
ラベルの
記号

文庫本
910/ｲ

素顔の池波正太郎 佐藤隆介 新潮社 3-0500374866

文庫本
910/ﾅ

父・夏目漱石 夏目伸六 文藝春秋 3-0500365954

911.1 百人一首がよくわかる 橋本治 講談社 3-0500372455
911.3 はじめての連句 坂本砂南 木魂社 3-0500368800
913.2 風土記の世界 三浦佑之 岩波書店 3-0500372342
文庫本
913.6

アリス殺人事件 有栖川有栖 河出書房新社 3-0500386403

文庫本
913.6

自薦ＴＨＥどんでん返し 綾辻行人 双葉社 3-0500377828

913.6/ｱ 荒仏師運慶 梓澤要 新潮社 3-0500380771
913.6/ｱ 帰郷 浅田次郎 集英社 3-0500391774
913.6/ｱ 残り者 朝井まかて 双葉社 3-0500380047
文庫本
913.6/ｱ

破天の剣 天野純希 角川春樹事務所 3-0500313822

913.6/ｲ 赤へ 井上荒野 祥伝社 3-0500388702
ティーンズ
913.6/ｲ

おこぼれ姫と円卓の騎士
１４

石田リンネ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500388713

文庫本
913.6/ｲ

忍者烈伝 稲葉博一 講談社 3-0500339237

913.6/ｲ 横浜１９６３ 伊東潤 文藝春秋 3-0500386741
913.6/ｶ ポーラースター 海堂尊 文藝春秋 3-0500387526

913.6/ｷ 岳飛伝　１７（星斗の章） 北方謙三 集英社 3-0500382702

913.6/ｺ 崖っぷち社員たちの逆襲 小島俊一 ＷＡＶＥ出版 3-0500372570

913.6/ｺ 真贋 今野敏 双葉社 3-0500390925

913.6/ｺ スティグマータ 近藤史恵 新潮社 3-0500390846
文庫本
913.6/ｻ

鬼役　１８ 坂岡真 光文社 3-0500387062

文庫本
913.6/ｻ

死の舞い 佐伯泰英 新潮社 3-0500383544

913.6/ｻ 大岩壁 笹本稜平 文藝春秋 3-0500380951
文庫本
913.6/ｻ

ちからこぶ 佐々木裕一 双葉社 3-0500355929

913.6/ｻ 裸の華 桜木紫乃 集英社 3-0500391775

913.6/ｼ
ストレンジャー・イン・パラダ
イス

小路幸也 中央公論新社 3-0500390860

913.6/ｼ 遊園地に行こう！ 真保裕一 講談社 3-0500387088
文庫本
913.6/ｽ

痴れ者の果 鈴木英治 双葉社 3-0500389257

ティーンズ
913.6/ｾ

チョコレート・コンフュージョ
ン

星奏なつめ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500351413

あたらしく入った本
2016年8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/ﾁ

富くじ狂瀾 千野隆司 朝日新聞出版 3-0500375595

913.6/ﾄ 虹のふもと 堂場瞬一 講談社 3-0500380381
文庫本
913.6/ﾄ

妖剣跳る 鳥羽亮 実業之日本社 3-0500365337

913.6/ﾅ 三の隣は五号室 長嶋有 中央公論新社 3-0500387106

913.6/ﾅ 総理に告ぐ 永瀬隼介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500375094
913.6/ﾅ ＰＴＡグランパ！ 中澤日菜子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500384340
913.6/ﾅ 私の消滅 中村文則 文藝春秋 3-0500389862
913.6/ﾆ 掟上今日子の婚姻届 西尾維新 講談社 3-0500379891
913.6/ﾊ 神奈備 馳星周 集英社 3-0500385112
913.6/ﾋ 罪の終わり 東山彰良 新潮社 3-0500380772

913.6/ｸ アカガミ 窪美澄 河出書房新社 3-0500368330
文庫本
913.6/ﾎ

ドンナビアンカ 誉田哲也 新潮社 3-0500352239

913.6/ﾏ 縁は異なもの 松井今朝子 文藝春秋 3-0500387787
913.6/ﾏ 仏像ぐるりの人びと 麻宮ゆり子 光文社 3-0500380380

913.6/ﾐ 希望荘 宮部みゆき 小学館 3-0500390914
913.6/ﾐ 長流の畔 宮本輝 新潮社 3-0500393750
913.6/ﾑ 天草夕藤の宿 村上史郎 熊日出版 3-0500345334
文庫本
913.6/ﾔ

スティング 矢月秀作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500360853

913.6/ﾔ 代体 山田宗樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500383319

913.6/ﾔ 晩秋の陰画（ネガフィルム） 山本一力 祥伝社 3-0500388704
ティーンズ
913.6/ﾕ

そこに、あどなき祈りを 結城光流 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500393211

913.6/ﾖ 台所のラジオ 吉田篤弘 角川春樹事務所 3-0500378367
914 女の七つの大罪 林真理子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500371345
914 こんがり、パン 赤瀬川原平ほか 河出書房新社 3-0500378903
914/ｶ わたしの容れもの 角田光代 幻冬舎 3-0500382689

914/ｸ 串田孫一 串田孫一 平凡社 3-0500387777

914/ｻ
ヨーコさんの“言葉”
それが何ぼのことだ

佐野洋子 講談社 3-0500371414

914/ﾖ
老いの世も目線を変えれ
ば面白い

吉永みち子 海竜社 3-0500378340

918 日本文学全集　１２
池澤夏樹／個人
編集

河出書房新社 3-0500388345

923 ぼくは漫画大王 胡傑 文藝春秋 3-0500383722

933/ｴ 背信の都　上
ジェイムズ・エル
ロイ

文藝春秋 3-0500383719

933/ｴ 背信の都　下
ジェイムズ・エル
ロイ

文藝春秋 3-0500383720

文庫本
933/ｼ

サマードレスの女たち アーウィン・ショー 小学館 3-0500386689

933/ｼ
ハロルド・フライを待ちなが
ら

レイチェル・ジョイ
ス

講談社 3-0500379875

文庫本
933/ﾌ

邂逅
キャンディス・
フォックス

東京創元社 3-0500387852

943/ﾍ ある子供
トーマス・ベルン
ハルト

松籟社 3-0500379604

953/ｺ ささやかな手記
サンドリーヌ・コ
レット

早川書房 3-0500387455



文庫本
953/ﾕ

ノートル＝ダム・ド・パリ　上 ユゴー 岩波書店 3-0500380305

ラベルの
記号

120
ハーバードの人生が変わ
る東洋哲学

マイケル・ピュエッ
ト

早川書房 3-0500372951

123 完訳論語 孔子 岩波書店 3-0500387420
文庫本
133

現代思想の遭難者たち いしいひさいち 講談社 3-0500378215

146.8
臨床心理士・公認心理師ま
るごとガイド

亀口憲治／監修 ミネルヴァ書房 3-0500373907

154 〈愛国心〉に気をつけろ！ 鈴木邦男 岩波書店 3-0500386321

159
人生を面白くする本物の教
養

出口治明 幻冬舎 3-0500309377

159
悩める人、いらっしゃい・内
田樹の生存戦略

内田樹 自由国民社 3-0500387170

175 神社バイリンガルガイド 加藤健司／監修 小学館 3-0500379881
文庫本
188.8

禅堂生活 鈴木大拙 岩波書店 3-0500380306

文庫本
192

寛容論 ヴォルテール 光文社 3-0500377591

210.5 江戸の災害史 倉地克直 中央公論新社 3-0500380340
210.5 官賊と幕臣たち 原田伊織 毎日ワンズ 3-0500339668

226
オリエント世界はなぜ崩壊
したか

宮田律 新潮社 3-0500391822

237
はじめて学ぶイタリアの歴
史と文化

藤内哲也／編著 ミネルヴァ書房 3-0500379672

280 人間晩年図巻 関川夏央 岩波書店 3-0500383460
281 敗者烈伝 伊東潤 実業之日本社 3-0500380950
281 理系に学ぶ。 川村元気 ダイヤモンド社 3-0500373011

289/ｽ
「私（わたし）」を受け容れて
生きる

末盛千枝子 新潮社 3-0500361325

290 大人の旅じたく 柳沢小実 マイナビ出版 3-0500370917

290
心にのこる旅　旅立ち、死
者たちとの対話

宮腰榮一 深夜叢書社 3-0500373366

290
地球の歩き方　Ａ　０７
（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 3-0500383610

291 文豪聖地さんぽ
真山知幸／文豪
監修

一迅社 3-0500389892

ティーンズ
291.3

鳩サブローの春夏秋冬鎌
倉の歩き方

鳩サブロー 毎日新聞出版 3-0500352805

292.2 新モンゴル紀行 菊間潤吾 新潮社 3-0500374352

295
地球の歩き方　Ｂ　１２
（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 3-0500381136

297 ラガ ル・クレジオ 岩波書店 3-0500381695

ラベルの
記号

302.3
ラトヴィアを知るための４７
章

志摩園子／編著 明石書店 3-0500384734

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理



304
池上彰のこれが「世界を動
かすパワー」だ！

池上彰 文藝春秋 3-0500378647

311 国家を考えてみよう 橋本治 筑摩書房 3-0500386416
文庫本
311

人間不平等起源論
ジャン＝ジャック・
ルソー

講談社 3-0500388349

ティーンズ
312.1

選挙ってなんだろう！？ 高村正彦 ＰＨＰ研究所 3-0500324483

文庫本
312.6

ホセ、ムヒカ世界でいちば
ん貧しい大統領

アンドレス・ダンサ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500360878

316
すぐに役立つ入門図解改
正対応！個人情報保護法
とマイナンバー法のしくみ

戸塚美砂／監修 三修社 3-0500370373

319.1
日本はなぜ、「戦争ができ
る国」になったのか

矢部宏治
集英社インターナショ
ナル

3-0500382709

文庫本
321

法の原理 ホッブズ 岩波書店 3-0500370758

324
すぐに役立つ相続・贈与の
法律・登記・税務手続きと
書式マニュアル

久野実／監修 三修社 3-0500370365

326
実務に効く企業犯罪とコン
プライアンス判例精選

木目田裕／編 有斐閣 3-0500380598

330 今さら聞けない経済教室 池田信夫 東洋経済新報社 3-0500376073

333
ニュースで学べない日本経
済

大前研一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500369289

335 ５０歳からの起業術 中野裕哲 大和書房 3-0500372577
335.1 内部告発の時代 深町隆 平凡社 3-0500378982
参考書
335.4

会社四季報　２０１６年
３集（夏号）

東洋経済新報社 3-0500389035

336.2
自律神経が整う時間コント
ロール術

小林弘幸 小学館 3-0500372897

336.3 サイロ・エフェクト ジリアン・テット 文藝春秋 3-0500350923
336.4 ビジネスマナーの解剖図鑑 北條久美子 エクスナレッジ 3-0500370229

338
図解わかる住宅ローン
２０１６－２０１７年版

浅井秀一 新星出版社 3-0500385901

338 はじめての投資信託 吉井崇裕 日本経済新聞出版社 3-0500389222
338 ＦｉｎＴｅｃｈが変える！ 小林啓倫 朝日新聞出版 3-0500386394

339
図解わかる生命保険
２０１６－２０１７年版

ライフプラン研究
会

新星出版社 3-0500385898

345 パナマ文書 渡邉哲也 徳間書店 3-0500381115
参考書
351

日本勢図会
２０１６／１７年版

矢野恒太記念会
／編集

矢野恒太記念会 3-0500381057

361.8 新しい幸福論 橘木俊詔 岩波書店 3-0500381700
361.8 世襲格差社会 橘木俊詔 中央公論新社 3-0500380341
366.4 知らないと損する給与明細 大村大次郎 小学館 3-0500365147

367.2
女の甲冑、着たり脱いだり
毎日が戦なり。

ジェーン・スー 文藝春秋 3-0500383717

367.7
図解わかる定年前後の手
続きのすべて
２０１６－２０１７年版

中尾幸村 新星出版社 3-0500385900

367.7 ひとり終活 小谷みどり 小学館 3-0500365148

369.3
もしものときに役立つわが
家の防災ハンドブック

山村武彦／監修 家の光協会 3-0500383176

374 モンスターマザー 福田ますみ 新潮社 3-0500349024



ティーンズ
376.8

小中高・不登校生の居場
所探し
２０１６～２０１７年版

学びリンク 3-0500366776

383.5 化粧の日本史 山村博美 吉川弘文館 3-0500381071
383.8 江戸前魚食大全 冨岡一成 草思社 3-0500379963
383.8 箸はすごい エドワード・ワン 柏書房 3-0500381963

385
家族が亡くなった後の手続
きと届け出事典

中村麻美 ナツメ社 3-0500376532

388 水木サンと妖怪たち 水木しげる 筑摩書房 3-0500381704
388 よみがえるヴァンパイア エリック・バトラー 青土社 3-0500382370

ラベルの
記号

402 科学者と戦争 池内了 岩波書店 3-0500391280

404
教養として知っておくべき
２０の科学理論

細川博昭 ＳＢクリエイティブ 3-0500379605

407
〈即戦力になる〉実験ノート
入門

吉村忠与志 技術評論社 3-0500371013

410 数学者たちの楽園 サイモン・シン 新潮社 3-0500383145

417
Ｅｘｃｅｌで学ぶ統計解析入
門

菅民郎 オーム社 3-0500382671

440 プラネタリウム男 大平貴之 講談社 3-0500389208
451 天変地異の科学 西川有司 日刊工業新聞社 3-0500383073
451 やさしい山のお天気教室 粟澤徹 エイ出版社 3-0500378713
454 イラスト読図 阿部亮樹 東京新聞 3-0500380501
ティーンズ
469

自分の顔が好きですか？ 山口真美 岩波書店 3-0500381703

471
面白くて眠れなくなる植物
学

稲垣栄洋
ＰＨＰエディターズ・グ
ループ

3-0500373749

471 森を食べる植物 塚谷裕一 岩波書店 3-0500378849
476 写真でわかる　シダ図鑑 池畑怜伸 トンボ出版 3-0500385836
481 アニマルトラッキング入門 外川英樹／監修 地球丸 3-0500380875
481 恐竜はホタルを見たか 大場裕一 岩波書店 3-0500384096

487 ウナギと人間
ジェイムズ・プロ
セック

築地書館 3-0500377226

493.7 拒食症と過食症の治し方 切池信夫／監修 講談社 3-0500388337

495
女３０代からのなんだかわ
からない体の不調を治す本

松村圭子 東京書店 3-0500381711

496 目の病気がよくわかる本 大鹿哲郎／監修 講談社 3-0500378183

497
日本人はこうして歯を失っ
ていく

日本歯周病学会 朝日新聞出版 3-0500386393

498.3 完全版呼吸法 雨宮隆太／共著
ベスボール・マガジン
社

3-0500379610

498.5
体においしいはじめてのス
ムージー１５０

渥美真由美 西東社 3-0500388441

498.5
不調のときに助けてくれる
野菜ごはん

牧野直子 主婦の友社 3-0500388478

498.5
聘珍樓のいちばんやさしい
薬膳

聘珍樓薬膳部 ＰＨＰ研究所 3-0500385975

507
技術士第一次試験基礎・
適性科目完全解答
２０１６年版

オーム社 3-0500375823

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



509 匠の技の科学　材料編

京都工芸繊維大
学伝統みらい教
育研究センター／
編

日刊工業新聞社 3-0500362660

523 現代建築のトリセツ 松葉一清 ＰＨＰ研究所 3-0500379530
528 空調設備が一番わかる 大髙敏男 技術評論社 3-0500369907

540
知らないと損する！電力自
由化丸わかり本

プレジデント社 3-0500373532

546 新幹線車両名鑑 ＪＴＢパブリッシング 3-0500352778

547.4
ゼロからはじめるｉＣｌｏｕｄス
マートガイド

リンクアップ 技術評論社 3-0500371472

548
今すぐ使えるかんたん自作
パソコン

リンクアップ 技術評論社 3-0500370970

549 ロケット・ササキ 大西康之 新潮社 3-0500379904

588 きょうから発酵ライフ
日本放送協会／
編

ＮＨＫ出版 3-0500363634

588
キリンビール高知支店の奇
跡

田村潤 講談社 3-0500372456

ラベルの
記号

ティーンズ
590

人生の答えは家庭科に聞
け！

堀内かおる 岩波書店 3-0500372343

590 私のカントリー　ＮＯ．９７ 主婦と生活社 3-0500389762

593 衣生活学 佐々井啓／編著 朝倉書店 3-0500342418
593.1 切らずにできる着物作り帯 和らく会 河出書房新社 3-0500365983

593.8
ふだん着物のらくらく結び
半幅帯と兵児帯

オハラリエコ／監
修

世界文化社 3-0500351876

593.8
フォーマルきもの装いの手
引き

世界文化社 3-0500360331

596 つくおき ｎｏｚｏｍｉ 光文社 3-0500314511

596.2 中華のきほん、完全レシピ 脇屋友詞 世界文化社 3-0500377179

596.2 ナムル１００ チョンテキョン 講談社 3-0500369278

ティーンズ
596.4

まいにちおやつ なかしましほ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500319463

596.6
寒天を使って、サクサクお
いしい！米粉のクッキーと
タルト

伊藤ミホ 世界文化社 3-0500352711

596.7
果実酒・果実酢・フルーツ
シロップＢＯＯＫ

飯田順子 主婦の友社 3-0500375437

597
おしゃれに片づく！収納ア
イデア５００

宝島社 3-0500375787

601
定年後、京都で始めた第二
の人生

寺谷篤志 岩波書店 3-0500382652

627
はじめての多肉植物ガー
デン

羽兼直行／監修 成美堂出版 3-0500346829

670
同時通訳者が教えるビジネ
スパーソンの英単語帳
〈エッセンシャル〉

関谷英里子
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500379698

673 さらばカリスマ
日本経済新聞社
／編

日本経済新聞出版社 3-0500386501

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



687 ＡＮＡの本。
誠文堂新光社／
編

誠文堂新光社 3-0500371476

689 アニメが地方を救う！？ 酒井亨 ワニ・プラス 3-0500386551

689
東京ディズニーシー１５周
年クロニクル

ディズニーファン
編集部／編

講談社 3-0500387688

ラベルの
記号

702 東洋美術史 朴亨國
武蔵野美術大学出版
局

3-0500357188

720 会いたかった画家 安野光雅 山川出版社 3-0500383505

721 浮世絵の女たち 鈴木由紀子 幻冬舎 3-0500382692

721 崋山の旅 鮎川俊介
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500385102

723
アンリ・マティス『ジャズ』再
考

大久保恭子 三元社 3-0500365218

723 フリーダ愛と痛み 石内都 岩波書店 3-0500390398

723 横尾忠則千夜一夜日記 横尾忠則 日本経済新聞出版社 3-0500389537

724
いちばんていねいな、自然
の風景の水彩レッスン

小林啓子 日本文芸社 3-0500378683

724
気ままに楽しむ和のカット
４００

小池良子 日貿出版社 3-0500339575

726 イラストレーター安西水丸 安西水丸 クレヴィス 3-0500389663

732 もっと知りたい棟方志功 石井頼子 東京美術 3-0500375045

文庫本
750

民藝の歴史 志賀直邦 筑摩書房 3-0500377684

754.9
学校図書館を彩る切り絵か
ざり

ＣＨＩＫＵ 少年写真新聞社 3-0500375361

754.9 はじめての手作りカード ｍａｉｍａｉ 日本ヴォーグ社 3-0500374453

762.4 アフリカ音楽の正体 塚田健一 音楽之友社 3-0500382883

764
ロックの英詞を読むー世界
を変える歌

ピーター・バラカン
集英社インターナショ
ナル

3-0500382708

779 夜を乗り越える 又吉直樹 小学館 3-0500385095

783.7 ビッグデータ・ベースボール
トラヴィス・ソー
チック

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500358270

791
イラストでわかる茶懐石の
いただき方

淡交社編集局／
編

淡交社 3-0500378914

795 中盤で差がつく必殺の手筋 松本武久 マイナビ出版 3-0500382236

801 チョムスキー言語の科学 チョムスキー 岩波書店 3-0500379479
ティーンズ
801

通訳になりたい！ 松下佳世 岩波書店 3-0500372346

809 喋らなければ負けだよ 古舘伊知郎 青春出版社 3-0500370174

810 ことばあそびの歴史 今野真二 河出書房新社 3-0500388332

810 日本語大好き 金田一秀穂 文藝春秋 3-0500386739

830
英語学習の素朴な疑問と
謎

大畑甲太 フェリス女学院大学 3-0500369999

837 英語で話す力。 長尾和夫 三修社 3-0500357379

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



ラベルの
記号

郷土青葉
376.1

ビタミンママ幼稚園情報
〔２０１７年度入園版〕

ＶＭ「ビタミンママ」編
集部

3-0500387405

郷土
213

日吉は戦場だった
日吉台地下壕保
存の会／編

日吉台地下壕保存の
会

3-0500388631

「あたらしく入った本」8月号は、平成28年6月から同28年7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）


