
ラベルの
記号

910/ｱ 強父論 阿川佐和子 文藝春秋 3-0500402570
910/ﾊ 長谷川伸の戯曲世界 鳥居明雄 ぺりかん社 3-0500394722
910/ﾖ 姉・米原万里 井上ユリ 文藝春秋 3-0500378958
ティーンズ
911.3

１７音の青春　２０１６
神奈川大学広報
委員会／編

角川文化振興財団 3-0500357824

911.5 あの時から空がかわった 星野富弘
いのちのことば社フォ
レストブックス

3-0500378679

911.5 鮎川信夫、橋上の詩学 樋口良澄 思潮社 3-0500396371
ティーンズ
913.6

新釈グリム童話 谷瑞恵 集英社 3-0500358826

913.6/ｱ アンマーとぼくら 有川浩 講談社 3-0500399926
文庫本
913.6/ｱ

共震 相場英雄 小学館 3-0500355790

913.6/ｱ 落陽 朝井まかて 祥伝社 3-0500397243
文庫本
913.6/ｲ

一流の客 今井絵美子 角川春樹事務所 3-0500313823

文庫本
913.6/ｲ

すみれ野 今井絵美子 角川春樹事務所 3-0500357230

文庫本
913.6/ｲ

馬喰八十八伝 井上ひさし 光文社 3-0500356295

913.6/ｲ 陸王 池井戸潤 集英社 3-0500396293
文庫本
913.6/ｳ

金の価値 上田秀人 角川春樹事務所 3-0500378371

文庫本
913.6/ｳ

金メダル男 内村光良 中央公論新社 3-0500391329

文庫本
913.6/ｳ

他人の懐 上田秀人 幻冬舎 3-0500365096

913.6/ｵ ファミリー・レス 奥田亜希子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500382912
文庫本
913.6/ｶ

女が、さむらい　〔2〕 風野真知雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500389170

文庫本
913.6/ｶ

隠密味見方同心　６ 風野真知雄 講談社 3-0500399431

913.6/ｶ このあたりの人たち 川上弘美
スイッチ・パブリッシン
グ

3-0500392917

文庫本
913.6/ｶ

東京帝大叡古（えーこ）教
授

門井慶喜 小学館 3-0500365930

ティーンズ
913.6/ｶ

ラジオラジオラジオ！ 加藤千恵 河出書房新社 3-0500390469

文庫本
913.6/ｷ

こはだの鮓 北原亞以子 ＰＨＰ研究所 3-0500396864

913.6/ｺ 去就 今野敏 新潮社 3-0500402865
913.6/ｺ クララ殺し 小林泰三 東京創元社 3-0500393370
913.6/ｺ マル暴総監 今野敏 実業之日本社 3-0500380956
913.6/ｼ 屋上の道化たち 島田荘司 講談社 3-0500374370

あたらしく入った本
2016年9月

電話045(901)1225
文　学

（NDC900-999）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



913.6/ｼ 主夫のトモロー 朱川湊人 ＮＨＫ出版 3-0500381991
文庫本
913.6/ｼ

旅者の歌　魂の地より 小路幸也 幻冬舎 3-0500328678

文庫本
913.6/ｼ

花咲小路一丁目の刑事 小路幸也 ポプラ社 3-0500310178

913.6/ﾀ ショートショート千夜一夜 田丸雅智 小学館 3-0500398528
ティーンズ
913.6/ﾀ

むかし・あけぼの　上 田辺聖子 文藝春秋 3-0500365948

ティーンズ
913.6/ﾀ

むかし・あけぼの　下 田辺聖子 文藝春秋 3-0500365949

913.6/ﾁ ジニのパズル 崔実 講談社 3-0500395931
文庫本
913.6/ﾂ

刃鉄（はがね）の人 辻堂魁 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500360874

文庫本
913.6/ﾄ

共犯捜査 堂場瞬一 集英社 3-0500399887

913.6/ﾅ どこかでベートーヴェン 中山七里 宝島社 3-0500382232
913.6/ﾊ 受難 帚木蓬生 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500393456
913.6/ﾊ 待ってよ 蜂須賀敬明 文藝春秋 3-0500393833

913.6/ﾊ
中島ハルコはまだ懲りてな
い！

林真理子 文藝春秋 3-0500396769

文庫本
913.6/ﾋ

夢幻花 東野圭吾 ＰＨＰ研究所 3-0500365287

913.6/ﾎ 燃える山脈 穂高健一 山と溪谷社 3-0500385190

913.6/ﾐ スタフ 道尾秀介 文藝春秋 3-0500397746
文庫本
913.6/ﾐ

ペテロ葬列　上 宮部みゆき 文藝春秋 3-0500365937

文庫本
913.6/ﾐ

ペテロ葬列　下 宮部みゆき 文藝春秋 3-0500365938

913.6/ﾑ コンビニ人間 村田沙耶香 文藝春秋 3-0500402016
文庫本
913.6/ﾑ

水仙の夢 村山早紀 徳間書店 3-0500345528

913.6/ﾑ ラヴィアンローズ 村山由佳 集英社 3-0500401444
ティーンズ
913.6/ﾑ

ルリユール 村山早紀 ポプラ社 3-0500354117

文庫本
913.6/ﾓ

水族館ガール　３ 木宮条太郎 実業之日本社 3-0500393903

文庫本
913.6/ﾔ

カミカゼ 矢月秀作 双葉社 3-0500321896

913.6/ﾔ 珠玉の短編 山田詠美 講談社 3-0500391404
913.6/ﾔ ずんずん！ 山本一力 中央公論新社 3-0500395958

913.6/ﾔ ラストナイト 薬丸岳 実業之日本社 3-0500396485
文庫本
913.6/ﾖ

ぶらり平蔵 吉岡道夫 コスミック出版 3-0500380898

914/ｲ 大人の流儀　６ 伊集院静 講談社 3-0500395534
914/ｲ 玄冬の門 五木寛之 ベストセラーズ 3-0500387470
914/ｵ 「ちいさい隅」の四季 大佛次郎 神奈川新聞社 3-0500390597
文庫本
914/ｼ

ぼくがいま、死について思
うこと

椎名誠 新潮社 3-0500334898

914/ﾊ 美を尽くして天命を待つ 林真理子 マガジンハウス 3-0500390801
914/ﾋ 彼女の家出 平松洋子 文化学園文化出版局 3-0500396758

918 日本文学全集　１８
池澤夏樹／個人
編集

河出書房新社 3-0500397281



942 テロ
フェルディナント・
フォン・シーラッハ

東京創元社 3-0500397245

ティーンズ
943/ｳ

エデとウンク
アレクス・ウェディ
ング

影書房 3-0500390516

943/ｾ 囀る魚
アンドレアス・セ
シェ

西村書店東京出版編
集部

3-0500383786

文庫本
953/ｺ

その先は想像しろ エルヴェ・コメール 集英社 3-0500399896

953/ﾎ カンディード ヴォルテール 晶文社 3-0500391914
文庫本
953/ﾕ

ノートル＝ダム・ド・パリ　下 ユゴー／作 岩波書店 3-0500389792

963 アウシュヴィッツの図書係
アントニオ・Ｇ・イ
トゥルベ

集英社 3-0500395151

963 執着
ハビエル・マリア
ス

東京創元社 3-0500393371

ラベルの
記号

019 ソドムの百二十冊 樋口ヒロユキ 青土社 3-0500382743
019 ビブリオバトル実践集 須藤秀紹／編 子どもの未来社 3-0500391503
019 枕元の本棚 津村記久子 実業之日本社 3-0500396484
文庫本
134

存在と時間　１ ハイデガー 光文社 3-0500303571

参考書
134

ヘーゲルハンドブック Ｗ．イェシュケ 知泉書館 3-0500393842

159 旅の報酬 成瀬勇輝 いろは出版 3-0500382748
162 宗教消滅 島田裕巳 ＳＢクリエイティブ 3-0500346400

186
後期高齢者四国遍路を歩
いてみれば

狹間秀夫 風詠社 3-0500397799

198 あなたのままで輝いて 片柳弘史／文 ＰＨＰ研究所 3-0500357313

198 コルベ神父さまの思い出
セルギウス・ペ
シェク

聖母の騎士社 3-0500356892

210.4 「怪異」の政治社会学 高谷知佳 講談社 3-0500388344
210.5 ペリー来航 西川武臣 中央公論新社 3-0500390855
210.6 自由民権運動 松沢裕作 岩波書店 3-0500391279

226
サイクス＝ピコ協定百年の
呪縛

池内恵 新潮社 3-0500383147

280 人間晩年図巻 関川夏央 岩波書店 3-0500393683

288
皇室Ｏｕｒ　Ｉｍｐｅｒｉａｌ
Family　　第７０号（平成２８
年春号）

『皇室Ｏｕｒ　Ｉｍｐｅ
ｒｉａｌ　Family』編集
部

扶桑社 3-0500375244

290
地球の歩き方　Ｄ　２１
（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 3-0500396689

291.6 京都 朝日新聞出版 3-0500395950
291.9 沖縄 朝日新聞出版 3-0500395951

292.2
地球の歩き方　Ｄ　０８
（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 3-0500392292

292.2 香港＆マカオ 朝日新聞出版 3-0500395952
297 ホノルル　’１７ 昭文社 3-0500389758

ラベルの
記号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

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



302.5
ニカラグアを知るための５５
章

田中高／編著 明石書店 3-0500390081

317
資格取り方選び方全ガイド
２０１８

高橋書店編集部
／編

高橋書店 3-0500397751

319 国際秩序
ヘンリー・キッシン
ジャー

日本経済新聞出版社 3-0500392446

319
知らないと恥をかく世界の
大問題　７

池上彰 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500376636

319 世界史の大転換 佐藤優 ＰＨＰ研究所 3-0500389554
332.2 中国ＧＤＰの大嘘 髙橋洋一 講談社 3-0500372481

338
マイナス金利時代の資産
運用

日本経済新聞出
版社／編

日本経済新聞出版社 3-0500381671

361.4 リーダの本義 門田隆将 日経ＢＰ社 3-0500389678
367.6 貧困子供のＳＯＳ 読売新聞社会部 中央公論新社 3-0500390863
367.6 貧困世代 藤田孝典 講談社 3-0500358150
文庫本
369.3

春を恨んだりはしない 池澤夏樹 中央公論新社 3-0500340857

参考書
376.8

全国大学内容案内号
２０１７年（平成２９年）
入試対策用

旺文社 3-0500399811

377 ２０歳からの文章塾 黒澤晃 宣伝会議 3-0500393954
382 江戸落語図鑑 飯田泰子 芙蓉書房出版 3-0500387524
385 宮本常一日本の人生行事 宮本常一 八坂書房 3-0500396409
386 日本の伝統行事 村上龍 講談社 3-0500395531

ラベルの
記号

402
面白すぎる天才科学者た
ち

内田麻理香 講談社 3-0500358943

402 科学の発見
スティーヴン・ワイ
ンバーグ

文藝春秋 3-0500377772

440 重量波は歌う ジャンナ・レヴィン 早川書房 3-0500389523
448 グーグルマップの社会学 松岡慧祐 光文社 3-0500389107
ティーンズ
451

気象予報士・予報官になる
には

金子大輔 ぺりかん社 3-0500393943

457
ザ・パーフェクトー日本初の
恐竜全身骨格発掘記

土屋健／執筆 誠文堂新光社 3-0500395233

486 鎌倉広町緑地に舞う蝶 上村文次
弘報印刷株式会社出
版センター

3-0500393569

486 昆虫は最強の生物である
スコット・リチャー
ド・ショー

河出書房新社 3-0500396315

493.2 本当は怖い「低血圧」 永田勝太郎 秀和システム 3-0500393897

494
ご家族のためのがん患者
さんとご家族をつなぐ在宅
療養ガイド

地域におけるが
ん患者の緩和ケ
アと療養支援情
報プロジェクト／
編著

日本医学出版 3-0500371988

498.5 糖質制限の真実 山田悟 幻冬舎 3-0500321985

499
ジェネリック医薬品の新た
なロードマップ

武藤正樹 医学通信社 3-0500395670

507 はじめてのジオラマ
スタジオタッククリエイ
ティブ

3-0500391482

518.1 水の歴史 イアン・ミラー 原書房 3-0500392277

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



文庫本
520

紙の建築行動する 坂茂 岩波書店 3-0500389796

529 ＴＯＫＹＯインテリアツアー 浅子佳英 ＬＩＸＩＬ出版 3-0500390622

547.4
発信者情報開示・削除請
求の実務

岡田理樹 商事法務 3-0500396441

563
トコトンやさしい形状記憶合
金の本

形状記憶合金協
会／編著

日刊工業新聞社 3-0500391320

589 靴磨きの本 長谷川裕也 亜紀書房 3-0500392379

ラベルの
記号

590 田園都市生活　ｖｏｌ．６０ エイ出版社 3-0500393653

591
１年で１５０万円貯める家計
管理術

なな エクスナレッジ 3-0500383582

596.6 レモンのお菓子 若山曜子 マイナビ出版 3-0500360446
596.8 ＨＯＭＥ　ＰＡＲＴＹ 江川晴子 世界文化社 3-0500386342
597 スッキリ暮らす片づけ術 中央公論新社 3-0500394123

597
“世界一”のカリスマ清掃員
が教える掃除は「ついで」
にやりなさい！

新津春子 主婦と生活社 3-0500356371

616 日本の豆ハンドブック 長谷川清美 文一総合出版 3-0500396410
645 ペット判例集 浅野明子 大成出版社 3-0500393928

653 １５０の樹木百科図鑑
ノエル・キングズ
べリー

原書房 3-0500392278

ティーンズ
673

販売員・ファッションアドバ
イザーになるには

浅野恵子 ぺりかん社 3-0500391995

675 物流ビジネス最前線 齊藤実 光文社 3-0500397220

686 小田急電鉄 生田誠
アルファベータブック
ス

3-0500393286

693
「ゆうちょマネー」はどこへ
消えたか

菊池英博 彩流社 3-0500372019

ラベルの
記号

702 ヴェネツィア 宮下規久朗 岩波書店 3-0500391278
702 仏像を読み解く 宮治昭 春秋社 3-0500390022

706
東京周辺建築でめぐるひと
り美術館

土肥裕司 Ｇ．Ｂ． 3-0500374443

709 新疆世界文化遺産図鑑 小島康誉／主編 3-0500803862
720 西洋名画の読み方　５ 神原正明／監修 創元社 3-0500389488

723
もっと知りたいサルバドー
ル・ダリ

村松和明 東京美術 3-0500393894

724
スケッチ・イラストの水彩ポ
イントレッスン

トゥルーディー・フ
レンド

マール社 3-0500386733

725 人物デッサン 国政一真 誠文堂新光社 3-0500377370

726 ねないこはわたし
せなけいこ／作・
絵

文藝春秋 3-0500397749

727 意匠の天才　小村雪岱 原田治／ほか著 新潮社 3-0500393755
728 字を書く女 酒井順子 芸術新聞社 3-0500392884

748 写真集紀州熊野
ＮＰＯ紀州熊野応
援団／企画・監修

ＮＰＯ紀州熊野応援
団

3-0500387675

749 文字を作る仕事 鳥海修 晶文社 3-0500396783

(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

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



750
久野恵一と民藝の４５年日
本の手仕事をつなぐ旅
うつわ　２

久野恵一 グラフィック社 3-0500395193

750 ブラジルの手しごと 小宮華寿子 メイツ出版 3-0500387561

751
にっぽんのかわいいタイル
昭和レトロ・モザイクタイル
篇

加藤郁美 国書刊行会 3-0500386771

ティーンズ
764

ブラバン甲子園大研究 梅津有希子 文藝春秋 3-0500398123

780 部活弁当 山口美佐 地球丸 3-0500394725
783.4 末到 岡崎慎司 ベストセラーズ 3-0500387468
783.7 イチロー流準備の極意 児玉光雄 青春出版社 3-0500376451

783.8
誰もいわなかったパターの
極意

関雅史 河出書房新社 3-0500388721

786 難所の歩き方 谷山宏典 山と溪谷社 3-0500391430
793 四季の花レッスン 諏訪晴美／監修 メイツ出版 3-0500390551
795 利かしの基本戦略 山田規三生 マイナビ出版 3-0500391521

796
井上慶太の居飛車は棒銀
で戦え

井上慶太 ＮＨＫ出版 3-0500388445

801 悪意の心理学 岡本真一郎 中央公論新社 3-0500399937
801 読書と言語能力 猪原敬介 京都大学学術出版会 3-0500362538

809 大統領の演説
パトリック・ハーラ
ン

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500397416

829.8
ニューエクスプレスシンハラ
語

野口忠司 白水社 3-0500390402

ラベルの
記号

郷土青葉
470

寺家ふるさと村の野草
寺家ふるさと村四季
の家ウェルカムセン
ター

3-0500381575

郷土青葉
916

定命　父の喪・母の喪 和田眞 文芸社 3-0500384118

郷土
518.8

横浜山下公園
横浜都市発展記
念館／編

横浜ふるさと歴史財
団

3-0500385946

「あたらしく入った本」8月号は、平成28年7月から同28年8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）


