
ラベルの
記号

910 ファンタジーへの誘い
ＴｒｉｃｋｓｔｅｒＡｇｅ編
集部／編

徳間書店 3-0500390797

910/ﾅ あとは死ぬだけ 中村うさぎ 太田出版 3-0500398970
911.1 あなた 河野裕子 岩波書店 3-0500405430
文庫本
911.5

自選大岡信詩集 大岡信／作 岩波書店 3-0500370755

ティーンズ
911.5

そして 谷川俊太郎／詩 銀の鈴社 3-0500379646

912/ﾅ ぐーたら女の成功術 中園ミホ 文藝春秋 3-0500402421
913.6 宝石ザミステリー　Ｒｅｄ 光文社 3-0500408553
913.6/ｱ 風を繍う あさのあつこ 実業之日本社 3-0500405278
文庫本
913.6/ｱ

燦　８ あさのあつこ 文藝春秋 3-0500404705

文庫本
913.6/ｱ

空飛ぶ広報室 有川浩 幻冬舎 3-0500368222

913.6/ｱ 玉依姫 阿部智里 文藝春秋 3-0500400065
文庫本
913.6/ｱ

伴連れ 安東能明 新潮社 3-0500374860

913.6/ｱ 深泥丘奇談　続々 綾辻行人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500403368
913.6/ｲ 海の家族 石原慎太郎 文藝春秋 3-0500400498
文庫本
913.6/ｲ

幸せのかたち 今井絵美子 角川春樹事務所 3-0500388460

913.6/ｲ 青藍の峠 犬飼六岐 集英社 3-0500395150
文庫本
913.6/ｲ

遺言状 稲葉稔 徳間書店 3-0500405132

文庫本
913.6/ｳ

情愛の奸 上田秀人 光文社 3-0500397168

文庫本
913.6/ｵ

孤高のメス 大鐘稔彦 幻冬舎 3-0500404747

913.6/ｵ よっつ屋根の下 大崎梢 光文社 3-0500408118
913.6/ｶ 総選挙ホテル 桂望実 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500384342
913.6/ｶ ゆけ、おりょう 門井慶喜 文藝春秋 3-0500406534
913.6/ｷ 猿の見る夢 桐野夏生 講談社 3-0500406000
文庫本
913.6/ｷ

贖罪の女 喜安幸夫 光文社 3-0500397189

文庫本
913.6/ｸ

崇徳院を追いかけて 鯨統一郎 東京創元社 3-0500399623

913.6/ｺ ジャッジメント 小林由香 双葉社 3-0500390923
913.6/ｺ 九十三歳の関ヶ原 近衛龍春 新潮社 3-0500400419
913.6/ｻ 刑罰０号 西條奈加 徳間書店 3-0500407401
文庫本
913.6/ｻ

獅子身中の虫 坂岡真 角川春樹事務所 3-0500357224

ティーンズ
913.6/ｻ

少女ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭ
Ｎ

最果タヒ 河出書房新社 3-0500395554

あたらしく入った本
2016年10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/ｻ 女子的生活 坂木司 新潮社 3-0500409190
913.6/ｻ ＱＪＫＪＱ 佐藤究 講談社 3-0500406451
文庫本
913.6/ｻ

獅子の城塞 佐々木譲 新潮社 3-0500362124

913.6/ｻ 侍の本分 佐藤雅美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500411231
文庫本
913.6/ｻ

将軍の首 佐々木裕一 二見書房 3-0500411179

文庫本
913.6/ｻ

柳に風 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500404695

文庫本
913.6/ｻ

らくだ 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500412826

913.6/ｼ 記憶の渚にて 白石一文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500393453
文庫本
913.6/ｼ

真田十勇士　１ 柴田錬三郎 集英社 3-0500391678

913.6/ｼ 罪の声 塩田武士 講談社 3-0500404764
913.6/ｼ 竜と流木 篠田節子 講談社 3-0500382701
文庫本
913.6/ｽ

かどわかし 鈴木英治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500400367

文庫本
913.6/ｽ

木乃伊の気 鈴木英治 双葉社 3-0500404847

文庫本
913.6/ｽ

妖気の山路 鈴木英治 徳間書店 3-0500393740

文庫本
913.6/ﾀ

あきない世傳金と銀　２ 髙田郁 角川春樹事務所 3-0500405626

文庫本
913.6/ﾀ

粟田口の狂女 滝口康彦 講談社 3-0500378555

913.6/ﾀ 大沼ワルツ 谷村志穂 小学館 3-0500398529
913.6/ﾂ 狩りの時代 津島佑子 文藝春秋 3-0500404867

913.6/ﾂ ジャッカ・ドフニ 津島佑子 集英社 3-0500375443
913.6/ﾂ 東京會舘とわたし　上 辻村深月 毎日新聞出版 3-0500402725
913.6/ﾂ 東京會舘とわたし　下 辻村深月 毎日新聞出版 3-0500402726
913.6/ﾂ 水戸黄門天下の副編集長 月村了衛 徳間書店 3-0500396629
913.6/ﾄ 風の如く　高杉晋作篇 富樫倫太郎 講談社 3-0500389125
文庫本
913.6/ﾄ

神隠し 鳥羽亮 双葉社 3-0500404846

文庫本
913.6/ﾄ

七人の手練 鳥羽亮 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500325170

文庫本
913.6/ﾄ

超高速！参勤交代リターン
ズ

土橋章宏 講談社 3-0500388318

文庫本
913.6/ﾄ

特撮本部 堂場瞬一 中央公論新社 3-0500391325

文庫本
913.6/ﾄ

二度泣いた少女 堂場瞬一 講談社 3-0500406947

文庫本
913.6/ト

みみずく小僧 鳥羽亮 角川春樹事務所 3-0500388463

文庫本
913.6/ﾅ

金曜日の本屋さん 名取佐和子 角川春樹事務所 3-0500405612

文庫本
913.6/ﾅ

なでしこ日和 中島要 角川春樹事務所 3-0500405622

913.6/ﾆ 掟上今日子の家計簿 西尾維新 講談社 3-0500410106
文庫本
913.6/ﾆ

φの方石　２ 新田周右 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500325133

913.6/ﾊ おおあたり 畠中恵 新潮社 3-0500400420



文庫本
913.6/ﾊ

嶽神列伝逆渡り 長谷川卓 講談社 3-0500357248

文庫本
913.6/ﾊ

さくら聖・咲く 畠中恵 新潮社 3-0500389803

913.6/ﾊ 伯爵夫人 蓮實重彦 新潮社 3-0500390845
913.6/ﾊ ブラック・ドッグ 葉真中顕 講談社 3-0500389116
913.6/ﾊ 私のスポットライト 林真理子 ポプラ社 3-0500414217
913.6/ﾋ 危険なビーナス 東野圭吾 講談社 3-0500410107
文庫本
913.6/ﾋ

フォルトゥナの瞳 百田尚樹 新潮社 3-0500326625

文庫本
913.6/ﾎ

活版印刷三日月堂 ほしおさなえ ポプラ社 3-0500385108

913.6/ﾏ 私が失敗した理由は 真梨幸子 講談社 3-0500400001
913.6/ﾐ 怪談のテープ起こし 三津田信三 集英社 3-0500401445
文庫本
913.6/ﾑ

作家ソノミの甘くない生活 群ようこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500341659

913.6/ﾓ みかづき 森絵都 集英社 3-0500413221
913.6/ﾔ 恋するハンバーグ 山口恵以子 角川春樹事務所 3-0500398161
913.6/ﾔ 柳屋商店開店中 柳広司 原書房 3-0500407396
913.6/ﾕ あしたの君へ 柚月裕子 文藝春秋 3-0500402883
ティーンズ
913.6/ﾕ

いつか命の終わる日が 結城光流 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500402403

文庫本
913.6/ﾕ

陰陽師　蒼猴ノ巻 夢枕獏 文藝春秋 3-0500387435

913.6/ﾕ ねこのおうち 柳美里 河出書房新社 3-0500389530
文庫本
913.6/ﾕ

本屋さんのダイアナ 柚木麻子 新潮社 3-0500389806

文庫本
913.6/ﾜ

静かな炎天 若竹七海 文藝春秋 3-0500404700

914 まるまる、フルーツ 青木玉ほか 河出書房新社 3-0500409736
914 ロベルトからの手紙 内田洋子 文藝春秋 3-0500405596
914/ｻ 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子 小学館 3-0500403781

914/ｼ
すばらしい黄金の暗闇世
界

椎名誠
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

3-0500387603

文庫本
914/ﾑ

おとこのるつぼ 群ようこ 新潮社 3-0500383535

文庫本
914/ﾔ

わが推理小説零年 山田風太郎 筑摩書房 3-0500377676

914/ﾖ 蚕食鯨呑 楊逸 岩波書店 3-0500386319
914/ﾜ 父母の記 渡辺京二 平凡社 3-0500407026
915/ｲ 旅の食卓 池内紀 亜紀書房 3-0500401536

916 僕は少年ゲリラ兵だった
ＮＨＫスペシャル
取材班

新潮社 3-0500398492

916/ｲ 魂の退社 稲垣えみ子 東洋経済新報社 3-0500387724

916/ｵ
ペコロスのいつか母ちゃん
にありがとう

岡野雄一 小学館 3-0500408584

918 日本文学全集　３０
池澤夏樹／個人
編集

河出書房新社 3-0500411446

930/ｿ
ヘンリー・ソロー野生の学
舎

今福龍太 みすず書房 3-0500399011

文庫本
933/ｷ

パリの骨
ローリー・Ｒ．キン
グ

東京創元社 3-0500402098

933/ｷ ミスター・メルセデス　上
スティーヴン・キン
グ

文藝春秋 3-0500408228



933/ｷ ミスター・メルセデス　下
スティーヴン・キン
グ

文藝春秋 3-0500408229

ティーンズ
933/ｽ

世界を７で数えたら
ホリー・ゴールド
バーグ・スローン
／作

小学館 3-0500402863

933/ﾊ 終わりなき道 ジョン・ハート 早川書房 3-0500405119
文庫本
933/ﾛ

堕天使たちの聖域 Ｊ・　Ｄ・ロブ ヴィレッジブックス 3-0500392892

文庫本
943

ミルク殺人と憂鬱な夏
フォルカー・クルプ
フル

早川書房 3-0500400871

文庫本
949

ザ・サン　上 ジョー・ネスボ 集英社 3-0500409600

文庫本
949

ザ・サン　下 ジョー・ネスボ 集英社 3-0500409601

ラベルの
記号

情報科学
007.1

ＩＴ（アイティ）エンジニアの
ための機械学習理論入門

中井悦司 技術評論社 3-0500314883

情報科学
007.1

事例＋演習で学ぶ機械学
習

速水悟 森北出版 3-0500373064

019 合本・読書入門。 マガジンハウス 3-0500389786
ティーンズ
024

書店・図書館で働く人たち 戸田恭子 ぺりかん社 3-0500372934

141
脳にきく色身体（からだ）に
きく色

入倉隆 日本経済新聞出版社 3-0500406208

141
脳は、なぜあなたをだます
のか

妹尾武治 筑摩書房 3-0500405507

147 いい音・いい波動の教科書 藤田武志 ヒカルランド 3-0500354914
159 ９９％の会社はいらない 堀江貴文 ベストセラーズ 3-0500397271
ティーンズ
159

１８歳の君へ贈る言葉 柳沢幸雄 講談社 3-0500409187

文庫本
159

精神科医が教える５０歳か
らのお金がなくても平気な
老後術

保坂隆 大和書房 3-0500378269

159 孫子の兵法 飯島勲 プレジデント社 3-0500379674
160 宗教を物語でほどく 島薗進 ＮＨＫ出版 3-0500405578
文庫本
162

「宗教」で読み解く世界史
の謎

武光誠 ＰＨＰ研究所 3-0500404297

198
沈黙すればするほど人は
豊かになる

杉崎泰一郎 幻冬舎 3-0500402843

210
逆説の日本史　２２
（明治維新編）

井沢元彦 小学館 3-0500403338

210.2
技術者からみた日本列島
と日本人

稲田倍穂 文芸社 3-0500390436

210.4
文学で読む日本の歴史
中世社会篇

五味文彦 山川出版社 3-0500403786

210.4 分裂から天下統一へ 村井章介 岩波書店 3-0500400317
ティーンズ
210.7

３０代記者たちが出会った
戦争

共同通信社会部
／編

岩波書店 3-0500400322

210.7 戦争まで 加藤陽子 朝日出版社 3-0500406550
210.7 「南京事件」を調査せよ 清水潔 文藝春秋 3-0500410160
217 古代出雲を歩く 平野芳英 岩波書店 3-0500400318

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



222 呉越春秋 趙曄 平凡社 3-0500396631

233
イギリス・ヘリテッジ文化を
歩く

宮北惠子 彩流社 3-0500400882

ティーンズ
280

ミライの授業 瀧本哲史 講談社 3-0500394592

文庫本
288

女官 山川三千子 講談社 3-0500397682

291
城下町・門前町・宿場町が
わかる本

外川淳 日本実業出版社 3-0500400804

291.3
ニッポンを解剖する！東京
図鑑

ＪＴＢパブリッシング 3-0500404345

293.4 もうひとつのチェコ入門 谷岡剛史 産業編集センター 3-0500402076
293.7 イタリア 朝日新聞出版 3-0500404780

294
地球の歩き方　Ｅ０９
（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 3-0500403319

296 リオデジャネイロに降る雪 福嶋伸洋 岩波書店 3-0500400752
297 南極大陸完全旅行ガイド ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500403313

ラベルの
記号

ティーンズ
304

転換期を生きるきみたちへ 内田樹／編 晶文社 3-0500399016

304 日本の大問題 養老孟司 中央公論新社 3-0500399960

304
私たちはどこへ行こうとして
いるのか

小熊英二 毎日新聞出版 3-0500391689

312.1 総理 山口敬之 幻冬舎 3-0500387115
312.2 「暗黒・中国」からの脱出 顔伯鈞 文藝春秋 3-0500389858

312.9
国際情勢の「なぜ」に答え
る！地政学入門

村山秀太郎／監
修

洋泉社 3-0500400562

312.9
図解でよくわかる地政学の
きほん

荒巻豊志／監修 誠文堂新光社 3-0500403943

319.8 戦争とは何だろうか 西谷修 筑摩書房 3-0500395673
323 世界の憲法を知ろう 西修 海竜社 3-0500387146

324
金融パーソンが押さえてお
くべき相続・事業承継のツ
ボ

ＴＡＯ税理士法人
／編

きんざい 3-0500389201

326 秘密解除ロッキード事件 奥山俊宏 岩波書店 3-0500400750
文庫本
331

ケインズかハイエクか
ニコラス・ワプ
ショット

新潮社 3-0500402389

332.1 人びとの戦後経済秘史
東京新聞・中京新
聞経済部／編

岩波書店 3-0500405432

336.1
ビジネスマンのための最新
「数学力」養成講座

小宮一慶
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500390465

336.1
ビジネスモデルの教科書
上級編

今枝昌宏 東洋経済新報社 3-0500403193

336.4
図解＆事例で学ぶプレゼン
の教科書

西脇資哲 マイナビ出版 3-0500401622

336.9 税務署は３年泳がせる。 飯田真弓 日本経済新聞出版社 3-0500387302
338 捨てられる銀行 橋本卓典 講談社 3-0500380333
338 知識ゼロからのユーロ入門 小島健 幻冬舎 3-0500400877

338
ＮＩＳＡ〈小額投資非課税制
度〉＋ジュニアＮＩＳＡ資産
運用術

フィデリティ投信
株式会社／監修

日本経済新聞出版社 3-0500396233

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



345 税金入門　２０１６年度版 小島興一／編著 経済法令研究会 3-0500400157
361.6 結婚と家族のこれから 筒井淳也 光文社 3-0500387731

366.9
アドラーに学ぶよく生きるた
めに働くということ

岸見一郎 ベストセラーズ 3-0500396772

367.4 結婚クライシス 山田昌弘／編著 東京書籍 3-0500403341

367.4 困難な結婚 内田樹
アルテスパブリッシン
グ

3-0500397273

367.6
ネットいじめの構造と対処・
予防

加納寛子／編著 金子書房 3-0500400891

367.7
日本で老いて死ぬというこ
と

朝日新聞迫る
２０２５ショック取
材班

朝日新聞出版 3-0500389842

367.7
「ハッピーリタイアメント」完
全ガイド

プレジデント社 3-0500397584

文庫本
367.7

老前整理 坂岡洋子 新潮社 3-0500374857

367.9
先生と親のためのＬＧＢＴガ
イド

遠藤まめた 合同出版 3-0500393936

ティーンズ
369

綾瀬はるか「戦争」を聞く
２

ＴＢＳテレビ『ＮＥ
ＷＳ２３』取材班／
編

岩波書店 3-0500400321

369.2
かんたん、楽しい！高齢者
の“脳トレ”レクリエーション

田島信元／監修 ナツメ社 3-0500314885

369.2
現場で使える認知症ケア
便利帖

田中元 翔泳社 3-0500400443

369.2
人生１００年時代いつまで
も自分らしく暮らしたい

鶴蒔靖夫 ＩＮ通信社 3-0500399982

371
大学生のためのメンタルヘ
ルスガイド

松本俊彦／編 大月書店 3-0500399644

371
超一流になるのは才能か
努力か？

アンダース・エリク
ソン

文藝春秋 3-0500402573

376.1
子どもがのびる保育４５の
ことばかけ

湯汲英史 合同出版 3-0500398609

376.1
０～５歳児うたってかんた
んパネルシアター

古宇田亮順／監
修

ひかりのくに 3-0500403394

378 ディスレクシア入門 加藤醇子／編著 日本評論社 3-0500390866
379 子どもの心の育てかた 佐々木正美 河出書房新社 3-0500401922
389 「その日暮らし」の人類学 小川さやか 光文社 3-0500397663
391 戦争の社会学 橋爪大三郎 光文社 3-0500397662

ラベルの
記号

406 全国宇宙科学館ガイド Ｓｐａｃｅ　ｉ／監修 恒星社厚生閣 3-0500398971
文庫本
410

とんでもなくおもしろい仕事
に役立つ数学

西成活裕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500372450

421 納得しながら物理数学 岸野正剛 朝倉書店 3-0500393907
429 カミオカンデとニュートリノ 鈴木厚人／監修 丸善出版 3-0500393901
440 天文学者たちの江戸時代 嘉数次人 筑摩書房 3-0500395681
445 最新惑星入門 渡部潤一 朝日新聞出版 3-0500397670

451
いざというときに身を守る
気象災害への知恵

伊藤佳子 求龍堂 3-0500395659

452 体感！海底凸凹地図 加藤義久／監修 技術評論社 3-0500402094

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



453
科学の目で見る日本列島
の地震・津波・噴火の歴史

山賀進 ベレ出版 3-0500400757

457 絵でわかる古生物学 北村雄一 講談社 3-0500388358
ティーンズ
460

生命の始まりを探して僕は
生物学者になった

長沼毅 河出書房新社 3-0500401473

460
ふつうじゃない生きものの
飼いかた

松橋利光 大和書房 3-0500401526

467 言ってはいけない 橘玲 新潮社 3-0500370118
467 サイボーグ化する動物たち エミリー・アンテス 白揚社 3-0500405556

469
人類進化の謎を解き明か
す

ロビン・ダンバー インターシフト 3-0500390007

480
未確認動物ＵＭＡを科学す
る

ダニエル・ロクスト
ン

化学同人 3-0500381207

481 動物言語の秘密
ジャニン・Ｍ・ベ
ニュス

西村書店東京出版編
集部

3-0500404859

484 ときめく貝殻図鑑 寺本沙也加／文 山と溪谷社 3-0500404883
参考書
486

世界甲虫大図鑑
パトリス・ブッ
シャー／総編集

東京書籍 3-0500382311

486 鳴く虫ハンドブック 奥山風太郎 文一総合出版 3-0500405548
486 なぜ蚊は人を襲うのか 嘉糠洋陸 岩波書店 3-0500398826

489 世界の美しい野生ネコ
フィオナ・サンクイ
スト

エクスナレッジ 3-0500402100

490
「平穏死」を受け入れるレッ
スン

石飛幸三 誠文堂新光社 3-0500395236

491
ｉＰＳ細胞が医療をここまで
変える

山中伸弥／監修 ＰＨＰ研究所 3-0500399028

491

女子栄養大学栄養クリニッ
クのコレステロールを下げ
る！毎日続けられる食べ飽
きない食材＆レシピ

女子栄養大学栄
養クリニック／監
修

技術評論社 3-0500400437

492 医療探偵「総合診療医」 山中克郎 光文社 3-0500397221

493.7
夫がアスペルガーと思った
とき妻が読む本

宮尾益知 河出書房新社 3-0500401981

493.7 頭痛女子バイブル
五十嵐久佳／監
修

世界文化社 3-0500404231

493.7
認知症の食事ケアともに笑
顔の毎日ごはん

山口晴保／監修 主婦と生活社 3-0500396062

493.7
身近な人が脳卒中で倒れ
た後の全生活術

待島克史 時事通信出版局 3-0500401000

493.9
避けたいおやつ・食べさせ
たいおやつ

天笠啓祐／編著 芽ばえ社 3-0500392390

494
「がん治療」の正しい受け
方

「きょうの健康」番
組製作班／編

主婦と生活社 3-0500395026

494
抗がん剤治療と上手につき
あう本

岩瀬弘敬／監修 日経ＢＰ社 3-0500408307

494
脊柱管狭窄症の９割は自
分で治せる

門間信之 現代書林 3-0500385205

495 不妊治療を考えたら読む本 浅田義正 講談社 3-0500399948

ティーンズ
498.1

クリニック・薬局で働く人た
ち

橋口佐紀子 ぺりかん社 3-0500400567

498.3
音楽の力で脳トレ自宅でカ
ンタン脳イキイキ音楽療法

近藤真由 講談社 3-0500406455



498.3
寝たままできる！体がよみ
がえる！！きくち体操

菊池和子 宝島社 3-0500398891

498.3
敏感すぎる自分を好きにな
れる本

長沼睦雄 青春出版社 3-0500375921

498.5
科学的データでわかる果物
の新常識

田中敬一／共著 誠文堂新光社 3-0500404783

501
デザインを学び始めた人の
ためのデザインの製図

青木英明 ボーンデジタル 3-0500383597

519.7 事件に学ぶ廃棄物処理法 堀口昌澄／編著 日経ＢＰ社 3-0500404945

527
リフォーム業務が一番わか
る

小垣外明子 技術評論社 3-0500385631

536 ＪＲ現役鉄道図鑑
レイルマンフォトオ
フィス

マイナビ出版 3-0500403260

536
電動アシスト自転車を使い
つくす本

疋田智 東京書籍 3-0500406225

539 プルートピア ケイト・ブラウン 講談社 3-0500403294

情報科学
547.4

小さなお店、小さな会社の
ためのウェブサイト＆ネット
ショップ制作

デジタルステージ
／監修

ビー・エヌ・エヌ新社 3-0500368816

情報科学
548

カラー図解最新Ｒａｓｐｂｅｒｒ
ｙ　Ｐｉで学ぶ電子工作

金丸隆志 講談社 3-0500399947

549 ＬＳＩ入門 寺井秀一／共著 森北出版 3-0500350480

588
全国の日本酒大図鑑
西日本編

友田晶子／監修 マイナビ出版 3-0500403262

588 ソースの歴史 メアリアン・テブン 原書房 3-0500381848
589 靴下バカ一代 越智直正 日経ＢＰ社 3-0500375485
589 鈴木マサルのテキスタイル 鈴木マサル 誠文堂新光社 3-0500405536

ラベルの
記号

590 簡単に暮らせ ちゃくま 大和書房 3-0500390918

590
スタイルを持ち、身軽に暮
らす

石原左知子 ＳＢクリエイティブ 3-0500393718

590
見てすぐできる！「開け方・
閉め方」の早引き便利帳

ホームライフ取材
班／編

青春出版社 3-0500399939

590
わたしの暮らし、かえる、か
わる。

Ｅｍｉ ＰＨＰ研究所 3-0500400133

591
家族が倒れた時、しておく
べき手続きと届け出のすべ
て

今村正／監修 ＰＨＰ研究所 3-0500379899

591
図解ゼロからわかる！最
新お金の教科書

畠中雅子／監修 学研プラス 3-0500365745

593.3 きれいにみえる服 茅木真知子 文化学園文化出版局 3-0500366847

593.3
年中着られるシンプルウェ
ア

ブティック社 3-0500405045

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　９月号
（ｎｏ．１２８）

主婦と生活社 3-0500406843

594
０～４歳遊んで学べる手作
りの知育おもちゃ

ブティック社 3-0500402643

594.2
スウェーデン刺しゅうの図
案帖

五十嵐富美 グラフィック社 3-0500385927

594.3 爽やかに彩るレース編み ブティック社 3-0500341402

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



文庫本
596

今ごはん、昔ごはん 松井今朝子 ポプラ社 3-0500404759

596 下ごしらえと調理テク 松本仲子／監修 朝日新聞出版 3-0500399462

596 もっとつくおき ｎｏｚｏｍｉ 光文社 3-0500370857
596 楽シニアごはん 藤野嘉子 講談社 3-0500381116
596.3 坂田阿希子の肉料理 坂田阿希子 文化学園文化出版局 3-0500383653

596.3
日本料理野菜調理ハンド
ブック

奥田高光 柴田書店 3-0500402070

596.3 ぬか漬けの基本 山田奈美 グラフィック社 3-0500354251
596.9 ラクする台所 一田憲子 マイナビ出版 3-0500393964

597
プラス　１　リビング　９６
（２０１６年　Ａｕｔｕｍｎ）

主婦の友社 3-0500412735

599 フリージング離乳食
ほりえさちこ／料
理

大泉書店 3-0500353760

654 鳥獣害 祖田修 岩波書店 3-0500409571

670
即効会社の英語ハンドブッ
ク

味園真紀 べレ出版 3-0500404680

686
発掘！明治初頭の列車時
刻

曽田英夫 交通新聞社 3-0500408266

ラベルの
記号

文庫本
704

美の世界旅行 岡本太郎 新潮社 3-0500402381

706
企画展がなくても楽しめる
すごい美術館

藤田令伊 ベストセラーズ 3-0500405637

文庫本
721

大津絵 クリストフ・マルケ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500400387

723 大人の西洋美術常識 トキオ・ナレッジ 宝島社 3-0500377359

723
レオナルド・ダ・ヴィンチの
秘密

コスタンティーノ・
ドラッツィオ

河出書房新社 3-0500400898

727 もじのみほん　２．０
アイデア編集部／
編

誠文堂新光社 3-0500404395

740
星野道夫　風の行方を追っ
て

湯川豊 新潮社 3-0500402866

743
ＳＮＳ時代の写真ルールと
マナー

日本写真家協会
／編

朝日新聞出版 3-0500397668

762.1 武満徹 小野光子 音楽之友社 3-0500408680

775
全員参加の楽しい児童劇
脚本集

日本児童劇作の
会／編著

明治図書出版 3-0500401497

777 文楽の男 初世吉田玉男 淡交社 3-0500405074
777 文楽の女 吉田簑助 淡交社 3-0500405075
781 あそびのじかん しみずみえ 英治出版 3-0500399594
文庫本
783.7

打撃の神髄榎本喜八伝 松井浩 講談社 3-0500349927

791 茶の湯物語 髙山宗東 平凡社 3-0500400925
810 やさしい日本語 庵功雄 岩波書店 3-0500409570

835
英語感覚が理屈でわかる
英文法

久保聖一 べレ出版 3-0500396310

837 人生を変える英語力 山元賢治 大和書房 3-0500391840
837 悪あがき英会話 松本ぷりっつ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500346900

(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



ラベルの
記号

郷土青葉
369.4

子育てワクワクＭＡＰ

横浜市青葉区福祉保
健センターこども家庭
支援課子育て支援担
当

3-0500381573

郷土
289/ｻ

横浜富貴楼お倉 鳥居民 草思社 3-0500403400

郷土
369.3

ハマの防災情報ガイド
横浜市総務局危
機管理室／編

横浜市総務局危機管
理室

3-0500367096

郷土
492

横浜市救急受診ガイド
横浜市救急業務
検討委員会／監
修

横浜市消防局警防部
救急課

3-0500389550

郷土
629

こどもの国５０年史 三国治／編 こどもの国協会 3-0500390708

郷土
788

ハイカラケイバを初めて候
馬事文化財団馬
の博物館／編

馬事文化財団 3-0500392477

「あたらしく入った本」10月号は、平成28年8月から同28年9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）


