
ラベルの
記号

910 鴎外と漱石のあいだで 黒川創 河出書房新社 3-0500291599
文庫本
910/ﾀ

谷崎潤一郎論 中村光夫 講談社 3-0500296257

文庫本
913.5

好色一代男 井原西鶴／原著 岩波書店 3-0500298466

913.6/ｱ 居酒屋ぼったくり 　４ 秋川滝美 アルファポリス 3-0500309290
913.6/ｱ 鍵の掛かった男 有栖川有栖 幻冬舎 3-0500312048
913.6/ｱ 聖母 秋吉理香子 双葉社 3-0500305832
文庫本
913.6/ｱ

長崎・有田殺人窯変 梓林太郎 実業之日本社 3-0500276074

913.6/ｱ わが心のジェニファー 浅田次郎 小学館 3-0500316297
913.6/ｲ 鯨分限 伊東潤 光文社 3-0500306332

913.6/ｲ
陽気なギャングは三つ数え
ろ

伊坂幸太郎 祥伝社 3-0500312259

文庫本
913.6/ｳ

政争 上田秀人 徳間書店 3-0500312312

913.6/ｵ 赤い博物館 大山誠一郎 文藝春秋 3-0500306828
文庫本
913.6/ｵ

生贄のマチ 大沢在昌 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500307233

913.6/ｵ ギブ・ミー・ア・チャンス 荻原浩 文藝春秋 3-0500318196
文庫本
913.6/ｵ

獣眼 大沢在昌 徳間書店 3-0500284381

913.6/ｵ 消滅 恩田陸 中央公論新社 3-0500307548

913.6/ｵ 空に牡丹 大島真寿美 小学館 3-0500308103

913.6/ｶ 傘をもたない蟻たちは 加藤シゲアキ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500274734
文庫本
913.6/ｶ

キネマの華（ヒロイン） 加藤元 講談社 3-0500270016

913.6/ｶ 惑星の岸辺 梶村啓二 講談社 3-0500306237
文庫本
913.6/ｸ

ようこそ夢屋へ 倉阪鬼一郎 光文社 3-0500311931

913.6/ｺ スーツケースの半分は 近藤史恵 祥伝社 3-0500312257
文庫本
913.6/ｻ

アンダーリポート 佐藤正午 小学館 3-0500303542

文庫本
913.6/ｻ

憂いなき街 佐々木譲 角川春樹事務所 3-0500295991

913.6/ｻ 霧（ウラル） 桜木紫乃 小学館 3-0500308742
文庫本
913.6/ｻ

狐舞 佐伯泰英 光文社 3-0500311911

文庫本
913.6/ｻ

南極風 笹本稜平 祥伝社 3-0500269986

913.6/ｻ ボス・イズ・バック 笹本稜平 光文社 3-0500314514
文庫本
913.6/ｻ

ミリオンセラーガール 里見蘭 中央公論新社 3-0500280772

あたらしく入った本
2015年12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 虚人の星 島田雅彦 講談社 3-0500307956
913.6/ｼ 犯人に告ぐ　２ 雫井脩介 双葉社 3-0500305831
ティーンズ
913.6/ｽ

小説の書きかた 須藤靖貴 講談社 3-0500302715

913.6/ｾ わかれ 瀬戸内寂聴 新潮社 3-0500318488
文庫本
913.6/ﾀ

イルカは笑う 田中啓文 河出書房新社 3-0500303223

文庫本
913.6/ﾀ

忍び道　利根川激闘の巻 武内涼 光文社 3-0500303567

文庫本
913.6/ﾀ

とりかえばや物語 田辺聖子 文藝春秋 3-0500312300

913.6/ﾁ
黒猫の小夜曲（セレナー
デ）

知念実希人 光文社 3-0500288806

文庫本
913.6/ﾂ

秋しぐれ 辻堂魁 祥伝社 3-0500312270

913.6/ﾂ 影の中の影 月村了衛 新潮社 3-0500306276

913.6/ﾂ きのうの影踏み 辻村深月 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500308216
文庫本
913.6/ﾄ

怨霊を斬る 鳥羽亮 実業之日本社 3-0500310441

文庫本
913.6/ﾄ

邪心 堂場瞬一 講談社 3-0500313692

913.6/ﾄ 十字の記憶 堂場瞬一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500300786
文庫本
913.6/ﾄ

チーム　２ 堂場瞬一 実業之日本社 3-0500310440

文庫本
913.6/ﾄ

ヤメゴク　１ 櫻井武晴／脚本 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500264951

913.6/ﾅ 総理にされた男 中山七里 ＮＨＫ出版 3-0500298584
913.6/ﾅ 僕はもう憑かれたよ 七尾与史 宝島社 3-0500302396
913.6/ﾆ 和僑 楡周平 祥伝社 3-0500312255
文庫本
913.6/ﾊ

蠅の帝国 帚木蓬生 新潮社 3-0500119545

文庫本
913.6/ﾊ

ときぐすり 畠中恵 文藝春秋 3-0500286352

913.6/ﾋ 左近　上 火坂雅志 ＰＨＰ研究所 3-0500306235
913.6/ﾋ 左近　下 火坂雅志 ＰＨＰ研究所 3-0500306236
文庫本
913.6/ﾎ

あなたの本 誉田哲也 中央公論新社 3-0500226819

文庫本
913.6/ﾎ

幸せの条件 誉田哲也 中央公論新社 3-0500298532

文庫本
913.6/ﾏ

あの女 真梨幸子 幻冬舎 3-0500264192

913.6/ﾏ きわこのこと まさきとしか 幻冬舎 3-0500294651

913.6/ﾏ ゴージャスなナポリタン 丸山浮草 産業編集センター 3-0500313778
文庫本
913.6/ﾏ

梅雨と西洋風呂 松本清張 光文社 3-0500311928

913.6/ﾐ 湖底の城　第６巻 宮城谷昌光 講談社 3-0500306238
913.6/ﾐ 無名亭の夜 宮下遼 講談社 3-0500299997
913.6/ﾔ Ａ（エー）ではない君と 薬丸岳 講談社 3-0500305833
文庫本
913.6/ﾔ

大江戸科学捜査八丁堀の
おゆう

山本巧次 宝島社 3-0500294582

913.6/ﾕ 孤狼の血 柚月裕子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500300787
913.6/ﾕ 啼かない鳥は空に溺れる 唯川恵 幻冬舎 3-0500294647



文庫本
913.6/ﾖ

伊藤一刀斎　上 好村兼一 徳間書店 3-0500257665

文庫本
913.6/ﾖ

伊藤一刀斎　下 好村兼一 徳間書店 3-0500257666

914/ｻ ヨーコさんの“言葉” 佐野洋子／文 講談社 3-0500295008
914/ｿ 人間の分際 曽野綾子 幻冬舎 3-0500292066
914/ﾅ 薬石としての本たち 南木佳士 文藝春秋 3-0500308118

914/ﾖ
おとなになるってどんなこ
と？

吉本ばなな 筑摩書房 3-0500285664

文庫本
916/ﾀ

飛燕Ｂ２９邀撃記 高木晃治 潮書房光人社 3-0500298203

918 日本文学全集　２４ 池澤夏樹／編 河出書房新社 3-0500313132
文庫本
933/ﾎ

ガール・オン・ザ・トレイン
下

ポーラ・ホーキン
ズ

講談社 3-0500313708

文庫本
934

現代という時代の気質
エリック・ホッ
ファー

筑摩書房 3-0500278366

949 アルファベット・ハウス
ユッシ・エーズラ・
オールスン

早川書房 3-0500312035

文庫本
963

よき自殺 トニ・ヒル 集英社 3-0500315309

ラベルの
記号

情報科学
007.6

新しいＬｉｎｕｘの教科書 三宅英明 ＳＢクリエイティブ 3-0500277173

情報科学
007.6

今すぐ使えるかんたん
iＰａｄ

田中拓也 技術評論社 3-0500271667

情報科学
007.6

今すぐ使えるかんたん
ＭａｃＢｏｏｋ完全（コンプリー
ト）ガイドブック

柴田文彦 技術評論社 3-0500282985

情報科学
007.6

今すぐ使えるかんたん
Ｏｕｔｌｏｏｋ　２０１６

技術評論社編集
部

技術評論社 3-0500313377

情報科学
007.6

新・明解Ｃ言語　中級編 柴田望洋 ＳＢクリエイティブ 3-0500273893

情報科学
007.6

できるＷｏｒｄ＆Ｅｘｃｅｌ
２０１３

田中亘 インプレス 3-0500292913

020 本なんて！
キノブックス編集
部／編

キノブックス 3-0500288856

022 デザインの手本 鈴木成一 グラフィック社 3-0500312531
030 教養は「事典」で磨け 成毛眞 光文社 3-0500297007
ティーンズ
070

発信力の育てかた 外岡秀俊 河出書房新社 3-0500304394

104 事件！
スラヴォイ・ジジェ
ク

河出書房新社 3-0500313276

文庫本
134

ツァラトゥストラかく語りき
フリードリヒ・Ｗ．
ニーチェ

河出書房新社 3-0500294712

140 心理学の名著３０ サトウタツヤ 筑摩書房 3-0500311667
146 スタンダード臨床心理学 杉江征／編 サイエンス社 3-0500295177

159
人生はもっとニャンとかな
る！

水野敬也 文響社 3-0500309720

160
ビジュアルではじめてわか
る宗教

フィリップ・ウィル
キンソン

東京書籍 3-0500295953

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理



182
死では終わらない物語につ
いて書こうと思う

釈徹宗 文藝春秋 3-0500304441

209 ブラッドランド　上
ティモシー・スナイ
ダー

筑摩書房 3-0500314516

209 ブラッドランド　下
ティモシー・スナイ
ダー

筑摩書房 3-0500314517

210.4 戦国の風景 西ケ谷恭弘 東京堂出版 3-0500304069
210.6 五稜郭の戦い 菊池勇夫 吉川弘文館 3-0500307499
210.6 明治大正史　上 中村隆英 東京大学出版会 3-0500304675
210.6 明治大正史　下 中村隆英 東京大学出版会 3-0500308798
210.7 アメリカの戦争責任 竹田恒泰 ＰＨＰ研究所 3-0500297498
210.7 戦後入門 加藤典洋 筑摩書房 3-0500311664
210.7 戦後の貧民 塩見鮮一郎 文藝春秋 3-0500306327
文庫本
230

ルネッサンス夜話 高階秀爾 平凡社 3-0500313359

234 第三帝国の愛人 エリック・ラーソン 岩波書店 3-0500309172

242
ピラミッド・タウンを発掘す
る

河江肖剰 新潮社 3-0500307448

253 ザ・フィフティーズ　３
デイヴィッド・ハル
バースタム

筑摩書房 3-0500312399

280 人間臨終考 森達也 小学館 3-0500313389
文庫本
281

日本人の給与明細 山口博 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500299043

281
私（わたし）を通りすぎたマ
ドンナたち

佐々淳行 文藝春秋 3-0500292057

289/ｱ 足利直義 森茂暁 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500244621
289/ｵ 生きて帰ってきた男 小熊英二 岩波書店 3-0500281170
289/ｽ 杉浦日向子 河出書房新社 3-0500310225

295
地球の歩き方　Ｂ　０４
（２０１５年～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 3-0500307293

295
地球の歩き方　Ｂ　２０
（２０１６年～２０１７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 3-0500307291

297
地球の歩き方　Ｃ　０５
（２０１６年～２０１７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 3-0500307294

ラベルの
記号

302.2
これから始まる中国の本当
の悪夢

黄文雄 徳間書店 3-0500306710

302.3
スコットランドを知るための
６５章

木村正俊／編著 明石書店 3-0500305165

304
アメリカと中国は偉そうに
嘘をつく

高山正之 徳間書店 3-0500246694

304 共生の「くに」を目指して 赤堀芳和 講談社エディトリアル 3-0500281293

304 時代の正体
神奈川新聞「時代
の正体」取材班／
編

現代思潮新社 3-0500302024

文庫本
312.1

日本の運命を変えた七つ
の決断

猪木正道 文藝春秋 3-0500298015

312.1 渡部昇一の日本内閣史 渡部昇一 李白社 3-0500305851
312.2 習近平の権力闘争 中澤克二 日本経済新聞社 3-0500302076

317
図解マイナンバー法のすべ
てＱ＆Ａ

みずほ情報総研
株式会社／編

中央経済社 3-0500293810

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



318.6
一緒に生きてく地域をつく
る。

生活クラブ連合会
「生活と自治」編
集委員会／編著

影書房 3-0500305206

318.6 地方創生の正体 山下祐介 筑摩書房 3-0500311668
319 世界史で学べ！地政学 茂木誠 祥伝社 3-0500278164

324
境界紛争事件処理マニュ
アル

境界紛争実務研
究会／編

新日本法規出版 3-0500302450

329 国連を読む 田仁揆 ジャパンタイムズ 3-0500292613

331
心と体にすーっとしみこむミ
クロ経済学

市野泰和 中央経済社 3-0500289487

333 欧州解体 ロジャー・ブートル 東洋経済新報社 3-0500298608

333 企業家としての国家
マリアナ・マッツ
カート

薬事日報社 3-0500303735

341 「人間国家」への革命 神野直彦 ＮＨＫ出版 3-0500281176
345 国税局資料調査課 佐藤弘幸 扶桑社 3-0500284107
345 Ｂ勘あり！ 飯田真弓 日本経済新聞出版社 3-0500276386
361.4 伝え方が９割　２ 佐々木圭一 ダイヤモンド社 3-0500265029
361.8 ２１世紀の格差 高橋琢磨 ＷＡＶＥ出版 3-0500287674

367.7 老後破産
ＮＨＫスペシャル
取材班

新潮社 3-0500286460

368 ニッポンの貧困 中川雅之 日経ＢＰ社 3-0500300395
文庫本
369.3

兵士は起つ 杉山隆男 新潮社 3-0500292007

参考書
376.8

音楽大学・学校案内
２０１６年度

音楽之友社 3-0500314842

377 私の１９６０年代 山本義隆 金曜日 3-0500307990

383.3 パナップルの歴史 カオリ・オコナ― 原書房 3-0500307172

391
古代ギリシア重装歩兵の
戦術

長田龍太 新紀元社 3-0500296215

ラベルの
記号

ティーンズ
404

ホワット・イフ？
ランドール・マン
ロー

早川書房 3-0500281782

431
世界で一番美しい分子図
鑑

セオドア・グレイ 創元社 3-0500302034

442 白河天体観測所 藤井旭 誠文堂新光社 3-0500311204

448
世界地図が語る１２の歴史
物語

ジェリー・ブロトン バジリコ 3-0500312014

452 謎解き・津波と波浪の物理 保坂直紀 講談社 3-0500288813
456 時を刻む湖 中川毅 岩波書店 3-0500305102
479 笹離宮 大泉高明 主婦の友社 3-0500309890
480 生きものの持ちかた 松橋利光 大和書房 3-0500296033

481
生きものたちのつくる巣
１０９

鈴木まもる／文・
絵

エクスナレッジ 3-0500313243

488 世界の美しき鳥の羽根 藤井幹 誠文堂新光社 3-0500302073

490
訪問看護師が見つめた人
間が老いて死ぬということ

宮子あずさ 海竜社 3-0500303636

491
コレステロール・中性脂肪
対策のごちそう術

金丸絵里加／料
理考案

主婦と生活社 3-0500310653

491 幸せとは、気づくことである 茂木健一郎 プレジデント社 3-0500304356
491 腸を鍛える 光岡知足 祥伝社 3-0500310161

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



492 認知症訪問看護 諏訪さゆり／編著 中央法規出版 3-0500307282

493.1
ずっと役立つおいしい糖尿
病レシピ

加藤知子／料理 主婦の友社 3-0500304367

493.8
図解知っておくべき感染症
３３

今村顕史／監修 西東社 3-0500302096

493.9 バイバイ、おねしょ！ 冨部志保子 朝日新聞出版 3-0500297994
495 子宮筋腫 佐藤孝道 主婦の友社 3-0500280011

498.5
日本の知恵ぐすりを暮らし
に

瀬戸内和美／文 東邦出版 3-0500306209

499 ひとさじのはちみつ 前田京子 マガジンハウス 3-0500307541

507 世界の発明発見歴史百科
テリー・ブレヴァー
トン

原書房 3-0500307896

521 江戸城のインテリア 小粥祐子 河出書房新社 3-0500296282
523 生きた建築大阪 橋爪紳也／監修・著 3-0500313208
524 ウッドデッキ＆テラス百科 ブティック社 3-0500303683

527
住環境のバリアフリー・ユ
ニバーサルデザイン

野村歓／編 彰国社 3-0500305250

535 腕時計パーフェクト入門 学研パブリッシング 3-0500295173
541 すごい！磁石 宝野和博 日本実業出版社 3-0500282171

544
電気工事の工具が一番わ
かる

松本光春／監修 技術評論社 3-0500307974

546 新幹線をデザインする仕事 福田哲夫 ＳＢクリエイティブ 3-0500293145

547.4 アプリ法務ハンドブック 小野斉大
レクシスネクシス・ジャ
パン

3-0500312145

情報科学
547.4

今すぐ使えるかんたん
Ｇｍａｉｌ入門

ＡＹＵＲＡ 技術評論社 3-0500291533

情報科学
547.4

Ｗｅｂデザインの見本帳 森本友理／共著
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500307523

547.5
誰も知らない東京スカイツ
リー

根岸豊明 ポプラ社 3-0500311619

547.6
Ｄ－ＳＴＡＲ通信がすぐわか
る本

藤田孝司 ＣＱ出版 3-0500301666

情報科学
548

必携ＩＣＴガイドブック 清野克行 ラトルズ 3-0500282137

586 気仙沼ニッティング物語 御手洗瑞子 新潮社 3-0500297519
588 京菓子と琳派 勝冶真美／編 淡交社 3-0500295338

ラベルの
記号

590 田園都市生活　ｖｏｌ．５７ エイ出版社 3-0500309998

592
重曹とお酢ですっきり暮ら
す

主婦の友社／編 主婦の友社 3-0500300354

594
布で作ろう、革で作ろうわ
たしのお財布

越膳夕香 河出書房新社 3-0500291613

594
フェルトで作るままごとおも
ちゃ

ブティック社 3-0500292118

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ
１１月号　（ｎｏ．１２３）

主婦と生活社 3-0500313627

594.2 ちいさなとりの刺しゅう
誠文堂新光社／
編

誠文堂新光社 3-0500296266

594.8
プリザーブドフラワーのアレ
ンジメント制作技法

浅井薫子 誠文堂新光社 3-0500295928

596 ごきげん朝ごはん 若山曜子 講談社 3-0500290476

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



596
ダッチオーブン＆スキレット
教書

中山千賀子／料
理

地球丸 3-0500296314

596
料理ができる男は無敵であ
る

福本陽子 サンマーク出版 3-0500306348

596.2 ４７都道府県・汁物百科 野崎洋光 丸善出版 3-0500283143

596.3
果物の美味しい切り方・む
き方

くだもの委員会／
編

産業編集センター 3-0500293234

596.3 燻製づくりの基本と応用 桑田彰／監修 地球丸 3-0500296316
596.6 かわいい和菓子 ユイミコ 講談社 3-0500304661
596.7 ワインとパンに恋して 大和田聡子 自然食通信社 3-0500277239

599
とらわれない生き方母とし
て

ヤマザキマリ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500276062

617 ヒョウタン文化誌 湯浅浩史 岩波書店 3-0500307880
文庫本
625

「心」が変われば地球は変
わる

木村秋則 扶桑社 3-0500308849

627
園芸ガイド　２０１５年
秋・特大号

主婦の友社 3-0500303845

627 植物のある部屋 宝島社 3-0500308942
645 愛犬を長生きさせる食事 林文明 小学館 3-0500309783
645 猫はふしぎ 今泉忠明 イースト・プレス 3-0500304003
664 イカの不思議 桜井泰憲 北海道新聞社 3-0500301727
666 金魚はすごい 吉田信行 講談社 3-0500306747
673 ルポコールセンター 仲村和代 朝日新聞出版 3-0500314934
686 特別席で列車旅 交通新聞社 3-0500310624
686 ２０５系物語 池口英司 ＪＴＢパブリッシング 3-0500306601
687 進む航空と鉄道のコラボ 杉浦一機 交通新聞社 3-0500313767
689 インバウンドの衝撃 牧野知弘 祥伝社 3-0500310162

ラベルの
記号

702 もっと知りたい本阿弥光悦 玉蟲敏子 東京美術 3-0500305168

724
１本の木から始める水彩ス
ケッチ

久山一枝 日貿出版社 3-0500305193

724 十二支入り絵手紙年賀状
マール社編集部
／編

マール社 3-0500302152

ティーンズ
748

１８きっぷ 朝日新聞社 朝日新聞出版 3-0500311654

755
イチバンよくわかる革小物
とバッグの教室

片岡好博
スタジオタッククリエイ
ティブ

3-0500165862

760 レーコドと暮らし 田口史人 夏葉社 3-0500310595
762.1 ヴァイオリニストの領分 堀米ゆず子 春秋社 3-0500288131
767 歌の旅びと　上 五木寛之 潮出版社 3-0500302734
767 歌の旅びと　下 五木寛之 潮出版社 3-0500302736

759
人形と和食つれづれ風土
記

向笠千恵子 青蛙房 3-0500301211

767 だから、生きる。 つんく♂ 新潮社 3-0500304634

780
筋肉の使い方・鍛え方パー
フェクト事典

荒川裕志 ナツメ社 3-0500304757

ティーンズ
780

１０代スポーツ選手のケガ
予防と回復食

川端理香 大泉書店 3-0500296697

782 ノルディックウォーキング 三浦望慶／編著 アイオーエム 3-0500305636
783.4 サッカー批評　ＩＳＳＵＥ　７４ 双葉社 3-0500270236

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



783.4
ラグビー日本代表監督エ
ディー・ジョーンズの言葉

柴谷晋
ベースボール・マガジ
ン社

3-0500271314

文庫本
783.7

最弱球団 長谷川晶一 彩図社 3-0500306356

783.8
初めての人のゴルフ
ＢＯＯＫ

横田英治／監修 成美堂出版 3-0500306001

788
なぜ、日本人は横綱になれ
ないのか

舞の海秀平 ワック 3-0500268090

789 習得への情熱
ジョッシュ・ウェイ
ツキン

みすず書房 3-0500297550

791
茶懐石美しい盛りつけのポ
イント

後藤紘一良 淡交社 3-0500312608

796 四間飛車の逆襲 石井健太郎 マイナビ 3-0500297566

809
結婚式＆二次会女性のス
ピーチ

吉川美千代 日本文芸社 3-0500309198

811 常用漢字の歴史 今野真二 中央公論新社 3-0500307469

828
たったの７２パターンでこん
なに話せる台湾語会話

趙怡華 明日香出版社 3-0500305296

830
「英語を話せる人」と「挫折
する人」の習慣

西真理子 明日香出版社 3-0500287317

文庫本
834

英語は、「カタカナ」から学
びなさい！

西澤ロイ 三笠書房 3-0500307486

835 サバイバル英文法 関正生 ＮＨＫ出版 3-0500312706

ラベルの
記号

郷土青葉
291.3

東京の川を歩く 飯野頼治 さきたま出版会 3-0500286826

郷土
288

横浜ヤンキー レスリー・ヘルム 明石書店 3-0500309376

郷土
596.3

ガチめん！
横浜市商店街総
連合会／編

横浜市商店街総連合
会

3-0500290701

郷土
682

ハマを駆ける
横浜開港資料館
／編

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500302657

「あたらしく入った本」12月号は、平成27年10月から同27年11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）


