
ラベルの
記号

文庫本
901

小説読本 三島由紀夫 中央公論新社 3-0500427810

ティーンズ
910

このライトノベルがすご
い！　　２０１７

『このライトノベル
がすごい！』編集
部／編

宝島社 3-0500437172

910 日本の一文３０選 中村明 岩波書店 3-0500419779
910/ﾅ 夏目漱石 十川信介 岩波書店 3-0500436961
文庫本
911.3

獺祭書屋俳話・芭蕉雑談 正岡子規 岩波書店 3-0500435970

911.5 いそっぷ詩 谷川俊太郎／詩 小学館 3-0500433971
文庫本
911.5

竹久夢二詩画集 竹久夢二 岩波書店 3-0500418656

913.6 悪意の迷路
日本推理作家協
会／編

光文社 3-0500436014

913.6 ＡＩと人類は共存できるか？ 長谷敏司／ほか 早川書房 3-0500435023
913.6 まさか逆さま 中村航 キノブックス 3-0500430630
文庫本
913.6

Ｘ’ｍａｓ　Ｓｔｏｒｉｅｓ 朝井リョウ 新潮社 3-0500434406

文庫本
913.6

吾輩も猫である 赤川次郎 新潮社 3-0500438975

913.6/ｱ 賢者の石、売ります 朱野帰子 文藝春秋 3-0500437126
913.6/ｱ 天子蒙塵　第２巻 浅田次郎 講談社 3-0500442351
913.6/ｱ メシマズ狂想曲 秋川滝美 小学館 3-0500435702
913.6/ｲ あひる 今村夏子 書肆侃侃房 3-0500438968
ティーンズ
913.6/ｲ

おこぼれ姫と円卓の騎士
〔１５〕

石田リンネ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500426106

文庫本
913.6/ｲ

こがねもち 飯島一次 徳間書店 3-0500393737

913.6/ｳ 竜は動かず　上 上田秀人 講談社 3-0500442353

913.6/ｳ 竜は動かず　下 上田秀人 講談社 3-0500442354
文庫本
913.6/ｵ

青の数学 王城夕紀 新潮社 3-0500402387

文庫本
913.6/ｵ

青の数学　２ 王城夕紀 新潮社 3-0500430018

913.6/ｵ あずかりやさん　〔２〕 大山淳子 ポプラ社 3-0500416414
文庫本
913.6/ｶ

女が、さむらい　〔３〕 風野真知雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500437405

ティーンズ
913.6/ｶ

レディ・ガンナーと宝石泥棒 茅田砂胡 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500351381

913.6/ｷ
新釈・皇妃エリザベートとふ
たりの男たち

桐生操 講談社 3-0500441500

913.6/ｸ 喧嘩（すてごろ） 黒川博行 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500442754
913.6/ｸ 浜の甚兵衛 熊谷達也 講談社 3-0500435698

あたらしく入った本
2017年2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/ｸ

嗤う名医 久坂部羊 集英社 3-0500409589

913.6/ｺ マカロンはマカロン 近藤史恵 東京創元社 3-0500443376
文庫本
913.6/ｻ

運命 坂岡真 光文社 3-0500442294

913.6/ｼ 告白の余白 下村敦史 幻冬舎 3-0500437385
913.6/ｼ 制裁女 新堂冬樹 徳間書店 3-0500443231

913.6/ｼ 花咲小路三丁目のナイト 小路幸也 ポプラ社 3-0500441561
913.6/ﾀ 土の記　上 髙村薫 新潮社 3-0500437928
913.6/ﾀ 土の記　下 髙村薫 新潮社 3-0500437929
文庫本
913.6/ﾁ

時限病棟 知念実希人 実業之日本社 3-0500423475

913.6/ﾅ セイレーンの懺悔 中山七里 小学館 3-0500435701
913.6/ﾅ 夜の歌 なかにし礼 毎日新聞出版 3-0500439825
ティーンズ
913.6/ﾅ

Ｒｅ：ゼロから始める異世界
生活　９

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500419377

913.6/ﾆ ｉ 西加奈子 ポプラ社 3-0500439568
文庫本
913.6/ﾆ

廃校の博物館 二宮敦人 講談社 3-0500380733

913.6/ﾊ Ａｎｄ　ｓｏ　ｔｈｉｓ　ｉｓ　Ｘｍａｓ 秦建日子 河出書房新社 3-0500438068

913.6/ﾊ
コンテクスト・オブ・ザ・デッ
ド

羽田圭介 講談社 3-0500435337

913.6/ﾐ 草花たちの静かな誓い 宮本輝 集英社 3-0500440959
913.6/ﾐ 三鬼 宮部みゆき 日本経済新聞出版社 3-0500443441
913.6/ﾐ 静かな雨 宮下奈都 文藝春秋 3-0500442903
文庫本
913.6/ﾓ

聖なる怠け者の冒険 森見登美彦 朝日新聞出版 3-0500414441

913.6/ﾔ カズサビーチ 山本一力 新潮社 3-0500447144
913.6/ﾔ トコとミコ 山口恵以子 文藝春秋 3-0500436500
ティーンズ
913.6/ﾕ

境の岸辺に甦れ 結城光流 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500429741

913.6/ﾕ 慈雨 柚月裕子 集英社 3-0500429227

914 猫なんて！
キノブックス編集
部／編

キノブックス 3-0500439186

914/ｱ パリに住むこと、生きること 雨宮塔子 文藝春秋 3-0500438202
914/ｲ ごはんの時間 井上都 新潮社 3-0500421805
文庫本
914/ﾀ

陰翳礼讃・文章読本 谷崎潤一郎 新潮社 3-0500402372

914/ｵ 幼年の色、人生の色 長田弘 みすず書房 3-0500434444

914/ﾀ
ノッポさんの「小さい人」と
なかよくできるかな？

高見のっぽ 小学館 3-0500436434

914/ﾐ 山猫珈琲　上巻 湊かなえ 双葉社 3-0500446825
915 日記で読む日本文化史 鈴木貞美 平凡社 3-0500418119
915 半島をゆく　第１巻 安部龍太郎 小学館 3-0500438401

918 日本文学全集　０７
池澤夏樹／個人
編集

河出書房新社 3-0500437521

918 日本文学全集　０９
池澤夏樹／個人
編集

河出書房新社 3-0500442684

文庫本
921

杜甫全詩訳注　４ 杜甫 講談社 3-0500425297

923 炸裂志 閻連科 河出書房新社 3-0500439108



ティーンズ
933/ｳ

わたしはイザベル
エイミー・ウィッ
ティング／作

岩波書店 3-0500435965

933/ｴ ウインドアイ
ブライアン・エヴン
ソン

新潮社 3-0500439433

ティーンズ
933/ﾌ

スピニー通りの秘密の絵
ローラ・マークス・
フィッツジェラルド

あすなろ書房 3-0500436170

文庫本
933/ｺ

スパイ忠義　上
サイモン・コンウェ
イ

早川書房 3-0500437510

文庫本
933/ｺ

スパイ忠義　下
サイモン・コンウェ
イ

早川書房 3-0500437511

933/ｼ 鳥の巣
シャーリイ・ジャク
スン

国書刊行会 3-0500437583

文庫本
933/ﾀ

二壜の調味料 ロード・ダンセイニ 早川書房 3-0500437512

933/ﾁ プレイバック
レイモンド・チャン
ドラー

早川書房 3-0500442711

933/ﾌ パット・ホビー物語
Ｆ．スコット・フィッ
ツジェラルド

風濤社 3-0500436545

文庫本
933/ﾌ

八月の光　下 フォークナー／作 岩波書店 3-0500435967

933/ﾏ オはオオタカのオ
ヘレン・マクドナル
ド

白水社 3-0500420314

外国語
933/M

Ｔｈｅ　ｌａｋｅ　ｈｏｕｓｅ Ｋａｔｅ　Ｍｏｒｔｏｎ
Ｗａｓｉｎｇｔｏｎ　Ｓｑｕａｒ
ｅ　Ｐｒｅｓｓ

3-0500441092

953/ﾎ 震える石
ピエール・ボア
ロー

論創社 3-0500441558

953/ﾛ ピエールとリュス ロマン・ロラン 鳥影社 3-0500423944
文庫本
959

ティラン・ロ・ブラン　２
Ｊ．マルトゥレイ／
作

岩波書店 3-0500435968

963 バサジャウンの影 ドロレス・レドンド 早川書房 3-0500442784

ラベルの
記号

007.1
人類を超えるＡＩは日本から
生まれる

松田卓也 廣済堂出版 3-0500335461

文庫本
116

論理哲学入門
エルンスト・トゥー
ゲントハット

筑摩書房 3-0500433998

文庫本
135

パスカル『パンセ』を楽しむ 山上浩嗣 講談社 3-0500434608

141
最高の結果を引き出す質
問力

茂木健一郎 河出書房新社 3-0500435028

参考書
167

図説イスラーム百科
キャロル・ヒレンブ
ランド

原書房 3-0500414170

184
老いていく親が重荷です
か。

アルボムッレ・ス
マナサーラ

河出書房新社 3-0500439114

197 希望の教育へ
レギーネ・シント
ラー

日本キリスト教団出
版局

3-0500432621

238
ロシアの歴史を知るための
５０章

下斗米伸夫／編
著

明石書店 3-0500439602

ティーンズ
289/ｼ

スティーブ・ジョブズ
ジェシー・ハートラ
ンド

淡交社 3-0500390405

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



289/ﾑ
ホセ・ムヒカ日本人に伝え
たい本当のメッセージ

萩一晶 朝日新聞出版 3-0500443866

文庫本
289/ﾔ

故郷七十年 柳田國男 講談社 3-0500434412

293.6
スペインサンティアゴ巡礼
の道

髙森玲子／編著 実業之日本社 3-0500427545

ラベルの
記号

ティーンズ
301

高校生からわかる社会科
学の基礎知識

酒井峻一 ベレ出版 3-0500436108

文庫本
304

機会不平等 斎藤貴男 岩波書店 3-0500435972

304 日本教の社会学 小室直樹 ビジネス社 3-0500439024
304 日本の論点　２０１７～１８ 大前研一 プレジデント社 3-0500434094

309
世界はなぜ過激化（ラディ
カリザシオン）するのか？

ファラッド・コスロ
カヴァール

藤原書店 3-0500437952

312.1 政治が危ない 御厨貴 日本経済新聞出版社 3-0500438172
312.5 トランプ大統領の衝撃 冷泉彰彦 幻冬舎 3-0500437520

316
スノーデン、監視社会の恐
怖を語る

小笠原みどり 毎日新聞出版 3-0500440350

316
コーネル・ウェストが語るブ
ラック・アメリカ

コーネル・ウェスト 白水社 3-0500402343

316
ハンナ・アーレント「革命に
ついて」入門講義

仲正昌樹 作品社 3-0500436060

317 はじめての行政学 伊藤正次 有斐閣 3-0500426232

319
グローバル・サウスとは何
か

松下冽／編著 ミネルヴァ書房 3-0500436202

319.2 中東の絶望、そのリアル
リチャード・エンゲ
ル

朝日新聞出版 3-0500436024

324 産まなくても、育てられます 後藤絵里 講談社 3-0500437936
324 有利に解決！相続調停 飯野たから 自由国民社 3-0500439534

326
犯罪はなぜくり返されるの
か

藤本哲也 ミネルヴァ書房 3-0500434079

327 密着最高裁のしごと 川名壮志 岩波書店 3-0500436959

329
国際法で読み解く世界史
の真実

倉山満 ＰＨＰ研究所 3-0500435422

331
資本主義、社会主義、民主
主義　１

ヨーゼフ、シュン
ペーター

日経ＢＰ社 3-0500397425

文庫本
331

資本論第一部草稿 マルクス 光文社 3-0500397196

332.1
デービッド・アトキンソン新・
所得倍増論

デービッド・アトキ
ンソン

東洋経済新報社 3-0500443234

332.1 バブル 永野健二 新潮社 3-0500436067

332.5 アメリカの資本主義
ジョン・Ｋ．ガルブ
レイス

白水社 3-0500417913

333
テクノロジーは貧困を救わ
ない

外山健太郎 みすず書房 3-0500437974

334 移民の経済学
ベンジャミン・パウ
エル／編

東洋経済新報社 3-0500430423

参考書
335.4

会社四季報　２０１７年
１集　　　（新春号）

東洋経済新報社 3-0500446033

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



335.8 Ｎ女の研究 中村安希 フィルムアート社 3-0500438379

336
図解入門　よくわかる最新
ＰＭＢＯＫソフトウェア拡張
版

鈴木安而 秀和システム 3-0500415834

336
マンガでわかる！結果を出
す断捨離

やましたひでこ／
監修

宝島社 3-0500442452

336.3 シェアド・リーダーシップ 石川淳 中央経済社 3-0500438370

336.4
めんどくさがる相手を動か
す技術

冨山真由 永岡書店 3-0500436952

336.8 経理部は見ている。 楠木新 日本経済新聞出版社 3-0500415677

338
金価格は６倍になるいます
ぐ金（ゴールド）を買いなさ
い

ジェームズ・リカー
ズ

朝日新聞出版 3-0500441821

338 退職金バカ 中野晴啓 講談社 3-0500419268
361.4 日本人と中国人 陳舜臣 祥伝社 3-0500431289

361.7
脱・限界集落はスイスに学
べ

川村匡由 農山漁村文化協会 3-0500438541

361.9
Ｅｘｃｅｌを使ったアンケート
調査

岩田安雄／共著 カットシステム 3-0500438007

365
こんな街に「家」を買っては
いけない

牧野知弘 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500433530

367.7 下流老人　続 藤田孝典 朝日新聞出版 3-0500443867

367.7
定年後のお金と暮らし
２０１７

朝日新聞出版 3-0500443756

368 いつかの夏 大崎善生 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500439217

369.2
介護オンブズマンがまとめ
たこれ１冊でわかる特別養
護老人ホーム

介護保険市民オ
ンブズマン機構大
阪／編著

クリエイツかもがわ 3-0500390580

369.2
これならわかるスッキリ図
解障害者差別解消法

二本柳覚／編著 翔泳社 3-0500418054

372 哲学する子どもたち 中島さおり 河出書房新社 3-0500436468

375
図解アクティブラーニング
がよくわかる本

小林昭文／監修 講談社 3-0500397692

379 書く子は育つ 近藤勝重 毎日新聞出版 3-0500433622

379
陰山式ぜったい成績が上
がる学習法

陰山英男 毎日新聞出版 3-0500402724

379
ちょっとしたストレスを自分
ではね返せる子の育て方

土井髙徳 青春出版社 3-0500392794

379
勉強ギライな子どもに「勉
強の面白さ」を伝える方法

志村史夫 ワニ・プラス 3-0500424017

参考書
382

江戸の風俗事典 石井明 東京堂出版 3-0500434049

382
谷川健一　民俗のこころと
思想

谷川健一 アーツアンドクラフツ 3-0500440070

383.8 お雑煮マニアックス 粕谷浩子 プレジデント社 3-0500440238
文庫本
383.8

食事の文明論 石毛直道 中央公論新社 3-0500427814

文庫本
383.8

殿様の食卓 山下昌也 徳間書店 3-0500440442

390
２１世紀の戦争テクノロ
ジー

エヴァレット・カー
ル・ドルマン

河出書房新社 3-0500442826

391
図説世界史を変えた５０の
戦略

ダニエル・スミス 原書房 3-0500342643



文庫本
391

ひとはなぜ戦争をするのか
アルバート・アイン
シュタイン

講談社 3-0500388350

ラベルの
記号

ティーンズ
404

中谷宇吉郎 中谷宇吉郎 平凡社 3-0500347608

430 化学入門 大月穣 東京化学同人 3-0500380890

443 繰り返される宇宙
マーチン・ボジョワ
ルド

白揚社 3-0500437547

457 楽しい植物化石 土屋香 河出書房新社 3-0500437526
文庫本
467

人間の由来　下
チャールズ・ダー
ウィン

講談社 3-0500425298

471 木のタネ検索図鑑 小南陽亮／編著 文一総合出版 3-0500405547

488
鳥のフィールドサイン観察
ガイド

箕輪義隆 文一総合出版 3-0500433583

492 温泉はなぜ体にいいのか 松田忠徳 平凡社 3-0500438958
493.1 難病にいどむ遺伝子治療 小長谷正明 岩波書店 3-0500433856

493.4
毎日おいしく食べる！大腸
を切った人のための食事

金光幸秀／監修 ナツメ社 3-0500436176

493.7 サイコパス 中野信子 文藝春秋 3-0500436104
493.9 犬が来る病院 大塚敦子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500439464

498.3
自律神経を整える健康の
知恵袋

里見英子／監修 主婦の友社 3-0500435628

499 薬剤師の新・幸福論 斉木和成
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500433545

531 トコトンやさしいばねの本 門田和雄 日刊工業新聞社 3-0500437916
534 トコトンやさしいポンプの本 外山幸雄 日刊工業新聞社 3-0500420759
559 戦争の物理学 バリー・パーカー 白揚社 3-0500349452

588
究極にうまいみクラフトビー
ルをつくる

永井隆 新潮社 3-0500429800

ラベルの
記号

590 田園都市生活　ｖｏｌ．６２ エイ出版社 3-0500449477

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　１
（ｎｏ．１３０）

主婦と生活社 3-0500443737

594.9 福々ちりめん動物 定森朗子 誠文堂新光社 3-0500424890

596
工学部ヒラノ教授とおもい
での弁当箱

今野浩 青土社 3-0500427544

596.2 自分史上最多ごはん 小石原はるか マガジンハウス 3-0500410095
596.6 カスタードのおやつ 森崎繭香 誠文堂新光社 3-0500433618

596.6
切ったら絵が出るちいさな
べこもち

秋山直美 誠文堂新光社 3-0500407059

597
いつまでも美しく暮らす収
納のルール

水越美枝子 エクスナレッジ 3-0500429894

597
カツオが磯野家を片づける
日

渡部亜矢 ＳＢクリエイティブ 3-0500365678

文庫本
597

探さない収納 石黒智子 ＰＨＰ研究所 3-0500440086

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



597
ふつうの住まいでかなえる
外国スタイルの部屋づくり

へザー　ブラッキ
ン

文藝春秋 3-0500434462

611 農の福祉力で地域が輝く 濱田健司 創森社 3-0500435082
620 ガーデンへようこそ 頴川隆 国分進行堂 3-0500439916
629 野菜 エイ出版社 3-0500437601
629 和モダンの庭 ブティック社 3-0500436900

645
図書館ねこのベイカー＆テ
イラー

ジャン・ラウチ 早川書房 3-0500437516

649
いい獣医さんに出会いた
い！

西山ゆう子 ポット出版プラス 3-0500432638

673
語学力いらずの３ステップ
おもてなし術

マネジメントサ
ポートＯＭＯＴＥＮ
ＡＳＨＩ研究チーム
／編著

日経ＢＰコンサルティ
ング

3-0500439930

694
基礎からわかるはじめての
スマートフォン　２０１７

英和出版社 3-0500439326

694
世界一やさしいｉＰｈｏｎｅ　７
＆　７　Ｐｌｕｓ

インプレス 3-0500440259

ラベルの
記号

702 芸術の海をゆく人 酒井忠康 みすず書房 3-0500437611
ティーンズ
723

僕はダ・ヴィンチ
ヨースト・カイザー
／文

パイインターナショナ
ル

3-0500368349

723 モネのあしあと 原田マハ 幻冬舎 3-0500439470

725
基礎から応用までわかる
デッサンの教科書

安原成美／監修 池田書店 3-0500433567

726 ミュシャのすべて ミュシャ／画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500443295

726
連続講座〈絵本の愉しみ〉
１

吉田新一 朝倉書店 3-0500441859

754.9
ヨーロピアンスタイルで。シ
ンプルな大人のカルトナー
ジュ

佐伯真紀 河出書房新社 3-0500428926

774 歌舞伎の音楽・音 配川美加 音楽之友社 3-0500441526
780 反東京オリンピック宣言 小笠原博毅／編 航思社 3-0500411544

783.4 ハードワーク
エディー・ジョーン
ズ

講談社 3-0500440937

789 剣道基本と戦術 井島章／監修 実業之日本社 3-0500436229

809
内向型人間が声と話し方で
ソンしない本

齋藤匡章 青春出版社 3-0500438444

827
３０秒でできる！ニッポン紹
介おもてなしの中国語会話

ＩＢＣパブリッシン
グ／編

ＩＢＣパブリッシング 3-0500439437

847
中級ドイツ語会話ハンド
ブック

谷澤優子／共著 白水社 3-0500409577

ラベルの
記号

郷土
188.5

名刹王禅寺 三輪修三
かわさき市民アカデ
ミー

3-0500435338

(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

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）



「あたらしく入った本」2月号は、平成28年12月から同29年1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。


