
ラベルの
記号

910
物語の向こうに時代が見え
る

川本三郎 春秋社 3-0500427560

文庫本
913

柳家小三治の落語　４ 柳家小三治 小学館 3-0500414419

文庫本
913.3

今昔物語集
本朝世俗篇下

武石彰夫／訳 講談社 3-0500407429

913.6/ｱ 居酒屋ぼったくり　６ 秋川滝美 アルファポリス 3-0500421367
913.6/ｱ 京都・高野路殺人事件 梓林太郎 徳間書店 3-0500380394
大活字本
913.6/ｱ

月下の恋人　上 浅田次郎 埼玉福祉会 3-0500392231

大活字本
913.6/ｱ

月下の恋人　下 浅田次郎 埼玉福祉会 3-0500392233

913.6/ｱ 最悪の将軍 朝井まかて 集英社 3-0500419875
913.6/ｱ 天を灼く あさのあつこ 祥伝社 3-0500425293
913.6/ｲ 綴られる愛人 井上荒野 集英社 3-0500423069
文庫本
913.6/ｲ

永遠（とわ）に 今井絵美子 角川春樹事務所 3-0500405620

文庫本
913.6/ｲ

人情そこつ長屋 井川香四郎 文藝春秋 3-0500404708

913.6/ｲ パレードの明暗 石持浅海 光文社 3-0500426914
文庫本
913.6/ｳ

幸せの値段 梅田みか 小学館 3-0500414424

913.6/ｳ
十二人の死にたい子どもた
ち

冲方丁 文藝春秋 3-0500426209

文庫本
913.6/ｳ

崩落 上田秀人 徳間書店 3-0500423827

文庫本
913.6/ｳ

乱用 上田秀人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500409230

文庫本
913.6/ｴ

給食のおにいさん　浪人 遠藤彩見 幻冬舎 3-0500423886

913.6/ｵ 雨の狩人 大沢在昌 幻冬舎 3-0500410634

913.6/ｵ ストロベリーライフ 荻原浩 毎日新聞出版 3-0500419214
913.6/ｵ 蜜蜂と遠雷 恩田陸 幻冬舎 3-0500419414
文庫本
913.6/ｵ

閻魔裁き　１ 風野真知雄 角川春樹事務所 3-0500378372

文庫本
913.6/ｶ

歌川国芳猫づくし 風野真知雄 文藝春秋 3-0500404706

913.6/ｶ 海賊王と開かずの《門》 茅田砂胡 中央公論新社 3-0500422113
913.6/ｷ 嘘ですけど、なにか？ 木内一裕 講談社 3-0500423529
913.6/ｷ 遠い唇 北村薫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500421386
文庫本
913.6/ｷ

流離の姫 喜安幸夫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500389174

913.6/ｻ 明るい夜に出かけて 佐藤多佳子 新潮社 3-0500418804
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913.6/ｻ 氷の轍 桜木紫乃 小学館 3-0500421268
913.6/ｻ ４０歳の言いわけ 斉木香津 双葉社 3-0500408001
文庫本
913.6/ｻ

流鶯 佐伯泰英 光文社 3-0500424189

ティーンズ
913.6/ｼ

小説君の名は。 新海誠 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500389148

913.6/ｼ 望み 雫井脩介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500413777

913.6/ｼ 春子さんの冒険と推理 柴田よしき 原書房 3-0500411011
文庫本
913.6/ｼ

庖丁ざむらい 白石一郎 講談社 3-0500388316

913.6/ｼ ホームズ四世 新堂冬樹 講談社 3-0500407016

913.6/ｼ 優しい街 新野剛志 双葉社 3-0500427034

913.6/ｽ また、桜の国で 須賀しのぶ 祥伝社 3-0500425294
文庫本
913.6/ｽ

妖気の山路 鈴木英治 徳間書店 3-0500393740

913.6/ﾀ オライオン飛行 髙樹のぶ子 講談社 3-0500420782

913.6/ﾀ 上流階級　２ 高殿円 光文社 3-0500426912
ティーンズ
913.6/ﾀ

人類は衰退しました　未確
認生物スペシャル

田中ロミオ 小学館 3-0500417191

文庫本
913.6/ﾀ

旌旗流転 田中芳樹 光文社 3-0500329585

913.6/ﾀ
不機嫌な姫とブルックナー
団

高原英理 講談社 3-0500411466

文庫本
913.6/ﾀ

妖雲群行 田中芳樹 光文社 3-0500377584

913.6/ﾀ 横濱つんてんらいら 橘沙羅 角川春樹事務所 3-0500422212
文庫本
913.6/ﾁ

長谷川平蔵人足寄場　１ 千野隆司 小学館 3-0500423811

913.6/ﾂ 黒涙 月村了衛 朝日新聞出版 3-0500423498
文庫本
913.6/ﾂ

待つ春や 辻堂魁 祥伝社 3-0500425314

文庫本
913.6/ﾄ

くらまし奇剣 鳥羽亮 実業之日本社 3-0500423476

913.6/ﾄ 黒い紙 堂場瞬一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500421400
文庫本
913.6/ﾄ

血闘波返し 鳥羽亮 徳間書店 3-0500394223

文庫本
913.6/ﾄ

のっとり奥坊主 鳥羽亮 講談社 3-0500417174

913.6/ﾄ メビウス１９７４ 堂場瞬一 河出書房新社 3-0500428918
913.6/ﾅ 東京二十三区女 長江俊和 幻冬舎 3-0500415290
文庫本
913.6/ﾅ

湯を沸かすほどの熱い愛 中野量太 文藝春秋 3-0500423870

913.6/ﾆ ドッグファイト 楡周平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500402555
文庫本
913.6/ﾉ

すずの爪あと 乃南アサ 新潮社 3-0500411442

文庫本
913.6/ﾉ

岬にて 乃南アサ 新潮社 3-0500352303

913.6/ﾊ 津軽双花 葉室麟 講談社 3-0500399999
913.6/ﾊ デトロイト美術館の奇跡 原田マハ 新潮社 3-0500421803
913.6/ﾊ リーチ先生 原田マハ 集英社 3-0500429226

913.6/ﾋ
かがやき荘アラサー探偵
局

東川篤哉 新潮社 3-0500427828



913.6/ﾋ 恋のゴンドラ 東野圭吾 実業之日本社 3-0500430429
913.6/ﾌ 火災調査官 福田和代 東京創元社 3-0500421302
文庫本
913.6/ﾌ

三匹の浪人 藤井邦夫 幻冬舎 3-0500387130

文庫本
913.6/ﾌ

千弥一夜 深水越 双葉社 3-0500417252

文庫本
913.6/ﾏ

不殺の剣 牧秀彦 二見書房 3-0500392356

913.6/ﾐ 湖底の城　７巻 宮城谷昌光 講談社 3-0500421233
913.6/ﾐ サイレント・ブレス 南杏子 幻冬舎 3-0500414879
文庫本
913.6/ﾐ

泣き童子（わらし） 宮部みゆき ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500389138

文庫本
913.6/ﾐ

万国菓子舗お気に召すま
ま　　〔２〕

溝口智子 マイナビ出版 3-0500409859

913.6/ﾑ 桜風堂ものがたり 村山早紀 ＰＨＰ研究所 3-0500418955
文庫本
913.6/ﾓ

デボラ、眠っているのか？ 森博嗣 講談社 3-0500427473

大活字本
913.6/ﾖ

第三の時効　上 横山秀夫 埼玉福祉会 3-0500392219

大活字本
913.6/ﾖ

第三の時効　下 横山秀夫 埼玉福祉会 3-0500392220

913.6/ﾖ 犯罪小説集 吉田修一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500425915
文庫本
913.6/ﾜ

殲滅地帯 渡辺裕之 祥伝社 3-0500416250

913.6/ﾜ てのひらの京（みやこ） 綿矢りさ 新潮社 3-0500421804
914 黄犬(キーン）ダイアリー ドナルド・キーン 平凡社 3-0500423566

914 私の「貧乏物語」
岩波書店編集部
／編

岩波書店 3-0500421151

文庫本
914

私の方丈記 三木卓 河出書房新社 3-0500423517

914/ﾋ 鋼のメンタル 百田尚樹 新潮社 3-0500406960

914/ﾐ
三谷幸喜のありふれた生
活　１４

三谷幸喜 朝日新聞出版 3-0500418000

文庫本
914/ﾖ

米原万里ベストエッセイ　１ 米原万理 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500372432

文庫本
914/ﾖ

米原万里ベストエッセイ　２ 米原万理 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500372433

916/ｸ
手をこまねいてはいられな
い

窪島誠一郎 新日本出版社 3-0500415263

918 日本文学全集　１０
池澤夏樹／個人
編集

河出書房新社 3-0500428920

文庫本
918

被差別文学全集 塩見鮮一郎 河出書房新社 3-0500405478

文庫本
933/ﾄ

氷の双子 Ｓ・Ｋ・トレメイン 小学館 3-0500424199

文庫本
933/ﾗ

魔法使いの塔　上
マーセデス・ラッ
キー

東京創元社 3-0500427075

文庫本
933/ﾗ

魔法使いの塔　下
マーセデス・ラッ
キー

東京創元社 3-0500427077

文庫本
933/ﾗ

ラスト・ウィンター・マーダー バリー・ライガ 東京創元社 3-0500377304

ティーンズ
943/ｳ

飛び込み台の女王
マルティナ・ヴィル
トナー／作

岩波書店 3-0500417906



文庫本
943/ｷ

オーディンの末裔
ハラルト・ギル
バース

集英社 3-0500418676

949 その雪と血を ジョー・ネスボ 早川書房 3-0500423974
文庫本
949

晴れた日森に死す
カーリン・フォッス
ム

東京創元社 3-0500421304

文庫本
949

満潮　上 シッラ・ボリリンド 東京創元社 3-0500424355

文庫本
949

満潮　下 シッラ・ボリリンド 東京創元社 3-0500424357

文庫本
953/ﾙ

傷だらけのカミーユ
ピエール・ルメート
ル

文藝春秋 3-0500423863

954 パリはわが町 ロジェ・グルニエ みすず書房 3-0500428209
文庫本
963

ヴェサリウスの秘密
ジョルディ・ヨブレ
ギャット

集英社 3-0500427777

973 冬の夜ひとりの旅人が
イタロ・カルヴィー
ノ

白水社 3-0500423577

文庫本
983

偉業 ナボコフ 光文社 3-0500424216

文庫本
986

ボタン穴から見た戦争
スヴェトラーナ・ア
レクシエーヴィチ

岩波書店 3-0500349340

993 四人の交差点 トンミ・キンヌネン 新潮社 3-0500421808

ラベルの
記号

007.1
Ｐｙｔｈｏｎで体験する深層学
習

浅川伸一 コロナ社 3-0500401566

007.1 よくわかる人工知能 清水亮 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500425927
情報科学
007.6

親子で始めるプログラミン
グ

日経ＢＰ社 3-0500406857

ティーンズ
013

司書になるには 森智彦 ぺりかん社 3-0500423156

070 スクープ！ 中村竜太郎 文藝春秋 3-0500420786
文庫本
130

哲学史講義　２
Ｇ．Ｗ．Ｆ．ヘーゲ
ル

河出書房新社 3-0500423520

文庫本
134

存在と時間　２ ハイデガー 光文社 3-0500414865

140 アドラー１００の言葉 和田秀樹／監修 宝島社 3-0500344882

140
スタンフォードの心理学講
義人生がうまくいくシンプル
なルール

ケリー・マクゴニガ
ル

日経ＢＰ社 3-0500423649

141 「孤独」のすすめ ひろさちや ＳＢクリエイティブ 3-0500405437

146.8
「今、ここ」に意識を集中す
る練習

ジャン・チョーズ
ン・ベイズ

日本実業出版社 3-0500402775

159 女は覚悟を決めなさい 黒川伊保子 ポプラ社 3-0500425413

159
時間をかけずに成功する
人コツコツやっても伸びな
い人

シェーン・スノウ 講談社 3-0500412390

165 修行と信仰 藤田庄市 岩波書店 3-0500417909
167 となりのイスラム 内藤正典 ミシマ社 3-0500404950
198 カトリック入門 稲垣良典 筑摩書房 3-0500423641

209
仕事に効く教養としての「世
界史」　２

出口治明 祥伝社 3-0500422085

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理



209
日本人の武器としての世界
史講座

茂木誠 ビジネス社 3-0500418147

ティーンズ
210

テーマで歴史探検 河合敦 朝日学生新聞社 3-0500412041

210.2 古墳の古代史 森下章司 筑摩書房 3-0500414270
210.4 応仁の乱 呉座勇一 中央公論新社 3-0500427405
210.4 戦国と宗教 神田千里 岩波書店 3-0500419778
210.4 頼朝と街道 木村茂光 吉川弘文館 3-0500419211
ティーンズ
210.7

徳川家が見た戦争 德川宗英 岩波書店 3-0500419782

222 周 佐藤信弥 中央公論新社 3-0500418298

228 ロレンスがいたアラビア　上
スコット・アンダー
ソン

白水社 3-0500421131

228 ロレンスがいたアラビア　下
スコット・アンダー
ソン

白水社 3-0500421132

230 図解中世の生活 池上正太 新紀元社 3-0500423616

238 セカンドハンドの時代
スヴェトラーナ・ア
レクシエーヴィチ

岩波書店 3-0500422054

291.3
自然を楽しむ温泉＆ウォー
キング　〔２０１６〕

ＪＴＢパブリッシング 3-0500416777

291.5
ニッポンを解剖する！
名古屋東海図鑑

ＪＴＢパブリッシング 3-0500420863

292.2 わたしの台湾・東海岸 一青妙 新潮社 3-0500419294

293 純情ヨーロッパ
たかのてるこ／文
＆写真

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500422110

293 人情ヨーロッパ
たかのてるこ／文
＆写真

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500424274

293.4
きらめくドイツクリスマス
マーケットの旅

久保田由希 マイナビ出版 3-0500422235

295
地球の歩き方　Ｂ１９
（２０１７～２０１８年版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500413682

ラベルの
記号

302 グローバリズム以後
エマニュエル・トッ
ド

朝日新聞出版 3-0500425346

302.2 台湾を知るための６０章
赤松美和子／編
著

明石書店 3-0500408732

302.3 限りなく完璧に近い人々 マイケル・ブース ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500420882
文庫本
304

アタリ文明論講義 ジャック・アタリ 筑摩書房 3-0500415285

文庫本
311

責任と判断 ハンナ・アレント 筑摩書房 3-0500406531

ティーンズ
314

話したくなる世界の選挙
コンデックス情報
研究所／編集

清水書院 3-0500408161

318.2 小さくても勝てる 平井伸治 中央公論新社 3-0500421269

319
問題は英国ではない、ＥＵ
なのだ

エマニュエル・トッ
ド

文藝春秋 3-0500418737

323 戦後史で読む憲法判例 山田隆司 日本評論社 3-0500390497

324
いちばんわかりやすい相
続・贈与の本　‘１６～’１７
年版

曽根恵子 成美堂出版 3-0500396018

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



324
私道・境界・近隣紛争の法
律相談

野辺博／編著 学陽書房 3-0500359674

326
新・判例ハンドブック
刑法各論

高橋則夫／編 日本評論社 3-0500418232

326
新・判例ハンドブック
刑法総論

高橋則夫／編 日本評論社 3-0500418231

331 ガルブレイス 根井雅弘 白水社 3-0500411363

331
経済数学の直観的方法
マクロ経済学編

長沼伸一郎 講談社 3-0500417550

332.1
これが世界と日本経済の
真実だ

髙橋洋一 悟空出版 3-0500420732

333 世界経済まさかの時代 滝田洋一 日本経済新聞出版社 3-0500425339
333 どうなる世界経済 伊藤元重 光文社 3-0500426101
334 武器としての人口減社会 村上由美子 光文社 3-0500408849

334
フランスはどう少子化を克
服したか

髙橋順子 新潮社 3-0500426123

335.1
カンブリア宮殿　村上龍×
経済人スゴい社長金言

村上龍 日本経済新聞出版社 3-0500420035

336
あなたが作る等身大のＢＣ
Ｐ

昆正和 日刊工業新聞社 3-0500411612

336.4 言葉づかいのトリセツ
ビジネス文章力研
究所

実務教育出版 3-0500411002

336.4
職場のハラスメント実務対
応Ｑ＆Ａ

小笠原六川国際
総合法律事務所

清文社 3-0500384712

338
ロボット運用のプロが分析
してわかった最強の株式投
資法

加藤浩一 ダイヤモンド社 3-0500422097

338 住友銀行秘史 國重惇史 講談社 3-0500423902

345
知っておきたい空き家の税
金

柴原一／編著 近代セールス社 3-0500415457

345 不平等をめぐる戦争 上村雄彦 集英社 3-0500425692
参考書
350

世界国勢図会
２０１６／１７年版

矢野恒太記念会
／編集

矢野恒太記念会 3-0500409579

350 初めて学ぶ統計
総務省統計研修
所／編集

日本統計協会 3-0500411084

361
古市くん、社会学を学び直
しなさい！！

古市憲寿 光文社 3-0500426895

文庫本
361.4

関西人の正体 井上章一 朝日新聞出版 3-0500395941

361.4 日本人の甘え 曽野綾子 新潮社 3-0500417660

361.4
料理でわかるヨーロッパ各
国気質

片野優 実務教育出版 3-0500419228

365 マンション格差 榊淳司 講談社 3-0500417548
365 リフォーム工事の法律相談 犬塚浩／編著 青林書院 3-0500293213
ティーンズ
366.2

介護福祉士になるには 渡辺裕美／編著 ぺりかん社 3-0500334773

ティーンズ
366.2

カフェオーナー・カフェスタッ
フ・バリスタになるには

安田理／編著 ぺりかん社 3-0500350884

ティーンズ
366.2

ドッグトレーナー・犬の訓練
士になるには

井上こみち ぺりかん社 3-0500407418

366.4
個人型確定拠出年金ｉＤｅＣ
ｏ活用入門

竹川美奈子 ダイヤモンド社 3-0500424271

366.5 新・労働契約Ｑ＆Ａ
東京南部法律事
務所／編

日本評論社 3-0500400141



367.2 ルポ貧困女子 飯島裕子 岩波書店 3-0500419780
367.3 「父」という異性（ひと） 下重暁子 青萠堂 3-0500417697
367.6 子どもと貧困 朝日新聞取材班 朝日新聞出版 3-0500427420
369.2 地域で支える認知症 吉田輝美／編著 ぎょうせい 3-0500412537

369.2
ゆびを動かし毎日元気
に！手作りを楽しむイキイ
キかんたん手芸

ブティック社 3-0500405919

369.3 難民問題 墓田桂 中央公論新社 3-0500418296

371
現代に生きるマリア・モン
テッソーリの教育思想と実
践

早田由美子／ほ
か執筆

ＫＴＣ中央出版 3-0500408196

371 ルポ保健室 秋山千佳 朝日新聞出版 3-0500406442
372 崩壊するアメリカの公教育 鈴木大裕 岩波書店 3-0500410982

375
ここまで変わった日本史教
科書

高橋秀樹 吉川弘文館 3-0500410991

375
やっかいな子どもや大人と
の接し方マニュアル

宮田雄吾 日本評論社 3-0500424358

376.1 こどものみかた 柴田愛子 福音館書店 3-0500427342
376.4 高大接続改革 山内太地 筑摩書房 3-0500423644
参考書
376.8

音楽大学・学校案内
２０１７年度

音楽之友社 3-0500427985

377 最後の秘境東京藝大 二宮敦人 新潮社 3-0500417654
382 江戸落語図鑑　２ 飯田泰子 芙蓉書房出版 3-0500415836
383.6 入浴と銭湯 中野栄三 雄山閣 3-0500419381
383.8 昭和なつかし食の人物誌 磯辺勝 平凡社 3-0500418118
383.8 日本まじない食図鑑 吉野りり花 青弓社 3-0500415741
383.8 幻の料亭・日本橋「百川」 小泉武夫 新潮社 3-0500427831
文庫本
384

江戸看板図聚 三谷一馬 中央公論新社 3-0500418722

385
冠婚葬祭お金とマナー大
事典

主婦の友社／編 主婦の友社 3-0500415085

385
武家の躾子どもの礼儀作
法

小笠原敬承斎 光文社 3-0500416689

386 鳩居堂の歳時記 広田千悦子 主婦の友インフォス 3-0500420828

389
アメリカ先住民を知るため
の６２章

阿部珠理／編著 明石書店 3-0500420809

ラベルの
記号

ティーンズ
402

研究するって面白い！
伊藤由佳理／編
著

岩波書店 3-0500428112

ティーンズ
402

ノーベル賞でつかむ現代科
学

小山慶太 岩波書店 3-0500419781

404 はじめてのサイエンス 池上彰 ＮＨＫ出版 3-0500424028

410
子どもの算数力は親の教
え方が９割

桜井進
ＰＨＰエディターズ・グ
ループ

3-0500325056

417
広告・ニュースの数字のカ
ラクリがわかる統計学

涌井良幸 日本実業出版社 3-0500421739

420
難問・奇問で語る世界の物
理

Ｔｈｏｍａｓ　Ｐｏｖｅｙ 丸善出版 3-0500416420

421 完全独習相対性理論 吉田伸夫 講談社 3-0500366363

425
トコトンやさしい色彩工学の
本

前田秀一 日刊工業新聞社 3-0500420397

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



429 量子物理学の発見
レオン・レーダー
マン

文藝春秋 3-0500419265

431 元素よもやま話 馬場祐治 本の泉社 3-0500418196

435
シュライバー　アトキンス
無機化学　上

Ｍａｒｋ　Ｗｅｌｌｅｒ 東京化学同人 3-0500414958

437 有機化学 工藤一秋 化学同人 3-0500340882
441 重力波とはなにか 安東正樹 講談社 3-0500417940
ティーンズ
443

１４歳のための宇宙授業 佐治晴夫 春秋社 3-0500401038

446 月の素顔 沼澤茂美／共著 小学館クリエイティブ 3-0500423824
453 活断層が分かる本 國生剛治／監修 技報堂出版 3-0500412112
453 富士山大爆発のすべて 島村英紀 花伝社 3-0500419256

467 ゲノム編集の衝撃
ＮＨＫ「ゲノム編
集」取材班

ＮＨＫ出版 3-0500401094

468 外来種は本当に悪者か？ フレッド・ピアス 草思社 3-0500397815
475 コケを見に行こう！ 左古文男 技術評論社 3-0500420761
477 野に咲く花便利帳 稲垣栄洋／監修 主婦の友社 3-0500423601
485 クモの糸でバイオリン 大﨑茂芳 岩波書店 3-0500423801
492 症状改善！ツボ大全 布施雅夫／監修 成美堂出版 3-0500392316

492 病気がみえる　ｖｏｌ．１
医療情報科学研
究所／編

メディックメディア 3-0500362848

493.4 胃がん 佐野武／監修 講談社 3-0500397691
493.7 頭痛をスッキリ治す本 寺本純 講談社 3-0500422126

493.7
パーキンソン病を知りたい
あなたへ

髙橋良輔 ＮＨＫ出版 3-0500419958

493.9
子どもの花粉症・アレル
ギー性鼻炎を治す本

永倉仁史／監修 講談社 3-0500347611

493.9
やさしくわかる子どもの起
立性調節障害

田中大介 洋泉社 3-0500404375

494
名医が教える足のお悩み
完全解決バイブル

高倉義典 誠文堂新光社 3-0500415014

495 産み育てと助産の歴史 白井千晶／編著 医学書院 3-0500381817
498.1 ホスピスからの贈り物 横川善正 筑摩書房 3-0500414272
498.5 太らない間食 足立香代子 文響社 3-0500420008
参考書
499

医者からもらった薬がわか
る本　２０１６－２０１７年版

医薬制度研究会 法研 3-0500381074

499 医薬品とノーベル賞 佐藤健太郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500415665

518.8
まちづくりの仕事ガイドブッ
ク

饗庭伸／編著 学芸出版社 3-0500412395

519.7 五感経営 石坂典子 日経ＢＰ社 3-0500418099

520
すぐに役立つ知っておきた
い！最新図解建築基準法
と消防法のしくみ

佐久間悠／監修 三修社 3-0500409293

521
図解ここが見どころ！古建
築

妻木靖延 学芸出版社 3-0500411241

525 名建築が生まれた現場 江村英哲 日経ＢＰ社 3-0500413301
526 シブいビル 鈴木伸子 リトルモア 3-0500408618

527 住宅リノベーション図集
魚谷繁礼建築研
究所

オーム社 3-0500409205

527 住まいの３Ｄしくみ図鑑 エクスナレッジ 3-0500422083
537 不正の迷宮三菱自動車 日経ビジネス／編 日経ＢＰ社 3-0500416441
543 水力発電が日本を救う 竹村公太郎 東洋経済新報社 3-0500408931



547.3
あなたのヘッドホンはアー
ティストの息づかいが聴こ
えていますか？

小林和幸 秀和システム 3-0500412084

情報科学
547.4

ＩｏＴビジネス入門＆実践講
座

荻原裕 ソシム 3-0500413348

情報科学
547.4

Ａｎｄｒｏｉｄプログラミング入
門

長谷篤拓／共著 コロナ社 3-0500421313

547.4 インターネット法 松井茂記／編 有斐閣 3-0500334553
情報科学
547.4

Ｗｉｎｄｏｗｓネットワーク上級
リファレンス

橋本和則 翔泳社 3-0500418244

547.4
ランディングページ・デザイ
ンメソッド

ポストスケイプ
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500324494

ティーンズ
548

ＩＴソリューション会社図鑑
野村総合研究所
／監修

日経ＢＰコンサルティ
ング

3-0500370238

575 目に見えないガスの話 八巻照雄 ＳＴＥＰ 3-0500411369

585
トコトンやさしい段ボールの
本

レンゴー株式会社
／編著

日刊工業新聞社 3-0500421214

589 その靴、痛くないですか？ 西村泰紀 飛鳥新社 3-0500412904

ラベルの
記号

590 家しごと、私のルール 地球丸 3-0500381126

590
美しく暮らすおしゃれのヒン
ト

松本洋子 朝日新聞出版 3-0500414445

590 テーブルに何もない日 岸本葉子 ミスター・パートナー 3-0500386005
590 田園都市生活　ｖｏｌ．６１ エイ出版社 3-0500421119

590
もっと使える！ジップロック
で暮らし上手

ジップロック暮らし
上手編集部

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500405313

591 隠れ貧困 荻原博子 朝日新聞出版 3-0500356345
593.1 和のふだん着 ブティック社 3-0500413069

593.3
お嬢様のためのドレス
ＢＯＯＫ

日本ヴォーグ社 3-0500412270

593.3 大人にいい服 中野ユカリ 日本ヴォーグ社 3-0500377494
593.3 簡単コスプレ＆イベント服 みる 主婦の友社 3-0500415802

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　１１
（ｎｏ．１２９）

主婦と生活社 3-0500424664

594.2 東北の刺し子 日本ヴォーグ社 3-0500416815
594.2 ハーダンガー刺繍 御園二葉 日本ヴォーグ社 3-0500350570
594.3 アランニットの本 日本ヴォーグ社 3-0500424030

594.3
Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ　ＫＮＩＴサイズ
の選べる手編みの本

ｍｉｃｈｉｙｏ 文化学園文化出版局 3-0500415738

594.3 大人が始める手編み 岡本啓子 ブティック社 3-0500414808

594.3 草花の手編みざぶとん
誠文堂新光社／
編

誠文堂新光社 3-0500415753

594.3
トルコの伝統手芸縁飾り
〈オヤ〉の見本帳

石本寛治 高橋書店 3-0500414122

594.3 ニットで包む 西村知子 誠文堂新光社 3-0500415056

594.8
押し花の風景セレクション
１０５

日本ヴォーグ社 3-0500409756

594.9 植物を編むビーズステッチ 安藤潤子 河出書房新社 3-0500413647

594.9
ダンボール織りテクニック
ＢＯＯＫ

蔭山はるみ 誠文堂新光社 3-0500415754

594.9 モジパッチワーク Ｆ．Ｏ．Ｉ 誠文堂新光社 3-0500422774

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



595
逆引きアンチエイジング事
典

Ｋａｔｓｕｙｏ 主婦の友社 3-0500412959

596 一汁一菜でよいという提案 土井善晴 グラフィック社 3-0500423139
596 男めし入門 加藤和子 講談社 3-0500411447

596
海上保安庁のおいしい船
飯

海上保安協会／
監修

扶桑社 3-0500411477

596
小林カツ代の永久不滅レシ
ピ１０１

小林カツ代 主婦の友社 3-0500424951

596.2
イタリアマンマの粉ものレシ
ピ

パンツェッタ喜久
子

講談社 3-0500417980

596.2
贅沢グラタンと旨味シ
チュー

絶品レシピ研究会 日東書院本社 3-0500417787

596.2 煮もの炊きもの 真藤舞衣子 主婦と生活社 3-0500415278
596.3 ジビエ教本 依田誠志 誠文堂新光社 3-0500415355

596.3 世界の豆料理
誠文堂新光社／
編

誠文堂新光社 3-0500424377

596.6
一流シェフのパウンドケー
キ

ピエール・エルメ 世界文化社 3-0500421216

596.6
お菓子のきほん、完全レシ
ピ

河田勝彦 世界文化社 3-0500347601

596.6 個性派シュガーのお菓子 柴田書店／編 柴田書店 3-0500412527
ティーンズ
596.6

ベターホームのお菓子の
基本

ベターホーム協会 3-0500386454

596.6 りんごのお菓子 若山曜子 地球丸 3-0500416311

596.7 図説コーヒー
ＵＣＣコーヒー博
物館

河出書房新社 3-0500423573

596.7 ＴＥＡ　ＢＯＯＫ Ｌｉｎｄａ　Ｇａｙｌａｒｄ 誠文堂新光社 3-0500414206
596.9 料理好きのうつわと片づけ 人とうつわ編集部 河出書房新社 3-0500413649

598 マタニティ・ヨガＬｅｓｓｏｎ
スタジオ・ヨギー
／監修

新星出版社 3-0500412433

611 農本主義のすすめ 宇根豊 筑摩書房 3-0500423642
612 渋谷の農家 小倉崇 本の雑誌社 3-0500418933
627 はじめてのエアプランツ 鹿島善晴 家の光協会 3-0500420764

627
１００円グッスでプチ！ガー
デニング

竹田薫／監修 主婦の友社 3-0500416445

645 イヌに「こころ」はあるのか
レイモンド・コッピ
ンジャー

原書房 3-0500419232

649
動物病院を訪れた小さな命
が教えてくれたこと

磯部芳郎 現代書林 3-0500424256

661 魚と日本人 濱田武士 岩波書店 3-0500428108

673
空き家管理ビジネスがわか
る本

中山聡 同文舘出版 3-0500421257

673
なぜ日本のフランスパンは
世界一になったのか

阿古真理 ＮＨＫ出版 3-0500424027

673
２時間で丸わかり！不動産
経営のきほん大全

広瀬智也 ＳＢクリエイティブ 3-0500419800

673
もっと売れっ子ハンドメイド
作家になる本

たかはしあや ソシム 3-0500418700

675
東京手みやげと贈り物カタ
ログ

朝日新聞出版／
編著

朝日新聞出版 3-0500386397

681
すぐに役立つ入門図解交
通事故の過失割合ケース
別２８８

木島康雄／監修 三修社 3-0500418252

686 ニッポン鉄道の旅６８選 谷川一巳 平凡社 3-0500389533



686 ローカル鉄道の解剖図鑑 岩間昌子 エクスナレッジ 3-0500427089

687
旅客機を見れば世界が分
かる

チャーリィ古庄 イカロス出版 3-0500422010

文庫本
689

東京ディズニーランドベスト
ガイド　２０１７－２０１８

講談社 3-0500419171

699 抗うニュースキャスター 金平茂紀 かもがわ出版 3-0500417381

ラベルの
記号

723 ゴッホの地図帖
ニーンケ・ゲーネ
カンプ

講談社 3-0500421801

723 レンブラント
エルンスト・ファ
ン・デ・ウェテリン
ク

木楽舎 3-0500415471

727 ２０世紀のデザイン トニー・セダン 東京美術 3-0500416433

728
常用漢字字典毛筆　楷書・
行書編

奥江晴紀 木耳社 3-0500404399

754.9
こどもと一緒に遊べる折り
紙

丹羽兌子 ブティック社 3-0500416220

759 万華鏡大全 山見浩司 誠文堂新光社 3-0500415055
760 音楽教育革命！ 笹森壮大 ゲイン 3-0500398087
762.2 中東世界の音楽文化 西尾哲夫／編著 スタイルノート 3-0500420729
763 ショパン・コンクール 青柳いづみこ 中央公論新社 3-0500418297
文庫本
764

生きているジャズ史 油井正一 立東舎 3-0500417524

767 赤い口紅があればいい 野宮真貴 幻冬舎 3-0500419416

文庫本
767

本当の意味を知ればカラオ
ケがもっと楽しめる！昭和
ヒット曲全１４７曲の真実

橋本テツヤ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500416921

文庫本
778

世界といまを考える　２ 是枝裕和 ＰＨＰ研究所 3-0500344869

文庫本
778

世界といまを考える　３ 是枝裕和 ＰＨＰ研究所 3-0500422843

779 古典・新作落語事典 瀧口雅仁 丸善出版 3-0500392900
788 大相撲の解剖図鑑 伊藤勝治／監修 エクスナレッジ 3-0500414606
文庫本
796

棋士という人生 大崎善生／編 新潮社 3-0500420744

796 谷川流寄せの法則 谷川浩司 日本将棋連盟 3-0500416457
807 寝るまえ５分の外国語 黒田龍之助 白水社 3-0500417130

809
「大人ことば」で穏やかに話
す

山崎朋子 日本法令 3-0500419327

809
誰からも好かれるＮＨＫの
話し方

ＮＨＫ放送研修セ
ンター・日本語セ
ンター

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500418764

809 「良い質問」をする技術 粟津恭一郎 ダイヤモンド社 3-0500422098
810 昭和のことば 鴨下信一 文藝春秋 3-0500427461

816
「こころ」が伝わる手紙の書
き方とマナー文例集

西東社編集部／
編

西東社 3-0500424948

816
文豪に学ぶ手紙のことば
の選びかた

中川越 東京新聞 3-0500427083

837
子どもが自分から話したく
なるゆっくりていねい親子
英会話

杉本正宣 秀和システム 3-0500418191

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



837
３０秒でできる！ニッポンの
歴史紹介おもてなしの英会
話

安河内哲也／監
修

ＩＢＣパブリッシング 3-0500420504

ラベルの
記号

郷土青葉
213

王禅寺村御用留
青葉区古文書之
会／編

青葉区古文書之会 3-0500409070

郷土
291.3

横浜あるある 八千草春日 ＴＯブックス 3-0500420845

郷土
376.4

輝けきみの明日〔２０１７〕

神奈川県教育委
員会教育局指導
部高校教育課／
編

神奈川県厚生福利振
興会

3-0500418539

郷土
649

動物たちの命の灯を守
れ！

細田孝充 緑書房 3-0500397836

「あたらしく入った本」12月号は、平成28年10月から同28年11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。
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郷土に関する本
（青葉区、横浜市、神奈川県）


