
ラベルの
記号

909
子どもに歯ごたえのある本
を

石井桃子 河出書房新社 3-0500330440

文庫本
910

火山列島の思想 益田勝実 講談社 3-0500321994

ティーンズ
910

このライトノベルがすご
い！　　　２０１６

『このライトノベル
がすごい！』編集
部／編

宝島社 3-0500324539

910 「フランスかぶれ」の誕生 山田登世子 藤原書店 3-0500316680
910 「私」をつくる 安藤宏 岩波書店 3-0500325625

910/ｲ 夜中の電話 井上麻矢
集英社インターナショ
ナル

3-0500325778

910/ｽ 新しい須賀敦子 湯川豊／篇 集英社 3-0500328630
文庫本
910/ﾊ

埴谷雄高ー夢みるカント 熊野純彦 講談社 3-0500313233

911.3
正岡子規と明治のベース
ボール

岡野進 創文企画 3-0500328878

文庫本
911.5

石垣りん詩集 石垣りん 岩波書店 3-0500324016

913.6 アンソロジー捨てる 大崎梢 文藝春秋 3-0500322624

913.6
井上ひさし×赤塚不二夫
の笑劇場

井上ひさし 河出書房新社 3-0500308762

913.6 決戦！本能寺 伊東潤 講談社 3-0500323684
913.6 深夜百太郎　入口 舞城王太郎 ナナロク社 3-0500308274
913.6 深夜百太郎　出口 舞城王太郎 ナナロク社 3-0500316387
913.6 迷君に候 池波正太郎他 新潮社 3-0500273977

913.6/ｱ 地に巣くう あさのあつこ 光文社 3-0500323718
文庫本
913.6/ｲ

泣き虫老中遠山備前 いずみ光 コスミック出版 3-0500312335

文庫本
913.6/ｲ

降りかかる追憶 五十嵐貴久 光文社 3-0500329577

文庫本
913.6/ｵ

女魔術師 岡本綺堂 光文社 3-0500321461

文庫本
913.6/ｵ

十字架の王女 大沢在昌 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500325156

913.6/ｵ 魔女の封印 大沢在昌 文藝春秋 3-0500331341
文庫本
913.6/ｶ

江戸城仰天 風野真知雄 実業之日本社 3-0500328290

913.6/ｶ 坂の途中の家 角田光代 朝日新聞出版 3-0500337435

913.6/ｶ パピヨンルージュと嵐の星 茅田砂胡 中央公論新社 3-0500330456
913.6/ｶ ヨイ豊 梶よう子 講談社 3-0500318464
文庫本
913.6/ｺ

叛撃 今野敏 実業之日本社 3-0500328216

文庫本
913.6/ｻ

竹屋ノ渡 佐伯泰英 双葉社 3-0500336821

あたらしく入った本
2016年2月

電話045(901)1225
文　学

（NDC900-999）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



文庫本
913.6/ｻ

旅立ノ朝 佐伯泰英 双葉社 3-0500336822

文庫本
913.6/ｻ

八州探訪 佐伯泰英 新潮社 3-0500326638

913.6/ｼ 骨風 篠原勝之 文藝春秋 3-0500285678
913.6/ｼ 光のない海 白石一文 集英社 3-0500328632
913.6/ｼ 白蓮の阿修羅 篠綾子 出版芸術社 3-0500325109

913.6/ｽ ブルーアウト 鈴木光司 小学館 3-0500329941
913.6/ﾂ ヘブンメイカー 恒川光太郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500327840
文庫本
913.6/ﾄ

解 堂場瞬一 集英社 3-0500298159

文庫本
913.6/ﾄ

鬼面の賊 鳥羽亮 角川春樹事務所 3-0500322558

文庫本
913.6/ﾄ

定吉七番（セブン）の復活 東郷隆 講談社 3-0500261369

文庫本
913.6/ﾆ

一番線に謎が到着します 二宮敦人 幻冬舎 3-0500269714

913.6/ﾆ 掟上今日子の退職願 西尾維新 講談社 3-0500333309
913.6/ﾇ タスキメシ 額賀澪 小学館 3-0500326286
913.6/ﾊ 風かおる 葉室麟 幻冬舎 3-0500306300
文庫本
913.6/ﾊ

たぶんねこ 畠中恵 新潮社 3-0500326639

文庫本
913.6/ﾊ

夏宵の斬 幡大介 光文社 3-0500311933

913.6/ﾋ ドルフィン・ソングを救え！ 樋口毅宏 マガジンハウス 3-0500313844
913.6/ﾋ ライオンの歌が聞こえる 東川篤哉 祥伝社 3-0500281179
913.6/ﾌ マカン・マラン 古内一絵 中央公論新社 3-0500325046
文庫本
913.6/ﾎ

あなたが愛した記憶 誉田哲也 集英社 3-0500324981

文庫本
913.6/ﾏ

混声の森　上 松本清張 光文社 3-0500321456

文庫本
913.6/ﾏ

混声の森　下 松本清張 光文社 3-0500321457

文庫本
913.6/ﾐ

境遇 湊かなえ 双葉社 3-0500313785

文庫本
913.6/ﾐ

母性 湊かなえ 新潮社 3-0500282046

913.6/ﾓ イデアの影 森博嗣 中央公論新社 3-0500325045
913.6/ﾓ 運命の花びら　下 森村誠一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500318607
文庫本
914/ｳ

見上げた空の色 宇江佐真理 文藝春秋 3-0500312303

文庫本
914/ｵ

旅に出る日 岡田喜秋 山と溪谷社 3-0500328709

914/ｼ 雨の匂いのする夜に
椎名誠／写真と
文

朝日新聞出版 3-0500324186

914/ﾂ モーロクのすすめ 坪内稔典 岩波書店 3-0500327665
文庫本
914/ﾑ

村上春樹雑文集 村上春樹 新潮社 3-0500317739

914/ﾑ 老人の極意 村松友視 河出書房新社 3-0500313195
914/ﾖ 作家と一日 吉田修一 木楽舎 3-0500318525
914/ﾜ 悲しみの秘義 若松英輔 ナナロク社 3-0500329176
文庫本
915/ﾉ

旅の闇にとける 乃南アサ 文藝春秋 3-0500293666



915/ﾑ
ラオスにいったい何がある
というんですか？

村上春樹 文藝春秋 3-0500324392

916/ﾏ スピンクの壺 町田康 講談社 3-0500315749
916/ﾐ 五色の虹 三浦英之 集英社 3-0500332202
文庫本
933/ｶ

髑髏城
ジョン・ディクスン・
カー

東京創元社 3-0500326660

933/ｶ 火打箱
サリー・ガード
ナー

東京創元社 3-0500326657

ティーンズ
933/ｶ

マザーランドの月
サリー・ガード
ナー

小学館 3-0500271993

文庫本
933/ｼ

闇からの贈り物　上
Ｖ．Ｍ．ジャンバン
コ

集英社 3-0500271924

文庫本
933/ﾄ

消えた修道士　上
ピーター・トレメイ
ン

東京創元社 3-0500324509

文庫本
933/ﾄ

消えた修道士　下
ピーター・トレメイ
ン

東京創元社 3-0500324514

文庫本
933/ﾍ

魔が差したパン Ｏ．ヘンリー 新潮社 3-0500326643

933/ﾎ モリアーティ
アンソニー・ホロ
ヴィッツ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500326706

933/ﾏ 未成年
イアン・マキューア
ン

新潮社 3-0500326240

外国語
933/L

Ｇｏ　ｓｅｔ　ａ　ｗａｔｃｈｍａｎ Ｈａｒｐｅｒ　Ｌｅｅ
Ｈａｒｐｅｒ，Ａｎ　Ｉｍｐｒｉｎ
ｔ　ｏｆ　ＨａｒｐｅＣｏｌｌｉｎｓ
Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ

3-0500323501

936
グアンタナモ収容所地獄か
らの手記

モハメドゥ・ウル
ド・スラヒ

河出書房新社 3-0500323722

943/ﾄ 世界収集家 イリヤ・トロヤノフ 早川書房 3-0500324488
ティーンズ
943/ﾌ

鏡の世界
コルネーリア・フン
ケ

ＷＡＶＥ出版 3-0500306018

953 リトルプリンス・トリック 滝川美緒子 講談社 3-0500324485

953/ﾙ 嵐
Ｊ．Ｍ．Ｇ．ル・クレ
ジオ

作品社 3-0500318603

963 はるかな星
ロベルト・ボラー
ニョ

白水社 3-0500326265

文庫本
973

もしもを叶えるレストラン
アントネッラ・ボラ
レーヴィ

小学館 3-0500294982

980 『罪と罰』を読まない 岸本佐知子 文藝春秋 3-0500331342
文庫本
983

犬の心臓
ミハイル・ブル
ガーコフ

新潮社 3-0500326644

988 システィーナの聖母
ワシーリー・グロ
スマン

みすず書房 3-0500273573

989 １２人の蒐集家
ゾラン・ジヴコ
ヴィッチ

東京創元社 3-0500326659

989 ダーシェンカ カレル・チャペック 青土社 3-0500326194

ラベルの
記号

情報科学
007.6

今すぐ使えるかんたん
ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ　２０１６

技術評論社編集
部

技術評論社 3-0500313373

情報科学
007.6

Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒレッスンブック ロフトウェイズ ソシム 3-0500303289

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理



情報科学
007.6

Ｗｏｒｄプロ技セレクション 鈴木光勇 技術評論社 3-0500266332

019 小泉今日子書評集 小泉今日子 中央公論新社 3-0500316580

019
本を読む人だけが手にする
もの

藤原和博 日本実業出版社 3-0500309243

021 パクリ経済
カル・ラウスティア
ラ

みすず書房 3-0500326272

130 哲学と対決する！
デイヴィッド・エド
モンズ

柏書房 3-0500314964

134 ハイデガー哲学入門 仲正昌樹 講談社 3-0500324132

141
いつも余裕で結果を出す人
の複線思考術

齋藤孝 講談社 3-0500325853

146.1 フロイト入門 中山元 筑摩書房 3-0500322294
文庫本
146.1

ユング 河合俊雄 岩波書店 3-0500307161

148
赤ちゃんのしあわせ名前事
典　２０１６～２０１７年版

たまごクラブ／編
ベネッセコーポレー
ション

3-0500328392

159
ズルいくらい幸せな人が
やっている人生が思い通り
になる「シンプル生活」

ワタナベ薫 マガジンハウス 3-0500261806

159 「めんどくさい」がなくなる本 鶴田豊和 フォレスト出版 3-0500242903

159
楽に生きるための人生相
談

美輪明宏 朝日新聞出版 3-0500329089

186 仏像
『現代用語の基礎
知識』編集部／編

自由国民社 3-0500327279

198 銃と十字架 遠藤周作 小学館 3-0500322669
198 みんな彗星を見ていた 星野博美 文藝春秋 3-0500311207

209 第二次世界大戦　上
アントニー・ビー
ヴァー

白水社 3-0500274293

209 第二次世界大戦　中
アントニー・ビー
ヴァー

白水社 3-0500281799

209 第二次世界大戦　下
アントニー・ビー
ヴァー

白水社 3-0500290972

210.3 古事記 三浦佑之／監修 朝日新聞出版 3-0500320565
210.3 血脈の日本古代史 足立倫行 ベストセラーズ 3-0500330498
210.4 戦国大名の遺宝 五味文彦／監修 山川出版社 3-0500318866
文庫本
210.5

徳川制度　下 加藤貴／校注 岩波書店 3-0500324353

210.7
外国特派員協会重鎮が反
日中韓の詐偽を暴いた

ヘンリー・Ｓ．ス
トークス

悟空出版 3-0500292863

212 伊達騒動と原田甲斐 小林清治 吉川弘文館 3-0500323350
216 語りだす奈良 西山厚 ウエッジ 3-0500314983

234
森と山と川でたどるドイツ
史

池上俊一 岩波書店 3-0500325628

256 マヤ文明を知る事典 青山和夫 東京堂出版 3-0500321870
281 幕末明治異能の日本人 出久根達郎 草思社 3-0500331817
288 家系のしらべ方 丸山浩一 金園社 3-0500325710
288 皇后の真実 工藤美代子 幻冬舎 3-0500312051
288 真田四代と信繁 丸島和洋 平凡社 3-0500323000

289/ﾄ トウ小平
エズラ・Ｆ．ヴォ―
ゲル

講談社 3-0500324136

文庫本
289/ﾋ

広岡浅子
『歴史読本』編集
部／編

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500304116

289/ﾋ 広岡浅子という生き方 永井紗耶子 洋泉社 3-0500311595



289/ﾌ 私の履歴書 古川貞二郎 日本経済新聞出版社 3-0500317397
289/ﾓ 毛沢東 遠藤誉 新潮社 3-0500322608
291.3 東京天然温泉ガイド メディアパル 3-0500325026

292.3
るるぶシンガポール
‘１５～’１６

ＪＴＢパブリッシング 3-0500247340

297
地球の歩き方　Ｃ　０４
（２０１６～２０１７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 3-0500327418

297
地球の歩き方リゾートスタ
イル　Ｒ　０５　２０１６－１７

地球の歩き方編
集室／著作編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500325184

297
地球の歩き方リゾートスタ
イル　Ｒ　０９　２０１６－１７

地球の歩き方編
集室／著作編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500325183

297 ハワイを歩いて楽しむ本 永田さち子／文 実業之日本社 3-0500321932

ラベルの
記号

302.2 Ｃｈｉｎａ　２０４９
マイケル・ピルズ
ベリー

日経ＢＰ社 3-0500302417

304 愛国ってなんだ 古谷経衡 ＰＨＰ研究所 3-0500323298
304 あざむかれる知性 村上宣寛 筑摩書房 3-0500330008

304
長谷川慶太郎の大局を読
む　　　　２０１６

長谷川慶太郎 李白社 3-0500305850

304
まだＧＨＱの洗脳に縛られ
ている日本人

ケント・ギルバート ＰＨＰ研究所 3-0500273439

文庫本
312.2

貞観政要 呉兢 筑摩書房 3-0500304445

317 官僚階級論 佐藤優 にんげん出版 3-0500317409
318.6 地域再生入門 山浦晴男 筑摩書房 3-0500320533

318.6 地方創生実現ハンドブック
トーマツベン
チャーサポート株
式会社／共著

日経ＢＰ社 3-0500324580

319.1
リベラルの中国認識が日
本を滅ぼす

石平 産経新聞出版 3-0500318550

319.2 日韓外交史 趙世暎 平凡社 3-0500322997

319.5
アメリカの世紀は終わらな
い

ジョセフ・Ｓ．ナイ 日本経済新聞出版社 3-0500308885

319.5 ナチスの楽園
エリック・リヒトブラ
ウ

新潮社 3-0500326239

326 犯罪の世間学 佐藤直樹 青弓社 3-0500330870

331
「名目ＧＤＰって何？」という
人のための経済指標の教
科書

小宮一慶 ＰＨＰ研究所 3-0500323745

332.2
中国との貿易をやめても、
まったく日本は困らない！

三橋貴明 ワック 3-0500242749

332.3 ヨーロッパ覇権史 玉木俊明 筑摩書房 3-0500311665

333
この１冊でわかる世界経済
入門

大和総研／編著 日経ＢＰ社 3-0500323325

参考書
335.4

会社四季報　２０１６年
１集（新春号）

東洋経済新報社 3-0500333083

336 第三世代の経営力 横田尚哉 致知出版社 3-0500325747

336.4
この１冊でポイントがわか
るダイバーシティの教科書

前川孝雄 総合法令出版 3-0500324505

336.9 帳簿の世界史 ジェイコブ・ソール 文藝春秋 3-0500259353

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



338
ウォール街のアルゴリズム
戦争

スコット・パタース
ン

日経ＢＰ社 3-0500318586

338
投資は「きれいごと」で成功
する

新井和宏 ダイヤモンド社 3-0500262570

342
日本の財政はどうなってい
るのか

湯本雅士 岩波書店 3-0500324949

345
世界の権力者が寵愛した
銀行

エルヴェ・ファル
チャーニ

講談社 3-0500304020

345
ふるさと納税完全ガイド
２０１５年秋冬版

洋泉社 3-0500297060

361.4
信頼はなぜ裏切られるの
か

デイヴィッド・デス
テノ

白揚社 3-0500323753

361.5 〈文化〉を捉え直す 渡辺靖 岩波書店 3-0500325626
367.3 みんな「夫婦」で病んでいる 本田りえ 主婦の友社 3-0500326652

367.6
日本の若者はなぜ希望を
持てないのか

鈴木賢志 草思社 3-0500323727

370 人を育てよ 丹羽宇一郎 朝日新聞出版 3-0500304381
370 メシが食える教育 高濱正伸 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500248598
372 学校の戦後史 木村元 岩波書店 3-0500254460

376.8
桜井さん、うちの子受かり
ますか？

桜井信一 産経新聞出版 3-0500284417

378
１５歳までに始めたい！発
達障害の子のライフスキ
ル・トレーニング

梅永雄二／監修 講談社 3-0500307923

378
発達障害の子の「イライラ」
コントロール術

有光興記／監修 講談社 3-0500299927

378 不可能を可能に 田中徹二 岩波書店 3-0500299401

378
真っ先に読むアスペルガー
症候群の本

司馬理英子 主婦の友社 3-0500245960

379 頭がよくなる整理術 大法まみ 主婦と生活社 3-0500250581

379
お子さんがお金に興味を
もったら読む本

羽田野博子
滋慶出版／つちや書
店

3-0500257216

379 子育ての教科書 諸富祥彦 幻冬舎 3-0500251880

379
子どもを伸ばす「生まれ順」
子育て法

高濱正伸 朝日新聞出版 3-0500231224

379
自分からどんどん勉強する
子になる方法

杉渕鐵良 すばる舎 3-0500242825

379
働くお母さんの子どもを伸
ばす育て方

高濱正伸 実務教育出版 3-0500291981

383.8 アメリカは食べる。 東理夫 作品社 3-0500301221

383.8 世界を食べよう！ 沼野恭子／編
東京外国語大学出版
会

3-0500320657

383.8 ラーメンの語られざる歴史 ジョージ・ソルト 国書刊行会 3-0500308818
383.8 ワインの歴史 マルク・ミロン 原書房 3-0500324957
387 民間社会と天と神仏 深谷克己 敬文舎 3-0500304034
ティーンズ
391

君たちには話そう いしいゆみ くもん出版 3-0500286057

392 女性狙撃手
ユーリ・オブラズ
ツォフ

原書房 3-0500290825

ラベルの
記号

402 白い大陸への挑戦 神沼克伊 現代書館 3-0500321193

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



402 北極読本
南極ＯＢ会編集委
員会／編

成山堂書店 3-0500318521

403 科学の本一〇〇冊 村上陽一郎 河出書房新社 3-0500329599

448
情報共有・地域活動支援
のためのソーシャルメディ
アＧＩＳ

山本佳世子 古今書院 3-0500315392

448 地図の世界史大図鑑
ジェリー・ブロット
ン

河出書房新社 3-0500316572

453 西日本大震災に備えよ 鎌田浩毅 ＰＨＰ研究所 3-0500322988
460 知の発見 中村桂子 朝日出版社 3-0500327682

464 量子力学で生命の謎を解く
ジム・アル＝カ
リーリ

ＳＢクリエイティブ 3-0500305869

469
若い読者のための第三の
チンパンジー

ジャレド・ダイアモ
ンド

草思社 3-0500331797

481 となりの野生動物 高槻成紀 ベレ出版 3-0500324983
486 だましのテクニックの進化 藤原晴彦 オーム社 3-0500317224
488 身近な鳥の生活図鑑 三上修 筑摩書房 3-0500330002

490 死ぬとはどのようなことか
ジャン・ドメーニ
コ・ボラージオ

みすず書房 3-0500300024

490 和漢診療学 寺澤捷年 岩波書店 3-0500325627
491 人体の全解剖図鑑 水嶋章陽 日本文芸社 3-0500318898

493.2
ウルトラ図解高血圧・動脈
硬化

富野康日己／監
修

法研 3-0500313139

493.2
ずっと役立つおいしい高血
圧レシピ３００

野口律奈／料理・
レシピ作成

主婦の友社 3-0500324106

493.6
腰・肩・ひざは「ふたりで」治
す

山内英雄 中央公論新社 3-0500304064

493.7 こころの健康診断
仮屋暢聡／執筆・
協力

ニュートンプレス 3-0500319542

493.7 坐骨神経痛 久野木順一 主婦の友社 3-0500319748

493.7
生活行為向上力の見つけ
方

藤原茂／編著 青海社 3-0500318695

494
がんのＰＥＴ検査がわかる
本

安田聖栄 法研 3-0500325363

494 切らずに治す「アザ外来」
生活情報研究会
／編

ごま書房新社 3-0500293199

494 腎臓病の満足ごはん
榎本眞理／栄養
指導・献立

女子栄養大学出版部 3-0500321562

494
腰痛、首の痛み、手足のし
びれ

持田讓治／総監
修

ＮＨＫ出版 3-0500325895

496
耳鳴りがスッキリする呼吸
がわかった

石井正則 マキノ出版 3-0500322498

498.3
一日一万歩はやめなさ
い！

青柳幸利 廣済堂出版 3-0500313127

498.3
脳トレ・認知症予防に役立
つ昭和の「思い出」年表ク
イズ

今井幸充／監修 自由国民社 3-0500316130

498.3
プレッシャーなんてこわくな
い

ヘンドリー・ウェイ
ジンガー

早川書房 3-0500324490

498.4
その症状は天気のせいか
もしれません

福永篤志 医道の日本社 3-0500321186

498..5 激安食品の落とし穴 山本謙治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500317405

498.5
病気を寄せつけない腸寿
食

藤田紘一郎 毎日新聞出版 3-0500325753



527
いつまでも美しく暮らす住
まいのルール

水越美枝子 エクスナレッジ 3-0500258229

ティーンズ
537

自動車整備士になるには 広田民郎 ぺりかん社 3-0500292886

537 全国路線バス大百科
日本バス友の会
／監修

講談社 3-0500319505

情報科学
547.4

ＨＴＭＬ５＆ＰＨＰ＆ＪａｖａＳｃ
ｒｉｐｔでＷｅｂ制作入門

日経ソフトウエア
／編

日経ＢＰ社 3-0500271363

ティーンズ
548

１０才からはじめるプログラ
ミング図鑑

キャロル・ヴォー
ダマン

創元社 3-0500315356

ラベルの
記号

590 持たないていねいな暮らし マキ すばる舎 3-0500313258

590
モノは好き、でも身軽に生
きたい。

本多さおり 大和書房 3-0500316670

文庫本
593.8

衣もろもろ 群ようこ 集英社 3-0500324987

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　１月号
（ｎｏ．１２４）

主婦と生活社 3-0500330720

594.3
たくさん編めるかぎ針編み
ＢＯＯＫ

成美堂出版編集
部／編

成美堂出版 3-0500303989

594.3
まっすぐ編みの巻きものい
ろいろ

ブティック社 3-0500303312

596 くいしんぼう 松浦弥太郎 マガジンハウス 3-0500281700
596 考えない台所 高木ゑみ サンクチュアリ出版 3-0500271263
596.3 使える豆腐レシピ 笠原将弘 柴田書店 3-0500327765
596.3 毎日おいしい豆レシピ 堤人美 学研プラス 3-0500323785

596.4
娘に伝えたいおせち料理と
季節のごちそう

本田明子 講談社 3-0500324407

596.9
私の好きな「料理道具」と
「食材」

渡辺有子 ＰＨＰ研究所 3-0500315773

597
家庭も仕事もうまくいく一流
の収納術

飯田久恵 ぱる出版 3-0500323018

599
赤ちゃん苦手かも？と思っ
たら読む本

清水悦子 主婦と生活社 3-0500325758

601 ローカル志向の時代 松永桂子 光文社 3-0500322940

611
直販・通販で稼ぐ！年商１
億円農家

寺坂祐一 同文舘出版 3-0500308004

614 暗渠マニアック！ 吉村生 柏書房 3-0500282407
627 クリスマスローズ 横山直樹 誠文堂新光社 3-0500320190
627 もっとシクラメン 冨山稔／執筆 ＮＨＫ出版 3-0500326343
645 いい猫（こ）だね 岩合光昭 山と溪谷社 3-0500328711

653 紅葉のきれいな樹木図鑑
亀田龍吉／写真・
文

家の光協会 3-0500317619

文庫本
660

日本〈汽水〉紀行 畠山重篤 文藝春秋 3-0500312306

673 居酒屋の戦後史 橋本健二 祥伝社 3-0500327679
673 女子のひとり起業 滝岡幸子 同文舘出版 3-0500323744

673
入門図解個人開業・青色
申告のしくみと手続き

三好和紗／監修 三修社 3-0500325118

673 ワンコイン古着 中嶋大介 本の雑誌社 3-0500325256

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



674
広告コピーってこう書くん
だ！相談室

谷山雅計 宣伝会議 3-0500310559

675 オムニチャネル戦略 角井亮一 日本経済新聞出版社 3-0500314497

675
トコトンやさしいコンカレン
ト・エンジニアリングの本

原嶋茂 日刊工業新聞社 3-0500326606

675 物欲なき世界 菅付雅信 平凡社 3-0500319719
675 リアル行動ターゲティング 横山隆治 日経ＢＰ社 3-0500328765

689
サクラ・ホステル浅草体当
てりおもてなし術

鎌田智子 講談社 3-0500322021

689
東京ディズニーシー完全ガ
イド　２０１６－２０１７

講談社 3-0500329690

ラベルの
記号

702 祝宴の時代
ロジャー・シャタッ
ク

白水社 3-0500291668

702
日本人にとって美しさとは
何か

高階秀爾 筑摩書房 3-0500308108

706 美術館の舞台裏 高橋明也 筑摩書房 3-0500330004

713
はじめての木彫りどうぶつ
手習い帖

はしもとみお 雷鳥社 3-0500309863

721 鳥獣戯画の謎 上野憲示／監修 宝島社 3-0500242978
721 私流に現在（いま）を生きる 堀文子 中央公論新社 3-0500321059

723
ジョージア・オキーフとふた
つの家

バーバラ・ビュー
ラー・ラインズ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500328358

726
「あいうえお」で引けるカモ
さんのイラスト辞典

カモ／イラスト ＷＡＶ出版 3-0500323006

743
いきなり思い道りに撮れ
る！デジタル一眼レフカメ
ラと写真の基本ＢＯＯＫ

大崎聡 永岡書店 3-0500325322

754.9
大人かわいい初めての切
り絵

朝弘華代／制作 学研パブリッシング 3-0500292608

754.9 手間を楽しむ折り紙袋 フチモトムネジ
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500329673

762.3 ナディア・ブーランジェ
ジェローム・スピ
ケ

彩流社 3-0500304000

762.3 ミシェル・ルグラン自伝 ミシェル・ルグラン
アルテスパブリッシン
グ

3-0500297808

762.3 モーツァルトと女性たち
ジェイン・グラ
ヴァー

白水社 3-0500324532

764 忘れがたき日々 ジョナサン・コット 岩波書店 3-0500329919
778 エンピツ戦記 舘野仁美 中央公論新社 3-0500325049
文庫本
778

その時あの時の今 山田太一 河出書房新社 3-0500329603

778/ﾖ 映画女優吉永小百合 大下英治 朝日新聞出版 3-0500329108
782 駅伝マン アダーナン・フィン 早川書房 3-0500324489

783.4
変えることが難しいことを
変える。

岩渕健輔 ベストセラーズ 3-0500304039

783.8
いきなりまっすぐ飛ばせる
ようになる！

新井真一 サンマーク出版 3-0500267201

783.8 図解捨てるゴルフ 田原紘 ＰＨＰ研究所 3-0500305868

786 登山の教科書 中井正則
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500308190

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



786 ボルタリング入門 佐川史佳 山と溪谷社 3-0500324046

786 雪の近郊低山案内
山と溪谷社雑誌
編集部／編

山と溪谷社 3-0500330802

788 相撲ファン　ｖｏｌ．０２ 大空出版 3-0500302758
793 小さな花束の本 小野木彩香 誠文堂新光社 3-0500275658
801 音とことばのふしぎな世界 川原繁人 岩波書店 3-0500321435

801
我々はどのような生き物な
のか

ノーム・チョムス
キー

岩波書店 3-0500307885

807 ５０カ国語習得法 新名美次 講談社 3-0500324577
809 ホンダ流ワイガヤのすすめ 本間日義 朝日新聞出版 3-0500320212
810 図説日本語の歴史 今野真二 河出書房新社 3-0500325193
文庫本
811

旧かなを楽しむ 萩野貞樹 二見書房 3-0500319422

814 語彙力こそが教養である 齋藤孝 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500330471

文庫本
816

仕事がもっとうまくいく！
たった３行のシンプル手紙
術

むらかみかずこ 日本経済新聞出版社 3-0500328368

817
わかる！話せる！日本語
会話発展文型１２５

水谷信子／監修・
著

Ｊリサーチ出版 3-0500308132

818 滅びゆく日本の方言 佐藤亮一 新日本出版社 3-0500303661

837 セレブたちの卒業スピーチ
『ＣＮＮ　ｅｎｇｌｉｓｈ
ｅｘｐｒｅｓｓ』編集部
／編

朝日出版社 3-0500324357

837
徹底シャドウイングでマス
ター！長文リスニング

柴原智幸 ＮＨＫ出版 3-0500188683

837
ときめくフレーズ、きらめく
シネマ

戸田奈津子 双葉社 3-0500323680

840
最効率！例文で覚えるドイ
ツ語単語

アンゲリガ・ヴェル
ナー

研究社 3-0500307217

855
徹底整理フランス語動詞の
しくみ

高橋信良 白水社 3-0500309281

866 手紙・メールのスペイン語
カルロス・アルバ
ロ・ベルチリ

三修社 3-0500313320

ラベルの
記号

郷土青葉
291.3

青葉区ガイドマップ・防災
マップ

横浜市青葉区役
所区政推進課／
編

横浜市青葉区役所区
政推進課

3-0500311508

郷土青葉
369.3

横浜市浸水（内水・洪水）
ハザードマップ（青葉区）

横浜市 3-0500314001

郷土
213

横浜のあゆみ
横浜市歴史博物
館／編

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500330731

郷土
376.1

びーのびーの幼稚園・保育
園ガイド　２０１６年入園版

びーのびーの　企
画室／編

びーのびーの 3-0500327084

郷土
462

小綱代干潟の生きものたち 江良弘光／絵・文
小綱代野外活動調整
会議

3-0500265346

「あたらしく入った本」2月号は、平成27年12月から同28年1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）


