
ラベルの
記号

910 作家の珈琲
コロナ・ブックス編
集部

平凡社 3-0500282011

910 文豪の素顔 高橋敏夫／監修 エクスナレッジ 3-0500283958

910/ﾑ 向田邦子おしゃれの流儀 向田和子／編 新潮社 3-0500274281
ティーンズ
911.3

１７音の青春　２０１５
神奈川大学広報
委員会／編

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500250969

文庫本
911.5

辻征夫詩集 辻征夫 岩波書店 3-0500242722

911.5
日本名詩選　１
(明治・大正篇）

西原大輔 笠間書院 3-0500279468

911.5
日本名詩選　２
(昭和戦前篇）

西原大輔 笠間書院 3-0500279472

911.5
日本名詩選　３
（昭和戦後篇）

西原大輔 笠間書院 3-0500279473

911.5 闇の炎 井上摩耶 コールサック社 3-0500267887
文庫本
913.2

風土記　上
中村啓信／監修・
訳注

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500280315

文庫本
913.2

風土記　下
中村啓信／監修・
訳注

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500280316

文庫本
913.6

徒目付の指 鈴木英治 双葉社 3-0500288073

913.6 決戦！大坂城 葉室麟 講談社 3-0500273884

913.6 ベスト本格ミステリ　２０１５
本格ミステリ作家
クラブ／選・編

講談社 3-0500276394

913.6/ｱ ゆらやみ あさのあつこ 新潮社 3-0500280385
文庫本
913.6/ｲ

凄腕見参！ 稲葉稔 徳間書店 3-0500266738

913.6/ｳ 志士の峠 植松三十里 中央公論新社 3-0500264995
913.6/ｳ 為吉 宇江佐真理 実業之日本社 3-0500292915
913.6/ｴ 幽霊塔 江戸川乱歩 岩波書店 3-0500277427
913.6/ｵ ブラック・ベルベット 恩田陸 双葉社 3-0500271600

913.6/ｵ
美森まんじゃしろのサオリ
さん

小川一水 光文社 3-0500279995

913.6/ｵ
八ヶ岳・やまびこ不動産へ
ようこそ

長田一志 祥伝社 3-0500249938

913.6/ｶ スカラムーシュ・ムーン 海堂尊 新潮社 3-0500292836
文庫本
913.6/ｶ

七夜物語　上 川上弘美 朝日新聞出版 3-0500267237

文庫本
913.6/ｶ

七夜物語　中 川上弘美 朝日新聞出版 3-0500267236

文庫本
913.6

七夜物語　下 川上弘美 朝日新聞出版 3-0500267235

913.6/ｷ 抱く女 桐野夏生 新潮社 3-0500283057

あたらしく入った本
2015年9月

電話045(901)1225
文　学

（NDC900-999）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



913.6/ｸ 勁草 黒川博行 徳間書店 3-0500277646
913.6/ｸ ザ・原発所長　上 黒木亮 朝日新聞出版 3-0500285380

913.6/ｸ ザ・原発所長　下 黒木亮 朝日新聞出版 3-0500285381

913.6/ｺ 豹変 今野敏 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500282521
文庫本
913.6/ｻ

意次ノ妄 佐伯泰英 双葉社 3-0500288062

913.6/ｻ 砂の街路図 佐々木譲 小学館 3-0500292907
913.6/ｼ 下山事件暗殺者たちの夏 柴田哲孝 祥伝社 3-0500281180
文庫本
913.6/ｼ

旅者の歌 小路幸也 幻冬舎 3-0500221458

文庫本
913.6/ｼ

夏の災厄 篠田節子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500244439

913.6/ﾀ 四月は少しつめたくて 谷川直子 河出書房新社 3-0500261120

913.6/ﾀ 七夕の雨闇 高田崇史 新潮社 3-0500280386

913.6/ﾂ 朝が来る 辻村深月 文藝春秋 3-0500278755
913.6/ﾄ 風の如く　久坂玄瑞篇 富樫倫太郎 講談社 3-0500280028
文庫本
913.6/ト

幕末まらそん侍 土橋章宏 角川春樹事務所 3-0500278764

913.6/ﾉ
怪盗グリフィン対ラトウィッ
ジ機関

法月綸太郎 講談社 3-0500286425

913.6/ﾊ アンタッチャブル 馳星周 毎日新聞出版 3-0500270889
913.6/ﾊ 三人屋 原田ひ香 実業之日本社 3-0500276398
文庫本
913.6/ﾊ

十二年目の映像 帚木蓬生 集英社 3-0500217683

913.6/ﾊ なりたい 畠中恵 新潮社 3-0500289385

913.6/ﾊ 悲素 帚木蓬生 新潮社 3-0500289381
913.6/ﾋ ベトナムの桜 平岩弓枝 毎日新聞出版 3-0500288039
913.6/ﾎ トリダシ 本城雅人 文藝春秋 3-0500285367
文庫本
913.6/ﾎ

バケモノの子 細田守 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500280297

文庫本
913.6/ﾏ

探偵の探偵　４ 松岡圭祐 講談社 3-0500287557

913.6/ﾐ あの家に暮らす四人の女 三浦しをん 中央公論新社 3-0500286418

913.6/ﾐ 劉邦　中 宮城谷昌光 毎日新聞出版 3-0500279454
913.6/ｶ アノニマス・コール 薬丸岳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500282518
ティーンズ
913.6/ﾕ

朽木のひずみに群れ集え 結城光流 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500282951

文庫本
913.6/ﾖ

路（ルウ） 吉田修一 文藝春秋 3-0500267661

914/ﾅ つれづれの日々に 永野ミヨ 日本図書刊行会 3-0500214432
914/ﾐ おじいさんになったね 南伸坊 海竜社 3-0500268864

916 私の「戦後７０年談話」
岩波書店編集部
／編

岩波書店 3-0500285580

916/ｾ 狙撃手、前へ！ 瀬戸山玄 岩波書店 3-0500282351
918 日本文学全集　０２ 池澤夏樹／編 河出書房新社 3-0500287280

918 日本文学全集　２０ 池澤夏樹／編 河出書房新社 3-0500269591

918 日本文学全集　２２ 池澤夏樹／編 河出書房新社 3-0500278217
918/ｻ たそがれの人間 佐藤春夫 平凡社 3-0500287347
919 石川忠久漢詩の稽古 石川忠久 大修館書店 3-0500283470



文庫本
933/ﾘ

愛しき放蕩者
ジョアンナ・リン
ジー

ヴィレッジブックス 3-0500226441

文庫本
943/ｷ

ゲルマニア
ハラルト・ギル
バース

集英社 3-0500281656

983 子供時代
リュドミラ・ウリツカ
ヤ

新潮社 3-0500283059

ラベルの
記号

情報科学
007.3

ネット検索が怖い 神田知宏 ポプラ社 3-0500268167

007.3 ＩＴ国立アルメニア 牧本次生 東京図書出版 3-0500270405

情報科学
007.5

デジタル・アーカイブとは何
か

岡本真／責任編
集

勉誠出版 3-0500280988

010 日本の最も美しい図書館 立野井一恵／文 エクスナレッジ 3-0500274207
児研
019

こわい絵本 平凡社 3-0500283582

ティーンズ
019

ＴＨＥ　ＢＯＯＫＳ　ｇｒｅｅｎ ミシマ社／編 ミシマ社 3-0500259016

069 博物館教育論 黒沢浩／編著 講談社 3-0500281222

069 博物館の未来をさぐる
神奈川県博物館
協会／編

東京堂出版 3-0500278290

070
池上彰に聞くどうなってる
の？ニッポンの新聞

池上彰 東京堂出版 3-0500285304

081
丸山眞男集　別集　第３巻
（１９６３－１９９６）

丸山眞男 岩波書店 3-0500283414

148
神様が持たせてくれた弁当
箱

岡本彰夫 幻冬舎 3-0500290047

159 シンプルに考える 森川亮 ダイヤモンド社 3-0500274655
159 私のたしなみ１００ 大草直子 幻冬舎 3-0500273555

161 宗教学大図鑑
ドーリング・キン
ダースリー社／編

三省堂 3-0500282085

文庫本
210

誰も書かなかった日本史
「その後」の謎　続

雑学総研 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500283066

210.4 内乱のなかの貴族 林屋辰三郎 吉川弘文館 3-0500279134

210.6
大日本（だいにっぽん）帝
国の戦争遺跡

飯田則夫 ベストセラーズ 3-0500282502

210.7 昭和史講義 筒井清忠／編 筑摩書房 3-0500285663

210.7
復刻アサヒグラフ昭和二十
年

朝日新聞出版／
編

朝日新聞出版 3-0500280079

210.7
「文藝春秋」で読む戦後７０
年　　　第１巻

文藝春秋 3-0500287013

216 堺歴史読本 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500268356
216 なにわことば遺跡 山本正人 清風堂書店 3-0500263090
228 文明の誕生 小林登志子 中央公論新社 3-0500281740

283
声に出して読みづらいロシ
ア人

松樟太郎 ミシマ社京都オフィス 3-0500280180

289/ｻ
佐治敬三と開高健最強の
ふたり

北康利 講談社 3-0500281665

289/ﾀ いちべついらい 橋口幸子 夏葉社 3-0500277648
289/ﾀ 時をかけるヤッコさん 高橋靖子 文藝春秋 3-0500286921

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



289/ﾊ 三重スパイ 小倉孝保 講談社 3-0500270167

289/ﾌ アンネ・フランク・ハウス
アンネ・フランク財
団／編

アンネ・フランク・ハウ
ス

3-0500282337

291 旅に出るなら 一休．ｃｏｍ 文化学園文化出版局 3-0500165494

291
日本ザンテイ世界遺産に
行ってみた。

宮田珠己 淡交社 3-0500286372

291.1 北海道沢登りガイド 岩村和彦 北海道新聞社 3-0500280120
291.6 歩いて楽しむ京都 ＪＴＢパブリッシング 3-0500282957

291.9 あたらしい九州旅行
チチンプイプイ旅
座

ＷＡＶＥ出版 3-0500282148

293.3
地球の歩き方　Ａ　０５
（２０１５～２０１６年版）

地球の歩き方編
集室／著作編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500283039

293.5 鉄道でまわるフランスの旅
アサヒカメラ編集
部／編

朝日新聞出版 3-0500288873

295
地球の歩き方リゾート
Ｒ　１７　２０１５－２０１６

地球の歩き方編
集室／著作編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500285294

ラベルの
記号

302.3
「ドイツ帝国」が世界を破滅
させる

エマニュエル・トッ
ド

文藝春秋 3-0500271243

304 とりあたま大学 西原理恵子 新潮社 3-0500274263
304 反知性主義とファシズム 佐藤優 金曜日 3-0500272085

312.1
検証日本の「失われた２０
年」

船橋洋一／編著 東洋経済新報社 3-0500274720

319
崩れゆく世界生き延びる知
恵

副島隆彦 日本文芸社 3-0500274030

324
いちばんわかりやすい相
続・贈与の本　’１５～’１６
年版

曽根恵子 成美堂出版 3-0500283466

332.1
戦後７０年、日本はこのま
ま没落するのか

榊原英資 朝日新聞出版 3-0500276440

333
世界に分断と対立を撒き散
らす経済の罠

ジョセフ・Ｅ．スティ
グリッツ

徳間書店 3-0500274674

335 選択と捨象 冨山和彦 朝日新聞出版 3-0500280080

336
小さな会社の総務・経理が
すべてわかる本’１５～’１６
年版

楠亜紀子／監修 成美堂出版 3-0500284705

338
日経記者に聞く投資で勝つ
１００のキホン

日本経済新聞社
／編

日本経済新聞出版社 3-0500216458

361.4
コミュ障動物性を失った人
類

正高信男 講談社 3-0500280322

361.4
なぜ、あの人はいつも好か
れるのか

本田健 三笠書房 3-0500179154

367.3
「居場所」のない男、「時
間」がない女

水無田気流 日本経済新聞出版社 3-0500275648

367.7 下流老人 藤田孝典 朝日新聞出版 3-0500278148

368
なぜ「あの場所」は犯罪を
引き寄せるのか

小宮信夫 青春出版社 3-0500275664

370 まず教育論から変えよう 児美川孝一郎 太郎次郎社エディタス 3-0500272968

372
なぜ日本人は、一瞬でおつ
りの計算ができるのか

川口マーン惠美 ＰＨＰ研究所 3-0500276313

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



388
昔話はなぜ、お爺さんとお
婆さんが主役なのか

大塚ひかり 草思社 3-0500251783

396 昭和陸軍全史　３ 川田稔 講談社 3-0500280003

ラベルの
記号

ティーンズ
410

数学ガールの秘密ノート
微分を追いかけて

結城浩 ＳＢクリエイティブ 3-0500263152

485 クモハンドブック 馬場友希 文一総合出版 3-0500263164

488
ハトはなぜ首を振って歩く
のか

藤田祐樹 岩波書店 3-0500263430

491
結果を出せる人になる！
「すぐやる脳」のつくり方

茂木健一郎 学研パブリッシング 3-0500264214

493.7 睡眠障害のなぞを解く 櫻井武 講談社 3-0500262336

493.7
「てんかん」のことがよくわ
かる本

中里信和／監修 講談社 3-0500269597

493.7
パニック症（パニック障害）
の人の気持ちを考える本

貝谷久宣／監修 講談社 3-0500269598

495
これからの乳房再建
ＢＯＯＫ

岩平佳子
主婦の友インフォス情
報社

3-0500267200

498
自宅で看取るいいお医者さ
ん

朝日新聞出版 3-0500285411

498.3
シニアが楽しむ言葉遊びと
思い出クイズ・記憶遊び

今井弘雄 黎明書房 3-0500269156

498.5
医師たちが認めた「玄米」
のエビデンス

渡邊昌／監修 キラジェンヌ 3-0500244073

498.5
高齢者につくってあげたい
スイーツレシピ

代居真知子 誠文堂新光社 3-0500268836

498.5 ちょっと高くても、コッチ！ 小薮浩二郎 三五館 3-0500265098

501
はじめて学ぶＡｕｔｏＣＡＤ　Ｌ
Ｔ　２０１６作図・操作ガイド

鈴木孝子 ソーテック社 3-0500279050

507
社長、その商品名、危なす
ぎます！

富澤正 日本経済新聞出版社 3-0500268879

507 長もちの科学
京都工芸繊維大
学長もちの科学
研究センター／編

日刊工業新聞社 3-0500265861

507 初めての米国特許実務 高岡亮一 中央経済社 3-0500270160
509 工場見学　首都圏 昭文社 3-0500280568
521 天空の城を行く 小和田泰経 平凡社 3-0500270815
523 光と影で見る近代建築 近藤存志 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500281835
524 楽しく分かる！木構造入門 佐藤実 エクスナレッジ 3-0500258286

527
日本の名作住宅の間取り
図鑑

大井隆弘 エクスナレッジ 3-0500266962

532
トコトンやさしい切削工具の
本

澤武一 日刊工業新聞社 3-0500274313

534
トコトンやさしい圧力容器の
本

大原良友 日刊工業新聞社 3-0500273570

537
トコトンやさしい自動車の化
学の本

井沢省吾 日刊工業新聞社 3-0500280889

538
飛行機事故はなぜなくなら
ないのか

青木謙知 講談社 3-0500263471

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



544
これも×２知っておきたい
電気技術者の基本知識

大嶋輝夫／共著 電気書院 3-0500207653

情報科学
547.5

基礎からわかる
「Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ」

瀧本往人 工学社 3-0500270178

547.5 これだけ！電波と周波数 吉村和昭 秀和システム 3-0500265684
情報科学
548

量子コンピューターが本当
にすごい

竹内薫 ＰＨＰ研究所 3-0500270826

549 電子工作入門以前 後閑哲也 技術評論社 3-0500256674
563 錆の科学 堀石七生 日刊工業新聞社 3-0500273574
574 トコトンやさしいヨウ素の本 海宝龍夫 日刊工業新聞社 3-0500280893
588 醤油本 高橋万太郎 玄光社 3-0500267370
589 ＪＴのＭ＆Ａ 新貝康司 日経ＢＰ社 3-0500280395

ラベルの
記号

590 田園都市生活　ｖｏｌ．５６ エイ出版社 3-0500283621

593.8 ゆかた着つけハンドブック 安田多賀子 誠文堂新光社 3-0500269647

594.2 ビーズ刺繍の動物ブローチ 吉丸睦 文化学園文化出版局 3-0500265052

594.9
コットンパール・エアパール
で作る大人アクセサリーの
世界

Ｊａｓｍｉｎ／著・デ
ザイン

日東書院本社 3-0500263077

ティーンズ
596

高校生レストランまごの店
おいしい和食のキホン

村林新吾 岩波書店 3-0500254466

596
ひと目でわかる！食品保
存事典

島本美由紀 講談社 3-0500265024

596.2
天皇陛下が愛した洋のレシ
ピ

窪田好直 河出書房新社 3-0500279382

596.3 梅干し＆梅のレシピ 石澤清美 主婦の友社 3-0500270104

596.6
白崎茶会のかんたんパン
レシピ

白崎裕子 学研パブリッシング 3-0500250133

596.6 ポップオーバーレシピ 柳瀬久美子 河出書房新社 3-0500277675

627 かわいいミニ・プランツたち 主婦の友社／編 主婦の友社 3-0500283502

648 豚肉の歴史
キャサリン・Ｍ．ロ
ジャーズ

原書房 3-0500282479

673
横浜・鎌倉とってもすてきな
手芸屋さん

エー・アール・ティ
鎌倉編集部

メイツ出版 3-0500282014

675 図解物流センターのすべて 廣田幹浩 日本実業出版社 3-0500275086

675
マーケット感覚を身につけ
よう

ちきりん ダイヤモンド社 3-0500243391

681 地域再生の戦略 宇都宮浄人 筑摩書房 3-0500277616

681 超インフラ論 藤井聡 ＰＨＰ研究所 3-0500288412

686 江ノ電１０㎞の奇跡 深谷研二 東洋経済新報社 3-0500282442

686
江ノ島電鉄＆湘南モノレー
ル

夢現舎／編 彩流社 3-0500281904

686
青春１８きっぷで愉しむぶら
り鈍行の旅

所澤秀樹 光文社 3-0500286016

686 北陸新幹線鉄旅ガイド ＪＴＢパブリッシング 3-0500282211
689 新・観光立国論 寺島実郎 ＮＨＫ出版 3-0500281970

694
７日でわかる！はじめての
スマホ

ＮＨＫ出版／編 ＮＨＫ出版 3-0500279519

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



ラベルの
記号

726
佐藤ジュンコのひとり飯な
日々

佐藤ジュンコ ミシマ社京都オフィス 3-0500280178

726 歴史コミックと馬
馬事文化財団
馬の博物館／編

馬事文化財団 3-0500270565

742
カメラと写真スタート
ＢＯＯＫ

エイ出版社 3-0500266465

743 風景写真の正しい撮り方 学研パブリッシング 3-0500258595

783.5 現代テニスで再デビュー
日本放送協会／
編

ＮＨＫ出版 3-0500275303

783.7 もっと遠くへ 王貞治 日本経済新聞出版社 3-0500282167

785
スキンダイビング・セーフ
ティ

岡本美鈴／共著 成山堂書店 3-0500283087

786 北アルプス南部 西田省三 実業之日本社 3-0500278296
786 南アルプス 西田省三 実業之日本社 3-0500278299
789 今までにない職業をつくる 甲野善紀 ミシマ社 3-0500259015
796 透明の棋士 北野新太 ミシマ社京都オフィス 3-0500280179

807
楽々語学マスター！これだ
けでペラペラ

前野裕 セルバ出版 3-0500282996

814 にほんご歳時記 山口謠司 ＰＨＰ研究所 3-0500288411
837 英語でハッとする聖書の話 石黒マリーローズ アルク 3-0500288375

ラベルの
記号

郷土
291.3

やまなみ五湖へ、ようこそ
水源地域交流の
里づくり推進協議
会事務局／編

水源地域交流の里づ
くり推進協議会事務
局

3-0500253935

郷土
291.3

やまなみ五湖に出かけよ
う！　２０１５　ＳＰＲＩＮＧ

水源地域交流の
里づくり推進協議
会／編

水源地域交流の里づ
くり推進協議会

3-0500255840

郷土
490

かかりつけ医家族に一番
近い安心！！

横浜市医師会地
域医療連携セン
ター／編

横浜市医師会地域医
療連携センター

3-0500269938

郷土
518.8

かながわ　ＰＡＲＫ　ＮＡＶＩ
Ｎｏ．１７

神奈川県公園協会 3-0500266564

郷土
521

神奈川中世城郭図鑑 西股総生 戎光祥出版 3-0500258317

郷土
748

ＳＣＥＮＥＲＹ　ｏｆ　Ｙｏｋｏｈａ
ｍａ　　　　２

森日出夫／撮影 アマノスタジオ 3-0500282765

「あたらしく入った本」9月号は、平成27年7月から同27年8月までの間に、
山内図書館が受け入れた図書の一部をご紹介したものです。

(NDC700-899）
芸術・スポーツ・趣味・言語

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

郷土に関する本
（青葉区、横浜市、神奈川県）


