
ラベルの
記号

ティーンズ
901

はじめての文学講義 中村邦生 岩波書店 3-0500291374

910
社会人のためのビジュアル
カラー国語百科

大修館書店編集
部／編

大修館書店 3-0500275510

910
日本の古典に学びしなや
かに生きる

加賀乙彦 集英社 3-0500316563

参考書
910

文学者掃苔録図書館 大塚英良 原書房 3-0500290826

913.6/ｱ 義貞の旗 安部龍太郎 集英社 3-0500316559
913.6/ｱ 大脱走 荒木源 小学館 3-0500320235
913.6/ｱ だれもが知ってる小さな国 有川浩 講談社 3-0500318083
913.6/ｱ 世にも奇妙な君物語 朝井リョウ 講談社 3-0500324034
913.6/ｲ 下町ロケット　２ 池井戸潤 小学館 3-0500319718
913.6/ｲ 凪の司祭 石持浅海 幻冬舎 3-0500315797
913.6/ｲ 60 石川智健 講談社 3-0500318463
文庫本
913.6/ｳ

立身の陰 上田秀人 幻冬舎 3-0500305853

913.6/ｳ 竃河岸 宇江佐真理 文藝春秋 3-0500318932
913.6/ｴ 抗争 江上剛 朝日新聞出版 3-0500311648
文庫本
913.6/ｵ

三十石船 岡本さとる 祥伝社 3-0500301526

913.6/ｵ 墓標なき街 逢坂剛 集英社 3-0500320104

913.6/ｶ あこがれ 川上未映子 新潮社 3-0500315382

913.6/ｷ 岳飛伝　１５（昭影の章） 北方謙三 集英社 3-0500325769
文庫本
913.6/ｷ

木戸の橋渡し 喜安幸夫 廣済堂出版 3-0500307472

文庫本
913.6/ｸ

国境　上 黒川博行 文藝春秋 3-0500221412

文庫本
913.6/ｸ

国境　下 黒川博行 文藝春秋 3-0500221413

文庫本
913.6/ｸ

晴天の迷いクジラ 窪美澄 新潮社 3-0500174942

文庫本
913.6/ｸ

第五番 久坂部羊 幻冬舎 3-0500294055

913.6/ｺ 寮生 今野敏 集英社 3-0500317622

913.6/ｻ
秋葉原先留交番ゆうれい
付き

西條奈加 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500309874

913.6/ｻ 大川契り 西條奈加 新潮社 3-0500324098
文庫本
913.6/ｻ

土風 坂岡真 双葉社 3-0500313804

文庫本
913.6/ｻ

店仕舞い 佐伯泰英 角川春樹事務所 3-0500322566

文庫本
913.6/ｻ

領地の乱 佐々木裕一 二見書房 3-0500317390

あたらしく入った本
2016年1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 黒のコスモス少女団 朱川湊人 集英社 3-0500316558
913.6/ｼ 真犯人 翔田寛 小学館 3-0500317782
913.6/ｼ 冬の光 篠田節子 文藝春秋 3-0500321545
913.6/ｼ 竜の道　昇龍篇 白川道 幻冬舎 3-0500315794
文庫本
913.6/ｽ

大名討ち 鈴木英治 徳間書店 3-0500320121

913.6/ｾ 海辺の週刊大衆 せきしろ 双葉社 3-0500307175
文庫本
913.6/ﾀ

剣と紅 高殿円 文藝春秋 3-0500267673

文庫本
913.6/ﾁ

ぬか喜び 千野隆司 双葉社 3-0500313808

文庫本
913.6/ﾂ

オーダーメイド殺人クラブ 辻村深月 集英社 3-0500271912

913.6/ﾅ 戦国はるかなれど　上 中村彰彦 光文社 3-0500323716

913.6/ﾅ 戦国はるかなれど　下 中村彰彦 光文社 3-0500323717
913.6/ﾆ 掟上今日子の遺言書 西尾維新 講談社 3-0500311572
文庫本
913.6/ﾉ

最後の花束 乃南アサ 新潮社 3-0500308839

913.6/ﾊ 明治・金色キタン 畠中恵 朝日新聞出版 3-0500320209

913.6/ﾊ ロマンシエ 原田マハ 小学館 3-0500327225
913.6/ﾊ 惑星カロン 初野晴 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500309419
913.6/ﾋ デス・エンジェル 久間十義 新潮社 3-0500318799
913.6/ﾋ 人魚の眠る家 東野圭吾 幻冬舎 3-0500323254
913.6/ﾌ ヒクイドリ 古野まほろ 幻冬舎 3-0500322027
文庫本
913.6/ﾏ

愛されて候 牧秀彦 徳間書店 3-0500312318

913.6/ﾏ 肉と衣のあいだに神は宿る 松井雪子 文藝春秋 3-0500312040

913.6/ﾐ ユートピア 湊かなえ 集英社 3-0500325766
文庫本
913.6/ﾕ

大江戸恐龍伝　１ 夢枕獏 小学館 3-0500321007

文庫本
913.6/ﾕ

大江戸恐龍伝　２ 夢枕獏 小学館 3-0500321008

文庫本
913.6/ﾖ

千住宿情け橋　２ 吉田雄亮 角川春樹事務所 3-0500313820

913.6/ﾖ ふなふな船橋 吉本ばなな 朝日新聞出版 3-0500311649
913.6/ﾜ ウォーク・イン・クローゼット 綿矢りさ 講談社 3-0500318435
914 オトナ時間。オンナ時間。 ともさかりえ マガジンハウス 3-0500299933

914 ずっしり、あんこ 青木玉 河出書房新社 3-0500315406
文庫本
914

日本を、信じる 瀬戸内寂聴 中央公論新社 3-0500243302

914/ｲ 大人の流儀　５ 伊集院静 講談社 3-0500323277
914/ｲ 心は少年、体は老人。 池田清彦 大和書房 3-0500316170
914/ﾂ 図書館室で暮らしたい 辻村深月 講談社 3-0500322031
914/ﾋ 大放言 百田尚樹 新潮社 3-0500296347
914/ﾏ ぷりっつさんち　４ 松本ぷりっつ 主婦の友社 3-0500268837
918 日本文学全集　１１ 池澤夏樹／編 河出書房新社 3-0500321959
文庫本
933

居心地の悪い部屋
岸本佐知子／編
訳

河出書房新社 3-0500320189

文庫本
933/ｻ

禁止リスト　上 コーティ・ザン 講談社 3-0500296225

文庫本
933/ｻ

禁止リスト　下 コーティ・ザン 講談社 3-0500296244



933/ﾊ チューリップ ダシール・ハメット 草思社 3-0500322197

933/ﾍ 異郷
アーネスト・ヘミン
グウェイ

柏艪舎 3-0500166037

文庫本
933/ﾎ

ガール・オン・ザ・トレイン
上

ポーラ・ホーキン
グ

講談社 3-0500313697

933/ﾎ ゼロ以下の死 Ｃ．Ｊ．ボックス 講談社 3-0500322185
文庫本
933/ﾗ

古書奇譚
チャーリー・ラ
ヴェット

集英社 3-0500324993

文庫本
933/ﾜ

カンタヴィルの幽霊 ワイルド 光文社 3-0500321467

934 あなたを選んでくれるもの ミランダ・ジュライ 新潮社 3-0500299980
文庫本
940

カール・クラウス 池内紀 講談社 3-0500321997

文庫本
943/ｷ

幽霊ピアニスト事件
フレドゥン・キアン
プール

東京創元社 3-0500304699

943/ｼ
カールの降誕祭（クリスマ
ス）

フェルディナント・
フォン・シーラッハ

東京創元社 3-0500321869

943/ﾍ 聖ペテロの雪 レオ・ペルッツ 国書刊行会 3-0500317262

949 特捜部Ｑ　吊された少女
ユッシ・エーズラ・
オールスン

早川書房 3-0500320515

文庫本
949

Ｋｅｒ死神の刻印 エメリー・シェップ 集英社 3-0500324994

文庫本
953/ｿ

水車小屋攻撃 エミール・ゾラ 岩波書店 3-0500315265

ラベルの
記号

情報科学
007.3

クラウドビジネス成功教本 河津誠一 日刊工業新聞社 3-0500315421

情報科学
007.6

今すぐ使えるかんたん
Ｗｉｎｄｏｗｓタブレット

オンサイト 技術評論社 3-0500315325

情報科学
007.6

今すぐ使えるかんたん
Ｗｏｒｄ　　２０１６

技術評論社編集
部

技術評論社 3-0500313278

情報科学
007.6

たった１日で即戦力になる
Ｅｘｃｅｌの教科書

吉田拳 技術評論社 3-0500209000

情報科学
007.6

Ｐｙｔｈｏｎで始めるプログラミ
ング入門

大和田勇人／共
著

コロナ社 3-0500308711

情報科学
007.6

Ｗｉｎｄｏｗｓ　１０（テン）パソ
コンお引越しガイド

井村克也 ソーテック社 3-0500299112

019
頭は「本の読み方」で磨か
れる

茂木健一郎 三笠書房 3-0500281324

019
「反知性主義」に陥らない
ための必読書７０冊

文藝春秋／編 文藝春秋 3-0500317291

019 百歳までの読書術 津野海太郎 本の雑誌社 3-0500289982
100 もういちど読む山川哲学 小寺聡／編 山川出版社 3-0500318867
文庫本
135

ドゥルーズの哲学 小泉義之 講談社 3-0500313236

140
実験・実習で学ぶ心理学の
基礎

日本心理学会認
定心理士資格認
定委員会／編

日本心理学会 3-0500305083

140
ゼロからはじめる心理学・
入門

金沢創 有斐閣 3-0500307545

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



141 基礎から学ぶ認知心理学 服部雅史 有斐閣 3-0500307543

141
スタンダード自己心理学・
パーソナリティ心理学

松井豊／編 サイエンス社 3-0500322056

150 小さな倫理学入門 山内志朗
慶應義塾大学三田哲
学会

3-0500314070

151 ポジティブ哲学！ 小川仁志 清流出版 3-0500280266
ティーンズ
159

屈折万歳！ 小島慶子 岩波書店 3-0500307881

159 ケンカの流儀 佐藤優 中央公論新社 3-0500277639
164 シュメール神話集成 杉勇／訳 筑摩書房 3-0500322002
167 イスラーム基礎講座 渥美堅持 東京堂出版 3-0500287350
175 京都の神社と祭り 本多健一 中央公論新社 3-0500316699
182 平安京と中世仏教 上川通夫 吉川弘文館 3-0500309360
188.8 一休 芳澤勝弘／監修 平凡社 3-0500318239
219 沖縄現代史 櫻澤誠 中央公論新社 3-0500316694

230
ゲルツェンと１８４８年革命
の人びと

長縄光男 平凡社 3-0500314480

288
皇室Ｏｕｒ　Ｉｍｐｅｒｉａｌ　Ｆａｍｉ
ｌｙ　第６７号

『皇室Ｏｕｒ　Ｉｍｐｅ
ｒｉａｌ　Ｆａｍｉｌｙ』編
集部／編

扶桑社 3-0500295635

289/ｲ
考え方ひとつで人生は変
わる

稲盛和夫 ＰＨＰ研究所 3-0500263210

289/ｺ 反骨の知将 鈴木伸元 平凡社 3-0500314477
289/ｻ 真田信繁 平山優 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500316730
291.1 函と館 細萱久美 平凡社 3-0500324035

291.6
歩いて旅する熊野古道・高
野・吉野

春野草結 山と溪谷社 3-0500316539

文庫本
291.6

京都を古地図で歩く本
ロム・インターナ
ショナル／編

河出書房新社 3-0500295910

293.4
かわいいドイツに、会いに
行く

久保田由希 清流出版 3-0500314920

ラベルの
記号

302.2 韓国人が暴く黒韓史 シンシアリー 扶桑社 3-0500246642

302.3
セルビアを知るための６０
章

柴宜弘 明石書店 3-0500317244

302.4 マリを知るための５８章
竹沢尚一郎／編
著

明石書店 3-0500322277

304 知性とは何か 佐藤優 祥伝社 3-0500275099
304 超・反知性主義入門 小田嶋隆 日経ＢＰ社 3-0500305572
文庫本
304

２０５０年の世界
英『エコノミスト』編
集部

文藝春秋 3-0500248985

304 ぼくらの民主主義なんだぜ 高橋源一郎 朝日新聞出版 3-0500269130
312.2 習近平の中国 宮本雄二 新潮社 3-0500270338
319 日本（にっぽん）の敵 宮家邦彦 文藝春秋 3-0500306325
319.1 従属国家論 佐伯啓思 ＰＨＰ研究所 3-0500270825

319.1
誰も知らない新しい日米関
係

日高義樹 海竜社 3-0500313346

323 聞け！オキナワの声 仲宗根勇 未來社 3-0500306499
329 戦犯を救え 清水聡 新潮社 3-0500296344

332.2
暴走を始めた中国２億６０
００万人の現代流民

石平 講談社 3-0500310189

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



336.1
なぜデータ主義は失敗する
のか？

クリスチャン・マス
ビェア

早川書房 3-0500290468

336.3 見抜く力 酒巻久 朝日新聞出版 3-0500306322

338 ガイトナー回顧録
ティモシー・Ｆ．ガ
イトナー

日本経済新聞出版社 3-0500299189

338
ここが違った！株で稼ぐ
人、損する人

冨田晃右 集英社 3-0500266882

338
資産はこの「黄金株」で殖
やしなさい！

菅下清廣 実務教育出版 3-0500273939

338 社会的インパクトとは何か
マーク・Ｊ．エプス
タイン

英治出版 3-0500313776

338 はじめて学ぶ国際金融論 永易淳 有斐閣 3-0500308906
339 生命保険とのつき合い方 出口治明 岩波書店 3-0500316516

361.4
池上彰・森達也のこれだけ
は知っておきたいマスコミ
の大問題

池上彰 現代書館 3-0500306829

361.4
自己肯定感、持っています
か？

水島広子 大和出版 3-0500279352

361.4 だれもわかってくれない
ハイディ・グラン
ト・ハルヴァーソン

早川書房 3-0500316255

361.4
フランス人は人生を三分割
して味わい尽くす

吉村葉子 講談社 3-0500298571

361.5 〈日本的なもの〉とは何か 柴崎信三 筑摩書房 3-0500296047
365 あなたの空き家問題 上田真一 日本経済新聞出版社 3-0500314161

366.2 壁を打ち破る３４の生き方
ＮＨＫ「プロフェッ
ショナル」製作班

ＮＨＫ出版 3-0500296031

366.2 雇用身分社会 森岡孝二 岩波書店 3-0500316517
367.3 血縁という力 西舘好子 海竜社 3-0500286096

367.3 毒親の棄て方
スーザン・フォー
ワード

新潮社 3-0500318494

367.7 おひとりさまの最期 上野千鶴子 朝日新聞出版 3-0500320207

369.3 検証御嶽山噴火
信濃毎日新聞社
編集局／編

信濃毎日新聞社 3-0500309898

369.3 大震災の生存学 天田城介／編著 青弓社 3-0500319468
ティーンズ
374

ありがとう。バディ 吉田太郎 セブン＆アイ出版 3-0500287534

375 先生、日本ってすごいね 服部剛 高木書房 3-0500308899

375
読書活動でアクティブに読
む力を育てる！

井上一郎／編 明治図書出版 3-0500311951

376.2
「みんなの学校」が教えてく
れたこと

木村泰子 小学館 3-0500306333

参考書
376.8

帰国子女のための学校便
覧　　２０１６

海外子女教育振
興財団／編

海外子女教育振興財
団

3-0500322094

参考書
376.8

全国大学受験年鑑
２０１６年（平成２８年）
入試対策用

旺文社 3-0500325606

377 民主主義ってなんだ？ 高橋源一郎 河出書房新社 3-0500306385

379
お金・学歴・海外経験３ナイ
主婦が息子を小６で英検１
級に合格させた話

タエ 朝日新聞出版 3-0500203834

383.6 温泉の平和と戦争 石川理夫 彩流社 3-0500319820
383.8 リンゴの歴史 エリカ・ジャニク 原書房 3-0500316300
391 サイバー・インテリジェンス 伊東寛 祥伝社 3-0500301512
397 指揮官の条件 高嶋博視 講談社 3-0500314396



ラベルの
記号

407 科学者は戦争で何をしたか 益川敏英 集英社 3-0500296220
407 書ける！理系英語例文７７ 斎藤恭一 朝倉書店 3-0500314919

407
生涯を賭けるテーマをいか
に選ぶか

最相葉月 ポプラ社 3-0500322262

410 アリスのお茶会パズル 伴田良輔 青土社 3-0500316676
410 「Ｐ≠ＮＰ」問題 野崎昭弘 講談社 3-0500306728
411 “魔法の数”虚数 ニュートンプレス 3-0500310642
413 早わかりルベーグ積分 澤野嘉宏 共立出版 3-0500307297

414
ウォーミングアップ微分幾
何

國分雅敏 共立出版 3-0500313262

417 統計学の図鑑 涌井良幸 技術評論社 3-0500267215

428
すごいぞ！身のまわりの表
面科学

日本表面科学会
／編

講談社 3-0500315841

431
トコトンやさしい電気化学の
本

石原顕光 日刊工業新聞社 3-0500309286

435 水の常識ウソホント７７ 左巻健男 平凡社 3-0500305998
440 宇宙遺産 林公代／文 河出書房新社 3-0500314800
440 宇宙の７大テーマ ニュートンプレス 3-0500310641

448
二万五千分の一地形図が
変わった

大竹一彦 日本地図センター 3-0500288928

449 暦のある暮らし 松村賢治／監修 大和書房 3-0500305123
450 高尾山の自然図鑑 前田信二 メイツ出版 3-0500309302
450 地球の履歴書 大河内直彦 新潮社 3-0500307451
451 気象庁物語 古川武彦 中央公論新社 3-0500307468
451 地球温暖化交渉の真実 有馬純 中央公論新社 3-0500303981

451
地球はもう温暖化していな
い

深井有 平凡社 3-0500314479

452 はじめて学ぶ海洋学 横瀬久芳 朝倉書店 3-0500309413

453
Ｑ＆Ａ火山噴火１２７の疑
問

日本火山学会／
編

講談社 3-0500306729

457
図説カンブリアンモンスター
図鑑

千崎達也／文・絵 秀和システム 3-0500309332

460 図説生物たちの超技術 志村史夫／監修 洋泉社 3-0500323729
465 見えない巨人 別府輝彦 べレ出版 3-0500319447
ティーンズ
469

日本列島人の歴史 斎藤成也 岩波書店 3-0500301497

474 くらべてわかるきのこ 大作晃一／写真 山と溪谷社 3-0500304307
480 動物翻訳家 片野ゆか 集英社 3-0500311563
489 知識ゼロからの珍獣学 今泉忠明 幻冬舎 3-0500312050
490 医学の近代史 森岡恭彦 ＮＨＫ出版 3-0500308856

491
がんにならない人の５０の
習慣

平島徹朗
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500254627

491
１５歳はなぜ言うことを聞か
ないのか？

ローレンス・スタイ
ンバーグ

日経ＢＰ社 3-0500316209

491 脳と心のしくみ 池谷裕二／監修 新星出版社 3-0500314914

492
体を変える！整える！足ケ
ア＆マッサージ

池田明子 主婦の友社 3-0500317694

492
検査結果なんでも早わかり
事典

小橋隆一郎 主婦の友社 3-0500311604

493.2 血液のがん 飛内賢正／監修 講談社 3-0500313134

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



493.3
図解睡眠時無呼吸症候群
を治す！最新治療と正しい
知識

白濱龍太郎／監
修

日東書院本社 3-0500302670

493.4
スタンフォードのストレスを
力に変える教科書

ケリー・マクゴニガ
ル

大和書房 3-0500315786

493.4
毎日使える！胃を切った人
のおいしい回復レシピ３００

牧野直子／料理 主婦の友社 3-0500304368

493.7
他人を非難してばかりいる
人たち

岩波明 幻冬舎 3-0500309379

493.7
認知症はもう不治の病では
ない！

藤野武彦 ブックマン社 3-0500309767

493.7
脳梗塞・脳出血・くも膜下出
血

高木誠／監修 高橋書店 3-0500302365

493.7
レジリエンス：人生の危機
を乗り越えるための科学と
１０の処方箋

スティーブン・Ｍ．
サウスウィック

岩崎学術出版社 3-0500307653

494
明日この世を去るとしても、
今日の花に水をあげなさい

樋野興夫 幻冬舎 3-0500294652

495
４０歳からの女性のからだ
と気持ちの不安をなくす本

吉野一枝 永岡書店 3-0500316744

496
黄斑変性・浮腫で失明しな
いために

平松類 時事通信出版社 3-0500314978

497 口臭の９５％は思いすごし 渡辺豊 三五館 3-0500316149

498.3
どうでもいいことで悩まない
技術

柿木隆介 文響社 3-0500311944

498.3
トップ・アスリートだけが
知っていんる「正しい」体の
つくり方

山本邦子 扶桑社 3-0500319428

498.5 小豆の力 加藤淳 キクロス出版 3-0500304327
498.5 一冊でわかる食品表示 垣田達哉 商業界 3-0500311148
498.5 食をめぐるほんとうの話 阿部尚樹 講談社 3-0500324133
498.5 薬膳・漢方の食材便利帖 幸井俊高／監修 学研プラス 3-0500321939

498.8
図解ストレスチェック実施・
活用ガイド

植田健太 中央経済社 3-0500312424

498.8
Ｑ&Ａストレスチェック実施
ガイド

小笠原六川国際
総合法律事務所
／編著

清文社 3-0500305284

499 よく効く手づくり野草茶 境野米子 創森社 3-0500314447

501
図解よくわかる測り方の事
典

星田直彦 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500295522

501 世界を変えるデザイン　２
シンシア・スミス／
編

英治出版 3-0500313777

507
世界で生きぬく理系のため
の英文メール術

吉形一樹 講談社 3-0500315839

509
工場・プラントのサイバー
攻撃への対策と課題がよ
～くわかる本

福田敏博 秀和システム 3-0500300721

ティーンズ
517

新・東海道水の旅 浦瀬太郎 岩波書店 3-0500273414

ティーンズ
517

ダム・浄水場・下水処理場
で働く人たち

山下久猛 ぺりかん社 3-0500308016

525 伝統の左官技術 中嶋正雄 理工図書 3-0500302691

525
見てすぐつくれる建築模型
の本

長沖充 彰国社 3-0500308077



527
新・やっぱり赤レンガの家
に住みたい！

松本祐 現代書林 3-0500294148

531 基礎から学べる機械力学 伊藤勝悦 森北出版 3-0500310415

535
５０の名機とアイテムで知
る図説カメラの歴史

マイケル・プリ
チャード

原書房 3-0500299012

535
灯台の光はなぜ遠くまで届
くのか

テレサ・レヴィット 講談社 3-0500315838

文庫本
545

ゼロからトースターを作って
みた結果

トーマス・トウェイ
ツ

新潮社 3-0500308844

情報科学
547.4

現場のプロが教えるＷＥＢ
デザイン新・スタンダードテ
クニック３７

秋元英輔／共著
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500297044

情報科学
547.4

ひと目でわかるＡｚｕｒｅの基
本から学ぶサーバー＆ネッ
トワーク構築

横山哲也 日経ＢＰ社 3-0500304424

情報科学
547.4

人を惹きつける美しいウェ
ブサイトの作り方

瀬口理恵 ＳＢクリエイティブ 3-0500308180

情報科学
547.4

Ｗｅｂ担当者のためのＷｏｒ
ｄＰｒｅｓｓがわかる本

田中勇輔 翔泳社 3-0500305864

548
コンピュータ＆テクノロジー
解体新書

ロン・ホワイト ＳＢクリエイティブ 3-0500308184

549
天野先生の「青色ＬＥＤの
世界」

天野浩 講談社 3-0500306731

549 インテル
マイケル・マロー
ン

文藝春秋 3-0500304131

556 深海でサンドイッチ 平井明日菜 こぶし書房 3-0500313734
571 トコトンやさしい蒸留の本 大江修造 日刊工業新聞社 3-0500309388
588 食品加工が一番わかる 永井毅／監修 技術評論社 3-0500300011

ラベルの
記号

590 「何もない部屋」で暮したい
ミニマルライフ研
究会

宝島社 3-0500316167

590 私のカントリー　ｎｏ．９５ 主婦と生活社 3-0500324223
ティーンズ
593

ファッション・ライフの楽しみ
方

高村是州 岩波書店 3-0500264899

593.3
一年中使える！かわいい
キッズの定番パンツ

日本ヴォーグ社 3-0500310212

593.8 滝沢眞規子ＭＹ　ＢＡＳＩＣ 滝沢眞規子 光文社 3-0500302364

594
小さなお人形のためのドー
ル・コーディネイト・レシピ

関口妙子 グラフィック社 3-0500311232

594
手ぬいの赤ちゃんこものと
お洋服

高橋恵美子 日本ヴォーグ社 3-0500278325

594
布合わせを楽しむ手作りの
布こもの

本橋よしえ ブティック社 3-0500315962

594.2 はじめての菱刺し 倉茂洋美 河出書房新社 3-0500307526

594.3
北欧テイストの編み込みこ
もの

木下あゆみ 誠文堂新光社 3-0500311605

594.4
はじめてでも必ずできる飾
り結び

永井亜希乃 世界文化社 3-0500314985

595 ＴＰＯ別きものの髪型
山崎伊久江／監
修

世界文化社 3-0500303936

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



ティーンズ
596

新ベターホームのお料理
一年生

ベターホーム協会
／編

ベターホーム協会 3-0500305631

596 秘密のストックレシピ 白崎裕子 マガジンハウス 3-0500309307

596
「まるでお店！」なほめら
れ・レシピ

稲垣飛鳥 講談社 3-0500316286

596 メンチカツの丸かじり 東海林さだお 朝日新聞出版 3-0500324188
596.2 味なメニュー 平松洋子 幻冬舎 3-0500322025
596.2 「ストウブ」で和食を！ 今泉久美 文化学園文化出版局 3-0500312719

596.2 世界のホットサラダレシピ
誠文堂新光社／
編

誠文堂新光社 3-0500319799

596.3 世界の米料理 荻野恭子 誠文堂新光社 3-0500303259
596.6 グルテンフリーのお菓子 上原まり子 文化学園文化出版局 3-0500315329

596.7
ラテアート＆デザインカプ
チーノ上達ＢＯＯＫ

篠崎好治／監修 メイツ出版 3-0500313362

597
あした死んでもいい片づけ
実践！覚悟の生前整理

ごんおばちゃま 興陽館 3-0500317232

597
「飾る、しまう、つくる」家族
が心地よい部屋づくり

佐藤朝子 マガジンハウス 3-0500309305

597
プラス　１　リビング　９３
（２０１５年　Ｗｉｎｔｅｒ）

主婦の友社 3-0500323602

598
嫁ハンをいたわってやりた
いダンナのための妊娠出
産読本

荻田和秀 講談社 3-0500315835

626 はじめてのイタリア野菜 藤目幸擴 農山漁村文化協会 3-0500317230

629
１２ケ月のガーデニング
ＤＩＹ

ｇａｒａｇｅ グラフィック社 3-0500316321

671
ネットビジネスで必ずモメる
法律問題

中野秀俊 日本実業出版社 3-0500316202

673
こんなにおもしろい不動産
鑑定士の仕事

大島大容 中央経済社 3-0500308900

673
ドイツ・クリスマスマーケット
案内

沖島博美 河出書房新社 3-0500315864

673
ファッション販売のための
「本当に似合う商品」ルー
ルブック

松本千早 同文舘出版 3-0500320167

674
すべての仕事はクリエイ
ティブディレクションである。

古川裕也 宣伝会議 3-0500301656

674 戦後新聞広告図鑑 町田忍 東海教育研究所 3-0500318884
675 わたしがラクするモノ選び Ｅｍｉ 主婦の友社 3-0500286479
685 仁義なき宅配 横田増生 小学館 3-0500302432
ティーンズ
686

鉄道員になるには 土屋武之 ぺりかん社 3-0500321506

699 スポーツアナウンサー 山本浩 岩波書店 3-0500316519
699 ラジオのお仕事 室井昌也 勉誠出版 3-0500317450

ラベルの
記号

702 図像学入門 山本陽子 勉誠出版 3-0500322636
709 災害に学ぶ 木部暢子／編 勉誠出版 3-0500258599

717
四季と行事を楽しむソー
プ・カービングの教科書

山田梨絵 誠文堂新光社 3-0500312389

721 江戸の動植物図譜 狩野博幸／監修 河出書房新社 3-0500282065
721 小林清親 吉田洋子／監修 平凡社 3-0500275312

(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



参考書
721

琳派 河野元昭 思文閣出版 3-0500255370

723 鴨居玲死を見つめる男 長谷川智恵子 講談社 3-0500270411
723 色彩のメッセージ 小田茂一 青弓社 3-0500291420
723 「絶筆」で人間を読む 中野京子 ＮＨＫ出版 3-0500304016
文庫本
723

名画の謎　ギリシャ神話篇 中野京子 文藝春秋 3-0500286366

724 季節の花を描く 中津宜子 誠文堂新光社 3-0500320188
725 絵はすぐに上手くならない 成冨ミヲリ 彩流社 3-0500316289
727 和モダン手づくり年賀状 日貿出版社／編 日貿出版社 3-0500305192

743
菊池哲男の山岳写真の写
し方

菊池哲男 誠文堂新光社 3-0500277563

743 野生動物撮影ガイドブック 飯島正広 誠文堂新光社 3-0500311208
751 乾山 尾形乾山／作 求龍堂 3-0500309837

751
パリのプチホテル風手作り
ステンドグラスランプ

ｎｉｄｏ 世界文化社 3-0500315775

752 漆塗りの技法書 十時啓悦 誠文堂新光社 3-0500294645

752 ゼロから金継ぎ入門
伊良原満美／共
著

誠文堂新光社 3-0500276364

753 草木染ハンドブック 山崎和樹 文一総合出版 3-0500294144
754.9 切る貼るつくる箱の本 大西景子 マイナビ 3-0500266265

755
手作りの毎日使える革小
物

スタジオタッククリエイ
ティブ

3-0500308773

757 デザイン入門教室 坂本伸二 ＳＢクリエイティブ 3-0500283953
762.1 戦火のマエストロ近衛秀麿 菅野冬樹 ＮＨＫ出版 3-0500295915

766
やさしく歌えるドイツ語のう
た

田辺秀樹 ＮＨＫ出版 3-0500305862

768 義太夫を聴こう 橋本治 河出書房新社 3-0500314415
778 甘粕正彦と李香蘭 小林英夫 勉誠出版 3-0500295525

778
「宇宙戦艦ヤマト」をつくっ
た男西崎義展の狂気

牧村康正 講談社 3-0500303976

778 大河ドラマと日本人 星亮一 イースト・プレス 3-0500311590

781
体に硬い人によく効く！筋
ストレッチ

岩井隆彰 学研パブリッシング 3-0500281806

782
東京周辺トレイルランニン
グコースガイド

山と溪谷社雑誌
編集部／編

山と溪谷社 3-0500309210

782 箱根９５（きゅうじゅうご）年
別冊宝島編集部
／編

宝島社 3-0500322582

782
富士山１周レースができる
まで

鏑木毅 山と溪谷社 3-0500306604

783.4 ＦＩＦＡ腐敗の全内幕
アンドリュー・ジェ
ニングス

文藝春秋 3-0500318604

783.4 人類のためだ。 藤島大 鉄筆 3-0500293206

783.5
トッププロのコツで差がつ
く！スカッシュ必殺メソッド
５０

机伸之介／監修 メイツ出版 3-0500305120

783.7
１９８５猛虎がひとつになっ
た年

鷲田康 文藝春秋 3-0500308938

784
楽しくてぐんぐん上達！こ
どもスキーわくわくレッスン

こどもと行くス
キーガイド編集部
／編

スキージャーナル 3-0500317838

785 水泳実践的練習ドリル 原英晃／監修
ベースボール・マガジ
ン社

3-0500316146

786 車中泊の疑問解決集 稲垣朝則／監修 地球丸 3-0500314941



786 地図読みはじめの一歩 平塚晶人 山と溪谷社 3-0500198862
786 テーピングで快適登山 高橋仁 山と溪谷社 3-0500295002
791 茶趣をめぐる十二の旅 北野宗道 淡交社 3-0500318111

793
季節のフラワーリース基礎
レッスン

橋口学 誠文堂新光社 3-0500312009

795 荒らしのテクニック 山田規三生 マイナビ 3-0500297568
795 身体で憶える詰碁 徐能旭 東京創元社 3-0500313267

795
すぐに使える辺の死活徹
底ガイド

松本武久 マイナビ 3-0500308867

795 定石の基本 高尾紳路／監修 池田書店 3-0500251386
795 中盤の基本 高尾紳路／監修 池田書店 3-0500295862
796 解明！相穴熊の最先端 北島忠雄 マイナビ 3-0500270864

796
形で覚える寄せ＆詰め手
筋問題集

高橋道雄 創元社 3-0500263176

796
誰も言わなかった居飛車穴
熊撃滅戦法

武者野勝巳 マイナビ 3-0500300016

796
早分かり角換わり定跡ガイ
ド

所司和晴 マイナビ 3-0500305527

801 よくわかる社会言語学 田中春美／編著 ミネルヴァ書房 3-0500305508

809
心が軽くなる！気持ちいい
伝え方

森田汐生 主婦の友社 3-0500318517

827
中国語で案内する日本
（にっぽん）

塚本慶一／共著 研究社 3-0500315360

830
世界一わかりやすい
ＴＯＥＩＣテストの英単語

関正生 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500271287

ラベルの
記号

郷土青葉
910/ｻ

佐藤春夫読本（とくほん） 河野龍也／編著 勉誠出版 3-0500322640

郷土青葉
210.2

横穴墓論攷 池上悟 六一書房 3-0500294252

郷土青葉
369.3/ｱ

青葉区土砂災害ハザード
マップ

横浜市建築局建
築防災課／編

横浜市建築局建築防
災課

3-0500298373

郷土青葉
596.7

横浜カフェ散歩 ＭＡＲＵ 書肆侃侃房 3-0500307637

郷土青葉
748

写真の境界
横浜市民ギャラ
リーあざみ野／編

横浜市民ギャラリーあ
ざみ野

3-0500312925

郷土
910

横浜港ものがたり 志澤政勝 有隣堂 3-0500323371

郷土
706

ヨコハマ・ギャラリー・マップ
２０１５．７ー２０１６．６

横浜市民ギャラ
リー／編

横浜市民ギャラリー 3-0500291917

「あたらしく入った本」1月号は、平成27年11月から同27年12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）


