
ラベルの
記号

ティーンズ
902

文豪図鑑 開発社／編 自由国民社 3-0500431405

文庫本
909

児童文学論
リリアン・Ｈ．スミ
ス

岩波書店 3-0500427352

910 言葉の降る日 加藤典洋 岩波書店 3-0500429650
910/ﾅ 漱石の思ひ出 夏目鏡子／述 岩波書店 3-0500417520
文庫本
913

柳家小三治の落語　５ 柳家小三治 小学館 3-0500424200

文庫本
913

柳家小三治の落語　６ 柳家小三治 小学館 3-0500433476

文庫本
913.3

今昔物語集
本朝世俗篇上

武石彰夫／訳 講談社 3-0500388351

913.4 謹訳平家物語　４ 林望 祥伝社 3-0500431295
913.6 決戦！桶狭間 冲方丁 講談社 3-0500435696
913.6 ヴィジョンズ 宮部みゆき 講談社 3-0500427467
913.6/ｱ おんなの城 安部龍太郎 文藝春秋 3-0500421308
913.6/ｱ クランクイン 相場英雄 双葉社 3-0500435423
913.6/ｱ 越後・八海山殺人事件 梓林太郎 光文社 3-0500426910
913.6/ｱ 天子蒙塵　第１巻 浅田次郎 講談社 3-0500430098
913.6/ｲ 虹を持つ彼女 逸木裕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500421390

913.6/ｳ
Ｄの殺人事件、まことに恐
ろしきは

歌野晶午 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500431169

913.6/ｵ ツタよ、ツタ 大島真寿美 実業之日本社 3-0500425875
文庫本
913.6/ｵ

天衣無縫 織田作之助 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500424051

文庫本
913.6/ｵ

天冥の標　９
〔ＰＡＲＴ２〕

小川一水 早川書房 3-0500428284

913.6/ｵ 本バスめぐりん。 大崎梢 東京創元社 3-0500439146
913.6/ｵ 闇の平蔵 逢坂剛 文藝春秋 3-0500432632
ティーンズ
913.6/ｶ

君の名は。 新海誠／原作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500402400

913.6/ｶ 潮騒のアニマ 川瀬七緒 講談社 3-0500429730
913.6/ｶ 四月になれば彼女は 川村元気 文藝春秋 3-0500431905
ティーンズ
913.6/ｶ

空への助走 壁井ユカコ 集英社 3-0500423070

913.6/ｶ
我ら荒野の七重奏（セプ
テット）

加納朋子 集英社 3-0500431845

913.6/ｷ 書楼弔堂 京極夏彦 集英社 3-0500437910
913.6/ｷ 戦国２４時 木下昌輝 光文社 3-0500417211
文庫本
913.6/ｷ

千住の夜討 喜安幸夫 光文社 3-0500432573

913.6/ｸ 国家とハイエナ 黒木亮 幻冬舎 3-0500429711
913.6/ｸ すみなれたからだで 窪美澄 河出書房新社 3-0500426956
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913.6/ｸ 老乱 久坂部羊 朝日新聞出版 3-0500432141
文庫本
913.6/ｺ

うたかたの恋 小杉健治 朝日新聞出版 3-0500423847

913.6/ｺ 継続捜査ゼミ 今野敏 講談社 3-0500427468
913.6/ｺ シャルロットの憂鬱 近藤史恵 光文社 3-0500426913
913.6/ｻ 秋萩の散る 澤田瞳子 徳間書店 3-0500424263
文庫本
913.6/ｻ

お断り 佐伯泰英 角川春樹事務所 3-0500434073

ティーンズ
913.6/ｻ

１７歳のうた 坂井希久子 文藝春秋 3-0500429344

913.6/ｻ 沈黙法廷 佐々木譲 新潮社 3-0500437039
文庫本
913.6/ｻ

虎の尾を踏む 佐伯泰英 新潮社 3-0500438982

文庫本
913.6/ｻ

風雲来たる 坂岡真 角川春樹事務所 3-0500369374

913.6/ｻ みやこさわぎ 西條奈加 東京創元社 3-0500430241
913.6/ｼ Ｍの暗号 柴田哲孝 祥伝社 3-0500425295
913.6/ｼ 三軒茶屋星座館 柴崎竜人 講談社 3-0500429753
913.6/ｼ 幸せのプチ 朱川湊人 日本経済新聞出版社 3-0500433536

913.6/ｼ
青光の街（ブルーライト・タ
ウン）

柴田よしき 早川書房 3-0500428262

913.6/ｼ 脇坂副署長の長い一日 真保裕一 集英社 3-0500431847
文庫本
913.6/ｽ

エースナンバー 須賀しのぶ 集英社 3-0500399884

913.6/ｾ 黒い巨塔 瀬木比呂志 講談社 3-0500430403
913.6/ﾀ ＱＥＤ～ｆｌｕｍｅｎ～月夜見 高田崇史 講談社 3-0500433500
913.6/ﾀ 恋糸ほぐし 田牧大和 実業之日本社 3-0500434100
913.6/ﾀ 木もれ日を縫う 谷瑞恵 集英社 3-0500431846
文庫本
913.6/ﾀ

魔軍襲来 田中芳樹 光文社 3-0500405450

913.6/ﾂ 浮遊霊ブラジル 津村記久子 文藝春秋 3-0500427889
913.6/ﾂ 籠の鸚鵡 辻原登 新潮社 3-0500421807
913.6/ﾂ クローバーナイト 辻村深月 光文社 3-0500436016
文庫本
913.6/ﾄ

鬼面斬り 鳥羽亮 光文社 3-0500424810

文庫本
913.6/ﾄ

隼人奔る 鳥羽亮 角川春樹事務所 3-0500434075

913.6/ﾅ うき世櫛 中島要 双葉社 3-0500435418
文庫本
913.6/ﾅ

鬼船の城塞 鳴神響一 角川春樹事務所 3-0500398163

913.6/ﾅ 白衣の嘘 長岡弘樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500420881
ティーンズ
913.6/ﾅ

Ｒｅ：ゼロから始める異世界
生活　１０

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500428152

913.6/ﾆ 掟上今日子の旅行記 西尾維新 講談社 3-0500436058
913.6/ﾆ 神仙の告白 仁木英之 新潮社 3-0500437037
文庫本
913.6/ﾆ

十津川警部姨捨駅の証人 西村京太郎 祥伝社 3-0500425327

913.6/ﾇ 壁の男 貫井徳郎 文藝春秋 3-0500429881
913.6/ﾇ 君はレフティ 額賀澪 小学館 3-0500430504
913.6/ﾊ あおなり道場始末 葉室麟 双葉社 3-0500435419
文庫本
913.6/ﾊ

陽炎の門 葉室麟 講談社 3-0500369255



ティーンズ
913.6/ﾊ

ニーチェが京都にやってき
て１７歳の私に哲学のこと
教えてくれた。

原田まりる ダイヤモンド社 3-0500422102

913.6/ﾊ 比（なら）ぶ者なき 馳星周 中央公論新社 3-0500435729
文庫本
913.6/ﾋ

祈りの幕が下りる時 東野圭吾 講談社 3-0500417172

文庫本
913.6/ﾋ

雪煙チェイス 東野圭吾 実業之日本社 3-0500438943

文庫本
913.6/ﾋ

ファミリーラブストーリー 樋口卓治 講談社 3-0500417163

913.6/ﾌ 女王さまの夜食カフェ 古内一絵 中央公論新社 3-0500435730
文庫本
913.6/ﾌ

時をかける眼鏡　〔４〕 椹野道流 集英社 3-0500427768

913.6/ﾌ 淵に立つ 深田晃司 ポプラ社 3-0500416415
文庫本
9136/ﾏ

砂の塔　上
池田奈津子／脚
本

幻冬舎 3-0500424906

913.6/ﾏ 珍妙な峠 町田康 双葉社 3-0500435430
文庫本
913.6/ﾏ

とっぴんぱらりの風太郎
上

万城目学 文藝春秋 3-0500412824

文庫本
913.6/ﾏ

とっぴんぱらりの風太郎
下

万城目学 文藝春秋 3-0500412825

913.6/ﾏ ランボー怒りの改新 前野ひろみち 星海社 3-0500407421
913.6/ﾐ 校閲ガール　トルネード 宮木あや子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500429409
913.6/ﾐ サーモン・キャッチャー 道尾秀介 光文社 3-0500436015
913.6/ﾐ 猫には推理がよく似合う 深木章子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500412941
913.6/ﾑ 地上の星 村木嵐 文藝春秋 3-0500419473
913.6/ﾓ 梅もどき 諸田玲子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500428231
文庫本
913.6/ﾓ

双龍剣異聞 森詠 実業之日本社 3-0500403966

913.6/ﾓ 夜行 森見登美彦 小学館 3-0500429756
913.6/ﾖ いまさら翼といわれても 米澤穂信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500439218
913.6/ﾖ 坊ちゃんのそれから 芳川泰久 河出書房新社 3-0500426955
914/ｳ ある夜のダリア 内館牧子 潮出版社 3-0500422787
914/ｶ なんでわざわざ中年体育 角田光代 文藝春秋 3-0500423983
914/ｶ ６０年代ポップ少年 亀和田武 小学館 3-0500425816
文庫本
914/ｷ

海外旅行熱、急上昇して急
降下

銀色夏生 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500419272

914/ｻ 人間の煩悩 佐藤愛子 幻冬舎 3-0500419913
914/ｼ 大人のコミュニケーション術 辛酸なめ子 光文社 3-0500425781
914/ｽ 江戸を愛して愛されて 杉浦日向子 河出書房新社 3-0500429305
914/ﾑ 星に願いを、いつでも夢を 村上龍 ベストセラーズ 3-0500436597
914/ﾓ ぐるぐる問答 森見登美彦 小学館 3-0500429757
923 年月日 閻連科 白水社 3-0500433484
929.1 少年が来る ハンガン クオン 3-0500430600
930 人生の住処 巽豊彦 彩流社 3-0500433034
932 ハリー・ポッターと呪いの子 Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社 3-0500430643

932
ミルワード先生のシェイクス
ピア講義

ピーター・ミルワー
ド

彩流社 3-0500433033

ティーンズ
933

ホイッパーウィル川の伝説
キャシー・アッペ
ルト

あすなろ書房 3-0500428396

933/ｱ アメリカーナ
チママンダ・ンゴ
ズィ・アディーチェ

河出書房新社 3-0500429298



文庫本
933/ｶ

棺の女 リサ・ガードナー 小学館 3-0500432924

933/ｹ トランペット ジャッキー・ケイ 岩波書店 3-0500430934

933/ｼ
フランク・デリク８１歳素晴ら
しき普通の人生

Ｊ・Ｂ・モリソン 三賢社 3-0500429342

933/ｼ ヨーロッパ人
ヘンリー・ジェイム
ズ

彩流社 3-0500425838

933/ｼ
わかっていただけますかね
え

ジム・シェパード 白水社 3-0500428116

ティーンズ
933/ｽ

スマート
キム・スレイター
／作

評論社 3-0500432734

文庫本
933/ﾁ

詩人と狂人たち Ｇ・Ｋ・チェスタトン 東京創元社 3-0500436155

933/ﾄ 美食と嘘と、ニューヨーク ジェシカ・トム 河出書房新社 3-0500427826

933/ﾊ 天使の鐘
リチャード・ハー
ヴェル

柏書房 3-0500428385

文庫本
933/ﾌ

節約は災いのもと
エミリー・ブライト
ウェル

東京創元社 3-0500433938

文庫本
933/ﾌ

八月の光　上 フォークナー／作 岩波書店 3-0500427348

文庫本
933/ﾌ

ブラックベリー・パイは潜ん
でいる

ジョアン・フルーク ヴィレッジブックス 3-0500430217

ティーンズ
933/ﾌ

万華鏡 レイ・ブラッドベリ 東京創元社 3-0500427079

933/ﾍ 虎狼 モー・ヘイダー 早川書房 3-0500433515
933/ﾏ ジュリエット アリス・マンロー 新潮社 3-0500430520
文庫本
933/ﾏ

ファーストレディの秘密の
ゲスト

スーザン・イーリ
ア・マクニール

東京創元社 3-0500436163

ティーンズ
933/ﾏ

レイン
アン・Ｍ・マーティ
ン／作

小峰書店 3-0500428358

936 いま、希望を語ろう ポール・カラニシ 早川書房 3-0500433514
936 果報者ササル ジョン・バージャー みすず書房 3-0500434447

936
自閉症のぼくが「ありがと
う」を言えるまで

イド・ケダー 飛鳥新社 3-0500421856

文庫本
943/ﾉ

死体は笑みを招く ネレ・ノイハウス 東京創元社 3-0500430244

文庫本
949

幸せなひとりぼっち
フレドリック・バッ
クマン

早川書房 3-0500429290

949 流砂
へニング・マンケ
ル

東京創元社 3-0500430237

956
ぼくは君たちを憎まないこ
とにした

アントワーヌ・レリ
ス

ポプラ社 3-0500390507

文庫本
959

ティラン・ロ・ブラン　１ Ｊ．マルトゥレイ 岩波書店 3-0500427349

文庫本
973

キリストはエボリで止まった
カルロ・レーヴィ／
作

岩波書店 3-0500427350

文庫本
973

パードレはそこにいる　上
サンドローネ・ダ
ツィエーリ

早川書房 3-0500419430

文庫本
973

パードレはそこにいる　下
サンドローネ・ダ
ツィエーリ

早川書房 3-0500419431

ティーンズ
973

ピノッキオの冒険
カルロ・コッロー
ディ

光文社 3-0500432577



ラベルの
記号

015
インターネットで文献探索
２０１６年版

伊藤民雄 日本図書館協会 3-0500393125

文庫本
104

生きるための哲学 岡田尊司 河出書房新社 3-0500432609

文庫本
104

人生はいつもちぐはぐ 鷲田清一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500428179

113 ＬＩＦＥ　ＳＨＩＦＴ リンダ・グラットン 東洋経済新報社 3-0500428187

114
人生最期の日に笑顔でい
るために今日できること

川嶋朗 イースト・プレス 3-0500431947

116 「正しい」を分析する 八木沢敬 岩波書店 3-0500427760
文庫本
130

哲学史講義　３
Ｇ．Ｗ．Ｆ．ヘーゲ
ル

河出書房新社 3-0500432615

文庫本
134

この人を見よ ニーチェ 光文社 3-0500424215

146.8
虐待・ＤＶ・トラウマにさらさ
れた親子への支援

アリシア・Ｆ・リー
バマン

日本評論社 3-0500427878

146.8 精神科音楽療法ことはじめ 笠嶋道子／編集
ミージックセラピスト協
会

3-0500429720

146.8 ロゴセラピーのエッセンス
ヴィクトール・Ｅ．
フランクル

新教出版社 3-0500427832

147
成功している人は、なぜ神
社に行くのか？

八木龍平 サンマーク出版 3-0500396794

159 逆境からの仕事学 姜尚中 ＮＨＫ出版 3-0500432693
159 図解働き方 稲盛和夫 三笠書房 3-0500431797
159 好きなことだけで生きる ドラ・トーザン 大和書房 3-0500437042
180 「ひとり」の哲学 山折哲雄 新潮社 3-0500429801
181 〈業〉とは何か 平岡聡 筑摩書房 3-0500425483

190
超図解一番わかりやすい
キリスト教入門

月本昭男／監修 東洋経済新報社 3-0500430421

191 ゼロからわかるキリスト教 佐藤優 新潮社 3-0500430518
文庫本
198

スエデンボルグ 鈴木大拙 講談社 3-0500424852

209 最古の文字なのか？
ジェネビーブ・ボ
ン・ぺッツィンガー

文藝春秋 3-0500433558

209 サピエンス全史　上
ユヴァル・ノア・ハ
ラリ

河出書房新社 3-0500415413

209 サピエンス全史　下
ユヴァル・ノア・ハ
ラリ

河出書房新社 3-0500415414

210 中世の古文書入門 小島道裕 河出書房新社 3-0500428271
210.7 昭和史跡散歩　東京篇 一坂太郎 イースト・プレス 3-0500423653

210.7
「戦後」はいかに語られる
か

成田龍一 河出書房新社 3-0500428277

234 図説ウィーンの歴史 増谷英樹 河出書房新社 3-0500428919

234
ドイツの歴史を知るための
５０章

森井裕一／編著 明石書店 3-0500427999

236
スペインの歴史を知るため
の５０章

立石博高／編著 明石書店 3-0500427998

文庫本
281

考証風流大名列伝 稲垣史生 立東舎 3-0500426897

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



ティーンズ
290

地歴高等地図　〔２０１６〕
帝国書院編集部
／編

帝国書院 3-0500424956

文庫本
291.6

京都おでかけ帖 甲斐みのり 祥伝社 3-0500416646

292.2
地球の歩き方　Ｄ　０４
（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 3-0500432657

292.2 台南 一青妙 新潮社 3-0500430521

295
地球の歩き方　Ｂ　２５
（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 3-0500428290

ラベルの
記号

302.2 中東崩壊
日本経済新聞社
／編

日本経済新聞出版社 3-0500433539

302.2 中国（チャイナ）４．０
エドワード・ルト
ワック

文藝春秋 3-0500358587

302.2 中国の論理 岡本隆司 中央公論新社 3-0500408882
304 丘の上のバカ 高橋源一郎 朝日新聞出版 3-0500433888

304
日本は、世界の悪を撃退で
きる

トニー・マラーノ 産経新聞出版 3-0500427516

304 反・民主主義論 佐伯啓思 新潮社 3-0500426121

311
これが「日本の民主主
義」！

池上彰 ホーム社 3-0500429211

319 プロトコールとは何か 寺西千代子 文藝春秋 3-0500436105
319.1 北方領土の謎 名越健郎 海竜社 3-0500432928
319.2 ２１世紀の「中華」 川島真 中央公論新社 3-0500432936
323 天皇と憲法 島田裕巳 朝日新聞出版 3-0500425340

324
すぐに役立つ入門図解最
新成年後見のしくみと申請
手続き

安部高樹／監修 三修社 3-0500428406

326
会社はいつ道を踏み外す
のか

田中周紀 新潮社 3-0500435683

ティーンズ
327

裁判所ってどんなところ？ 森炎 筑摩書房 3-0500432991

331
アリエリー教授の人生相談
室

ダン・アリエリー 早川書房 3-0500377633

331
宇沢弘文　傑作論文全ファ
イル

宇沢弘文 東洋経済新報社 3-0500430422

331
経済数学の直観的方法
確率・統計編

長沼伸一郎 講談社 3-0500435690

331 ノーベル経済学賞 根井雅弘／編著 講談社 3-0500425291

332
中原圭介の経済はこう動く
２０１７年版

中原圭介 東洋経済新報社 3-0500428188

332.1 国家は破綻する 藤巻健史 幻冬舎 3-0500433502

332.1
財務省と大新聞が隠す本
当は世界一の日本経済

上念司 講談社 3-0500419271

332.1
日本の死に至る病アベノミ
クスの罪と罰

倉重篤郎 河出書房新社 3-0500429804

332.1 負けない人たち 金子勝 自由国民社 3-0500414921
336 ザ・会社改造 三枝匡 日本経済新聞出版社 3-0500412956

336.2 雇用が変わる 水川浩之
レクシスネクシス・ジャ
パン

3-0500424891

336.2 ワンフレーズ論理思考 堀公俊 日本経済新聞出版社 3-0500432301

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



336.4
なんとかしたい！「ベテラン
社員」がイキイキ動き出す
マネジメント

片岡裕司 日本経済新聞出版社 3-0500425825

338 金融商品取引法 黒沼悦郎 有斐閣 3-0500425929

338
中央銀行は持ちこたえられ
るか

河村小百合 集英社 3-0500435987

338
はじめての人のための３０
００円投資生活

横山光昭 アスコム 3-0500392002

350 統計学が日本を救う 西内啓 中央公論新社 3-0500432931
361 社会学講義 橋爪大三郎 筑摩書房 3-0500414268
361.4 モテる構造 山田昌弘 筑摩書房 3-0500432984
361.4 許せないという病 片田珠美 扶桑社 3-0500335497

361.5
毎日同じ服を着るのがお
しゃれな時代

三浦展 光文社 3-0500426099

336.4
アルバイト・パート採用・育
成入門

中原淳 ダイヤモンド社 3-0500430560

366.4 はじめての確定拠出年金 田村正之 日本経済新聞出版社 3-0500426321

367.9
現地レポート世界ＬＧＢＴ事
情

フレデリック・マル
テル

岩波書店 3-0500434944

369.2 介護殺人
毎日新聞大阪社
会部取材班

新潮社 3-0500436066

369.3 ルポ難民追跡 坂口裕彦 岩波書店 3-0500428109

369.4
保育園で困ったときに開く
本

朝日新聞出版／
編著

朝日新聞出版 3-0500432151

370 新しい学力 齋藤孝 岩波書店 3-0500436958
参考書
376.8

帰国子女のための学校便
覧　　２０１７

海外子女教育振
興財団／編集

海外子女教育振興財
団

3-0500432713

参考書
376.8

全国大学受験年鑑　２０１７
年（平成２８年）入試対策用

旺文社 3-0500433843

378
今日からはじめるやさしい
手話

全日本ろうあ連盟
／監修

学研プラス 3-0500349100

379 “育つ”こと“育てる”こと 田中哲
いのちのことば社フォ
レストブックス

3-0500412781

379
中学受験は算数で決ま
る！

西村則康 青春出版社 3-0500342400

385
心から喜んでもらえる贈り
もののマナー

冨田いずみ 高橋書店 3-0500430173

385 葬式に迷う日本人 島田裕巳 三五館 3-0500427905
385 無葬社会 鵜飼秀徳 日経ＢＰ社 3-0500430075
386 おまつり万歳！ たかぎなおこ 文藝春秋 3-0500433984

391
汝の名はスパイ、裏切り
者、あるいは詐欺師

手嶋龍一 マガジンハウス 3-0500435673

392
「カエルの楽園」が地獄と
化す日

百田尚樹 飛鳥新社 3-0500434019

ラベルの
記号

410
数学ガールの秘密ノート
やさしい統計

結城浩 ＳＢクリエイティブ 3-0500430977

410 精霊の箱　上 川添愛 東京大学出版会 3-0500429770
410 精霊の箱　下 川添愛 東京大学出版会 3-0500429771

418
「科学技術計算」で使う
Ｐｙｔｈｏｎ

林真 工学社 3-0500428228

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



420
ガリレオ・ガリレイは数学で
もすごかった！？

吉田信夫 技術評論社 3-0500425834

427 トコトンやさしい電磁気の本 面谷信 日刊工業新聞社 3-0500429722

431
ゼロからわかる構造化学
入門

齋藤勝裕 技術評論社 3-0500414548

440
面白くて眠れなくなる天文
学

縣秀彦
ＰＨＰエディターズ・グ
ループ

3-0500429852

ティーンズ
457

楽しい動物化石 土屋健 河出書房新社 3-0500428924

460 ビジュアル生物学 ニュートンプレス 3-0500409545
467 爆発的進化論 更科功 新潮社 3-0500417659
486 わくわく昆虫記 丸山宗利／文 講談社 3-0500411469
488 すずめ日誌 熊谷勝 青菁社 3-0500430123
488 くらべてわかる野鳥 叶内拓哉 山と溪谷社 3-0500427525
文庫本
490

世にも奇妙な人体実験の
歴史

トレヴァー・ノート
ン

文藝春秋 3-0500432598

491 あなたの体は９割が細菌 アランナ・コリン 河出書房新社 3-0500406500

491
カラー図解はじめての生理
学　上

田中（貴邑）冨久
子

講談社 3-0500408854

491
カラー図解はじめての生理
学　下

田中（貴邑）冨久
子

講談社 3-0500417551

493.1
アレルギーから子どもを守
る

南部光彦 東京図書出版 3-0500422198

493.4 胃がん 比企直樹 主婦の友社 3-0500431132
493.4 ウルトラ図解甲状腺の病気 伊藤公一／監修 法研 3-0500368840

493.6
〈くび・肩の痛み〉頸椎症・
五十肩を治すコツがわかる
本

竹川広三／監修 主婦の友インフォス 3-0500420829

493.7
４０歳からの「認知症予防」
入門

伊古田俊夫 講談社 3-0500427383

494
大人も子どもももう悩まな
い！じんましん

石黒直子 メディカルトリビューン 3-0500432184

495 ３０代からの妊活食 岡田明子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500372663

496
２時間でわかる！目のまわ
りの「？」な病気ぜんぶ

柿﨑裕彦 メディカ出版 3-0500429408

497
納得のいく治療を受けるた
めに知っておきたいインプ
ラント

水木信之 ＮＨＫ出版 3-0500426702

497 歯はみがいてはいけない 森昭 講談社 3-0500408913
498.3 最強の免疫力 今津嘉宏 ワニブックス 3-0500428972

498.5
おうちで作る介護食クッキ
ング入門

齋藤郁子／編著 日本医療企画 3-0500420901

498.5
お弁当もやせるおかず作り
おき

柳澤英子 小学館 3-0500358334

498.5 賞味期限のウソ 井出留美 幻冬舎 3-0500430099

498.5
人生を変える！食の新常
識

文藝春秋 3-0500427320

502 世界を変える１００の技術 日経ＢＰ社／編 日経ＢＰ社 3-0500428871

509
最新労働安全衛生法のしく
み

加藤知美／監修 三修社 3-0500359619

519.1
精神論抜きの地球温暖化
対策

有馬純 エネルギーフォーラム 3-0500427574

ティーンズ
519.8

自然保護レンジャーになる
には

須藤ナオミ ぺりかん社 3-0500427088



523 迎賓館　赤坂離宮
田原桂一／〔撮
影〕

講談社 3-0500427851

523 丹下健三 豊川斎赫 岩波書店 3-0500372341

532
機械加工の知識がやさしく
わかる本

西村仁
日本能率協会マネジ
メントセンター

3-0500419995

534
図解入門　よくわかる最新
配管設備の基本と仕組み

土井巖 秀和システム 3-0500419528

537
きちんと知りたい！自動車
メンテとチューニングの実
用知識

飯嶋洋治 日刊工業新聞社 3-0500427053

543 図解次世代火力発電 高橋毅／編著 日刊工業新聞社 3-0500419813

情報科学
547.4

新人ＩＴ担当者のためのネッ
トワーク管理＆運用がわか
る本

程田和義 技術評論社 3-0500419251

情報科学
547.4

図解入門　よくわかる最新
サーバサイド技術の基本と
仕組み

藤広哲也 秀和システム 3-0500418871

情報科学
547.4

ビジネスブロックチェーン
ウィリアム・ムーゲ
イヤー

日経ＢＰ社 3-0500427609

547.6
はじめよう！アマチュア無
線

ＱＣＱ企画／編 情報通信振興会 3-0500422141

549
はじめてのアナログ電子回
路　実用回路編

松澤昭 講談社 3-0500428914

556 知られざる潜水艦の秘密 柿谷哲也 ＳＢクリエイティブ 3-0500426273

576 脂肪の歴史
ミシェル・フィリポ
フ

原書房 3-0500427874

581
世界一の金属の町燕三条
の刃物と金物

中川政七商店／
編

平凡社 3-0500423565

583 つくって楽しむわら工芸 瀧本広子／編 農山漁村文化協会 3-0500425494
588 老舗の流儀 黒川光博 新潮社 3-0500426640

ラベルの
記号

590
家事を手放してシンプルに
暮らす

Ａｋｉ ワニブックス 3-0500428356

590 私のカントリー　ＮＯ．９９ 主婦と生活社 3-0500435925

591
そこ、ハッキリ答えてくださ
い！「お金」の考え方この
ままでいいのか心配です。

山崎元 日本経済新聞出版社 3-0500426626

593.3
まっすぐ縫って作れる、背
が低めな人のための大人
服

小峯有華／デザ
イン考案・制作

誠文堂新光社 3-0500423161

ティーンズ
594.9

フェルトのお守りラッキー
チャーム

がなはようこ・辻
岡ピギー：ピポン

文化学園文化出版局 3-0500428292

595
新しい口紅は寝る前に試
す

藤原美智子 講談社 3-0500434392

596 成田屋の食卓 堀越希実子 世界文化社 3-0500426084
596 野菜たっぷりすり鉢料理 宮本しばに ＫＴＣ中央出版 3-0500427058
596.2 世界をたべよう！旅ごはん 杉浦さやか 祥伝社 3-0500422087
596.3 季節の魚料理 長谷川弓子 地球丸 3-0500411142
596.3 フルーツカッティング 平野泰三 講談社 3-0500430437

596.7 ホッピー文化論
ホッピー文化研究
会／編

ハーベスト社 3-0500426075

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



597
ＰＬＵＳ１　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｎｏ９７
（２０１６Ｗｉｎｔｅｒ）

主婦の友社 3-0500439810

601 未来がみえた！ 筒井義信／編著 プレジデント社 3-0500425479

606
博覧会絵はがきとその時
代

高橋千晶／編著 青弓社 3-0500427515

619
基礎から学ぶ紅茶のすべ
て

磯淵猛 誠文堂新光社 3-0500434058

625 図説果物の大図鑑
日本果樹種苗協
会／監修

マイナビ出版 3-0500430487

627 香りを楽しむ庭木の本 三上常夫 講談社 3-0500430438
627 剪定「コツ」の科学 上条祐一郎 講談社 3-0500429706
645 荒汐部屋のすもうねこ 荒汐部屋 平凡社 3-0500435024

645
猫専門医が教えるこんな時
どうする？

服部幸／監修 洋泉社 3-0500432282

646 世界のインコ 開発社 ラトルズ 3-0500429010

652
「里山」を宮崎駿で読み直
す

小野俊太郎 春秋社 3-0500425876

参考書
653

ＡＰＧ原色樹木大図鑑 邑田仁／監修 北隆館 3-0500360608

653 珍樹図鑑 小山直彦 文藝春秋 3-0500427463

673
そんな仕組みがあったの
か！「儲け」のネタ大全

岩波貴士 青春出版社 3-0500342401

673
なぜ、コメダ珈琲店はいつ
も行列なのか？

高井尚之 プレジデント社 3-0500430430

674 フライヤーのデザイン ビー・エヌ・エヌ新社 3-0500436571

675
最新マーケティングの教科
書　　２０１７

日経ＢＰ社 3-0500433455

685 東京道路奇景 川辺謙一 草思社 3-0500430986

686 厳選鉄道の魅力１００
交通新聞社新書
編集部／編

交通新聞社 3-0500425800

ラベルの
記号

702 正倉院宝物 杉本一樹 新潮社 3-0500430522
721 江戸琳派の美 岡野智子／監修 平凡社 3-0500430381
文庫本
721

若冲 澁澤龍彦／他著 河出書房新社 3-0500432610

723 死なないつもり 横尾忠則 ポプラ社 3-0500424333

723 ドイツ・ルネサンスの挑戦
田辺幹之助／監
修・著

東京美術 3-0500427447

723 ピカソになりきった男 ギィ・リブ キノブックス 3-0500407117

723
もっと知りたいカンディンス
キー

松本透 東京美術 3-0500429860

724
絵画の教科書　アクリル画
編

古山浩一 芸術新聞社 3-0500423915

726 これが好きなのよ 長新太 亜紀書房 3-0500429002

726
だれも知らないアンパンマ
ン

やなせたかし フレーベル館 3-0500426309

750
久野恵一と民藝の４５年日
本の手仕事をつなぐ旅
いろいろ１

久野恵一 グラフィック社 3-0500432198

760 音楽用語・作曲家
リンジ―・Ｃ・ハー
ンズバーガー

ヤマハミュージックメ
ディア

3-0500427864

(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



764
マイルス・デイヴィスが語っ
たすべてのこと

小川隆夫 河出書房新社 3-0500426954

767 コブのない駱駝 きたやまおさむ 岩波書店 3-0500436393
769 孤独な祝祭佐々木忠次 追分日出子 文藝春秋 3-0500429345
ティーンズ
783.1

ミニバスケットボール個人
技とチーム力向上ドリル

大熊徳久／監修 実業之日本社 3-0500425871

795 これが石の形です 曺薫鉉 東京創元社 3-0500430242

801 翻訳のダイナミズム
スコット・Ｌ・モンゴ
メリ

白水社 3-0500417912

809 雑談力 百田尚樹 ＰＨＰ研究所 3-0500426319

809
人前で話すための聞いても
らう技術

小川直樹 サンマーク出版 3-0500432743

820
中国語コミュニケーション入
門・初級

植村麻紀子 Ｊリサーチ出版 3-0500428353

825 中国語の構文攻略ドリル 柴森 白水社 3-0500429186

829.1
文法がしっかりわかる韓国
語

長友英子／共著 池田書店 3-0500426997

837
外国人と１５分以上話がと
ぎれない英会話レッスン

イムラン・スィディ
キ

総合法令出版 3-0500427909

837
「とりあえず」は英語でなん
と言う？

ルーク・タニクリフ 大和書房 3-0500424280

ラベルの
記号

郷土青葉
175

神鳥前川神社 神鳥前川神社社務所 3-0500427659

郷土
366.2

横浜しごとお助けナビ＆
マップ　　〔２０１６年度〕版

横浜市経済局雇
用労働課／編

横浜市経済局雇用労
働課

3-0500407233

郷土
366.3

ワーキングガイド　２０１５
（アルバイト編）

横浜市経済局雇
用労働課／編

横浜市経済局雇用労
働課

3-0500403537

郷土
596.2

かながわ定食紀行　第５巻
まだ食うの？

今柊二 神奈川新聞社 3-0500437957

「あたらしく入った本」１月号は、平成28年11月から同28年12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）


