
ラベルの
記号

904 定本柄谷行人文学論集 柄谷行人 岩波書店 3-0500338862

910/ｼ
司馬遼太郎に日本人を学
ぶ

森史朗 文藝春秋 3-0500349466

913.6 文豪山怪奇譚 東雅夫／編 山と溪谷社 3-0500341216
913.6/ｱ 午後二時の証言者たち 天野節子 幻冬舎 3-0500342834
913.6/ｱ 花冷えて あさのあつこ 中央公論新社 3-0500341605
913.6/ｱ 尖閣ゲーム 青木俊 幻冬舎 3-0500346761
913.6/ｱ ＳＡＲＡ 麻生幾 幻冬舎 3-0500346762
ティーンズ
913.6/ｲ

おこぼれ姫と円卓の騎士
再起の大地

石田リンネ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500339269

913.6/ｲ 小松とうさちゃん 絲山秋子 河出書房新社 3-0500341336
913.6/ｲ 天才 石原慎太郎 幻冬舎 3-0500341372

913.6/ｲ

もし高校野球の女子マネー
ジャーがドラッカーの『イノ
ベーションと企業家精神』を
読んだら

岩崎夏海 ダイヤモンド社 3-0500329054

文庫本
913.6/ｳ

夢幻の天守閣 上田秀人 光文社 3-0500329540

913.6/ｴ エアー２．０ 榎本憲男 小学館 3-0500308743
文庫本
913.6/ｵ

ノヴァーリスの引用 奥泉光 東京創元社 3-0500265715

ティーンズ
913.6/ｵ

僕は何度でも、きみに初め
ての恋をする。

沖田円 スターツ出版 3-0500335926

文庫本
913.6/ｶ

女が、さむらい 風野真知雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500341671

913.6/ｶ 新カラマーゾフの兄弟　上 亀山郁夫 河出書房新社 3-0500324111

913.6/ｷ 岳飛伝　１６　（戎旌の章） 北方謙三 集英社 3-0500351746

913.6/ｷ よこまち余話 木内昇 中央公論新社 3-0500341604

913.6/ｷ バラカ 桐野夏生 集英社 3-0500351742
文庫本
913.6/ｻ

姉と弟 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500346784

文庫本
913.6/ｻ

虎に似たり 坂岡真 角川春樹事務所 3-0500339272

913.6/ｼ 赤毛のアンナ 真保裕一 徳間書店 3-0500343755
913.6/ｼ アシタノユキカタ 小路幸也 祥伝社 3-0500346720

913.6/ｼ ブラック・ヴィーナス 城山真一 宝島社 3-0500337665
913.6/ｼ ロング・ロング・ホリディ 小路幸也 ＰＨＰ研究所 3-0500339254
文庫本
913.6/ｽ

傀儡子の糸 鈴木英治 双葉社 3-0500346875

文庫本
913.6/ﾀ

石の記憶 高橋克彦 文藝春秋 3-0500328655

文庫本
913.6/ﾀ

吉野太平記　上 武内涼 角川春樹事務所 3-0500331912

あたらしく入った本
2016年4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/ﾀ

吉野太平記　下 武内涼 角川春樹事務所 3-0500331914

913.6/ﾂ モナドの領域 筒井康隆 新潮社 3-0500328276
文庫本
913.6/ﾄ

霞隠れの女 鳥羽亮 講談社 3-0500347665

文庫本
913.6/ﾄ

キング 堂場瞬一 実業之日本社 3-0500293135

文庫本
913.6/ﾄ

上州密殺旅 鳥羽亮 徳間書店 3-0500337398

913.6/ﾄ
バビロンの秘文字　２
（追跡篇）

堂場瞬一 中央公論新社 3-0500351343

913.6/ﾄ 蛮政の秋 堂場瞬一 集英社 3-0500332201
文庫本
913.6/ﾄ

ラスト・コード 堂場瞬一 中央公論新社 3-0500324449

文庫本
913.6/ﾄ

老剣客躍る 鳥羽亮 双葉社 3-0500330522

ティーンズ
913.6/ﾄ

ログ・ホライズン　１０ 橙乃ままれ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500309401

文庫本
913.6/ﾅ

赤刃 長浦京 講談社 3-0500322192

913.6/ﾅ 世界の果てのこどもたち 中脇初枝 講談社 3-0500279949
文庫本
913.6/ﾅ

錦の松 中島要 角川春樹事務所 3-0500347315

文庫本
913.6/ﾊ

浮かれ鳶の事件帖 原田孔平 祥伝社 3-0500330794

913.6/ﾊ 神剣人斬り彦斎 葉室麟 角川春樹事務所 3-0500347659
913.6/ﾌ おしょりん 藤岡陽子 ポプラ社 3-0500348661
文庫本
913.6/ﾌ

歳三の首 藤井邦夫 双葉社 3-0500321918

913.6/ﾎ その姿の消し方 堀江敏幸 新潮社 3-0500343514
913.6/ﾏ 海は見えるか 真山仁 幻冬舎 3-0500351520
文庫本
913.6/ﾔ

奥の奥の森の奥に、いる。 山田悠介 幻冬舎 3-0500294058

ティーンズ
913.6/ﾔ

ログ・ホライズン　外伝
橙乃ままれ／監
修

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500309400

文庫本
913.6/ﾖ

怒り　上 吉田修一 中央公論新社 3-0500340859

文庫本
913.6/ﾖ

怒り　下 吉田修一 中央公論新社 3-0500340860

913.6/ﾖ 電球交換士の憂鬱 吉田篤弘 徳間書店 3-0500342727
914 過剰な二人 林真理子 講談社 3-0500309857

914/ｸ 昭和からの遺言 倉本聰 双葉社 3-0500330379

914/ﾐ 「ない仕事」の作り方 みうらじゅん 文藝春秋 3-0500325313
文庫本
915/ｷ

酔いざめ日記 木山捷平 講談社 3-0500338595

916/ｲ 花の水曜日 飯島みや子 疾風怒濤社 3-0500340176
918 日本文学全集　０３ 池澤夏樹／編 河出書房新社 3-0500338552
918 日本文学全集　１５ 池澤夏樹／編 河出書房新社 3-0500347691
930/ﾙ Ｃ．Ｓ．ルイスの生涯 Ａ．Ｅ．マクグラス 教文館 3-0500276479
933/ｻ けだものと超けだもの サキ 白水社 3-0500338006
933/ｼ １０の奇妙な話 ミック・ジャクソン 東京創元社 3-0500347761
文庫本
933/ﾁ

ブラウン神父の知恵
Ｇ．Ｋ．チェスタト
ン

筑摩書房 3-0500337989



933/ﾍ 人形 モー・ヘイダー 早川書房 3-0500346913
文庫本
933/ﾛ

息子と恋人 Ｄ．H．ロレンス 筑摩書房 3-0500347363

外国語
933/J

Ａ　ｂｒｉｅｆ　ｈｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ
ｓｅｖｅｎ　ｋｉｌｌｉｎｇｓ

Ｍａｒｌｏｎ　Ｊａｍｅｓ Ｒｉｖｅｒｈｅａｄ　Ｂｏｏｋｓ 3-0500352095

934 これで駄目なら
カート・ヴォネガッ
ト

飛鳥新社 3-0500341376

934
モノやお金がなくても豊か
に暮らせる。

ヘンリー・Ｄ．ソ
ロー

興陽館 3-0500334738

936
人生の途上で聴力を失うと
いうこと

キャサリン・ブート
ン

明石書店 3-0500336471

936 まっくらやみで見えたもの アンナ・リンジー 河出書房新社 3-0500346828
文庫本
943/ﾌ

暦物語 ブレヒト 光文社 3-0500346345

文庫本
953/ﾍ

眠れる森の美女 シャルル・ペロー 新潮社 3-0500343191

956 父という檻の中で モード・ジュリアン ＷＡＶＥ出版 3-0500345592
文庫本
969

死体泥棒 パトリーシア・メロ 早川書房 3-0500341791

973 リリス プリーモ・レーヴィ 晃洋書房 3-0500338498

981 一五〇〇〇〇〇〇〇
ヴラジーミル・マ
ヤコフスキー

土曜社 3-0500346452

文庫本
983

トルストイ トルストイ 集英社 3-0500340435

983 陽気なお葬式
リュドミラ・ウリツカ
ヤ

新潮社 3-0500351836

ラベルの
記号

ティーンズ
002

高校生と考える日本の問
題点

桐光学園中学校
／編

左右社 3-0500258616

情報科学
007.6

今すぐ使えるかんたんＯＳ
１０（テン）　Ｅ１　Ｃａｐｉｔａｎ
完全ガイドブック

リブロワークス 技術評論社 3-0500325291

情報科学
007.6

できるＰｈｏｔoｓｈｏｐ　Ｅｌｅｍ
ｅｎｔｓ　１４

樋口泰行 インプレス 3-0500333294

情報科学
007.6

ひと目でわかるＯｆｆｉｃｅ
２０１６　ｆｏｒ　Ｍａｃ

柳沢加織 日経ＢＰ社 3-0500331758

019
読書を仕事につなげる技
術

山口周 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500314899

020
古書泥棒という職業の男た
ち

トラヴィス・マク
デード

原書房 3-0500342182

022 はじめて手でつくる本 ヨンネ エクスナレッジ 3-0500332754

022
美篶堂とつくる美しい手製
本

美篶堂／編 河出書房新社 3-0500339313

023 震災編集者 土方正志 河出書房新社 3-0500350941
ティーンズ
023

手づくり同人誌とらのまき 両角潤香 マール社 3-0500261519

070 ジャーナリストという仕事 斎藤貴男 岩波書店 3-0500342176
113 プラグマティズム入門 伊藤邦武 筑摩書房 3-0500337659
文庫本
135

笑い アンリ・ベルクソン 平凡社 3-0500338596

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理



150 ぼくたちの倫理学教室
Ｅ．トゥーゲント
ハット

平凡社 3-0500340121

文庫本
164

日本の神々 松前健 講談社 3-0500338585

ティーンズ
175

神社ってどんなところ？ 平藤喜久子 筑摩書房 3-0500238951

185 東京近郊七福神めぐり
新ハイキング社／
編

新ハイキング社 3-0500326490

186 坂東三十三カ所めぐり 内田和浩／文 ＪＴＢパブリッシング 3-0500347209
191 カール・バルト 宮田光雄 岩波書店 3-0500334057
210.4 戦国の陣形 乃至政彦 講談社 3-0500340957
221 新・韓国現代史 文京洙 岩波書店 3-0500336811
233 消えたイングランド王国 桜井俊彰 集英社 3-0500332698
237 イタリア現代史 伊藤武 中央公論新社 3-0500341734

253 アメリカ独立革命
ゴードン・Ｓ．ウッ
ド

岩波書店 3-0500344777

289/ｴ 私たちの国に起きたこと 海老名香葉子 小学館 3-0500311554

289/ﾀ
部落史の先駆者・高橋貞
樹

沖浦和光 筑摩書房 3-0500331340

289/ﾅ 図説ナポレオン 松嶌明男 河出書房新社 3-0500342683
291.3 四季の花あるき関東周辺 ＪＴＢパブリッシング 3-0500337942
291.6 京都ぎらい 井上章一 朝日新聞出版 3-0500304378
291.6 京都の歴史を歩く 小林丈広 岩波書店 3-0500342171

292.3
旅するホイアン・ダナン案
内＋さくっとホーチミン

島本美由紀
パイインターナショナ
ル

3-0500330943

293.5
マーケットをめぐるおいしい
旅ベルギーへ

佐々木素子 イカロス出版 3-0500342195

293.6
地球の歩き方　Ａ　２２
（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 3-0500344342

296
地球の歩き方　Ｂ　２３
（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 3-0500340103

ラベルの
記号

302.2 香港 倉田徹 岩波書店 3-0500334701
304 「意地悪」化する日本 内田樹 岩波書店 3-0500333121
304 日本人の底力 菅原文太 宝島社 3-0500326687

304
文藝春秋オピニオン２０１６
年の論点１００

文藝春秋 3-0500322317

311
精読アレント『全体主義の
起源』

牧野雅彦 講談社 3-0500296263

312.1 オキナワ論
ロバート・Ｄ．エル
ドリッヂ

新潮社 3-0500339578

312.1
誰でもできるロビイング入
門

明智カイト 光文社 3-0500332240

312.1
２０１５年安保国会の内と
外で

奥田愛基 岩波書店 3-0500336355

文庫本
312.3

民主主義の源流 橋場弦 講談社 3-0500338589

314
１８歳選挙権で政治はどう
変わるか

飯田泰士 昭和堂 3-0500334095

316 無差別テロ 金惠京 岩波書店 3-0500341558
317 警察捜査の正体 原田宏二 講談社 3-0500340960

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



318
あなたのまちの政治は案
外、あなたの力でも変えら
れる

五十嵐立青
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500337304

319.1
拉致被害者たちを見殺しに
した安倍晋三と冷血な面々

蓮池透 講談社 3-0500333600

319.2 石油・武器・麻薬 宮田律 講談社 3-0500333268
319.2 中国外交戦略 三船恵美 講談社 3-0500339231
329 南シナ海 ビル・ヘイトン 河出書房新社 3-0500335448
332.1 戦後経済史は嘘ばかり 高橋洋一 ＰＨＰ研究所 3-0500340107
332.1 大変化 竹中平蔵 ＰＨＰ研究所 3-0500332882
332.1 日本病 金子勝 岩波書店 3-0500342170
333 ＥＵ消滅 浜矩子 朝日新聞出版 3-0500333271

335
企業法務のための訴訟マ
ネジメント

笹川豪介／編著 中央経済社 3-0500335520

335.1
ビジネススクールでは学べ
ない世界最先端の経営学

入山章栄 日経ＢＰ社 3-0500324581

335.2
ハーバードでいちばん人気
の国・日本

佐藤智恵 ＰＨＰ研究所 3-0500340115

335.5
Ｑ＆ＡでわかるＭ＆Ａ実務
のすべて

ＧＣＡ　ＦＡＳ株式
会社／編

中央経済社 3-0500339379

336
ビジネス英語ライティング・
ルールズ

森田修 日本経済新聞出版社 3-0500340126

文庫本
336.1

意思決定と合理性
ハーバート・Ａ．サ
イモン

筑摩書房 3-0500337996

336.4
アドラーに学ぶ職場コミュ
ニケーションの心理学

小倉広 日経ＢＰ社 3-0500326250

338
世界一わかりやすい私募
ＲＥＩＴの教科書

初村美宏
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500343867

338 ドキュメント銀行 前田裕之
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500337301

361 社会システムの生成 大澤真幸 弘文堂 3-0500327316

361.4
大人のためのメディア論講
義

石田英敬 筑摩書房 3-0500337661

361.4 信頼学の教室 中谷内一也 講談社 3-0500333265
361.4 心配学 島崎敢 光文社 3-0500340024

365
マンションデモクラシーで
１００年住みつづける！

千代崎一夫 本の泉社 3-0500323780

ティーンズ
366.2

国家公務員になるには 井上繁／編著 ぺりかん社 3-0500302737

366.2
働きたいママの就活マニュ
アル

毛利優子 自由国民社 3-0500246433

366.3 マタハラ問題 小酒部さやか 筑摩書房 3-0500337658
ティーンズ
367

だいじょうぶ！親の離婚
ケント・ウインチェ
スター

日本評論社 3-0500271938

367.7 定年するあなたへ 佐々木常夫 サンマーク出版 3-0500340065
367.7 ルポ老人地獄 朝日新聞経済部 文藝春秋 3-0500333252

ティーンズ
368

夜回り先生、なんでドラッグ
を使ってはいけないんです
か？

水谷修 東山書房 3-0500284141

372
「日本型学校主義」を超え
て

戸田忠雄 筑摩書房 3-0500332334

ティーンズ
373

奨学金借りる？借りない？
見極めガイド

久米忠史 合同出版 3-0500260682



383.8
１日１杯の味噌汁が体を守
る

車浮代 日本経済新聞出版社 3-0500339355

383.8 モツの歴史
ニーナ・エドワー
ズ

原書房 3-0500334059

ラベルの
記号

410
ひとけたの数（かず）に魅
せられて

マーク・チャン
バーランド

岩波書店 3-0500344776

410 百万人の数学　下
ランスロット・ホグ
ベン

日本評論社 3-0500333123

414 小平邦彦が拓いた数学 上野健爾 岩波書店 3-0500336352

421
ひとりで学べる一般相対性
理論

唐木田健一 講談社 3-0500334311

421 物理数学　１ 丸善出版 3-0500335808

ティーンズ
443

新訳！星座の楽しみ方「星
のお兄さん」の笑説観察ガ
イド

田端英樹／監修 メイツ出版 3-0500296011

ティーンズ
456

地層と化石が語る琉球列
島三億年史

神谷厚昭 ボーダーインク 3-0500279191

460 背信 林原靖 ワック 3-0500341185
463 あの日 小保方晴子 講談社 3-0500344383
467 男の弱まり 黒岩麻里 ポプラ社 3-0500337324
469 食糧と人類 ルース・ドフリース 日本経済新聞出版社 3-0500337378

469
ヒトとイヌがネアンデルター
ル人を絶滅させた

パット・シップマン 原書房 3-0500326113

487 日本の淡水魚
細谷和海／編・監
修

山と溪谷社 3-0500333482

ティーンズ
491

トコトンやさしい人体のしく
みの本

倉橋隆 日刊工業新聞社 3-0500283136

492
ひと目でわかるスーパービ
ジュアル看護技術

鎮目美代子／監
修

成美堂出版 3-0500275595

492
訪問看護のフィジカルアセ
スメントと急変対応

道又元裕／編著 中央法規出版 3-0500336364

493.1 絵でわかる食中毒の知識 伊藤武 講談社 3-0500326221

493.7
双極性障がい（躁うつ病）と
共に生きる

加藤伸輔 星和書店 3-0500347423

493.9 受験うつ 吉田たかよし 光文社 3-0500332243

498.6 ハンセン病日本と世界
ハンセン病フォー
ラム／編

工作舎 3-0500344979

496
知られざる色覚異常の真
実

市川一夫
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500326703

498.1 Ｑ＆Ａ医療訴訟 大島眞一 判例タイムズ社 3-0500335005
499 今日の治療薬　２０１６年版 浦部晶夫／編 南江堂 3-0500341392
499 民間薬の科学 船山信次 ＳＢクリエイティブ 3-0500332819

ティーンズ
502

楽しくわかる職人図鑑
『楽しくわかる職
人図鑑』製作委員
会

日本能率協会マネジ
メントセンター

3-0500237196

507
できるサーチャーになるた
めの特許調査の知識と活
用ノウハウ

東智朗／共著 オーム社 3-0500327693

525
実践大工道具仕立ての技
法

手柴正範 誠文堂新光社 3-0500337956

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



情報科学
547.4

ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ　Ｗｅｂ開発
パーフェクトマスター

金城俊哉 秀和システム 3-0500283488

588 砂糖の歴史
アンドルー・Ｆ．ス
ミス

原書房 3-0500341560

ラベルの
記号

590 田園都市生活　ｖｏｌ．５８ エイ出版社 3-0500337459
593.3 きれいな仕立てのプロの技 百目鬼尚子 文化学園文化出版局 3-0500343842

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　３月号
（ｎｏ．１２５）

主婦と生活社 3-0500346702

594.9
１年のパッチワーク作り計
画

ブティック社 3-0500343610

596.2 和食の常識Ｑ＆Ａ百科 堀知佐子 丸善出版 3-0500336377

596.3 ごはん 高山なおみ
京阪神エルマガジン
社

3-0500327711

597
プラス　１　リビング　９４
（２０１６年　Ｓｐｒｉｎｇ）

主婦の友社 3-0500349636

612
ＧＤＰ４％の日本農業は自
動車産業を超える

窪田新之助 講談社 3-0500333662

629
カラー図解ミニ庭園つくりコ
ツのコツ

岡田文夫 農山漁村文化協会 3-0500340437

629
子どもの遊び場のリスクマ
ネジメント

松野敬子 ミネルヴァ書房 3-0500334735

645 彼と彼女と私の５３８日 川上麻衣子 竹書房 3-0500257258

645 老人と猫
ニルス・ウッデン
べリ

エクスナレッジ 3-0500332238

660 漁師と水産業 小松正之／監修 実業之日本社 3-0500333278

686
ヨーロッパ鉄道時刻表
２０１６年冬号

Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｒａｉｌ
Ｔｉｍｅｔａｂｌｅ

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500334298

689
外国人観光客を呼び込む
方法

小野秀一郎 日本実業出版社 3-0500341252

ラベルの
記号

723 ジョン・エヴァレット・ミレイ 荒川裕子 東京美術 3-0500327767

723 ルシアン・フロイドとの朝食
ジョーディ・グレッ
グ

みすず書房 3-0500338528

724
透明水彩で楽しむかわい
い和風イラスト

黒岩多貴子 日貿出版社 3-0500331711

726 あの日の青空 吉田秋生 小学館 3-0500348210
748 読売報道写真集　２０１６ 読売新聞東京本社 3-0500343800

756 シルバーラインワーク
長谷川典子／監
修

スタジオタッククリエイ
ティブ

3-0500337582

757 新・色の見本帳 ランディング 技術評論社 3-0500335851
762.1 説話と横笛 磯水絵 勉誠出版 3-0500339449

763 自分の音で奏でよう！
ファーガス・マク
ウィリアム

ヤマハミュージックメ
ディア

3-0500341617

763 ピアノ図鑑
ジョン＝ポール・
ウィリアムズ

ヤマハミュージックメ
ディア

3-0500334776

ティーンズ
764

絶対！盛り上がる軽音楽
部１００のコツ

片桐慶久／監修
ヤマハミュージックメ
ディア

3-0500272890

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

(NDC700-899）

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

芸術・スポーツ・趣味・言語



775 蜷川幸雄の仕事 蜷川幸雄ほか 新潮社 3-0500334356
778/ｶ カーテンコール 川島なお美 新潮社 3-0500330382
778/ｷ 午後には陽のあたる場所 菊池桃子 扶桑社 3-0500332797
780 幻の東京五輪・万博１９４０ 夫馬信一 原書房 3-0500338033

781 世界一伸びるストレッチ
中野ジェームズ修
一

サンマーク出版 3-0500346834

ティーンズ
781

チアリーディング完全上達
ＢＯＯＫ

岩野華奈／監修 メイツ出版 3-0500280360

文庫本
782

箱根駅伝 生島淳 文藝春秋 3-0500328667

783.5
個人技が飛躍的にＵＰ！す
るテニス体幹トレーニング

井上正之 マイナビ出版 3-0500335510

783.7 善と悪 江夏豊 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500238581

783.7 野球こんなときどうすうる？ 高畑好秀
体育とスポーツ出版
社

3-0500342777

788
大放談！大相撲打ちあけ
話

北の富士勝昭 新講社 3-0500340017

791 エピソードで綴る名物物語 矢部良明 宮帯出版社 3-0500339256
791 古田織部 諏訪勝則 中央公論新社 3-0500341735

796
羽生善治の将棋序盤～中
盤強くなる指し方

羽生善治 成美堂出版 3-0500334882

801
なぜ外国語を身につけるの
は難しいのか

森島泰則 勁草書房 3-0500336431

801 翻訳問答　２
鴻巣友季子／編
著

左右社 3-0500341832

809 会議を制する心理学 岡本浩一 中央公論新社 3-0500338005
文庫本
809

話し方入門 Ｄ．カーネギー 創元社 3-0500342369

814 恋の名前 高橋順子／文 小学館 3-0500346750

830
ゼロからスタート正しい音
読学習

安河内哲也 Jリサーチ出版 3-0500334859

830 本物の英語力 鳥飼玖美子 講談社 3-0500349010

837
今日から使える！留学＆
ホームステイのための英会
話

細井忠俊 アルク 3-0500343204

869
新ベーシック　ブラジルポ
ルトガル語

深沢暁／共著 ＩＢＣパブリッシング 3-0500342882

887
日常ロシア語会話ネイティ
ブ表現

大山麻稀子 語研 3-0500330994

ラベルの
記号

郷土
387

相州大山信仰の底流 川島敏郎 山川出版社 3-0500344442

「あたらしく入った本」4月号は、平成28年2月から同28年3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）


