社／編 東京：朝日新聞出版 748 

ハンドメイドアクセサリーBOOK 東京：ブティック社 755.3 

SMAPはなぜ解散したのか 松谷　創一郎／著 東京：SBクリエイティブ 767.8 

人生の終いじたく まさかの、延長戦!? 中村　メイコ／著 東京：青春出版社 772.1 

八代目市川團十郎 木村　涼／著 東京：吉川弘文館 774.2 

ザ・ベストストレッチ 中野　ジェームズ修一／著東京：大和書房 781.4 

錦織圭に学ぶテニス勝ちにいく教科書 児玉　光雄／著 東京：新紀元社 783.5 

再発!それでもわたしは山に登る 田部井　淳子／著 東京：文藝春秋 786.1 

布石のなかの定石 金　成来／著 東京：東京創元社 795 

<言　語>

日本語で一番大事なもの 大野　晋／著 東京：中央公論新社 810.4 

新日本言語地図 大西　拓一郎／編 東京：朝倉書店 818 

英文ライティング「冠詞」自由自在 原田　豊太郎／著 東京：日刊工業新聞社 835.2 

誤訳ゼロトレーニング 光藤　京子／著 東京：秀和システム 837.5 

<日本文学　小説など>

漱石のこころ 赤木　昭夫／著 東京：岩波書店 910.2 ｱｶ

いま、兜太は 金子　兜太／著 東京：岩波書店 911.3 ｶﾈ

源氏姉妹(しすたあず) 酒井　順子／著 東京：新潮社 913 ｻｶ
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

<日本文学　小説など>

花を呑む あさの　あつこ／著 東京：光文社 F ｱｻ

遠州浜松殺人奏曲 梓　林太郎／著 東京：実業之日本社 F ｱｽﾞ

怪しい店 有栖川　有栖／[著] 東京：KADOKAWA F ｱﾘ

夏をなくした少年たち 生馬　直樹／著 東京：新潮社 F ｲｸ

我が名は、カモン 犬童　一心／著 東京：河出書房新社 F ｲﾇ

呪詛の文 上田　秀人／著 東京：光文社 F ｳｴ

芥川症 久坂部　羊／著 東京：新潮社 F ｸｻ

魔眼の光 佐々木　裕一／著 東京：二見書房 F ｻｻ

美しい国への旅 田中　慎弥／著 東京：集英社 F ﾀﾅ

月のぶどう 寺地　はるな／著 東京：ポプラ社 F ﾃﾗ

翼がなくても 中山　七里／著 東京：双葉社 F ﾅｶ

二つ(ダブル)の首相暗殺計画 西村　京太郎／著 東京：実業之日本社 F ﾆｼ

懐かしい食堂あります 似鳥　航一／[著] 東京：KADOKAWA F ﾆﾄ

サロメ 原田　マハ／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾗ

罠に落ちろ 藤田　宜永／著 東京：徳間書店 F ﾌｼﾞ

リアルプリンセス 寺地　はるな／[著] 東京：ポプラ社 F ﾎﾟﾌﾟ

サイレント・ブレス 南　杏子／著 東京：幻冬舎 F ﾐﾅ

カブールの園 宮内　悠介／著 東京：文藝春秋 F ﾐﾔ

やまと錦 村木　嵐／著 東京：光文社 F ﾑﾗ

ネコと昼寝 群　ようこ／[著] 東京：角川春樹事務所 F ﾑﾚ

小説ロボジー 矢口　史靖／著 東京：集英社 F ﾔｸﾞ

サンライズ・サンセット 山本　一力／著 東京：双葉社 F ﾔﾏ

凍土二人行黒スープ付き 雪舟　えま／著 東京：筑摩書房 F ﾕｷ

まひるまの星 吉永　南央／著 東京：文藝春秋 F ﾖｼ

日本語の冒険 阿刀田　高／[著] 東京：KADOKAWA E ｱﾄ

翻訳家の蔵書 大瀧　啓裕／著 東京：東京創元社 E ｵｵ

老いては夫を従え 柴門　ふみ／著 東京：小学館 E ｻｲ

もう人と同じ生き方をしなくていい 下重　暁子／著 東京：海竜社 E ｼﾓ

まいにちを味わう 吉沢　久子／著 東京：あさ出版 E ﾖｼ

韓国ぐらしは万華鏡 本橋　良子／著 東京：亜紀書房 916 ﾓﾄ

こびとが打ち上げた小さなボール チョ　セヒ／著 東京：河出書房新社 929 ﾁﾖ

D.H.ロレンス書簡集　8 D.H.ロレンス／[著] 東京：松柏社 935 ﾛﾚ 8

楽園の世捨て人 トーマス・リュダール／著 東京：早川書房 949 ﾘﾕ

深い穴に落ちてしまった イバン・レピラ／著 東京：東京創元社 963 ﾚﾋﾟ

<大活字本　日本文学>

どこから行っても遠い町　上・下 川上　弘美／著 新座：埼玉福祉会 F ｶﾜ

短夜の髪　上・下 澤田　ふじ子／著 新座：埼玉福祉会 F ｻﾜ

夜の橋　上・下 藤沢　周平／著 新座：埼玉福祉会 F ﾌｼﾞ

あかんべえ　上・中・下 宮部　みゆき／著 新座：埼玉福祉会 F ﾐﾔ

※「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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