
ラベルの
記号

911.5 チッチのひとりごと みつはしちかこ 学研パブリッシング 3-0500287019
文庫本
913.3

虫めづる姫君 蜂飼耳／訳 光文社 3-0500303572

913.6 激動東京五輪１９６４ 大沢在昌 講談社 3-0500305854
文庫本
913.6

日本文学１００年の名作
第１０巻（２００４－２０１３）

池内紀／編 新潮社 3-0500273948

文庫本
913.6

晴れた日は謎を追って 伊坂幸太郎 東京創元社 3-0500227521

913.6 １００万分の１回のねこ 江國香織 講談社 3-0500288364
文庫本
913.6/ｱ

えんじ色のカーテン 赤川次郎 光文社 3-0500303534

ティーンズ
913.6/ｲ

おこぼれ姫と円卓の騎士
女神の警告

石田リンネ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500305276

文庫本
913.6/ｲ

編集ガール！ 五十嵐貴久 祥伝社 3-0500301517

文庫本
913.6/ｲ

ロスジェネの逆襲 池井戸潤 文藝春秋 3-0500301507

913.6/ｲ Ｍａｓａｔｏ 岩城けい 集英社 3-0500302428
文庫本
913.6/ｴ

給食のおにいさん　受験 遠藤彩見 幻冬舎 3-0500294054

913.6/ｵ 極悪専用 大沢在昌 文藝春秋 3-0500282506
913.6/ｵ 琥珀のまたたき 小川洋子 講談社 3-0500304313
913.6/ｵ 我が家のヒミツ 奥田英朗 集英社 3-0500307263
文庫本
913.6/ｶ

隠密味見方同心　４ 風野真知雄 講談社 3-0500305141

文庫本
913.6/ｶ

狛犬ジョンの軌跡 垣根涼介 光文社 3-0500286000

ティーンズ
913.6/ｶ

ソードアート・オンライン
１６

川原礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500295394

913.6/ｷ 中野のお父さん 北村薫 文藝春秋 3-0500304796

913.6/ｺ 潮流 今野敏 角川春樹事務所 3-0500300705
文庫本
913.6/ｻ

一命 坂岡真 光文社 3-0500303566

913.6/ｻ 犬の掟 佐々木譲 新潮社 3-0500306280
文庫本
913.6/ｻ

大きな音が聞こえるか 坂木司 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500290853

文庫本
913.6/ｻ

飛躍 佐伯泰英 講談社 3-0500305151

913.6/ｻ 与楽の飯 澤田瞳子 光文社 3-0500297529
文庫本
913.6/ｻ

龍眼争奪戦 佐々木裕一 祥伝社 3-0500301523

913.6/ｼ 花鳥茶屋せせらぎ 志川節子 祥伝社 3-0500301534
文庫本
913.6/ｼ

七時間半 獅子文六 筑摩書房 3-0500268820

あたらしく入った本
2015年11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/ｼ となりのセレブたち 篠田節子 新潮社 3-0500306274

913.6/ｼ
花咲小路二丁目の花乃子
さん

小路幸也 ポプラ社 3-0500304068

文庫本
913.6/ｽ

歩のおそはや 杉元晶子 集英社 3-0500288347

文庫本
913.6/ｽ

雲は湧き、光あふれて 須賀しのぶ 集英社 3-0500288346

913.6/ﾀ 富士山噴火 高嶋哲夫 集英社 3-0500290456

913.6/ﾂ Ｙの木 辻原登 文藝春秋 3-0500299221
文庫本
913.6/ﾄ

御隠居剣法 鳥羽亮 講談社 3-0500240641

文庫本
913.6/ﾄ

斬奸一閃 鳥羽亮 光文社 3-0500303564

913.6/ﾅ 院内カフェ 中島たい子 朝日新聞出版 3-0500285378
913.6/ﾅ 横濱王 永井紗耶子 小学館 3-0500294674
913.6/ﾆ 恋せよ魂魄 仁木英之 新潮社 3-0500300709

913.6/ﾊ アンフェアな国 秦建日子 河出書房新社 3-0500295006
913.6/ﾊ うずら大名 畠中恵 集英社 3-0500307265
913.6/ﾊ 鬼神の如く 葉室麟 新潮社 3-0500298240
913.6/ﾊ 幼年画 原民喜 サウダージ・ブックス 3-0500293305
文庫本
913.6/ﾋ

禁断の魔術 東野圭吾 文藝春秋 3-0500277442

913.6/ﾎ 呪文 星野智幸 河出書房新社 3-0500304799

913.6/ﾎ 熱なき光 星野剛
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500294729

913.6/ﾎ プラージュ 誉田哲也 幻冬舎 3-0500306028
文庫本
913.6/ﾏ

彩霧 松本清張 光文社 3-0500303563

913.6/ﾐ
ここはボツコニアン　５
ＦＩＮＡＬ

宮部みゆき 集英社 3-0500302429

913.6/ﾐ 羊と鋼の森 宮下奈都 文藝春秋 3-0500304443
914 にょにょにょっ記 穂村弘 文藝春秋 3-0500303213
914/ｵ 今夜は何を飲もうか オキ・シロー ＴＡＣ出版事業部 3-0500270926
914/ｵ 鮫言 大沢在昌 集英社 3-0500307266
914/ﾐ 仕事の虫 三谷幸喜 朝日新聞出版 3-0500297984

914/ﾑ 職業としての小説家 村上春樹
スイッチ・パブリッシン
グ

3-0500305481

914/ﾔ 夕暮れの時間に 山田太一 河出書房新社 3-0500299218

916/ｵ
生きてるだけで１００点満
点！

奥山佳恵 ワニブックス 3-0500245520

916/ｵ 老妻だって介護はつらいよ 沖藤典子 岩波書店 3-0500301087
918 日本文学全集　０８ 池澤夏樹／編 河出書房新社 3-0500304323
文庫本
933/ｸ

警視の因縁 デボラ・クロンビー 講談社 3-0500278201

文庫本
933/ｼ

ディセント生贄の山
ティム・ジョンスト
ン

小学館 3-0500303538

文庫本
933/ｽ

偽りの楽園　上巻 トム・ロブ・スミス 新潮社 3-0500300387

文庫本
933/ｽ

偽りの楽園　下巻 トム・ロブ・スミス 新潮社 3-0500300389

文庫本
933/ﾊ

クロニクル　１ リチャード・ハウス 早川書房 3-0500259757



933/ﾙ 日々の光 ジェイ・ルービン 新潮社 3-0500292840
文庫本
933/ﾛ

アマゾニア　上
ジェームズ・ロリン
ズ

扶桑社 3-0500246637

文庫本
933/ﾛ

アマゾニア　下
ジェームズ・ロリン
ズ

扶桑社 3-0500246638

文庫本
949

ヴィクトリア クヌート・ハムスン 岩波書店 3-0500298463

963 バイクとユニコーン ジョシュ 東宣出版 3-0500306657

ラベルの
記号

017
司書教諭・学校司書のため
の学校図書館必携

全国学校図書館
協議会／監修

悠光堂 3-0500296856

019
グループでもできるビブリ
オトーク

笹倉剛 あいり出版 3-0500278024

023
“ひとり出版社”という働き
かた

西山雅子／編 河出書房新社 3-0500290954

031 発明とアイデアの文化誌 三浦基弘 東京堂出版 3-0500287348

049 ギネス世界記録　２０１６
クレイグ・グレン
ディ／編

角川アスキー総合研
究所

3-0500303617

121 ある戦時下の抵抗 岩倉博 花伝社 3-0500299124
文庫本
121

和辻哲郎ー人格から間柄
へ

宮川敬之 講談社 3-0500304713

141 ０ベース思考
スティーヴン・レ
ヴィット

ダイヤモンド社 3-0500241665

188.5 空海 高村薫 新潮社 3-0500309394
210.1 日本精神史　上 長谷川宏 講談社 3-0500304332
210.1 日本精神史　下 長谷川宏 講談社 3-0500304333
210.2 弥生時代の歴史 藤尾慎一郎 講談社 3-0500298207

210.5
江戸考証読本　２
（大江戸八百八町編）

稲垣史生 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500304118

210.6 歴史認識とは何か 細谷雄一 新潮社 3-0500290445
210.7 「戦後」混迷の時代から 渡部昇一 ワック 3-0500289858

210.7
「文藝春秋」で読む戦後７０
年　　　第４巻

文藝春秋 3-0500299583

233 物語イギリスの歴史　上 君塚直隆 中央公論新社 3-0500272363
233 物語イギリスの歴史　下 君塚直隆 中央公論新社 3-0500272364
文庫本
235

フランス革命夜話 辰野隆 中央公論新社 3-0500298533

253 ザ・フィフティーズ　２
デイヴィッド・ハル
バースタム

筑摩書房 3-0500304433

289/ｵ
織田信長四三三年目の真
実

明智憲三郎 幻冬舎 3-0500290050

289/ｵ 聞き書緒方貞子回顧録 緒方貞子 岩波書店 3-0500305467
289/ﾁ チャーチル ジョン・キーガン 岩波書店 3-0500300585
文庫本
289/ﾄ

夢声戦中日記 徳川夢声 中央公論新社 3-0500298537

289/ﾐ 源頼政と木曽義仲 永井晋 中央公論新社 3-0500299106
ｶｳﾝﾀｰ
291.3

ゼンリン住宅地図
横浜市青葉区　２０１５０９

ゼンリン 3-0500309643

296.1 秋の京都　２０１５
朝日新聞出版／
編著

朝日新聞出版 3-0500302136

292.2 わたしのすきな台北案内 柳沢小実 マイナビ 3-0500301692

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理



293.4 愛しのプラハへ 横山佳美 イカロス出版 3-0500285279
文庫本
293.5

パリこれ！ とのまりこ 新潮社 3-0500300345

ラベルの
記号

302.2
内モンゴルを知るための
６０章

ボルジギン・ブレ
ンサイン／編著

明石書店 3-0500293217

302.3
池上彰のそこが知りたい！
ロシア

池上彰 徳間書店 3-0500300330

302.5 アメリカのジレンマ 渡辺靖 ＮＨＫ出版 3-0500286457
302.5 新アメリカ論 櫻井よしこ 産経新聞出版 3-0500287638

304
安倍首相の「歴史観」を問
う

保阪正康 講談社 3-0500292472

304 日本の反知性主義 内田樹／編 晶文社 3-0500253158
312.1 右傾化する日本政治 中野晃一 岩波書店 3-0500291369
312.1 沖縄の不都合な真実 大久保潤 新潮社 3-0500232475

319
地図で読む「国際関係」入
門

眞淳平 筑摩書房 3-0500295143

319.1 日韓対立の真相 武藤正敏 悟空出版 3-0500271228
319.1 没落する反日国家の正体 室谷克実 ビジネス社 3-0500277064

324
やってはいけない「実家」の
相続

天野隆 青春出版社 3-0500258059

334
リソース・レボリューション
の衝撃

ステファン・ヘック プレジデント社 3-0500300645

参考書
335.4

会社四季報　２０１５年
４集　（秋号）

東洋経済新報社 3-0500306135

336 グレートカンパニー
リッチ・カールガー
ド

ダイヤモンド社 3-0500302697

336 ザ・ラストマン 川村隆 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500248621

336.1
イノベーション・ファシリテー
ター

野村恭彦 プレジデント社 3-0500270853

336.1
ほんの１秒もムダなく片づく
情報整理術の教科書

根岸智幸 技術評論社 3-0500280923

336.4
腐ったリンゴをどうする
か？

釘原直樹 三五館 3-0500281182

336.8 経営に活かす戦略会計 多田敏夫／編著 中央経済社 3-0500283202

361.4
人の気持ちがわかる人、わ
からない人

和気香子
クロスメディア・パブ
リッシング

3-0500214716

365 ２０２０年マンション大崩壊 牧野知弘 文藝春秋 3-0500298022
366 ルポ過労社会 中澤誠 筑摩書房 3-0500295140

366.2
ジェネレーションフリーの社
会

北岡孝義 ＣＣＣメディアハウス 3-0500288289

367.2 大阪のオバちゃんの逆襲 源祥子 言視舎 3-0500274759
367.2 男尊女卑という病 片田珠美 幻冬舎 3-0500292532

367.4
非婚ですが、それが何
か！？

上野千鶴子 ビジネス社 3-0500299217

369.2 在宅介護 結城康博 岩波書店 3-0500299398

383.8 ピザの歴史
キャロル・ヘルスト
スキー

原書房 3-0500298681

385 弔いの文化史 川村邦光 中央公論新社 3-0500299104
389 人間らしさ 上田紀行 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500295519

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



ラベルの
記号

404
科学は、どこまで進化して
いるか

池内了 祥伝社 3-0500293626

407

親子でハマる科学マジック
８６　タネも仕掛けもサイエ
ンスやってみよう・つくって
みよう・調べてみよう編

渡辺儀輝 ＳＢクリエイティブ 3-0500288440

407
中高生のための科学自由
研究ガイド

ターニャ・Ｍ．
ヴィッカーズ

三省堂 3-0500298508

410 数学の大統一に挑む
エドワード・フレン
ケル

文藝春秋 3-0500286922

413 リーマン予想とはなにか 中村亨 講談社 3-0500298573
470 植物はすごい　七不思議編 田中修 中央公論新社 3-0500290981

480
もしもあの動物と暮らした
ら！？

小菅正夫 新星出版社 3-0500288759

486 虫の虫 養老孟司 廣済堂出版 3-0500283556

491 愛が実を結ぶとき
ロバート・マーティ
ン

岩波書店 3-0500291932

491
大人の直観ｖｓ子どもの論
理

辻本悟史 岩波書店 3-0500300587

491 驚きの皮膚 傳田光洋 講談社 3-0500292474

491
図解でよくわかる毒のきほ
ん

五十君靜信／監
修

誠文堂新光社 3-0500298546

493.7
「ギャンブル依存症（いぞん
しょう）」からの脱出

河本泰信 ＳＢクリエイティブ 3-0500296742

493.9 睡眠障害の子どもたち 大川匡子／編著 合同出版 3-0500299560

494
安心してがんと闘うために
知っておきたいお金の実際

内田茂樹
主婦の友インフォス情
報社

3-0500299467

498.3
グーグルのマインドフルネ
ス革命

サンガ編集部／
編著

サンガ 3-0500272423

498.3 生涯健康脳 瀧靖之 ソレイユ出版 3-0500282092

498.4
学んで実践！太陽紫外線
と上手につきあう方法

佐々木政子／編
著

丸善出版 3-0500282481

507
ペットボトルで作る実用アイ
デア小物

ブティック社 3-0500284480

509 実地棚卸の教科書 エイジス／編 中央経済社 3-0500238200

511
Ｑ＆Ａで知る住まいの液状
化対策

住まいの液状化
対策研究会／編
著

創樹社 3-0500280161

524
すてきな門まわり・駐車場
実例集

ブティック社 3-0500236986

538
これだけは知りたい旅客機
の疑問１００

秋本俊二 ＳＢクリエイティブ 3-0500288446

543 東京が壊滅する日 広瀬隆 ダイヤモンド社 3-0500288785

情報科学
547.4

今すぐ使えるかんたんホー
ムページＨＴＭＬ（エイチティ
エムエル）＆ＣＳＳ入門

リブロワークス 技術評論社 3-0500290523

情報科学
547.4

絵で見てわかるＩｏＴ／セン
サの仕組みと活用

ＮＴＴデータ 翔泳社 3-0500251825

559 武器の世界地図
２１世紀研究会／
編

文藝春秋 3-0500288866

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



566
溶接作業ここまでわかれば
「一人前」

寺田昌之／編著 日刊工業新聞社 3-0500289455

588 黒霧島物語 馬場燃 日経ＢＰ社 3-0500280394

ラベルの
記号

590 私のカントリー　ｎｏ．９４ 主婦と生活社 3-0500305327

593.1
作務衣、甚平、はんてん、
日常着

ブティック社 3-0500299575

593.3
一年中使える大人の素敵
な帽子

ブティック社 3-0500282219

593.3
一番やさしいつくろい＆お
直しの教科書

鵜飼睦子 ＰＨＰ研究所 3-0500297966

593.3 女の子のハンドメイド服 ブティック社 3-0500263242

593.3
型紙いらずのまっすぐ縫い
着物リメイクで大人服、子
ども服

松下純子 ＰＨＰ研究所 3-0500289973

593.3
こどもの手作り仮装コス
チューム

あんどうまゆこ 誠文堂新光社 3-0500278252

593.8
スカーフ＆ストールアレン
ジ手帖

ブティック社 3-0500303682

594.2
イングリッシュガーデンと少
女

オノエ・メグミ アップルミンツ 3-0500294819

594.2
ちくちく、かわいい刺し子の
花ふきんと小もの

吉田久美子／監
修

日本ヴォーグ社 3-0500288879

594.9
ペーパービーズアクセサ
リー

サカモトケイコ 日本ヴォーグ社 3-0500287738

596 一週間のつくりおき 山脇りこ ぴあ 3-0500238023
596 小林カツ代と栗原はるみ 阿古真理 新潮社 3-0500270336
596 白洲家の晩ごはん 牧山桂子 新潮社 3-0500305918
596 「日々」のごちそう帖 高橋良枝 文藝春秋 3-0500277245

596.2
日本料理むきものハンド
ブック

島谷宗宏 誠文堂新光社 3-0500276030

596.2
マレーシアのおいしい家庭
料理

エレン・ン マイナビ 3-0500275159

596.2 メキシコ料理大全 森山光司 誠文堂新光社 3-0500287342

596.2 モロッコの台所
エットハミ・ムライ・
アメド

アノニマ・スタジオ 3-0500279136

596.3 カレーが食べたくなったら 坂田阿希子 文化学園文化出版局 3-0500276771
596.7 ビールがおいしくなる話 橋本直樹 ウエッジ 3-0500288864

597
子どもがいてもできるシン
プルな暮らし

梶ヶ谷陽子 すばる舎 3-0500215500

597 必要十分生活 たっく 大和書房 3-0500271316

597
ぼくたちに、もうモノは必要
ない。

佐々木典士 ワニブックス 3-0500278305

611 おいしい資本主義 近藤康太郎 河出書房新社 3-0500299219

615
誤解だらけの遺伝子組み
換え作物

小島正美／編 エネルギーフォーラム 3-0500303247

616
ローマ法王に米を食べさせ
た男

高野誠鮮 講談社 3-0500281228

626
家庭でできるおいしいイチ
ゴづくり１２か月

荻原勲 家の光協会 3-0500300270

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



627 はじめての園芸入門 金子明人 講談社 3-0500299930

627
寄せ植えギャザリングテク
ニックＢＯＯＫ

青木英郎／監修 誠文堂新光社 3-0500304772

645
はじめてのハムスター飼い
方・育て方

岡野祐士／監修 学研パブリッシング 3-0500304101

646 幸せな文鳥の育て方
伊藤美代子／監
修

大泉書店 3-0500302002

664 イルカ漁は残酷か 伴野準一 平凡社 3-0500296692

673 ブックカフェを始めよう！
日本ブックカフェ
協会／編

青弓社 3-0500305503

文庫本
673

不動産裏物語 佐々木亮 文藝春秋 3-0500293674

675 「時間消費」で勝つ！ 松岡真宏／編著 日本経済新聞出版社 3-0500304413
675 良い値決め悪い値決め 田中靖浩 日本経済新聞出版社 3-0500288462
685 高速バス進化の軌跡 和佐田貞一 交通新聞社 3-0500299057

686
地図と鉄道省文書で読む
私鉄の歩み　関東　３

今尾恵介 白水社 3-0500297554

686 東京モノレールのすべて
東京モノレール株
式会社／監修

戎光祥出版 3-0500300065

687 空港で働く仕事ガイド
月刊「エアステー
ジ」編集部／編

イカロス出版 3-0500287758

689
「日本一の添乗員」が大切
にする接客の作法

原好正 朝日新聞出版 3-0500306317

693 スネイル・メイル
ミッシェル・マッキ
ントッシュ

グラフィック社 3-0500302165

694
アプリを作ろう！Ａｎｄｒｏｉｄ
入門

ＷＩＮＧＳプロジェ
クト

日経ＢＰ社 3-0500298185

699 ラジオ問わず語り 佐藤康人 万来舎 3-0500287290

ラベルの
記号

709 世界の記憶遺産６０ 古田陽久 幻冬舎 3-0500286135
724 出口むつみトールペイント 出口むつみ 日本ヴォーグ社 3-0500295243
727 ＧＯ チップ・キッド ＣＣＣメディアハウス 3-0500274190
740 キャパへの追走 沢木耕太郎 文藝春秋 3-0500269193

751
ねんどで作るリースのオー
ナメント

アップルミンツ 3-0500297642

751 焼き物質問箱 和田和也 誠文堂新光社 3-0500304414
757 わかる！使える色彩学 勝馬ちなつ 洋泉社 3-0500267658

763
これでＯＫ（オーケー）！打
楽器メンテナンス

田中覚 音楽之友社 3-0500301563

763
初心者のクラリネット基礎
教本

河原塚ユウジ／
編著

自由現代社 3-0500290366

764 日本ロック名盤ベスト１００ 川崎大助 講談社 3-0500298209
783.5 ダウン・ザ・ライン錦織圭 錦織圭 朝日新聞出版 3-0500297982

783.6
勝利をつかむ！卓球最強
のメンタルトレーニング

岡澤祥訓／監修 メイツ出版 3-0500299407

783.7 高校野球１００年
週刊朝日編集部
／編

朝日新聞出版 3-0500288037

783.7 参謀の甲子園 小倉清一郎 講談社 3-0500288815

787
千葉・神奈川・静岡超ＨＯＴ
海釣り場ガイド

つり人社書籍編
集部／編

つり人社 3-0500299441

796 羽生善治の手筋の教科書 羽生善治 河出書房新社 3-0500299999

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

(NDC700-899）
芸術・スポーツ・趣味・言語



798 １日ひとつだけ、強くなる。 梅原大吾 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500286920
801 通訳とはなにか 近藤正臣 生活書院 3-0500295979

807
英語学習は早いほど良い
のか

バトラー後藤裕子 岩波書店 3-0500299400

809 超一流の雑談力 安田正 文響社 3-0500271609
814 感じる言葉オノマトぺ 小野正弘 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500299225

814
さりげなく思いやりが伝わ
る大和言葉

上野誠 幻冬舎 3-0500281843

809
学生のためのプレゼンテー
ション・トレーニング

プレゼンテーショ
ン研究会／執筆

実教出版 3-0500302361

809 話す力 Ｄ．カーネギー 新潮社 3-0500299979

835
アウトプットに必要な基本
英文法

ジェームス・バー
ダマン

研究社 3-0500225579

836 一歩先の英文ライティング 田邉祐司 研究社 3-0500298504

892
ラテン語とギリシア語を同
時に学ぶ

小倉博行 白水社 3-0500300369

ラベルの
記号

郷土青葉
351

なるほどあおば　２０１５
横浜市青葉区役
所総務課／編

横浜市青葉区役所総
務課

3-0500291166

郷土
213

日本史のなかの横浜 五味文彦 有隣堂 3-0500299533

郷土
480

金沢動物園パパママべん
りマップ

金沢動物園／編 金沢動物園 3-0500275894

郷土
626

よこはまゆめファーマー直
売マップ

横浜市環境創造局農
業振興課

3-0500274961

郷土
783.4

マリノスフットボールアカデ
ミー３０年史

横浜マリノス／編
集・制作

横浜マリノス 3-0500290706

郷土
911.1

文明開化を生きた歌人・大
熊弁玉

増田恒男 大倉精神文化研究所 3-0500289820

「あたらしく入った本」11月号は、平成27年9月から同27年10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

郷土に関する本
（青葉区、横浜市、神奈川県）


