
書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<知識・学問・情報科学>
作ろう!わくわく図書館だより 太田　敬子／著 東京：全国学校図書館協議会 017.2 
子どもが本をひらくとき 石井　桃子／著 所沢：ブックグローブ社 019.5 
本の雑誌　２０１７年５月 東京：本の雑誌社 019.9
「週刊文春」編集長の仕事術 新谷　学／著 東京：ダイヤモンド社 051.6 

<哲学・思想・心理学・宗教>
「終活」を考える 浅見　昇吾／編 東京：Sophia University Press上智大学出版 114.2 
重力と恩寵 シモーヌ・ヴェイユ／著 東京：岩波書店 135.5 
「感謝」で思考は現実になる パム・グラウト／著 東京：サンマーク出版 147 
カタカムナ数霊の超叡智 吉野　信子／著 東京：徳間書店 147 
考え方 稲盛　和夫／著 東京：大和書房 159 
なりたい自分になれる働き方 小出　真由美／著 東京：扶桑社 159.4 
大合格 中田　敦彦／著 東京：KADOKAWA 159.7 
氏神さまと鎮守さま 新谷　尚紀／著 東京：講談社 175 
ロシア中世教会史 J.フェンネル／著 東京：教文館 198.1 

<歴史・地理・伝記・紀行>
わらべ歌に隠された古代史の闇 関　裕二／著 東京：PHP研究所 210.3 
戦国の合戦と武将の絵事典 高橋　伸幸／著 東京：成美堂出版 210.4 
知らなかった、ぼくらの戦争 アーサー・ビナード／編著 東京：小学館 210.7 
中世英国人の仕事と生活 テリー・ジョーンズ／著 東京：原書房 233 
明治をつくった人びと 刑部　芳則／編 東京：吉川弘文館 281 
清淑なる紀子さま50年のご足跡 東京：宝島社 288.4 
日本三百名山山あるきガイド　上 東京：JTBパブリッシング 291 
日本三百名山山あるきガイド　下 東京：JTBパブリッシング 291 
海の京都 東京：昭文社 291.6 
京都ベストスポット　[2017] 東京：昭文社 291.6 
沖縄ちゅら海ドライブ　'18 東京：昭文社 291.9 
k.m.p.の、台湾ぐるぐる。 k.m.p.／著・ブックデザイン 東京：東京書籍 292.2 

<政治・法律・経済・教育>
シリア情勢 青山　弘之／著 東京：岩波書店 302.2 
独裁者たちの最期の日々　上 ディアンヌ・デュクレ／編 東京：原書房 313.8 
独裁者たちの最期の日々　下 ディアンヌ・デュクレ／編 東京：原書房 313.8 
警察手帳 古野　まほろ／著 東京：新潮社 317.7 
中国・アジア外交秘話 谷野　作太郎／著 東京：東洋経済新報社 319.1 
「お金」で読み解く世界史 関　眞興／著 東京：SBクリエイティブ 332 
満蒙開拓団 加藤　聖文／著 東京：岩波書店 334.4 
数学的コミュニケーション入門 深沢　真太郎／著 東京：幻冬舎 336.1 
出世と肩書 藤澤　志穂子／著 東京：新潮社 336.4 
仮想通貨で銀行が消える日 真壁　昭夫／[著] 東京：祥伝社 338 
消費税は下げられる! 森永　卓郎／[著] 東京：KADOKAWA 342.1 
隠れ増税 山田　順／著 東京：青春出版社 345 
よくわかる税法入門 三木　義一／編著 東京：有斐閣 345.1 
労働法 両角　道代／著 東京：有斐閣 366.1 
障害者雇用における合理的配慮 朝日　雅也／編 [東京]：中央経済社 366.2 
超老人の壁 養老　孟司／著 東京：毎日新聞出版 367.7 
子どもの防犯マニュアル 舟生　岳夫／著 [東京]：日経BP社 368.6 
まちの保育園を知っていますか 松本　理寿輝／著 東京：小学館 369.4 
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       の人 
横溝 正史（よこみぞ せいし） 

[1902(明治35)年5月25日生] 
1902年、神戸市に生まれる。旧制大阪
薬専卒。1926年、博文館に入社。「新
青年」「探偵小説」の編集長を歴任し
1932年に退社後、文筆活動に入る。
1976年、映画『犬神家の一族』で横溝
ブームが到来。以降多くの読者の爆発
的支持を得ている。 
1981年（昭和56年）12月28日没。 
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<政治・法律・経済・教育>
「ウサギとカメ」の読書文化史 府川　源一郎／著 東京：勉誠出版 372.1 
おり紙マジックシアター 藤原　邦恭／著 東京：いかだ社 376.1 
地域のトップリーダーを育むスカウト教育の復権 諸熊　建次／著 京都：晃洋書房 379.3 
12歳までの好奇心の育て方で子どもの学力は決まる! 永井　伸一／著 東京：青春出版社 379.9 
ニッポンの主婦100年の食卓 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 383.8 
宮本常一日本の葬儀と墓 宮本　常一／著 東京：八坂書房 385.6 
大人かわいいラッピング 宮岡　宏会／著 東京：主婦と生活社 385.9 
写真民俗学 芳賀　日出男／著 東京：KADOKAWA 386 

<自然科学・数学・生物学・医学>
国立科学博物館のひみつ　地球館探検編 成毛　眞／著 [東京]：ブックマン社 406.9 
理化学研究所 山根　一眞／著 東京：講談社 407.6 
月のある風景の撮り方 箭原　繁雄／著 東京：誠文堂新光社 442.7 
地図学の聖地を訪ねて 松山　洋／編著 東京：二宮書店 448.9 
ビッグショット・オーロラ 廣川　まさき／著 東京：小学館 451.7 
完全解説日本の火山噴火 島村　英紀／著 東京：秀和システム 453.8 
翡翠 飯田　孝一／著 京都：亥辰舎 459.7 
大人の里山さんぽ図鑑 おくやま　ひさし／著 東京：交通新聞社 460.7 
身近な自然の観察図鑑 盛口　満／著 東京：筑摩書房 460.7 
トコトンやさしいアミノ酸の本 味の素株式会社／編著 東京：日刊工業新聞社 464.2 
原寸で楽しむ身近な木の実・タネ図鑑&採集ガイド 多田　多恵子／著 東京：実業之日本社 471.1 
原寸で楽しむ美しい貝図鑑&採集ガイド 池田　等／著 東京：実業之日本社 484 
まちぶせるクモ 中田　兼介／著 東京：共立出版 485.7 
昆虫の行動の仕組み 山脇　兆史／著 東京：共立出版 486.1 
わが家の漢方百科 新井　信／著 東京：東海教育研究所 490.9 
整復・手技の教科書 樽本　修和／監修 東京：新星出版社 492.7 
突然、感情を爆発させる人々 酒井　和夫／著 東京：洋泉社 493.7 
ネガティブ・ケイパビリティ答えの出ない事態に耐える力 帚木　蓬生／著 東京：朝日新聞出版 493.7 
0歳からのスキンケア 友利　新／著 東京：イースト・プレス 493.9 
がん患者自立学 近藤　誠／著 東京：晶文社 494.5 
変形性脊椎症 播广谷　勝三／著 京都：ミネルヴァ書房 494.6 
妊娠・授乳と薬の知識 村島　温子／編集 東京：医学書院 495.6 
脳に効く写真 茂木　健一郎／監修 東京：エムディエヌコーポレーション 498.3 
枕と寝具の科学 久保田　博南／著 東京：日刊工業新聞社 498.3 
疲れないからだをつくる夜のヨガ サントーシマ香／著 東京：大和書房 498.3 
スタンフォード式最高の睡眠 西野　精治／著 東京：サンマーク出版 498.3 
人はこうして「食べる」を学ぶ ビー・ウィルソン／著 東京：原書房 498.5 
死体格差 西尾　元／著 東京：双葉社 498.9 

<技術・工学・建築・工業>
日本木造校舎大全 角皆　尚宏／著 東京：辰巳出版 523.1 
機械構造用鋼・工具鋼大全 日原　政彦／著 東京：日刊工業新聞社 531.2 
ドローンが拓く未来の空 鈴木　真二／著 京都：化学同人 538.6 
月刊　石材　２０１７年４月号 東京：石文社 569.8
トコトンやさしい高分子の本 扇澤　敏明／著 東京：日刊工業新聞社 578 
50代からのもう悩まない着こなしのコツ 岸本　葉子／著 東京：主婦の友インフォス 589.2 
センスアップ 窪田　千紘／著 東京：インプレス 589.2 
madameHのバラ色の人生 佐藤　治子／著 東京：宝島社 589.2 
大人になったら、着たい服　2017春夏 東京：主婦と生活社 589.2 

<生活科学・衣服・美容・料理・育児>
あした死んでもいい暮らしかた ごんおばちゃま／著 東京：興陽館 590.4 
1日1行!2年で350万貯めたあきのズボラ家計簿 あき／著 東京：ベストセラーズ 591.8 
一年中ワンピース まの　あきこ／著 東京：文化学園文化出版局 593.3 
男の子にも女の子にも、作ってあげたい服 美濃羽　まゆみ／著 東京：日本ヴォーグ社 593.3 
和布と手作り　第2号 東京：エフジー武蔵 594 
フェルトと遊ぶ ピエニシエニ／著 東京：マガジンランド 594 
かぎ針で編む足袋ソックス&ぞうり 武蔵野：アップルミンツ 594.3 
かぎ針編みパイナップル編みのこもの 東京：ブティック社 594.3 
帆布と革で作るバッグ 田中　いく枝／監修 東京：スタジオタッククリエイティブ 594.7 
バッグ作り教室 水野　佳子／著 東京：主婦と生活社 594.7 
第一印象で好感度アップビジネスメイクの新ルール 尾花　ケイコ／著 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 595.5 
神戸本 京阪神エルマガジン社／編集 大阪：京阪神エルマガジン社 596 
全部レンチン!やせるおかず作りおき　2 柳澤　英子／著 東京：小学館 596 
野菜が主役の晩ごはん 青山　有紀／著 東京：集英社 596.3 
きちんとおいしく作れる漬け物 舘野　真知子／著 東京：成美堂出版 596.3 
モダンリビング　２０１７年５月号　二三二号 ハースト婦人画報社 597
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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>
有元葉子私の住まい考 有元　葉子／著 東京：平凡社 597 
ずっと美しい人のインテリア 「ずっと美しい人」編集部／編 東京：集英社 597 
二人のおうち 引田　かおり／著 東京：KADOKAWA 597 
ほどほど収納が心地いい 後藤　由紀子／著 東京：宝島社 597.5 
フセンと手帳で今度こそ、家が片づく 須藤　ゆみ／著 東京：朝日新聞出版 597.5 

<産業・園芸・獣医学・商業・交通>
心も体も元気になるハーブ育て&活用法 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 617.6 
いつでもとれたて!はじめてのベランダ野菜 末永　和也／監修 東京：学研プラス 626.9 
お部屋でできる!野菜づくり 中島　水美／著 東京：新星出版社 626.9 
切り花の日持ち技術 市村　一雄／編著 東京：農山漁村文化協会 627.1 
四季の宿根草図鑑 荻原　範雄／著 東京：講談社 627.5 
人気のバラ シュラブローズ NHK出版／編 東京：NHK出版 627.7 
くらべてわかる木の葉っぱ 林　将之／写真・文 東京：山と溪谷社 653.2 
ワンコインから始める不動産投資法 繆　英長／著 東京：合同フォレスト 673.9 
電通の深層 大下　英治／著 東京：イースト・プレス 674.4 
コトラー マーケティングの未来と日本 フィリップ・コトラー／著 東京：KADOKAWA 675 
高齢ドライバーの安全心理学 松浦　常夫／著 東京：東京大学出版会 681.3 
なぜ南武線で失くしたスマホがジャカルタにあったのか 東洋経済オンライン／編 東京：集英社 686 
なつかしの国鉄駅スタンプコレクション 鈴木　涼子／[ほか]文 東京：交通新聞社 686.5 
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンよくばり裏技ガイド　2017 USJのツボ／監修 東京：廣済堂出版 689.5 

<芸術・音楽・工芸・スポーツ・娯楽>
中島誠之助先生、日本の美について教えてください。 中島　誠之助／著 東京：祥伝社 702.1 
ブリューゲルへの招待 朝日新聞出版／編 東京：朝日新聞出版 723.3 
ときめきチョークアート 佐藤　真理／著 東京：日貿出版社 725.4 
鉛筆デッサン基本の「き」 スタジオ・ものくろーむ／著 東京：ホビージャパン 725.5 
それゆけ!長谷川義史くん 長谷川　義史／著 東京：小学館 726.6 
死んだらJ-POPが困る人、CDジャケットデザイナー木村豊 木村　豊／[述] 東京：エムディエヌコーポレーション 727 
カリグラフィー・スタイリング ヴェロニカ・ハリム／著 東京：主婦の友社 727.8 
匠の技の科学　動作編

京都工芸繊維大学伝統みらい
教育研究センター／編 東京：日刊工業新聞社 750.2 

デザインってなんだろ? 松田　行正／著 東京：紀伊國屋書店 757 
ロマン派の音楽家たち 中川　右介／著 東京：筑摩書房 762 
《ニーベルングの指環》教養講座 山崎　太郎／著 東京：アルテスパブリッシング 766.1 
必ず役立つ合唱の本　ボイストレーニングと身体の使い方編 相澤　直人／監修 東京：ヤマハミュージックメディア 767.4 
観なかった映画 長嶋　有／著 東京：文藝春秋 778 
ジブリの文学 鈴木　敏夫／著 東京：岩波書店 778.7 
50代から本気で遊べば人生は愉しくなる 片岡　鶴太郎／著 東京：SBクリエイティブ 779.9 
平尾誠二 人を奮い立たせるリーダーの力 マガジンハウス／編 東京：マガジンハウス 783.4 
生死を分ける、山の遭難回避術 羽根田　治／著 東京：誠文堂新光社 786.1 
競馬感性の法則 角居　勝彦／著 東京：小学館 788.5 
はじめての茶箱あそび ふくい　ひろこ／著 東京：世界文化社 791.5 
実用茶事　3 淡交社編集局／編 京都：淡交社 791.7 
勝負の8割は布石で決まる 白　在旭／編著 東京：東京創元社 795 

<言　語>
ちいさい言語学者の冒険 広瀬　友紀／著 東京：岩波書店 801 
漢和辞典的に申しますと。 円満字　二郎／著 東京：文藝春秋 811.2 
俗語入門 米川　明彦／著 東京：朝倉書店 814.9 

<日本文学　小説など>
世界文学を読みほどく 池澤　夏樹／著 東京：新潮社 902.3 ｲｹ
文芸翻訳入門 藤井　光／編 東京：フィルムアート社 904 ﾌｲ
角野栄子の毎日いろいろ 角野　栄子／著 東京：KADOKAWA 910.2 ｶﾄﾞ
開高健 小玉　武／著 東京：筑摩書房 910.2 ｺﾀﾞ
百田百言 百田　尚樹／著 東京：幻冬舎 910.2 ﾋﾔ
村上春樹翻訳<ほとんど>全仕事 村上　春樹／著 東京：中央公論新社 910.2 ﾑﾗ
追憶 青島　武／著 東京：小学館 F ｱｵ
遠縁の女 青山　文平／著 東京：文藝春秋 F ｱｵ
西川麻子は地球儀を回す。 青柳　碧人／著 東京：文藝春秋 F ｱｵ
貘の耳たぶ 芦沢　央／著 東京：幻冬舎 F ｱｼ
そして、星へ行く船 新井　素子／著 東京：出版芸術社 F ｱﾗ
夜の署長 安東　能明／著 東京：文藝春秋 F ｱﾝ
鎮憎師 石持　浅海／著 東京：光文社 F ｲｼ
稽古とプラリネ 伊藤　朱里／著 東京：筑摩書房 F ｲﾄ
城をひとつ 伊東　潤／著 東京：新潮社 F ｲﾄ
どんぶらこ いとう　せいこう／著 東京：河出書房新社 F ｲﾄ
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書　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号
<日本文学　小説など>
諦めない女 桂　望実／著 東京：光文社 F ｶﾂ
あなたを奪うの。 窪　美澄／著 東京：河出書房新社 F ｶﾜ
この噓がばれないうちに 川口　俊和／著 東京：サンマーク出版 F ｶﾜ
夜の谷を行く 桐野　夏生／著 東京：文藝春秋 F ｷﾘ
ひよっこ　上 岡田　惠和／作 東京：NHK出版 F ｸﾆ
鮪立の海 熊谷　達也／著 東京：文藝春秋 F ｸﾏ
水燃えて火 神津　カンナ／著 東京：中央公論新社 F ｺｳ
ジュリエットのいない夜 鴻上　尚史／著 東京：集英社 F ｺｳ
風雲のヤガ 五代　ゆう／著 東京：早川書房 F ｺﾞﾀﾞ
彼女は鏡の中を覗きこむ 小林　エリカ／著 東京：集英社 F ｺﾊﾞ
ときどき旅に出るカフェ 近藤　史恵／著 東京：双葉社 F ｺﾝ
十代に共感する奴はみんな噓つき 最果　タヒ／著 東京：文藝春秋 F ｻｲ
団塊の後 堺屋　太一／著 東京：毎日新聞出版 F ｻｶ
会津執権の栄誉 佐藤　巖太郎／著 東京：文藝春秋 F ｻﾄ
月の満ち欠け 佐藤　正午／著 東京：岩波書店 F ｻﾄ
スマホを落としただけなのに 志駕　晃／著 東京：宝島社 F ｼｶﾞ
輪廻の詩人 篠崎　紘一／著 東京：郁朋社 F ｼﾉ
サイレント・マイノリティ 下村　敦史／著 東京：光文社 F ｼﾓ
たとえ明日、世界が滅びても今日、僕はリンゴの木を植える 瀧森　古都／著 東京：SBクリエイティブ F ﾀｷ
優しい水 日明　恩／著 東京：徳間書店 F ﾀﾁ
百年の散歩 多和田　葉子／著 東京：新潮社 F ﾀﾜ
追想の探偵 月村　了衛／著 東京：双葉社 F ﾂｷ
御徒の女 中島　要／著 東京：実業之日本社 F ﾅｶ
万次郎茶屋 中島　たい子／著 東京：光文社 F ﾅｶ
出版禁止 長江　俊和／著 東京：新潮社 F ﾅｶﾞ
チマチマ記 長野　まゆみ／[著] 東京：講談社 F ﾅｶﾞ
彼女の色に届くまで 似鳥　鶏／著 東京：KADOKAWA F ﾆﾀ
ひとめぼれ 畠中　恵／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾀ
さらば愛しき魔法使い 東川　篤哉／著 東京：文藝春秋 F ﾋｶﾞ
素敵な日本人 東野　圭吾／著 東京：光文社 F ﾋｶﾞ
レスキュードッグ・ストーリーズ 樋口　明雄／著 東京：山と溪谷社 F ﾋｸﾞ
私家本椿説弓張月 平岩　弓枝／著 東京：新潮社 F ﾋﾗ
午前三時のサヨナラ・ゲーム 深水　黎一郎／著 東京：ポプラ社 F ﾌｶ
花見酒 藤井　邦夫／著 東京：文藝春秋 F ﾌｼﾞ
禁じられたジュリエット 古野　まほろ／著 東京：講談社 F ﾌﾙ
麻布ハレー 松久　淳／著 東京：誠文堂新光社 F ﾏﾂ
狐の飴売り 宮本　紀子／著 東京：光文社 F ﾐﾔ
あとは野となれ大和撫子 宮内　悠介／著 東京：KADOKAWA F ﾐﾔ
誰かが見ている 宮西　真冬／著 東京：講談社 F ﾐﾔ
おもちゃ絵芳藤 谷津　矢車／著 東京：文藝春秋 F ﾔﾂ
花葬 悠木　シュン／著 東京：小学館 F ﾕｳ
BUTTER 柚木　麻子／[著] 東京：新潮社 F ﾕｽﾞ
それは経費で落とそう 吉村　達也／著 東京：集英社 F ﾖｼ
ブランケット・ブルームの星型乗車券 吉田　篤弘／絵と文 東京：幻冬舎 F ﾖｼ
夢のなかの魚屋の地図 井上　荒野／著 東京：集英社 E ｲﾉ
すべてはあの謎にむかって 川上　未映子／著 東京：新潮社 E ｶﾜ
極悪鳥になる夢を見る 貴志　祐介／著 東京：文藝春秋 E ｷｼ
媚びない老後 桐島　洋子／著 東京：中央公論新社 E ｷﾘ
ガン入院オロオロ日記 東海林　さだお／著 東京：文藝春秋 E ｼﾖ
人生の選択 曽野　綾子／著 東京：海竜社 E ｿﾉ
時の名残り 津村　節子／著 東京：新潮社 E ﾂﾑ
まぬけなこよみ 津村　記久子／著 東京：平凡社 E ﾂﾑ
幸せな裏方 藤井　青銅／著 東京：新潮社 E ﾌｼﾞ
人生なんてくそくらえ 丸山　健二／著 東京：朝日新聞出版 E ﾏﾙ
東京の下町 吉村　昭／著 東京：文藝春秋 E ﾖｼ
トールキンのクレルヴォ物語 J.R.R.トールキン／著 東京：原書房 933 ﾄﾙ
眠る狼 グレン・エリック・ハミルトン／著 東京：早川書房 933 ﾊﾐ
内面からの報告書 ポール・オースター／[著] 東京：新潮社 934 ｵｽ
誓います ダン・サヴェージ／[著] 東京：みすず書房 936 ｻｳﾞ
この人、カフカ? ライナー・シュタッハ／著 東京：白水社 940 ｼﾕ
フランクル『夜と霧』への旅 河原　理子／著 東京：朝日新聞出版 946 ｶﾜ
ありのままのアンデルセン マイケル・ブース／著 東京：晶文社 949 ﾌﾞｽ
デカメロン　上 ボッカッチョ／著 東京：河出書房新社 973 ﾎﾞﾂ
詩人が読む古典ギリシア 高橋　睦郎／[著] 東京：みすず書房 991 ﾀｶ

※「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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