
ラベルの
記号

文庫本
910

古典文学読本 三島由紀夫 中央公論新社 3-0500435999

910 作家のお菓子
コロナ・ブックス編
集部／編

平凡社 3-0500435700

910/ｼ 狂うひと 梯久美子 新潮社 3-0500430519
文庫本
913.6

自薦ＴＨＥどんでん返し　２ 乾くるみ 双葉社 3-0500449629

文庫本
913.6

七つの忠臣蔵 吉川英治 新潮社 3-0500438983

913.6/ｱ 雨利終活写真館 芦沢央 小学館 3-0500439953
913.6/ｱ 銀の猫 朝井まかて 文藝春秋 3-0500454435
913.6/ｱ 花を呑む あさのあつこ 光文社 3-0500452139
913.6/ｱ 三毛猫ホームズの証言台 赤川次郎 光文社 3-0500444675
913.6/ｲ 走狗 伊東潤 中央公論新社 3-0500446240
文庫本
913.6/ｶ

隠密味見方同心　７ 風野真知雄 講談社 3-0500451396

913.6/ｶ クラウドガール 金原ひとみ 朝日新聞出版 3-0500449508
913.6/ｲ がん消滅の罠 岩木一麻 宝島社 3-0500450161
文庫本
913.6/ｲ

芝浜しぐれ 井川香四郎 文藝春秋 3-0500439877

913.6/ｵ 七月に流れる花 恩田陸 講談社 3-0500446725
913.6/ｵ 八月は冷たい城 恩田陸 講談社 3-0500446726
913.6/ｵ 不時着する流星たち 小川洋子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500455632
文庫本
913.6/ｵ

平蔵狩り 逢坂剛 文藝春秋 3-0500439870

913.6/ｵ 夜明けまで眠らない 大沢在昌 双葉社 3-0500444330

913.6/ｶ 屋根をかける人 門井慶喜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500446326
913.6/ｺ サーベル警視庁 今野敏 角川春樹事務所 3-0500448548
文庫本
913.6/ﾅ

声なき蝉　上 佐伯泰英 双葉社 3-0500449163

文庫本
913.6/ﾅ

声なき蝉　下 佐伯泰英 双葉社 3-0500449164

913.6/ｻ 春に散る　上 沢木耕太郎 朝日新聞出版 3-0500449148
913.6/ｻ 春に散る　下 沢木耕太郎 朝日新聞出版 3-0500449149
文庫本
913.6/ｻ

魔眼の光 佐々木裕一 二見書房 3-0500446306

文庫本
913.6/ｻ

若旦那隠密 佐々木裕一 幻冬舎 3-0500441477

913.6/ｼ ひょうすべの国 笙野頼子 河出書房新社 3-0500439113
文庫本
913.6/ｽ

仇討 鈴木英治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500446595

文庫本
913.6/ｽ

湖上の舞 鈴木英治 徳間書店 3-0500440441

913.6/ｽ よるのばけもの 住野よる 双葉社 3-0500441980

あたらしく入った本
2017年3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/ﾀ 世界一ありふれた答え 谷川直子 河出書房新社 3-0500426225
913.6/ﾀ 電王 高嶋哲夫 幻冬舎 3-0500444665
文庫本
913.6/ﾁ

家宝の鈍刀（なまくら） 千野隆司 双葉社 3-0500444328

文庫本
913.6/ﾂ

不義 辻堂魁 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500446594

文庫本
913.6/ﾄ

仇討ち居合 鳥羽亮 双葉社 3-0500444331

文庫本
913.6/ﾄ

三鬼の剣 鳥羽亮 ＰＨＰ研究所 3-0500450164

913.6/ﾄ 社長室の冬 堂場瞬一 集英社 3-0500440960

913.6/ﾅ 時が見下ろす町 長岡弘樹 祥伝社 3-0500445454
913.6/ﾊ サロメ 原田マハ 文藝春秋 3-0500451770
913.6/ﾋ 幻庵　上 百田尚樹 文藝春秋 3-0500449210

913.6/ﾋ 幻庵　下 百田尚樹 文藝春秋 3-0500449211
913.6/ﾌ 江戸おんな絵姿十二景 藤沢周平 文藝春秋 3-0500444289
913.6/ﾌ 大雪物語 藤田宜永 講談社 3-0500439950
文庫本
913.6/ﾌ

冬の野 藤原緋沙子 祥伝社 3-0500445448

913.6/ﾎ Ｇｏｏｄ　ｏｌｄ　ｂｏｙｓ 本多孝好 集英社 3-0500444688
913.6/ﾑ ネコと昼寝 群ようこ 角川春樹事務所 3-0500451115
913.6/ﾔ あのこは貴族 山内マリコ 集英社 3-0500437909
913.6/ﾔ しんせかい 山下澄人 新潮社 3-0500430513
文庫本
913.6/ﾖ

夢さすらい 吉田雄亮 角川春樹事務所 3-0500444344

913.6/ﾖ 吾輩のそれから 芳川泰久 河出書房新社 3-0500442825
913.6/ﾜ 毒殺魔 若一光司 幻冬舎 3-0500437383
913.6/ﾜ 私をくいとめて 綿矢りさ 朝日新聞出版 3-0500449509
914/ｼ かぐや姫はいやな女 椎名誠 新潮社 3-0500447140
文庫本
914/ﾉ

俺の遺言 野坂昭如 文藝春秋 3-0500439887

914/ﾏ ぷりっつさんち　５ 松本ぷりっつ 主婦の友社 3-0500448568
914/ﾐ 山猫珈琲　下巻 湊かなえ 双葉社 3-0500454812
921 天空の詩人李白 陳舜臣 講談社 3-0500453775
文庫本
921

杜甫全詩訳注　１ 杜甫 講談社 3-0500388346

文庫本
921

杜甫全詩訳注　２ 杜甫 講談社 3-0500397679

文庫本
921

杜甫全詩訳注　３ 杜甫 講談社 3-0500416269

923 鬼殺し　上 甘耀明 白水社 3-0500448393
923 鬼殺し　下 甘耀明 白水社 3-0500448394

929.1
こびとが打ち上げた小さな
ボール

チョセヒ 河出書房新社 3-0500448151

929.7 メシュガー
アイザック・Ｂ・シ
ンガー

吉夏社 3-0500445142

930 アウトサイダー
フレデリック・
フォーサイス

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500448214

文庫本
933/ｺ

邪悪　上
パトリシア・コーン
ウェル

講談社 3-0500444644

文庫本
933/ｺ

邪悪　下
パトリシア・コーン
ウェル

講談社 3-0500444656



文庫本
933/ｺ

１５０歳の依頼人 Ｅ・Ｊ・コッパーマン 東京創元社 3-0500446311

文庫本
933/ﾀ

インヴィジブル・シティ ジュリア・ダール 早川書房 3-0500450619

文庫本
933/ﾃ

人形
ダフネ・デュ・モー
リア

東京創元社 3-0500450104

文庫本
933/ﾊ

呪われた腕 トマス・ハーディ 新潮社 3-0500374869

933/ﾐ 爆発の三つの欠片
チャイナ・ミエヴィ
ル

早川書房 3-0500442706

文庫本
933/ﾗ

運のいい日 バリー・ライガ 東京創元社 3-0500446312

933/ﾘ さあ、見張りを立てよ ハーパー・リー 早川書房 3-0500446626
文庫本
933/ﾛ

素晴らしいアメリカ野球 フィリップス・ロス 新潮社 3-0500374872

933/ﾛ 誰もがポオを読んでいた
アメリア・レイノル
ズ・ロング

論創社 3-0500450713

936
ペンギンが教えてくれたこ
と

キャメロン・ブルー
ム

マガジンハウス 3-0500444631

942 喜劇レオンスとレーナ
ゲオルク・ビューヒ
ナー／原作

ＢＬ出版 3-0500451084

949 楽園の世捨て人
トーマス・リュダー
ル

早川書房 3-0500450613

953 幻想の坩堝
Ｍａｕｒｉｃｅ　Ｍａｅｔｅ
ｒｌｉｎｃｋ

松籟社 3-0500444241

953/ﾌ 本を読むひと アリス・フェルネ 新潮社 3-0500447146
文庫本
953/ﾙ

オペラ座の怪人 ガストン・ルルー 光文社 3-0500068076

文庫本
959

ティラン・ロ・ブラン　３
Ｊ．マルトゥレイ／
作

岩波書店 3-0500446122

文庫本
963

セルバンテス セルバンテス 集英社 3-0500446136

ラベルの
記号

007.6 データベース応用 片岡信弘 共立出版 3-0500406542
013 図書館員をめざす人へ 後藤敏行 勉誠出版 3-0500375491
015 図書館のアクセシビリティ 野口武悟／編著 樹村房 3-0500414199
015 パスファインダー作成法 鹿島みづき 樹村房 3-0500373779

019 ブックトークのきほん
杉山きく子／責任
編集

東京子ども図書館 3-0500414102

023 検閲と発禁 水沢不二夫 森話社 3-0500448081
文庫本
202

通論考古学 濱田耕作 岩波書店 3-0500446124

231 ギリシア人の物語　２ 塩野七生 新潮社 3-0500455434

233
イギリスの歴史を知るため
の５０章

川成洋／編著 明石書店 3-0500442473

259 キューバ現代史 後藤政子 明石書店 3-0500447727
289/ｲ 石田三成伝 中野等 吉川弘文館 3-0500448515
289/ｶ ガリバルディ 藤澤房俊 中央公論新社 3-0500446236
289/ﾌ アントニー・ブラント伝 ミランダ・カーター 中央公論新社 3-0500446244

289/ﾓ
ウィリアム・モリスの遺した
もの

川端康雄 岩波書店 3-0500445420

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理



289/ﾜ 渡辺崋山書簡集 渡辺崋山 平凡社 3-0500442798
参考書
291

全国地名駅名よみかた辞
典

日外アソシエーツ
編集部／編

日外アソシエーツ 3-0500430997

291.9
ニッポンを解剖する！
沖縄図鑑

ＪＴＢパブリッシング 3-0500441960

293.3 ロンドン 朝日新聞出版 3-0500444674

293.5
Ｐａｒｉｓ　ｅｎ　Ｖｅｒｔ緑色のパ
リ

田中淳／写真と
文

ころから 3-0500435335

293.7 ぼくらのイタリア旅行記　２ 中津克己 文芸社 3-0500377539

ラベルの
記号

文庫本
302.1

犬と鬼 アレックス・カー 講談社 3-0500451416

302.2
それでもパレスチナに木を
植える

高橋美香／著・写
真

未來社 3-0500440989

302.2
フィリピンを知るための６４
章

大野拓司／編著 明石書店 3-0500447613

304 暴走司会者 田原総一朗 中央公論新社 3-0500446242
312 ポピュリズムとは何か 水島治郎 中央公論新社 3-0500446233
312.1 総理の誕生 阿比留瑠比 文藝春秋 3-0500444777
312.3 プーチンの世界 フィオナ・ヒル 新潮社 3-0500443256

312.5
総力取材！トランプ政権と
日本

ＮＨＫ取材班 ＮＨＫ出版 3-0500450095

316 人質の経済学
ロレッタ・ナポリ
オーニ

文藝春秋 3-0500448549

317
情報公開・開示請求実務マ
ニュアル

坂本団／編 民事法研究会 3-0500406604

320
法を学ぶ人のための文章
作法

井田良 有斐閣 3-0500445592

ティーンズ
321

高校生からの法学入門
中央大学法学部
／編

中央大学出版部 3-0500403933

329 国際法で世界がわかる 森川幸一／編 岩波書店 3-0500447946
329 入門国際機構 横田洋三／監修 法律文化社 3-0500380513
330 経済用語図鑑 花岡幸子 ＷＡＶＥ出版 3-0500437196
文庫本
331

経済学と倫理学 アマルティア・セン 筑摩書房 3-0500442765

331
資本主義、社会主義、民主
主義　２

ヨーゼフ・シュン
ペーター

日経ＢＰ社 3-0500397426

331 新国富論 馬奈木俊介 岩波書店 3-0500442299
333 経済大変動 伊藤元重 ＰＨＰ研究所 3-0500445734

335
起業家とつくった起業の教
科書

トーマツベン
チャーサポート

日経ＢＰ社 3-0500445556

文庫本
336

企業変革の名著を読む
日本経済新聞社
／編

日本経済新聞出版社 3-0500445575

336
結論を言おう、日本人にＭ
ＢＡはいらない

遠藤功 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500433533

336.1
２０４０年全ビジネスモデル
消滅

牧野知弘 文藝春秋 3-0500446247

336.1
ビジネスマンのためのデー
タ分析＆活用術

米谷学 フォレスト出版 3-0500444708

336.2
誰も教えてくれない質問す
るスキル

芝本秀徳 日経ＢＰ社 3-0500445566

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



ティーンズ
336.2

中学生・高校生の仕事ガイ
ド　　　　　　　　　　　　　　２０
１７－２０１８年版

進路情報研究会
／編

桐書房 3-0500438089

336.3 リーダーの教養 佐々木常夫 ポプラ社 3-0500445512

336.4
語彙力がないまま社会人
になってしまった人へ

山口謠司 ワニブックス 3-0500445538

336.4

ロジカル・プレゼンテーショ
ン就活面接・グループディ
スカッション対策
２０１８年版

高田貴久 日経ＨＲ 3-0500445571

336.5 ＲＰＡ革命の衝撃 大角暢之 東洋経済新報社 3-0500448032
337 江戸の銭勘定 山本博文／監修 洋泉社 3-0500449609

338
誰でもえきる確定拠出年金
投資術

山崎俊輔 ポプラ社 3-0500337323

338 バフェット伝説の投資教室 ジェレミー・ミラー 日本経済新聞出版社 3-0500437990
345 国税局査察部２４時 上田二郎 講談社 3-0500452989

350
１歩前からはじめる「統計」
の読み方・考え方

神林博史 ミネルヴァ書房 3-0500364564

350
今日から役立つ統計学の
教科書

渡辺美智子／監
修

ナツメ社 3-0500441605

361
「今、ここ」から考える社会
学

好井裕明 筑摩書房 3-0500449605

361
現代人の国際社会学・入
門

西原和久／編 有斐閣 3-0500377762

365
生き返るマンション、死ぬマ
ンション

荻原博子 文藝春秋 3-0500446248

367.2 京女の嘘 井上章一 ＰＨＰ研究所 3-0500450610
367.3 「母と子」という病 高橋和巳 筑摩書房 3-0500441620

367.7
老後はひとり暮らしが幸せ
続

辻川覚志 水曜社 3-0500443431

文庫本
368

殺人犯はそにいる 清水潔 新潮社 3-0500383546

369.2
親の介護をする前に読む
本

東田勉 講談社 3-0500444661

369.2 介護するからだ 細馬宏通 医学書院 3-0500390470

369.3 雨ミモマケズ
ルーシー・バーミ
ンガム

えにし書房 3-0500450054

369.3 震度７の生存確率 仲西宏之 幻冬舎 3-0500444670
375 大学付属校という選択 おおたとしまさ 日本経済新聞出版社 3-0500443341

376.8
小学生生活を犠牲にしない
中学受験

かずとゆか ＷＡＶＥ出版 3-0500414981

ティーンズ
376.8

女子高生のための大学進
学バイブル　２０１７

日経ＢＰ社 3-0500441777

ティーンズ
376.8

予備校図鑑　２０１７ コスモス 3-0500451451

377 アメリカの大学の裏側 アキ・ロバーツ 朝日新聞出版 3-0500451457

379
社会的困難を生きる若者と
学習支援

岩槻知也／編著 明石書店 3-0500411208

379
小学校最初の３年間で本
当にさせたい「勉強」

中根克明 すばる舎 3-0500444632

383.5 日本髪大全 田中圭子 誠文堂新光社 3-0500377362
383.7 歯 大野粛英 法政大学出版局 3-0500433614
383.8 日本料理とは何か 奥村彪生 農山漁村文化協会 3-0500372913



文庫本
384

芸者と遊び 田中優子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500446606

384
だるまちゃんと楽しむ日本
の子どものあそび読本

加古里子 福音館書店 3-0500447085

385 骸骨考 養老孟司 新潮社 3-0500447143

385
最新子どもの結婚親の役
割がすべてわかる本

大和田浩子／監
修

ナツメ社 3-0500441608

文庫本
388

世界の犬の民話
日本民話の会外
国民話研究会／
編訳

筑摩書房 3-0500450156

388 愉しき夜 ストラパローラ 平凡社 3-0500387166
399 図説孫子 趙海軍／主編 科学出版社東京 3-0500450558

ラベルの
記号

404 科学報道の真相 瀬川至朗 筑摩書房 3-0500449584

404
ねえ君、不思議だと思いま
せんか？

池内了 而立書房 3-0500444005

404 ホワット・イズ・ディス？
ランドール・マン
ロー

早川書房 3-0500437519

410 証明と理論に強くなる 小島寛之 技術評論社 3-0500449277

417
結果から原因を推理する
「超」入門ベイズ統計

石村貞夫 講談社 3-0500444694

421.3
宇宙は「もつれ」でできてい
る

ルイーザ・ギル
ダー

講談社 3-0500427384

431 面白くて眠れなくなる元素 左巻健男
ＰＨＰエディターズ・グ
ループ

3-0500399043

440 宇宙災害 片岡龍峰 化学同人 3-0500440452
454 洞窟ばか 吉田勝次 扶桑社 3-0500450580

467
オスとメスはどちらが得
か？

稲垣栄洋 祥伝社 3-0500440382

文庫本
467

人間の由来　上
チャールズ・ダー
ウィン

講談社 3-0500416270

488 日本の美しい色の鳥 上田恵介／監修 エクスナレッジ 3-0500439989

489
ニホンオオカミは消えた
か？

宗像充 旬報社 3-0500449273

490
５０の事物で知る図説医学
の歴史

ギル・ポール 原書房 3-0500440968

490
子どもが医療に参加する権
利

山本智子 講談社エディトリアル 3-0500438112

491
欧米人とはこんなに違った
日本人の「体質」

奥田昌子 講談社 3-0500444693

491
カラダを大切にしたくなる人
体図鑑

竹内修二 ＳＢクリエイティブ 3-0500445219

491 つながる脳科学
理化学研究所脳
科学総合研究セ
ンター／編

講談社 3-0500435693

493.4 大腸がん 福長洋介 主婦の友社 3-0500415807
493.7 不安のメカニズム クレア・ウィークス 筑摩書房 3-0500442905

493.9
子どもの危険な病気のサイ
ンがわかる本

松永正訓 講談社 3-0500439945

494
国立がん研究センターのが
んとお金の本

片井均／ほか監
修

小学館クリエイティブ 3-0500437878

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



498.3
老いるほど血管が強くなる
健康法

南和友 アチーブメント出版 3-0500420824

498.5
栄養がわかる体によく効く
食材事典

廣田孝子／監修 学研プラス 3-0500442407

498.5
野菜別からだに効く作りお
き薬膳

武鈴子／監修 家の光協会 3-0500448524

509
トコトンやさしい工程管理の
本

坂倉貢司 日刊工業新聞社 3-0500439031

518.8 老いる家崩れる街 野澤千絵 講談社 3-0500435677
525

しくみがわかる建築環境工
学

上野佳奈子 彰国社 3-0500440458

527
体験的ライフタイム・ホーム
ズ論

丹羽太一 彰国社 3-0500431351

527 ツリーハウスを作りたい
ツリーハウス倶楽
部／編

二見書房 3-0500363849

外国語
527

１５０　ｂｅｓｔ　ｔｉｎｙ　ｈｏｍｅ
ｉｄｅａｓ

Ｍａｎｅｌ　Ｇｕｔｉｅ’ｒｒ
ｅｚ　Ｃｏｕｔｏ

Ｈａｒｐｅｒ　Ｄｅｓｉｇｎ，ａｎ
ｉｍｐｒｉｎｔ　ｏｆ　Ｈａｒｐｅｒ
Ｃｏｌｌｉｎｇｓ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒ
ｓ

3-0500438703

545 にっぽん家電のはじまり 大西正幸 技報堂出版 3-0500434588

546
徹底カラー図解電車のしく
み

曽根悟／監修 マイナビ出版 3-0500439506

574
知っておきたい化学物質の
常識８４

左巻健男 ＳＢクリエイティブ 3-0500435382

576
図解入門　よくわかる最新
塗料と塗装の基本と実際

坪田実 秀和システム 3-0500432193

585 紙の世界史
マーク・カーランス
キー

徳間書店 3-0500437933

ラベルの
記号

596.2 台湾かあさんの味とレシピ
台湾大好き編集
部／編

誠文堂新光社 3-0500431926

596.2 東京甘味食堂 若菜晃子 本の雑誌社 3-0500437177

596.3 サラダの歴史
ジュディス・ウェイ
ンラウブ

原書房 3-0500446148

597
ママムジラーの長く使える
ずっと愛せる「無印良品」探
し

ｍｕｊｉｋｋｏ 主婦の友社 3-0500431142

601
ぼくらは地方で幸せを見つ
ける

指出一正 ポプラ社 3-0500442847

610 農にいそしむ 高宮守 ウィンかもがわ 3-0500443987
611 あたらしい移住のカタチ セソコマサユキ マイナビ出版 3-0500384638

619
世界が注目するニッポンの
茶

エイ出版社 3-0500446085

627 小花図鑑 黒田健太郎 グラフィック社 3-0500384584
文庫本
627

シャボテン幻想 龍膽寺雄 筑摩書房 3-0500442768

629
まるごとわかる！庭づく
り！ＤＩＹの基本

荒井章 エクスナレッジ 3-0500439987

645 美しい柄ネコ図鑑 小林希 エクスナレッジ 3-0500420716
645 ネコたちの「看取りの心得」 山本宗伸／監修 メイツ出版 3-0500439192
651 林業がつくる日本の森林 藤森隆郎 築地書館 3-0500421863

出版社 書誌番号

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者



653 樹木の葉
林将之／解説・写
真

山と溪谷社 3-0500146034

654
本当に正しい鳥獣害対策Ｑ
＆Ａ

江口祐輔 誠文堂新光社 3-0500441560

673
飲食店のためのおいしい
ハラール食導入ガイド

大坪晏子 フードプラス 3-0500445055

673 営業女子 太田彩子 プレジデント社 3-0500445213

673
困った！どうする？店長２
万人のクレーム解決術

外食相談研究会 日経ＢＰ社 3-0500447667

673 鈴木敏文　孤高 日経ビジネス／編 日経ビジネス 3-0500447665
673 成城石井の創業 石井良明 日本経済新聞出版社 3-0500369496

673
三越伊勢丹モノづくりの哲
学

大西洋 ＰＨＰ研究所 3-0500452154

673
やむなく営業に配属された
人が結果を出すために読
む本

長谷川千波 明日香出版社 3-0500443992

673 わがセブン秘録 鈴木敏文 プレジデント社 3-0500445211

674
プロが教える現場で役立つ
手書きＰＯＰ

さとだてゆめこ 日貿出版社 3-0500445199

675
あなたのアクセスはいつも
誰かに見られている

小川卓 扶桑社 3-0500375998

675 「売る」から、「売れる」へ。 水野学 誠文堂新光社 3-0500376084

675
１０年後もつきあってくれる
新規の顧客をゼロから育て
るマーケティング

濵田将士 総合法令出版 3-0500446713

675 築地移転の闇をひらく 中澤誠 大月書店 3-0500447738

686 沿線格差
首都圏鉄道路線
研究会

ＳＢクリエイティブ 3-0500405438

686 相鉄沿線の不思議と謎 浜田弘明／監修 実業之日本社 3-0500453544
686 第三セクター鉄道の世界 谷川一巳／監修 宝島社 3-0500396376

689 世界遊園地大全
グラフィック社編
集部／編

グラフィック社 3-0500395201

689 帝国ホテルの考え方 犬丸徹郎 講談社 3-0500410105

689 民泊ビジネスのリアル 三口聡之介
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500446229

694
はじめての今さら聞けない
ｉＰｈｏｎｅ入門

吉岡豊 秀和システム 3-0500446739

699
ＮＨＫなつかしの’８０ｓキャ
ラクター

宝島社 3-0500443113

699
１９７４年のサマークリスマ
ス

柳澤健 集英社 3-0500382704

ラベルの
記号

748 京都「美」百景 岡田正人／写真 昭文社 3-0500427497

778 世界シネマ大事典
フィリップ・ケンプ
／責任編集

三省堂 3-0500443456

778/ｱ 杏の気分ほろほろ 杏 朝日新聞出版 3-0500427419
778/ﾋ ヒッチコック映画読本 山田宏一 平凡社 3-0500443262
786 楽しい川遊び 伊藤匠／監修 地球丸 3-0500442904
792 てづくりお香教室 松下恵子／監修 日東書院本社 3-0500441075
793 やさしい、いけばなの基本 竹中麗湖 世界文化社 3-0500436416

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



796
はじめてでもよくわかる！
図解チェス入門

渡辺暁 朝日新聞出版 3-0500436031

807 ことばおてだまジャグリング 山田航 文藝春秋 3-0500372582
809 ザ・殺し文句 川上徹也 新潮社 3-0500445063

809
初対面でも話がはずむおも
しろい伝え方の公式

石田章洋
日本能率協会マネジ
メントセンター

3-0500448198

809 乱談のセレンディピティ 外山滋比古 扶桑社 3-0500385209
文庫本
810

美しい日本語 金田一春彦 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500446608

814
〈図解〉まるわかり時事用
語　　　　　　　　　　２０１７→
２０１８年版

ニュース・リテラ
シー研究所／編
著

新星出版社 3-0500443813

815 新・敬語論 井上史雄 ＮＨＫ出版 3-0500450094
816 書く力 池上彰 朝日新聞出版 3-0500451454

816
すべては書くことから始ま
る

坂東眞理子
クロスメディア・パブ
リッシング

3-0500443282

818 方言萌え！？ 田中ゆかり 岩波書店 3-0500447081

829.1
基礎からレッスンはじめて
の韓国語

ちょんひょんしる ナツメ社 3-0500442857

830 世界の英語ができるまで 唐澤一友 亜紀書房 3-0500361978

834
イラストで分かる英単語使
い分けＭＡＰ

晴山陽一 秀和システム 3-0500445202

837
海外からのお客様を英語
で案内・応対するため表現
集

カレイラ松崎順子 明日香出版社 3-0500447559

850
フランス語話す・聞くかんた
ん入門書

中田俊介 池田書店 3-0500447243

855
ＮＨＫ出版これならわかるフ
ランス語文法

六鹿豊 ＮＨＫ出版 3-0500437192

867
そのまま使えるスペイン語
フレーズブック

村上陽子 ＩＢＣパブリッシング 3-0500449071

「あたらしく入った本」3月号は、平成29年1月から同29年2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。


