
ラベルの
記号

910/ｲ 石川啄木 ドナルド・キーン 新潮社 3-0500351831

913.3 紫式部考 柴井博四郎
信濃毎日新聞社（制
作）

3-0500345408

文庫本
913.6

真田太平記読本 池波正太郎ほか 新潮社 3-0500334881

文庫本
913.6

怒髪の雷 鳥羽亮 祥伝社 3-0500356269

913.6/ｱ 居酒屋ぼったくり　５ 秋川滝美 アルファポリス 3-0500353310
913.6/ｱ 空棺の烏 阿部智里 文藝春秋 3-0500292056
913.6/ｱ 眩（くらら） 朝井まかて 新潮社 3-0500358961
文庫本
913.6/ｱ

菜の花食堂のささやかな事
件簿

碧野圭 大和書房 3-0500347712

913.6/ｲ 神の値段 一色さゆり 宝島社 3-0500346832
913.6/ｲ ご機嫌な彼女たち 石井睦美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500352329
913.6/ｲ サブマリン 伊坂幸太郎 講談社 3-0500363119
文庫本
913.6/ｲ

ＢＡＲ追分 伊吹有喜 角川春樹事務所 3-0500287594

文庫本
913.6/ｳ

戸惑 上田秀人 徳間書店 3-0500363535

913.6/ｴ エアー２．０ 榎本憲男 小学館 3-0500308743
913.6/ｵ たまらなくグッドバイ 大津光央 宝島社 3-0500356382
913.6/ｵ 誰にも探せない 大崎梢 幻冬舎 3-0500351524
文庫本
913.6/ｵ

真夜中のパン屋さん
午前４時の共犯者

大沼紀子 ポプラ社 3-0500358209

913.6/ｵ 向田理髪店 奥田英朗 光文社 3-0500371411
ティーンズ
913.6/ｶ

ソードアート・オンライン
１７

川原礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500365325

文庫本
913.6/ｶ

天誅の光 神谷仁 徳間書店 3-0500345523

文庫本
913.6/ｷ

創薬探偵から祝福を 喜多喜久 新潮社 3-0500326642

文庫本
913.6/ｷ

両国の神隠し 喜安幸夫 光文社 3-0500356293

文庫本
913.6/ｺ

キアズマ 近藤史恵 新潮社 3-0500352237

913.6/ｻ アンと青春 坂木司 光文社 3-0500359507

913.6/ｻ コロボックルに出会うまで 佐藤さとる 偕成社 3-0500357817
913.6/ｻ 美女二万両強奪のからくり 佐藤雅美 文藝春秋 3-0500355484
913.6/ｼ 三軒茶屋星座館 柴崎竜人 講談社 3-0500363188
文庫本
913.6/ｼ

レディ・ヴィクトリア 篠田真由美 講談社 3-0500349491

913.6/ｽ 一瞬の雲の切れ間に 砂田麻美 ポプラ社 3-0500340930
913.6/ｽ カナリア恋唄 杉本章子 講談社 3-0500350867

あたらしく入った本
2016年6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/ｽ

忍び音 鈴木英治 幻冬舎 3-0500277510

913.6/ﾀ 浮遊 高嶋哲夫 河出書房新社 3-0500356769
913.6/ﾀ 涙香迷宮 竹本健治 講談社 3-0500356370
文庫本
913.6/ﾁ

寺社役同心事件帖 千野隆司 朝日新聞出版 3-0500354529

913.6/ﾁ 西洋菓子店プティ・フール 千早茜 文藝春秋 3-0500347390
文庫本
913.6/ﾂ

うつけ者の値打ち 辻堂魁 祥伝社 3-0500368637

文庫本
913.6/ﾂ

神子上典膳 月村了衛 講談社 3-0500322171

文庫本
913.6/ﾄ

雨中の死闘 鳥羽亮 文藝春秋 3-0500355846

文庫本
913.6/ﾅ

うわばみ勘兵衛
酔月の決闘

中岡潤一郎 コスミック出版 3-0500355413

913.6/ﾅ 教場　２ 長岡弘樹 小学館 3-0500351431
文庫本
913.6/ﾅ

ヴィヴィアンの読書会 七尾与史 ＰＨＰ研究所 3-0500321139

913.6/ﾆ 公方様のお通り抜け 西山ガラシャ 日本経済新聞出版社 3-0500351043
913.6/ﾊ 辛夷の花 葉室麟 徳間書店 3-0500366739
文庫本
913.6/ﾊ

戻り舟同心 長谷川卓 祥伝社 3-0500347228

文庫本
913.6/ﾊ

ヤッさん　２ 原宏一 双葉社 3-0500313789

文庫本
913.6/ﾌ

笛吹川 藤原緋沙子 講談社 3-0500357233

913.6/ﾎ ミッドナイト・ジャーナル 本城雅人 講談社 3-0500351342
文庫本
913.6/ﾏ

探偵の鑑定　１ 松岡圭祐 講談社 3-0500357256

文庫本
913.6/ﾓ

悪道　御三家の刺客 森村誠一 講談社 3-0500313694

913.6/ﾓ 風聞き草墓標 諸田玲子 新潮社 3-0500358962
ティーンズ
913.6/ﾕ

いまひとたびと、なく鵺に 結城光流 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500352323

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 橋を渡る 吉田修一 文藝春秋 3-0500359014

914/ｻ 子の無い人生 酒井順子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500352319

914/ｿ 老境の美徳 曽野綾子 小学館 3-0500356360
文庫本
914/ﾊ

逆立ちの世の中 花森安治 中央公論新社 3-0500350385

914/ﾊ マリコ、炎上 林真理子 文藝春秋 3-0500355485
914/ﾌ 人間とは何か 福田恆存 文藝春秋 3-0500349474
文庫本
914/ﾖ

フランシス子へ 吉本隆明 講談社 3-0500357225

918/ｸ 蟲息山房から 車谷長吉 新書館 3-0500329942

933/ﾃ スキン・コレクター
ジェフリー・ディー
ヴァ―

文藝春秋 3-0500312788

文庫本
933/ﾏ

結婚式のメンバー
カーソン・マッカ
ラーズ

新潮社 3-0500362133



文庫本
933/ﾛ

地底世界　上
ジェームズ・ロリン
ズ

扶桑社 3-0500335495

文庫本
933/ﾛ

地底世界　下
ジェームズ・ロリン
ズ

扶桑社 3-0500335496

943/ﾊ 片手の郵便配達人
グードルン・バウ
ゼヴァング

みすず書房 3-0500334801

973 プラハの墓地 ウンベルト・エーコ 東京創元社 3-0500350472

ラベルの
記号

情報科学
007.1

世界トップ企業のＡＩ戦略 ＥＹアドバイザリー 日経ＢＰ社 3-0500359006

情報科学
007.6

Ｅｘｃｅｌ　ＶＢＡ（ブイビー
エー）でＡｃｃｅｓｓを操作する
ツボとコツがゼッタイにわ
かる本

立山秀利 秀和システム 3-0500326508

情報科学
007.6

Ｇｏｏｇｌｅが仕掛けた罠 杉浦隆幸 小学館 3-0500365150

情報科学
007.6

プログラマのためのＤｏｃｋｅ
ｒ教科書

阿佐志保 翔泳社 3-0500325129

情報科学
007.6

Ｕｎｉｔｙエキスパート養成読
本

佐藤圭明 技術評論社 3-0500337685

015 図書館超活用術 奥野宣之 朝日新聞出版 3-0500354514
児研
019

絵本に魅せられて 佐藤英和 こぐま社 3-0500359599

019 精神と世間と虚偽 山本七平 さくら舎 3-0500355980
019 ちっちゃな科学 かこさとし 中央公論新社 3-0500365985
ティーンズ
019

マンガでわかるビブリオバ
トルに挑戦！

谷口忠大／マン
ガ原案・監修

さ・え・ら書房 3-0500354531

028
東大教師が新入生にすす
める本　２００９－２０１５

東京大学出版会
『ＵＰ』編集部／編

東京大学出版会 3-0500361295

049 雑学の威力 やくみつる 小学館 3-0500365146
070 新聞の正しい読み方 松林薫 ＮＴＴ出版 3-0500356388
070 崩壊朝日新聞 長谷川熙 ワック 3-0500335322

159
これからを生きるあなたに
伝えたいこと

美輪明宏 マガジンハウス 3-0500365964

159
しごとのきほんくらしのきほ
ん１００

松浦弥太郎 マガジンハウス 3-0500363098

159 「もう怒らない」ための本 和田秀樹 アスコム 3-0500350354
188.8 考える前に動く習慣 枡野俊明 三笠書房 3-0500349395

209 1493
チャールズ・Ｃ．マ
ン

紀伊國屋書店 3-0500351789

210.3 六国史 遠藤慶太 中央公論新社 3-0500351490
文庫本
209

戦争は女の顔をしていない
スヴェトラーナ・ア
レクシエーヴィチ

岩波書店 3-0500349339

210.4 鎌倉幕府と朝廷 近藤成一 岩波書店 3-0500360798
210.4 吾妻鏡　別巻 五味文彦／編 吉川弘文館 3-0500359838
210.4 中世社会のはじまり 五味文彦 岩波書店 3-0500342169
210.7 Ｂ面昭和史 半藤一利 平凡社 3-0500346752
217 竹島 池内敏 中央公論新社 3-0500341739
219 琉球王国と戦国大名 黒嶋敏 吉川弘文館 3-0500350470

281 英雄の最期と墓所の事典
かみゆ歴史編集
部／編

柏書房 3-0500352733

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



288 真田幸村の系譜 真田徹 河出書房新社 3-0500334132

288 世界の名前
岩波書店辞典編
集部／編

岩波書店 3-0500360804

289/ｳ 日本語を作った男 山口謠司
集英社インターナショ
ナル

3-0500352148

289/ｵ 小倉昌男祈りと経営 森健 小学館 3-0500342771
289/ｵ 数学する人生 岡潔 新潮社 3-0500349025
289/ｻ 真田信之 黒田基樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500361332

289/ﾅ
豊田章男が愛したテストド
ライバー

稲泉連 小学館 3-0500354155

289/ﾐ 私は一本の木 宮崎かづゑ みすず書房 3-0500347711
290 海の上の世界地図 和田博文 岩波書店 3-0500342638

292.3
地球の歩き方　Ｄ　１６
（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 3-0500342302

292.3
地球の歩き方　Ｄ　１７
（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 3-0500346313

292.5
地球の歩き方　Ｄ　３６
（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 3-0500359659

292.9 シベリア最深紀行 中村逸郎 岩波書店 3-0500350839

293.4
るるぶドイツ　ロマンチック
街道

ＪＴＢパブリッシング 3-0500300442

293.5
テーマで選べるかんたん１
日パリめぐり

荻野雅代
パイインターナショナ
ル

3-0500346793

293.8 バトル三国 Ｓａｎｎａ 書肆侃侃房 3-0500359994

293.8 ３日でまわる北欧ｉｎオスロ 森百合子
スペースシャワーネッ
トワーク

3-0500343545

294
地球の歩き方　Ｅ　１０
（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 3-0500359661

295
地球の歩き方　Ｂ　１１
（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 3-0500357314

296
地球の歩き方　Ｂ　２１
（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 3-0500352809

ラベルの
記号

302.1
日本人が気付かない世界
一素晴らしい国・日本

ケビン・Ｍ．ドーク ワック 3-0500348961

302.2 韓国人による嘘韓論 シンシアリー 扶桑社 3-0500353374
302.2 韓国はどこへ？ 黒田勝弘 海竜社 3-0500348667
302.2 香港を知るための６０章 吉川雅之／編著 明石書店 3-0500362667
302.4 ナミビアを知るための５３章 水野一晴／編著 明石書店 3-0500358918

304
数字・データ・統計的に正し
い日本の針路

高橋洋一 講談社 3-0500349905

311 私の「戦後民主主義」
岩波書店編集部
／編

岩波書店 3-0500344289

312.1 社会をちょっと変えてみた 駒崎弘樹 岩波書店 3-0500361732
312.9 入門国境学 岩下明裕 中央公論新社 3-0500036908

319.8 安保法制の正体
西日本新聞安保
取材班／編

明石書店 3-0500351034

319.8
１８歳からわかる平和と安
全保障のえらび方

梶原渉／編 大月書店 3-0500342214

330 愛と経済のバトルロイヤル 橘木俊詔 青土社 3-0500342383

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



330
社会人１年目からのとりあ
ず日経新聞が読める本

山本博幸
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500363067

331 ガルブレイス 伊東光晴 岩波書店 3-0500360799

331
世界のエリートが学ぶマク
ロ経済入門

デヴィッド・モス 日本経済新聞出版社 3-0500343930

331 ミクロ経済学の基礎 小川光 中央経済社 3-0500359000
332.1 さらばアホノミクス 浜矩子 毎日新聞出版 3-0500323311

332.1 ジャパナイゼーション
ウィリアム・ペセッ
ク

作品社 3-0500353320

332.1 ニッポン経済世界最強論！ ぐっちーさん 東邦出版 3-0500342645

336.1
社会人１年目からの「これ
調べといて」に困らない情
報収集術

坂口孝則
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500363068

336.9
ひと目でわかる！図解「実
家」の相続

レガシィ 青春出版社 3-0500361996

338 緊急解説マイナス金利 清水功哉 日本経済新聞出版社 3-0500362699

338
将来が不安なら、貯金より
「のんびり投資」

澤上篤人 ＰＨＰ研究所 3-0500340565

338 中央銀行が終わる日 岩村充 新潮社 3-0500360959

338
マンガでわかる金融と投資
の基礎知識

田渕直也 ＳＢクリエイティブ 3-0500314459

338
難しいことはわかりません
が、お金の増やし方を教え
てください！

山崎元 文響社 3-0500321807

343 ２０兆円の入札ビジネス 福井泰代 二見書房 3-0500321972

361.4
森達也　青木理の反メディ
ア論

森達也 現代書館 3-0500345328

367.7 下流中年 雨宮処凛 ＳＢクリエイティブ 3-0500365676

369.3
震災復興に挑む、キリンの
現場力。

ソーシャルイノ
ベーション研究会

日経ＢＰコンサルティ
ング

3-0500334184

参考書
376.8

小学入試情報　２０１７
教育図書２１情報
編集部／編

教育図書２１ 3-0500363189

376.8
成功したいなら「失敗力」を
育てなさい

中曽根陽子 晶文社 3-0500348317

379 一流の育て方 ムーギー・キム ダイヤモンド社 3-0500349941
文庫本
385

「おじぎ」の日本文化 神崎宣武 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500360889

389 文化進化論
アレックス・メスー
ディ

ＮＴＴ出版 3-0500345947

391
私（わたし）を通りすぎたス
パイたち

佐々淳行 文藝春秋 3-0500360985

ラベルの
記号

410 心はすべて数学である 津田一郎 文藝春秋 3-0500330068
443 ダークマターと恐竜絶滅 リサ・ランドール ＮＨＫ出版 3-0500360443

450
宇宙からいかにヒトは生ま
れたか

更科功 新潮社 3-0500351837

486 カメムシ 野澤雅美 農山漁村文化協会 3-0500357800
489 くらべてわかる哺乳類 小宮輝之 山と溪谷社 3-0500363148
491 あなたの脳のしつけ方 中野信子 青春出版社 3-0500319443
491 ウイルスは生きている 中屋敷均 講談社 3-0500358151
492 救急医驚異の判断力 角田佳 ＰＨＰ研究所 3-0500352698

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



493.7 一流の狂気 ナシア・ガミー 日本評論社 3-0500352588

493.7
発達障害に気づかない母
親たち

星野仁彦
ＰＨＰエディターズ・グ
ループ

3-0500343438

498.3 おやすみ、ロジャー
カール＝ヨハン・
エリーン

飛鳥新社 3-0500322555

498.5
妊娠・授乳中に食べたい和
食

宗祥子 家の光協会 3-0500351775

498.9
監察医が泣いた死体の再
鑑定

上野正彦 東京書籍 3-0500354107

507
１０年後、生き残る理系の
条件

竹内健 朝日新聞出版 3-0500340544

520
こんなにおもしろい建築士
の仕事

石井大一朗 中央経済社 3-0500344493

543 福島原発事故と法政策 高橋滋／編著 第一法規 3-0500345581

ラベルの
記号

590
「くりかえし」を楽しむ１２か
月のおうちしごと

田中千恵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500356020

590 しあわせな二人 引田かおり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500349092
590 少ない物ですっきり暮らす やまぐちせいこ ワニブックス 3-0500342653
590 田園都市生活　ｖｏｌ．５９ エイ出版 3-0500363349

590
フランス人は１０着しか服を
持たない　２

ジェニファー・Ｌ．
スコット

大和書房 3-0500347261

591
社会人１年目からのお金の
教養

泉正人
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500363066

593 うれしい手縫い 横田株式会社 グラフィック社 3-0500337464

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　５月号
（ｎｏ．１２６）

主婦と生活社 3-0500369511

594.2
赤い刺繍とアンティーク・テ
キスタイル

高橋亜紀 誠文堂新光社 3-0500345588

594.2 ステッチイデー　ＶＯＬ．２３ 日本ヴォーグ社 3-0500369560

594.2
ふっくらかわいい立体刺
しゅう

アトリエＦｉｌ ブティック社 3-0500326346

594.3
夏糸で編むさわやか夏の
帽子とかごバッグ

世界文化社 3-0500345972

595 魅せる小顔のつくりかた 久保隆之 ごま書房新社 3-0500353715
596 良（い）いかげんごはん たかぎなおこ オレンジページ 3-0500345970
596.2 ドイツ修道院のハーブ料理 野田浩資 誠文堂新光社 3-0500338896
596.2 ＶＥＧＥＴＡＢＬＥ 真中陽宙 世界文化社 3-0500344479

596.3
ホワイトソルガムきびレシピ
ＢＯＯＫ

佃勇／料理監修 主婦の友社 3-0500341259

596.4 おべんと帖百 伊藤まさこ マガジンハウス 3-0500355796
596.6 地元パン手帖 甲斐みのり グラフィック社 3-0500344563

597
カツオが磯野家を片づける
日

渡部亜矢 ＳＢクリエイティブ 3-0500365678

597
ものが多くてもできるコンパ
クトな暮らし

さいとうきい すばる舎 3-0500334332

598
フランス人ママ記者、東京
で子育てする

西村・プぺ・カリン 大和書房 3-0500291583

599 赤ちゃん教育 久保田競 ダイヤモンド社 3-0500282465
619 トウガラシの世界史 山本紀夫 中央公論新社 3-0500351489

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



629
ポール・スミザーの八ヶ岳
の庭１２カ月

ポール・スミザー 宝島社 3-0500366132

674 戦争と広告 森正人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500351477
675 デザインの誤解 水野学 祥伝社 3-0500344312

686
徹底ガイド！北海道新幹線
まるわかりＢＯＯＫ

マイナビ出版 3-0500352168

689 通訳ガイドというおしごと 島崎秀定 アルク 3-0500341561

689
「爆買い」後、彼らはどこに
向かうのか？

中島恵 プレジデント社 3-0500333286

ラベルの
記号

709 「世界遺産」謎解きガイド 日本博学倶楽部 ＰＨＰ研究所 3-0500353811
723 「失われた名画」の展覧会 池上英洋 大和書房 3-0500360372

723
女流画家ゲアダ・ヴィーイ
ナと「謎のモデル」

荒俣宏 新書館 3-0500354418

723
フランシス・ベーコン感覚の
論理学

ジル・ドゥルーズ 河出書房新社 3-0500350940

ティーンズ
726

マンガがあるじゃないか
河出書房新社／
編

河出書房新社 3-0500341814

754.9 切り紙でつくる花のくす玉 大原まゆみ 誠文堂新光社 3-0500357327
757 問題解決ラボ 佐藤オオキ ダイヤモンド社 3-0500245886
767 アメリカを歌で知る ウェルズ恵子 祥伝社 3-0500353245

文庫本
778

映画的な、あまりに映画的
な日本映画について私が
学んだ二、三の事柄　１

山田宏一 ワイズ出版 3-0500317337

779
「モテない人」と「仕事がな
い人」の習慣

ヒロシ バジリコ 3-0500373162

780
体が硬い人のためのやわ
らかストレッチ

石井直方／監修 主婦の友社 3-0500355426

783.8
一生役立つゴルフ「スイン
グタイプ」上達法

マーク金井 マイナビ出版 3-0500352167

795 定石の解析
韓国国家代表
チーム

棋苑図書 3-0500353753

801
外国語を学ぶための言語
学の考え方

黒田龍之助 中央公論新社 3-0500351491

809
一緒にいて疲れる人の話し
方楽な人の話し方

野口敏 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500343927

813 漢和辞典の謎 今野真二 光文社 3-0500358148

837
なんでも英語で言えちゃう
本

青木ゆか 日本経済新聞出版社 3-0500340127

ラベルの
記号

郷土
599

すくすく育てみんなの願い
横浜市歴史博物
館／編

横浜市歴史博物館 3-0500316467

「あたらしく入った本」6月号は、平成28年4月から同28年5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。

(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

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）


