
ラベルの
記号

902 このミステリーがひどい！ 小谷野敦 飛鳥新社 3-0500292764
910/ﾅ 夏目漱石の世界 平凡社 3-0500292647
文庫本
913.6

つむじダブル 小路幸也 ポプラ社 3-0500238516

913.6/ｱ 謎解き広報課 天祢涼 幻冬舎 3-0500273538
913.6/ｱ 姫神 安部龍太郎 文藝春秋 3-0500295145
913.6/ｱ 藪医ふらここ堂 朝井まかて 講談社 3-0500298199
913.6/ｲ 奇縁七景 乾ルカ 光文社 3-0500288802

913.6/ｳ 篤き人 植木博子
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500284115

文庫本
913.6/ｳ

還らざる道 内田康夫 文藝春秋 3-0500212924

文庫本
913.6/ｳ

柳眉の角 上田秀人 光文社 3-0500286014

913.6/ｶ ガバナンスの死角 梶永正史 宝島社 3-0500285318
913.6/ｶ 新選組颯爽録 門井慶喜 光文社 3-0500297528
文庫本
913.6/ｶ

２．４３（にいてんよんさん）
２

壁井ユカコ 集英社 3-0500263057

913.6/ｶ トンネルの森１９４５ 角野栄子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500288098
913.6/ｷ 岳飛伝　１４（撃撞の章） 北方謙三 集英社 3-0500299422
文庫本
913.6/ｷ

ちょっと今から仕事やめてく
る

北川恵海 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500244481

913.6/ｺ 女たちの審判 紺野仲右ヱ門 日本経済新聞出版社 3-0500242894

913.6/ｺ 考えられないこと 河野多惠子 新潮社 3-0500283052

913.6/ｺ 道徳の時間 呉勝浩 講談社 3-0500294577

913.6/ｻ 似非遍路 澤田ふじ子 徳間書店 3-0500295913
文庫本
913.6/ｻ

桜（はな）吹雪 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500293655

913.6/ｻ 御奉行の頭の火照り 佐藤雅美 講談社 3-0500298197
913.6/ｼ 生還者 下村敦史 講談社 3-0500289886
文庫本
913.6/ｼ

フロム・ミー・トゥ・ユー 小路幸也 集英社 3-0500263056

文庫本
913.6/ｽ

三人田の怪 鈴木英治 双葉社 3-0500294719

913.6/ﾀ ロマンス タナダユキ 文藝春秋 3-0500291552
文庫本
913.6/ﾁ

借金道場 千野隆司 双葉社 3-0500288075

913.6/ﾃ ビオレタ 寺地はるな ポプラ社 3-0500276381
文庫本
913.6/ﾄ

共鳴 堂場瞬一 中央公論新社 3-0500234545

文庫本
913.6/ﾅ

なみだ縮緬 中島要 角川春樹事務所 3-0500295974

ティーンズ
913.6/ﾅ

ぼくは明日、昨日のきみと
デートする

七月隆文 宝島社 3-0500186616

あたらしく入った本
2015年10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/ﾉ 水曜日の凱歌 乃南アサ 新潮社 3-0500289384

913.6/ﾊ スクラップ・アンド・ビルド 羽田圭介 文藝春秋 3-0500295433
文庫本
913.6/ﾊ

ヒトイチ警視庁人事一課監
察係

濱嘉之 講談社 3-0500270019

913.6/ﾊ 星砂物語
ロジャー・パル
バース

講談社 3-0500250893

913.6/ﾋ 天空の蜂 東野圭吾 講談社 3-0500281680
913.6/ﾋ 笑う少年 樋口有介 中央公論新社 3-0500295010

913.6/ﾌ あの日、マーラーが 藤谷治 朝日新聞出版 3-0500295152

913.6/ﾌ 痛みの道標 古内一絵 小学館 3-0500291019
文庫本
913.6/ﾌ

時をかける眼鏡
新王と謎の暗殺者

椹野道流 集英社 3-0500288344

913.6/ﾌ
ぼくは愛を証明しようと思
う。

藤沢数希 幻冬舎 3-0500281845

文庫本
913.6/ﾌ

武曲（むこく） 藤沢周 文藝春秋 3-0500248997

913.6/ﾎ 武士道ジェネレーション 誉田哲也 文藝春秋 3-0500292621

913.6/ﾏ イン・ザ・ダーク 前川裕 新潮社 3-0500292837
文庫本
913.6/ﾏ

分離の時間 松本清張 光文社 3-0500294601

913.6/ﾐ 劉邦　下 宮城谷昌光 毎日新聞出版 3-0500288038
文庫本
913.6/ﾓ

水族館ガール　２ 木宮条太郎 実業之日本社 3-0500288448

913.6/ﾔ １４歳の水平線 椰月美智子 双葉社 3-0500289300

913.6/ﾔ ジョン・マン　５　（立志編） 山本一力 講談社 3-0500279957

913.6/ﾔ 桑港特急 山本一力 文藝春秋 3-0500236436
913.6/ﾔ 東京２３話 山内マリコ ポプラ社 3-0500297486
文庫本
913.6/ﾕ

ブルー・ダイブ ゆうきりん 双葉社 3-0500294704

913.6/ﾖ 王とサーカス 米澤穂信 東京創元社 3-0500291983
文庫本
914/ｱ

かわいい自分には旅をさせ
よ

浅田次郎 文藝春秋 3-0500286365

914/ｵ 三匹の犬と眠る夜 落合恵子 平凡社 3-0500293647

914/ﾂ 昭和を語る 鶴見俊輔 晶文社 3-0500282154
文庫本
914/ﾉ

言葉尻とらえ隊 能町みね子 文藝春秋 3-0500221418

914/ﾊ 老骨の悠々閑々 半藤一利 ポプラ社 3-0500287654

914/ﾑ 村上さんのところ
村上春樹／答え
るひと

新潮社 3-0500290442

文庫本
916/ｱ

帝国海軍将官入門 雨倉孝之 潮書房光人社 3-0500271622

916/ｲ 満州難民 井上卓弥 幻冬舎 3-0500273544

文庫本
916/ﾂ

学年ビリのギャルが１年で
偏差値を４０上げて慶應大
学に現役合格した話

坪田信貴 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500260214

918 日本文学全集　２１ 池澤夏樹／編 河出書房新社 3-0500296235
文庫本
942

アンティゴネ ブレヒト 光文社 3-0500294609

949 暴力は絶対だめ！
アストリッド・リンド
グレーン

岩波書店 3-0500296206



文庫本
949

マッチ売りの少女 アンデルセン 新潮社 3-0500292045

文庫本
953/ﾋ

彼女のいない飛行機 ミシェル・ビュッシ 集英社 3-0500298483

ラベルの
記号

情報科学
007.6

はじめてのＷｉｎｄｏｗｓ　１０
基本編

戸内順一 秀和システム 3-0500295057

情報科学
007.6

文系でも知っておきたいプ
ログラミングとプログラマー
のこと

清水亮 ダイヤモンド社 3-0500293241

014 ＮＤＣへの招待 蟹瀬智弘 樹村房 3-0500277304
121 戦後思想の「巨人」たち 高澤秀次 筑摩書房 3-0500287701
131 プラトンとの哲学 納富信留 岩波書店 3-0500291372
175 伊勢神宮とは何か 植島啓司 集英社 3-0500296217

186
四國遍禮道指南（へんろみ
ちしるべ）

眞念 講談社 3-0500296261

210.2 にっぽん全国土偶手帖 譽田亜紀子 世界文化社 3-0500289297

210.3
文学で読む日本の歴史
古典文学篇

五味文彦 山川出版社 3-0500292851

210.5
江戸考証読本　１
（将軍様と町人編）

稲垣史生 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500296400

文庫本
210.5

遠山金四郎の時代 藤田覚 講談社 3-0500296262

210.7 昭和史の１０大事件 半藤一利 東京書籍 3-0500299130
210.7 終戦後史　１９４５ー１９５５ 井上寿一 講談社 3-0500287279

210.7 戦後七〇（ななじゅう）年史 色川大吉 講談社 3-0500292473

210.7 戦争と平和 白山眞理 平凡社 3-0500291701

210.7
「文藝春秋」で読む戦後７０
年　　第２巻

文藝春秋 3-0500292102

210.7
「文藝春秋」で読む戦後７０
年　　第３巻

文藝春秋 3-0500296064

239 戦火のサラエボ１００年史 梅原季哉 朝日新聞出版 3-0500295438

253 ザ・フィフティーズ　１
デイヴィッド・ハル
バースタム

筑摩書房 3-0500295494

289/ｻ
真田幸村と真田一族のす
べて

小林計一郎／編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500288827

291 日本（にっぽん）再発見 岡本太郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500290883

291.6 京都、街歩きガイド。 マガジンハウス 3-0500295198

291.9 やえやまガイドブック 南山舎 3-0500291630

291.3 三浦半島さんぽ 交通新聞社 3-0500288520

297
地球の歩き方リゾート
Ｒ　０７　’１５－１６

地球の歩き方編
集室／著作編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500293696

ラベルの
記号

文庫本
302.3

日本とドイツ歴史の罪と罰 川口マーン惠美 徳間書店 3-0500276339

304 日本の７つの大問題 的場順三 海竜社 3-0500277226

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理



304 紋切型社会 武田砂鉄 朝日出版社 3-0500265576

315 十三億分の一の男 峯村健司 小学館 3-0500246003

318.2 東京革命 石原慎太郎 幻冬舎 3-0500281840

ティーンズ
319.8

１４歳からの戦争のリアル 雨宮処凛 河出書房新社 3-0500291587

319.8
「積極的平和主義」は、紛
争地になにをもたらす
か？！

谷山博史／編著 合同出版 3-0500293259

329
実務に効く国際ビジネス判
例精選

道垣内正人／編 有斐閣 3-0500296783

331 善と悪の経済学
トーマス・セドラ
チェク

東洋経済新報社 3-0500274716

332 ポスト資本主義 広井良典 岩波書店 3-0500281171

332.1
イギリス人アナリストだから
わかった日本の「強み」「弱
み」

デービッド・アトキ
ンソン

講談社 3-0500281227

335 怒らない経営 大藪崇 日経ＢＰ社 3-0500260204

335
世界のエリートに読み継が
れているビジネス書３８冊

グローバルタスク
フォース／編

総合法令出版 3-0500290494

336.3 ワーク・ルールズ！ ラズロ・ボック 東洋経済新報社 3-0500293228

336.4
マンガでよくわかる教える
技術

石田淳 かんき出版 3-0500233809

338
家族のお金が増えるのは、
どっち！？

菅井敏之 アスコム 3-0500265677

338 投資バカ 中野晴啓 朝日新聞出版 3-0500286896

345
家計のプロ直伝！ふるさと
納税新活用術

前野彩 マキノ出版 3-0500261449

361 知識の社会史　２ ピーター・バーク 新曜社 3-0500288884

361.4
薄っぺらいのに自信満々な
人

榎本博明 日本経済新聞出版社 3-0500277594

361.4
好印象を与えるママ＆パパ
子連れマナー

岩下宣子 主婦と生活社 3-0500292878

364
労災保険の実務と手続き
最強ガイド

さとう社会保険労
務士事務所

アニモ出版 3-0500278314

366.2 「私らしく」働くこと 一田憲子 マイナビ 3-0500288488

367 男性漂流 奥田祥子 講談社 3-0500234149

369.3
極限の事態と人間の生の
意味

岩田靖夫 筑摩書房 3-0500270157

371 「学力」の経済学 中室牧子
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500279046

参考書
376.8

全国大学内容案内号
２０１６年（平成２８年）入試
対策用

旺文社 3-0500298935

379 超したたか勉強術 佐藤優 朝日新聞出版 3-0500260665

388 山怪 田中康弘 山と溪谷社 3-0500276301

392
こんなに弱い中国人民解
放軍

兵頭二十八 講談社 3-0500254527

文庫本
396

世界最強だった日本陸軍 福井雄三 ＰＨＰ研究所 3-0500275640

文庫本
399

新訳孫子 兵頭二十八 ＰＨＰ研究所 3-0500284449



ラベルの
記号

406 国立科学博物館のひみつ 成毛眞 ブックマン社 3-0500284318

415 グラフ理論の魅惑の世界
アーサー・ベン
ジャミン

青土社 3-0500290482

426 暮らしを支える「熱」の科学 梶川武信 ＳＢクリエイティブ 3-0500279465

451
最新図解特別警報と自然
災害がわかる本

饒村曜 オーム社 3-0500281767

451
知識ゼロからの異常気象
入門

斉田季実治 幻冬舎 3-0500273557

460 これだけ！高校生物 小林賢 秀和システム 3-0500286798

469
ネアンデルタール人は私
（わたし）たちと交配した

スヴァンテ・ぺー
ボ

文藝春秋 3-0500282510

481
先生、洞窟でコウモリとア
ナグマが同居しています！

小林朋道 築地書館 3-0500276036

491 意識はいつ生まれるのか
マルチェッロ・マッ
スィミーニ

亜紀書房 3-0500273562

492
首を整えると脳が体を治し
だす

島崎広彦 アチーブメント出版 3-0500265092

493.9
図解でわかる！小児ぜん
そく

大矢幸弘／監修 法研 3-0500272874

495
子宮がん・卵巣がんそのあ
とに・・・

加藤友康／監修 保健同人社 3-0500279077

498.5
ジョコビッチの生まれ変わ
る食事

ノバク・ジョコビッ
チ

三五館 3-0500253268

501 トコトンやさしい熱利用の本 福田遵 日刊工業新聞社 3-0500290515

509 品質管理が一番わかる
宇喜多義敬／監
修

技術評論社 3-0500247655

518.5 ルポにっぽんのごみ 杉本裕明 岩波書店 3-0500291371

519.2
中国環境汚染の政治経済
学

知足章宏 昭和堂 3-0500262538

523
前川さん、すべて自邸で
やってたんですね

中田準一 彰国社 3-0500266847

527
こだわりの家づくりアイデア
図鑑

家づくりの会／編
著

エクスナレッジ 3-0500283956

527
最強の家づくり、究極の参
考書都市型住宅に住む。

マガジンハウス 3-0500254216

537
トコトンやさしい自動車エン
ジンの本

原田了 日刊工業新聞社 3-0500292588

539 これだけ！放射性物質 夏緑 秀和システム 3-0500291608
541 テスターの職人技 市川清道 技術評論社 3-0500291532

546
国鉄・ＪＲ悲運の特急・急行
列車５０選

寺本光照 ＪＴＢパブリッシング 3-0500279953

情報科学
547.4

今すぐ「標準レポート」を卒
業したい！Ｇｏｏｇｌｅアナリ
ティクスＷｅｂ解析の強化書

藤原良輔 秀和システム 3-0500283484

情報科学
547.4

おうちで学べるセキュリティ
のきほん

増井敏克 翔泳社 3-0500284774

情報科学
547.4

ホームページ・ビルダー１９
パーフェクトマスター

金城俊哉 秀和システム 3-0500225116

566 これだけ！めっき 田原譲 秀和システム 3-0500283561
580 北欧の日用品 萩原健太郎 エクスナレッジ 3-0500277879

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



588
５０語でわかる！最初で最
後のシャンパン入門

山本昭彦 講談社 3-0500282363

589 究極の文房具カタログ 高畑正幸 河出書房新社 3-0500277902

ラベルの
記号

592
ＤＩＹリフォームでできるレト
ロで可愛いインテリア

主婦と生活社 3-0500268899

593.8
勝負する男のロジカル着こ
なし術

吉田泰則 日経ＢＰ社 3-0500260200

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ
９月号（ｎｏ．１２２）

主婦と生活社 3-0500296190

594.2
パリのビスコーニュのクロ
スステッチ

オーレル グラフィック社 3-0500294797

594.3
棒針の作り目と止め２１１
種類のバリエーション

キャサリン・シー
ズ

グラフィック社 3-0500284939

594.6
つゆつきと晴れの日、卦の
日のつまみ細工

土田由紀子 日本ヴォーグ社 3-0500282962

595
大人可愛いまとめ髪アレン
ジ

世界文化社 3-0500282208

596 「酢の料理」大全 吉田靖彦 旭屋出版 3-0500282979
596 腸を元気にするレシピ１０９ 魚柄仁之助 飛鳥新社 3-0500288727
596 冷凍保存 村田裕子／編 主婦と生活社 3-0500271730

596.2 ニューヨークレシピブック
坂田阿希子／レ
シピ＆料理

誠文堂新光社 3-0500278253

596.2 ぴあ溝の口食本 ぴあ 3-0500294799
596.3 冷凍たまごのこくまろレシピ 赤坂みちよ 世界文化社 3-0500270954
596.4 おやつ教本 坂田阿希子 東京書籍 3-0500265882

596.4
新・子どもに食べさせたい
おやつ

暮しの手帖社 3-0500297442

597
イラストでときめく片づけの
魔法

近藤麻理恵 サンマーク出版 3-0500227656

597 華やかディスプレイ収納術 寺戸華 宝島社 3-0500273517

597
プラス　１　リビング　９２
（２０１５年　Ａｕｔｕｍｎ）

主婦の友社 3-0500297887

文庫本
609

単位役に立つおもしろ事典 森川洋昭 河出書房新社 3-0500295911

612 島耕作の農業論 弘兼憲史 光文社 3-0500288011

617
育てて楽しむ小さなハーブ
たち

松井孝／監修 主婦の友社 3-0500279428

627 Ｉｎｄｏｏｒ　Ｇｒｅｅｎ　Ｓｔｙｌｅ 主婦と生活社 3-0500293840

629
エクステリア＆ガーデン百
科

ブティック社 3-0500194125

646
おうち拝見小鳥のいる暮ら
し

コンパニオンバー
ド編集部／編

誠文堂新光社 3-0500287344

661 里海資本論 井上恭介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500286545
670 シェアリング・エコノミー 宮崎康二 日本経済新聞出版社 3-0500290520
672 大江戸商い白書 山室恭子 講談社 3-0500287278
ティーンズ
673

警備員・セキュリティスタッ
フになるには

山中伊知郎 ぺりかん社 3-0500276372

673 昭和レトロ自販機大百科 越野弘之 洋泉社 3-0500294083
686 江ノ電１０ｋｍの奇跡 深谷研二 東洋経済新報社 3-0500282442
686 京急電鉄各駅停車 矢嶋秀一 洋泉社 3-0500285614

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



686
東京の鉄道ネットワークは
こうつくられた

高松良晴 交通新聞社 3-0500278703

687 悲しみを抱きしめて 西村匡史 講談社 3-0500290342

689
お客様の“気持ち”を読みと
く仕事コンシェルジュ

阿部佳 秀和システム 3-0500293190

ティーンズ
689

観光ガイドになるには 中村正人 ぺりかん社 3-0500295468

689 東京手みやげと贈り物
朝日新聞出版／
編著

朝日新聞出版 3-0500296793

ラベルの
記号

709 世界遺産ビジネス 木曽功 小学館 3-0500293712

723
中野京子と読み解く名画の
謎　対決篇

中野京子 文藝春秋 3-0500291553

740 わたしの土地から大地へ
セバスチャン・サ
ルガド

河出書房新社 3-0500287702

750 イタリアの小さな工房めぐり 大矢麻里 新潮社 3-0500283060

778 カメラを持て、町へ出よう 想田和弘
集英社インターナショ
ナル

3-0500290463

778 チャップリンとヒトラー 大野裕之 岩波書店 3-0500283405
782 トライアスロン完全ＢＯＯＫ 中島靖弘／監修 メイツ出版 3-0500282975

783.7
いまどきの子のやる気に火
をつけるメンタルトレーニン
グ

飯山晄朗 秀和システム 3-0500273952

796 常識外の一手 谷川浩司 新潮社 3-0500279415
ティーンズ
816

生き延びるための作文教
室

石原千秋 河出書房新社 3-0500291584

825 ピンポイント中国語文法 丸尾誠 ＮＨＫ出版 3-0500279403

829.3
ニューエクスプレスビルマ
語

加藤昌彦 白水社 3-0500286077

837
アウトプットに必要な基本
英語表現

ジェームス・バー
ダマン

研究社 3-0500288849

ラベルの
記号

郷土
517

報道写真が映す戦後の横
浜港

横浜みなと博物
館／編

横浜みなと博物館 3-0500258869

郷土
686

東急電鉄街と駅の１世紀 生田誠
アルファベータブック
ス

3-0500291800

郷土
910

神奈川ゆかりの作家たち 最賀進 春風社 3-0500291062

郷土
910

中世文学で読む鎌倉 小井土守敏／編 翰林書房 3-0500284142

「あたらしく入った本」10月号は、平成27年8月から同27年9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。

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）

(NDC700-899）
芸術・スポーツ・趣味・言語


