
ラベルの
記号

910 江戸諸国四十七景 鈴木健一 講談社 3-0500368262
910/ﾀ 谷崎潤一郎 千葉俊二／監修 平凡社 3-0500344535
文庫本
910/ﾅ

漱石追想 十川伸介／編 岩波書店 3-0500362481

文庫本
910/ﾐ

チェロと宮沢賢治 横田庄一郎 岩波書店 3-0500358810

910/ﾔ
山本周五郎で生きる悦びを
知る

福田和也 ＰＨＰ研究所 3-0500358160

911.1 うた合わせ 北村薫 新潮社 3-0500372488
911.1 万葉集植物さんぽ図鑑 木下武司／文 世界文化社 3-0500345266
913.4 謹訳平家物語　３ 林望 祥伝社 3-0500375324
文庫本
913.6

教科書名短篇人間の情景
中央公論新社／
編

中央公論新社 3-0500372887

文庫本
913.6

教科書名短篇少年時代
中央公論新社／
編

中央公論新社 3-0500372888

913.6 決戦！川中島 冲方丁 講談社 3-0500380384
913.6/ｱ 伊賀の残光 青山文平 新潮社 3-0500308827

913.6/ｱ ガラパゴス　上 相場英雄 小学館 3-0500343127
913.6/ｱ ガラパゴス　下 相場英雄 小学館 3-0500343128
文庫本
913.6/ｱ

燦　７ あさのあつこ 文藝春秋 3-0500377193

文庫本
913.6/ｱ

書店ガール　５ 碧野圭 ＰＨＰ研究所 3-0500376606

913.6/ｱ ゼロの激震 安生正 宝島社 3-0500372191

913.6/ｱ 半席 青山文平 新潮社 3-0500380770
文庫本
913.6/ｲ

空飛ぶタイヤ 池井戸潤 実業之日本社 3-0500339634

文庫本
913.6/ｲ

七つの会議 池井戸潤 集英社 3-0500349745

文庫本
913.6/ｳ

前夜 上田秀人 講談社 3-0500369254

ティーンズ
913.6/ｵ

これは王国のかぎ 荻原規子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500360864

913.6/ｵ スクープのたまご 大崎梢 文藝春秋 3-0500372583
913.6/ｵ ツバキ文具店 小川糸 幻冬舎 3-0500371902

913.6/ｶ 葵の月 梶よう子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500375095
913.6/ｶ 家康、江戸を建てる 門井慶喜 祥伝社 3-0500346719

913.6/ｶ
大きな鳥にさらわれないよ
う

川上弘美 講談社 3-0500372939

913.6/ｶ 十三匹の犬 加藤幸子 新潮社 3-0500361326
文庫本
913.6/ｶ

川端康成初恋小説集 川端康成 新潮社 3-0500362120

ティーンズ
913.6/ｸ

表参道高校合唱部！涙の
数だけ強くなれるよ

櫻井剛／脚本 学研プラス 3-0500345305

あたらしく入った本
2016年7月

電話045(901)1225
文　学

（NDC900-999）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



ティーンズ
913.6/ｸ

表参道高校合唱部！　〔２〕 櫻井剛／脚本 学研プラス 3-0500368879

913.6/ｺ 臥龍 今野敏 徳間書店 3-0500347744
913.6/ｺ 防諜捜査 今野敏 文藝春秋 3-0500371451

913.6/ｺ モップの精は旅に出る 近藤史恵 実業之日本社 3-0500369943
文庫本
913.6/ｻ

赤坂の達磨 佐々木裕一 二見書房 3-0500373823

913.6/ｻ 九十九藤（つづらふじ） 西條奈加 集英社 3-0500351744
文庫本
913.6/ｻ

吉原詣で 佐伯泰英 角川春樹事務所 3-0500372480

913.6/ｼ
ザ・ロング・アンド・ワイン
ディング・ロード

小路幸也 集英社 3-0500373688

文庫本
913.6/ｽ

野盗薙ぎ 鈴木英治 徳間書店 3-0500375950

文庫本
913.6/ﾀ

あきない世傳金と銀
源流篇

高田郁 角川春樹事務所 3-0500347314

913.6/ﾀ 彩は匂へど 田牧大和 光文社 3-0500371409
文庫本
913.6/ﾀ

思い出のとき修理します
４

谷瑞穂 集英社 3-0500381060

913.6/ﾀ
最強の経営者小説
樋口廣太郎

高杉良 プレジデント社 3-0500373881

文庫本
913.6/ﾁ

瓢箪から駒 千野隆司 双葉社 3-0500355926

文庫本
913.6/ﾄ

一身の剣 鳥羽亮 ＰＨＰ研究所 3-0500376608

文庫本
913.6/ﾄ

悲恋の太刀 鳥羽亮 双葉社 3-0500369334

913.6/ﾅ 赤い刻印 長岡弘樹 双葉社 3-0500380048
913.6/ﾅ 恩讐の鎮魂歌（レクイエム） 中山七里 講談社 3-0500358188

913.6/ﾅ 彼女に関する十二章 中島京子 中央公論新社 3-0500365987

913.6/ﾊ 秋霜 葉室麟 祥伝社 3-0500378152
913.6/ﾊ ビューティーキャンプ 林真理子 幻冬舎 3-0500351521
913.6/ﾊ 若様とロマン 畠中恵 講談社 3-0500372482
913.6/ﾋ マチネの終わりに 平野啓一郎 毎日新聞出版 3-0500366731
文庫本
913.6/ﾌ

時をかける眼鏡　眼鏡の帰
還と姫王子の結婚

椹野道流 集英社 3-0500381726

ティーンズ
913.6/ﾌ

ふたりの文化祭 藤野恵美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500362506

913.6/ﾎ 硝子の太陽　Ｎ 誉田哲也 中央公論新社 3-0500378207

913.6/ﾎ 硝子の太陽　Ｒ 誉田哲也 光文社 3-0500377214

913.6/ﾏ ギケイキ 町田康 河出書房新社 3-0500378590
文庫本
913.6/ﾏ

探偵の鑑定　２ 松岡圭祐 講談社 3-0500369249

913.6/ﾐ クロコダイル路地　１ 皆川博子 講談社 3-0500371285
913.6/ﾐ クロコダイル路地　２ 皆川博子 講談社 3-0500371284

913.6/ﾐ
ポイズンドーター・ホーリー
マザー

湊かなえ 光文社 3-0500380373

913.6/ﾑ うちのご近所さん 群ようこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500352325
ティーンズ
913.6/ﾑ

その本の物語　上 村山早紀 ポプラ社 3-0500360560

ティーンズ
913.6/ﾑ

その本の物語　下 村山早紀 ポプラ社 3-0500360561



913.6/ﾓ ｘの悲劇 森博嗣 講談社 3-0500377237

913.6/ﾓ
黒猫の回帰あるいは千夜
航路

森晶麿 早川書房 3-0500329963

文庫本
913.6/ﾓ

風神剣始末 森詠 実業之日本社 3-0500365331

913.6/ﾔ 神様のコドモ 山田悠介 幻冬舎 3-0500357658

913.6/ﾕ
奥さまはクレイジーフルー
ツ

柚木麻子 文藝春秋 3-0500378957

913.6/ﾖ ロバのサイン会 吉野万理子 光文社 3-0500358585

918 日本文学全集　１６
池澤夏樹／個人
編集

河出書房新社 3-0500368303

918 日本文学全集　１９ 池澤夏樹／編 河出書房新社 3-0500356791

918 日本文学全集　２５
池澤夏樹／個人
編集

河出書房新社 3-0500378185

929.7 あの素晴らしき七年 エトガル・ケレット 新潮社 3-0500374351
文庫本
933/ｻ

僕の名はアラム
ウィリアム・サロー
ヤン

新潮社 3-0500362132

文庫本
933/ｻ

十月の旅人 レイ・ブラッドべり 早川書房 3-0500366351

文庫本
933/ﾓ

ささやかで大きな嘘　上
リアーン・モリアー
ティ

東京創元社 3-0500371500

文庫本
933/ﾓ

ささやかで大きな嘘　下
リアーン・モリアー
ティ

東京創元社 3-0500371501

936 音に出会った日 ジョー・ミルソン 辰巳出版 3-0500375000
文庫本
943/ﾎ

古城ゲーム
ウルズラ・ポツナ
ンスキ

東京創元社 3-0500374420

953/ﾈ 血の熱
イレーヌ・ネミロフ
スキー

未知谷 3-0500361892

文庫本
953/ﾙ

悲しみのイレーヌ
ピエール・ルメート
ル

文藝春秋 3-0500312284

960 水を得た魚
マリオ・バルガス・
ジョサ

水声社 3-0500363611

ラベルの
記号

015
知って得する図書館の楽し
み方

吉井潤 勉誠出版 3-0500362260

019 きみに贈る本 中村文則 中央公論新社 3-0500376427
019 絶望読書 頭木弘樹 飛鳥新社 3-0500376542
019 小さな本の大きな世界 長田弘 クレヨンハウス 3-0500366482
021 著作権がよ～くわかる本 横溝昇 秀和システム 3-0500361872
情報科学
007.1

イラストで学ぶディープラ
ラーニング

山下隆義 講談社 3-0500350900

情報科学
007.3

客先に連れ出されてしまっ
たエンジニアのためのプレ
ゼン力向上講座

渡邉秀美 秀和システム 3-0500362562

情報科学
007.6

ＡｃｃｅｓｓＶＢＡ（ブイビー
エー）即戦力講座

沢内晴彦 秀和システム 3-0500358201

情報科学
007.6

かんたんＰｅｒｌ 深沢千尋 技術評論社 3-0500340041

ティーンズ
007.6

１２歳からはじめるゼロから
のＣ言語ゲームプログラミ
ング教室

大槻有一郎 ラトルズ 3-0500352747

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

１０倍ラクして成果を上げる
完全自動のＥｘｃｅｌ術

奥谷隆一 インプレス 3-0500354192

159
日野原重明先生の生き方
教室

日野原重明 日経ＢＰ社 3-0500375479

文庫本
188.4

老いを照らす 瀬戸内寂聴 朝日新聞出版 3-0500375596

193 物語と挿絵で楽しむ聖書 古川順弘 ナツメ社 3-0500366471
210.2 美の考古学 松木武彦 新潮社 3-0500343519
210.4 室町幕府と地方の社会 榎原雅治 岩波書店 3-0500381699

210.7 戦後の地層
東京新聞「戦後の
地層」取材班／編

現代思潮新社 3-0500370933

210.7 マッカーサーと日本占領 半藤一利 ＰＨＰ研究所 3-0500372208

210.7
もういちど読む山川日本戦
後史

老川慶喜 山川出版社 3-0500372906

211 アイヌと縄文 瀬川卓郎 筑摩書房 3-0500346905
219 全南島論 吉本隆明 作品社 3-0500360938
228 ガザの空の下 藤原亮司 ｄＺＥＲＯ 3-0500374901
288 国旗と国章図鑑 苅安望 世界文化社 3-0500353829
文庫本
289/ｵ

大橋鎭子と花森安治
『歴史読本』編集
部／編

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500356747

289/ｵ しずこさん 暮しの手帖社 3-0500380297
289/ｺ 後藤又兵衛 福田千鶴 中央公論新社 3-0500371335
291.3 奥多摩・高尾３８４ｋｍ 佐々木亨 山と溪谷社 3-0500361260
291.3 尾瀬・日光・谷川岳 西田省三 実業之日本社 3-0500369945

291.3
鎌倉・湘南・三浦ウォーキ
ング

ＪＴＢパブリッシング 3-0500352635

291.5 北アルプス北部 西田省三 実業之日本社 3-0500369944
291.5 信州湿原紀行 日野東／写真・文 信濃毎日新聞社 3-0500361462
291.6 古代飛鳥を歩く 千田稔 中央公論新社 3-0500371334

291.8 おいでよ、小豆島。
平野公子と島民
のみなさん

晶文社 3-0500344410

293.4 地球の歩き方　Ａ　１８
地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500373056

293.4
地球の歩き方　Ａ　２６
（２０１６～２０１７年版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500373055

293.7 ぼくらのイタリア旅行記　２ 中津克己 文芸社 3-0500377539

295
地球の歩き方　Ｂ　１１
（２０１６～２０１７年版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500357314

ラベルの
記号

302.2
パレスチナを知るための
６０章

臼杵陽／編著 明石書店 3-0500368813

302.3
アイスランド・グリーンラン
ド・北極を知るための６５章

小澤実／編著 明石書店 3-0500358917

文庫本
304

一年有半 中江兆民 光文社 3-0500368171

304 下り坂をそろそろと下る 平田オリザ 講談社 3-0500369186
304 戦略がすべて 瀧本哲史 新潮社 3-0500332894
304 和の国富論 藻谷浩介 新潮社 3-0500372483
ティーンズ
312.1

１８歳からの民主主義
岩波新書編集部
／編

岩波書店 3-0500372337

318.6 地域再生の失敗学 飯田泰之 光文社 3-0500370110

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



323 憲法の無意識 柄谷行人 岩波書店 3-0500372338

324
民法が一目でよ～くわかる
本

三木邦裕 秀和システム 3-0500362110

331
Ｗｈｏ　Ｇｅｔｓ　Ｗｈａｔ　ａｎｄ
Ｗｈｙ

アルビン・Ｅ．ロス 日本経済新聞出版社 3-0500359844

332
世界恐慌２．０が中国と
ユーロから始まった

藤井厳喜 徳間書店 3-0500363191

332.1 経済で読み解く明治維新 上念司 ベストセラーズ 3-0500366554

335.2
人間が幸福になれない日
本の会社

佐高信 平凡社 3-0500370180

336
社会人１年目からの仕事
の基本

濱田秀彦
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500363065

336
社会人１年目からのビジネ
ス着こなしの教科書

ボノボノプロダク
ション／編著

ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500363069

336 「０から１」の発想術 大前研一 小学館 3-0500366370

337 通貨の未来円・ドル・元
英『エコノミスト』編
集部

文藝春秋 3-0500369821

338 ＦｉｎＴｅｃｈ入門 辻庸介 日経ＢＰ社 3-0500370235

345 Ｑ＆Ａすぐわかる軽減税率
日経経済新聞社
／編

日本経済新聞出版社 3-0500362197

345
図解わかる税金
２０１６－２０１７年版

芥川靖彦 新星出版社 3-0500369909

361.9
コミュニティデザインの源流
イギリス篇

山崎亮 太田出版 3-0500373085

364
図解わかる年金
２０１６－２０１７年版

中尾幸村 新星出版社 3-0500369905

365 アナザー拠点のつくりかた ＤＥＣＯ／編 技術評論社 3-0500367021

365
マンションの設備・管理が
一番わかる

日下部理絵 技術評論社 3-0500368343

ティーンズ
366.2

理系学術者になるには 佐藤成美 ぺりかん社 3-0500344443

366.3 働く女性たちへ 佐々木常夫 ＷＡＶＥ出版 3-0500361329
366.8 ブラックバイト 今野晴貴 岩波書店 3-0500372340
ティーンズ
367

保健室の恋バナ＋α 金子由美子 岩波書店 3-0500360807

367.3 家族という病　２ 下重暁子 幻冬舎 3-0500365111

367.6
子どものスマホ・トラブル対
応ガイド

安川雅史 ぎょうせい 3-0500368435

367.7 老後親子破産
ＮＨＫスペシャル
取材班

講談社 3-0500366043

367.7 老後を生き抜く方法 大島伸一 宝島社 3-0500352264
369.2 親の「老い」を受け入れる 長尾和宏 ブックマン社 3-0500334061

369.3
オリーブの丘へ続くシリア
の小道で

小松由佳 河出書房新社 3-0500361806

ティーンズ
971

思春期サバイバル　２
〈Ｑ＆Ａ編〉

ここから探検隊／
制作

はるか書房 3-0500366781

参考書
376.8

高校受験案内
２０１７年用

晶文社学校案内
編集部／編集

晶文社 3-0500365211

参考書
376.8

首都圏中学受験案内
２０１７

晶文社学校案内
編集部／編集

晶文社 3-0500366983

参考書
376.8

全国大学学部・学科案内
号　　２０１７年（平成２９年）
入試対策用

旺文社 3-0500369540



378
「発達障がい」が気になる
子がよろこぶ！楽しい遊び

太田篤志 ＰＨＰ研究所 3-0500363336

379
頭がいい子の家のリビング
には必ず「辞書」「地図」「図
鑑」がある

小川大介 すばる舎 3-0500360434

ティーンズ
379

勉強の技術 児玉光雄 ＳＢクリエイティブ 3-0500323336

384
イラストで見る昭和の消え
た仕事図鑑

澤宮優／文 原書房 3-0500361734

385 人生はマナーでできている 髙橋秀実 集英社 3-0500373691

391
レーニン対イギリス秘密情
報部

ジャイルズ・ミルト
ン

原書房 3-0500352581

395 米軍基地がやってきたこと
デイヴィッド・ヴァ
イン

原書房 3-0500361736

ラベルの
記号

ティーンズ
410

数学ガールの秘密ノート
場合の数

結城浩 ＳＢクリエイティブ 3-0500372060

414 曲線の秘密 松下泰雄 講談社 3-0500358954
ティーンズ
417

高校生からの統計入門 加藤久和 筑摩書房 3-0500377644

418
文系女子のための電卓操
作入門

堀川洋 インプレス 3-0500372120

423 波動
ダニエル・フライ
シュ

岩波書店 3-0500365920

451 蜃気楼のすべて！
日本蜃気楼協議
会

草思社 3-0500371549

451
地球を「売り物」にする人た
ち

マッケンジー・ファ
ンク

ダイヤモンド社 3-0500356726

458 地球の石ころ標本箱 渡辺一夫 誠文堂新光社 3-0500378674

460
トコトンやさしいバイオミメ
ティクスの本

下村政嗣／編著 日刊工業新聞社 3-0500362093

467 ジャンクＤＮＡ ネッサ・キャリー 丸善出版 3-0500369403
486 身近なヤゴの見分け方 梅田孝 世界文化社 3-0500334824

490
一読、十笑（じゅっしょう）、
百吸、千字、万歩

石川恭三 河出書房新社 3-0500347750

490 一流患者と三流患者 上野直人 朝日新聞出版 3-0500368337

490
今日が人生最後の日だと
思って生きなさい

小澤竹俊 アスコム 3-0500342278

493.1
ケアマネジャーのための早
わかり医療知識とくすり

東郷清児／監修 ナツメ社 3-0500370995

493.2
脂質異常症（コレステロー
ルと中性脂肪）

寺本民生／監修 高橋書店 3-0500357650

493.4
過敏性腸症候群の安心ご
はん

松枝啓／監修 女子栄養大学出版部 3-0500370963

493.7
精神科医の仕事、カウンセ
ラーの仕事

藤本修 平凡社 3-0500356320

493.7 認知症カフェ読本 矢吹知之 中央法規出版 3-0500372697
493.7 脳からみた自閉症 大隅典子 講談社 3-0500372383

493.7
身近な人がうつかなと思っ
たら読む本

和田秀樹 小学館 3-0500372015

493.8 帯状疱疹の痛みをとる本 本田まりこ／監修 講談社 3-0500362038

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



493.9
子どものアトピー性皮膚炎
正しい治療法

江藤隆史／監修 講談社 3-0500368724

493.9
子どものＡＤＨＤ早く気づい
て親子がラクになる本

宮尾益知／監修 河出書房新社 3-0500360847

496
吃音ドクターが教える人と
話すのが楽しくなる本

菊池良和 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500360485

498.3 真向法体操 真向法協会／編 毎日新聞出版社 3-0500375857
498.3 座ってできる！シニアヨガ 山田いずみ 講談社 3-0500357852

498.3
トップ・アスリートだけが
知っている「正しい」体のつ
くり方

山本邦子 扶桑社 3-0500319428

文庫本
498.5

行ってはいけない外食 南清貴 三笠書房 3-0500360364

498.8 産業カウンセラー 大野萌子 新水社 3-0500249638
498.8 メンタル・タフネス 下野淳子 経団連出版 3-0500340980

509
トコトンやさしい生産技術の
本

坂倉貢司 日刊工業新聞社 3-0500335447

509 入門テキスト安全学 向殿政男 東洋経済新報社 3-0500359005

519.1
最新環境ビジネスの動向と
カラクリがよ～くわかる本

山守麻衣 秀和システム 3-0500344832

519.8 「奇跡の自然」の守りかた 岸由二 筑摩書房 3-0500377645

527
暮らしやすい家づくりのヒン
ト

主婦の友社／編 主婦の友社 3-0500358604

546
図解・燃料電池自動車のメ
カニズム

川辺謙一 講談社 3-0500349897

546 鉄道ダイヤを支える技術 梅原淳 秀和システム 3-0500358202
情報科学
547.4

この一冊で全部わかる
サーバーの基本

きはしまさひろ ＳＢクリエイティブ 3-0500362517

情報科学
547.4

ネットワーク管理最強の指
南書

日経ＮＥＴＷＯＲＫ
／　編

日経ＢＰ社 3-0500359969

情報科学
547.5

はじめての今さら聞けない
Ｗｉ－Ｆｉ入門

荒石正二 秀和システム 3-0500357305

549 シャープ崩壊
日本経済新聞社
／編

日本経済新聞出版社 3-0500349495

556
潜水艦メカニズム完全ガイ
ド

佐野正 秀和システム 3-0500357692

572
スッキリ！がってん！二次
電池の本

関勝男 電気書院 3-0500329990

577
トコトンやさしい染料・顔料
の本

中澄博行 日刊工業新聞社 3-0500346881

588 食品加工貯蔵学 本間清一／編 東京化学同人 3-0500359783

588 食品包装の科学
日本食品包装協
会／編著

日刊工業新聞社 3-0500361945

ラベルの
記号

590 すごい家事 松橋周太呂 ワニブックス 3-0500328761

590
みんなの持たない暮らし日
記

ＳＥ編集部／編 翔泳社 3-0500371529

592 家庭大工マニュアル 西沢正和／監修 主婦と生活社 3-0500335474

592
わたしにぴったりの棚づくり
レシピ２４

地球丸 3-0500356337

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



593.3
手ぬいで簡単！着まわしを
楽しむ大人服

高橋恵美子 ブティック社 3-0500362774

593.8 自由を着る 光野桃 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500352878

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　７月号
（ｎｏ．１２７）

主婦と生活社 3-0500386956

594.2 地刺しの連続模様 啓佑社 3-0500356638
594.7 ファスナーの本 日本ヴォーグ社 3-0500342324
596 家飲みを極める 土屋敦 ＮＨＫ出版 3-0500377242
596 きょうのごはん 野口真紀 主婦と生活社 3-0500377808
596 食べる私 平松洋子 文藝春秋 3-0500371452
596 調理学 畑江敬子／編 東京化学同人 3-0500357288

596
プロも使える作っておける
料理のもと

柴田書店／編 柴田書店 3-0500348573

596.3
さばき方から加熱までがよ
くわかる最新鶏料理

柴田書店／編 柴田書店 3-0500360313

596.3
新・野菜の便利帳　おいし
い編

板木利隆／監修 高橋書店 3-0500361811

596.3 新・野菜の便利帳　健康編 名取貴光／監修 高橋書店 3-0500361812
596.4 野外料理超入門 黒澤進／監修 地球丸 3-0500338573
596.6 アトリエうかいのクッキー 鈴木滋夫 柴田書店 3-0500375579

596.9
テーブルコーディネートの
プロが教える素敵なおもて
なし厳選アイテム８０

山本侑貴子 講談社 3-0500342250

597
子どもと楽しむ暮らしの教
科書

エイ出版社 3-0500363350

597
プラス　１　リビング　９５
（２０１６年　Ｓｕｍｍｅｒ）

主婦の友社 3-0500383911

599 子どもと一緒にこんなこと。 Ｅｍｉ 大和書房 3-0500354939

599
Ｇｏ！Ｇｏ！トイレトレーニン
グ

主婦の友社 3-0500369558

599
野菜好きに育つ離乳食
春＆夏

主婦の友社 3-0500358320

617 オリーブの歴史
ファブリーツィア・
ランツァ

原書房 3-0500373636

645 ペットの法律相談 堀龍兒／編著 青林書院 3-0500351743
673 民警 猪瀬直樹 扶桑社 3-0500355486

686
汽車のあった風景
西日本篇

安田就視／写真 交通新聞社 3-0500331777

686
汽車のあった風景
東日本篇

安田就視／写真 交通新聞社 3-0500331775

686 鉄道の歴史
クリスチャン・ウォ
ルマー

創元社 3-0500368181

686
日本鉄道史
大正・昭和戦前篇

老川慶喜 中央公論新社 3-0500341736

689
東京ディズニーランド完全
ガイド　２０１６－２０１７

講談社 3-0500375233

699 １９８９年のテレビっ子 戸部田誠 双葉社 3-0500349036

ラベルの
記号

文庫本
701

芸術論２０講 アラン 光文社 3-0500230527

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



702 ゴシック美術形式論
ウィルヘルム・
ヴォリンガー

文藝春秋 3-0500349477

文庫本
720

造形思考　上 パウル・クレー 筑摩書房 3-0500377680

文庫本
720

造形思考　下 パウル・クレー 筑摩書房 3-0500377681

721 歌川国貞 歌川国貞／画 東京美術 3-0500361808
723 黒田清輝 黒田清輝／画 美術出版社 3-0500358689

723 ローベル・クートラス
ローベル・クートラ
ス／画

ＮＯＨＡＲＡ 3-0500371268

726 ザ・ゴール　２
エリヤフ・ゴールド
ラット／原作

ダイヤモンド社 3-0500358989

726 ママ、もっと自信をもって 中川李枝子 日経ＢＰ社 3-0500370230

727
「伝わる」印刷物の基本
ルール

佐々木剛士 誠文堂新光社 3-0500366484

740 太陽の肖像 奈良原一高 白水社 3-0500373620
748 木村伊兵衛パリ残像 木村伊兵衛 クレヴィス 3-0500365305

751
陶芸をはじめよう
材料・道具篇

岸野和矢／監修 阿部出版 3-0500361804

751
日本の手仕事をつなぐ旅
うつわ　１

久野恵一 グラフィック社 3-0500363695

754.9
編み方いろいろエコクラフト
のかご

荒関まゆみ 朝日新聞出版 3-0500371344

754.9 折り花 田中たか子 河出書房新社 3-0500360374

756 図説・戦国甲冑集
井澤昭二／監修・
文

学研プラス 3-0500368749

767 黄色いマンション黒い猫 小泉今日子
スイッチ・パブリッシン
グ

3-0500370101

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　２

山田宏一 ワイズ出版 3-0500328787

778 スターの肖像 文藝春秋 3-0500363277
783.7 牛を飼う球団 喜瀬雅則 小学館 3-0500341233

783.7
実例図解すぐわかる！野
球のルール＆スコアのつけ
方早見事典

アンパイア・デベ
ロップメント・コー
ポレーション／監
修

学研プラス 3-0500377373

786
基本がわかる！キャンプ
レッスンブック

ＪＴＢパブリッシング 3-0500373063

786 新　冒険手帳 かざまりんぺい 主婦と生活社 3-0500351860
787 超図説はじめての海釣り 学研プラス 3-0500368871

788
世界初の相撲の技術の教
科書

桑森真介
ベースボール・マガジ
ン社

3-0500331806

788 ボクシング世界図鑑 ハリー・ムラン エクスナレッジ 3-0500358211

789
よくわかる柔道受け身のす
べて

木村昌彦
ベースボール・マガジ
ン社

3-0500369816

796
石田流を指しこなす本
急戦編

戸辺誠 浅川書房 3-0500356768

801 ことばをめぐる諸問題 松本克己 三省堂 3-0500341319

809
世界的オペラ歌手が教える
一瞬で魅了する「いい声」
レッスン

島村武男 二見書房 3-0500353369

ティーンズ
812

目でみることばのずかん
おかべたかし／
文

東京書籍 3-0500374310



816 ＳＮＳ時代の文章術 野地秩嘉 講談社 3-0500358949

827
こんなとき、どう言う？中国
語表現力トレーニング

岩井伸子 ＮＨＫ出版 3-0500339298

829.1
こんなとき、どう言う？ハン
グル表現力トレーニング、

辻弘範 ＮＨＫ出版 3-0500339296

829.3 ベトナム語＋英語
ブルーガイド編集
部／編

実業之日本社 3-0500352870

ティーンズ
834

国際情勢に強くなる英語
キーワード

明石和康 岩波書店 3-0500360805

ラベルの
記号

郷土青葉
319.8

横浜米軍機墜落事件
横浜市米軍機墜
落事故平和資料
センター／制作

横浜・米軍機墜落事
故平和資料センター

3-0500382541

郷土青葉
686

東急今昔物語 宮田道一 戒光祥出版 3-0500369481

郷土
291.3

神奈川歴史探訪ルートガイ
ド

横浜歴史研究会 メイツ出版 3-0500349353

郷土
596.2

横濱老舗名店案内 ぴあ 3-0500327947

「あたらしく入った本」7月号は、平成28年5月から同28年6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）


