
ラベルの
記号

910/ﾐ
在りし、在らまほしかりし三
島由紀夫

高橋睦郎 平凡社 3-0500445124

913.6/ｲ 横浜駅ＳＦ 柞刈湯葉 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500447321
文庫本
913.6/ｳ

鄙の記憶 内田康夫 新潮社 3-0500352235

913.6/ｵ 失われた地図 恩田陸 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500459416
913.6/ｵ 終わりなき夜に生れつく 恩田陸 文藝春秋 3-0500462035
913.6/ｵ 果てしなき追跡 逢坂剛 中央公論新社 3-0500452510
ティーンズ
913.6/ｵ

春となりを待つきみへ 沖田円 スターツ出版 3-0500447645

文庫本
913.6/ｷ

書楼弔堂 京極夏彦 集英社 3-0500445037

大活字
913.6/ｼ

江戸の海　上 白石一郎 埼玉福祉会 3-0500451731

大活字
913.6/ｼ

江戸の海　下 白石一郎 埼玉福祉会 3-0500451732

ティーンズ
913.6/ｼ

小説秒速５センチメートル 新海誠 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500351398

文庫本
913.6/ｽ

獣散る刻（とき） 鈴木英治 徳間書店 3-0500413197

文庫本
913.6/ｽ

百忍斬り 鈴木英治 徳間書店 3-0500450014

文庫本
913.6/ﾀ

鍵師ギドウ 大門剛明 実業之日本社 3-0500457356

文庫本
913.6/ﾄ

血煙東海道 鳥羽亮 祥伝社 3-0500450537

ティーンズ
913.6/ﾅ

Ｒｅ：ゼロから始める異世界
生活　１１

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500447163

913.6/ﾊ 墨龍賊 葉室麟 ＰＨＰ研究所 3-0500455098
文庫本
913.6/ﾊ

本所おけら長屋　７ 畠山健二 ＰＨＰ研究所 3-0500415684

文庫本
913.6/ﾊ

戻り舟同心夕凪 長谷川卓 祥伝社 3-0500388687

文庫本
913.6/ﾌ

神様の裏の顔 藤崎翔 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500409216

文庫本
913.6/ﾏ

老いの入舞い 松井今朝子 文藝春秋 3-0500395917

913.6/ﾑ 騎士団長殺し　第１部 村上春樹 新潮社 3-0500464160
913.6/ﾑ 騎士団長殺し　第２部 村上春樹 新潮社 3-0500464161
文庫本
915/ﾂ

偽文士日碌 筒井康隆 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500409213

文庫本
933/ｳ

船出　上
ヴァージニア・ウ
ルフ／作

岩波書店 3-0500452973

文庫本
933/ｸ

汚染訴訟　上巻 ジョン・グリシャム 新潮社 3-0500455865

あたらしく入った本
2017年4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
933/ｸ

汚染訴訟　下巻 ジョン・グリシャム 新潮社 3-0500455866

文庫本
933/ｸ

警視の挑戦 デボラ・クロンビー 講談社 3-0500460881

文庫本
933/ﾃ

悪い夢さえ見なければ タイラー・ディルツ 東京創元社 3-0500459712

933/ﾌ ビリー・リンの永遠の一日 ベン・ファウンテン 新潮社 3-0500456386

933/ﾛ 世界が若かったころ
ジャック・ロンドン
／作

理論社 3-0500453551

933/ﾛ 二番がいちばん
Ｄ・Ｈ・ロレンス／
作

理論社 3-0500453549

ティーンズ
933/ﾜ

幸福な王子／柘榴の家 ワイルド 光文社 3-0500450545

949 凍てつく街角
ミケール・カッツ・
クレフェルト

早川書房 3-0500459645

943/ﾏ 鉄格子のはめられた窓
クラウス・マン／
作

論創社 3-0500450699

文庫本
959

ティラン・ロ・ブラン　４
Ｊ．マルトゥレイ／
作

岩波書店 3-0500452974

ラベルの
記号

情報科学
007.6

地図や案内図のつくり方 井上健語 技術評論社 3-0500455164

007.6 なっとく！アルゴリズム
Ａｄｉｔｙａ　Ｙ．Ｂｈａｒ
ｇａｖａ

翔泳社 3-0500456838

140 仕掛学 松村真宏 東洋経済新報社 3-0500419862

159
１万人を見てわかった起業
して食える人・食えない人

松尾昭仁 日本実業出版社 3-0500384144

210
超ワイド＆パノラマ烏瞰イ
ラストでよみがえる歴史の
舞台

歴史群像編集部
編

学研プラス 3-0500450381

210.2 古墳時代美術図鑑 古谷毅／監修 平凡社 3-0500447461
文庫本
210.3

日本の古代国家 石母田正 岩波書店 3-0500452975

210.4 僧兵盛衰記 渡辺守順 吉川弘文館 3-0500444237
210.6 明治維新というクーデター 星亮一 イースト・プレス 3-0500461064
210.7 昭和天皇の戦争 山田朗 岩波書店 3-0500456295
226 トルコ現代史 今井宏平 中央公論新社 3-0500452505
238 ロシア革命 池田嘉郎 岩波書店 3-0500454149

281
僕たちが何者でもなかった
頃の話をしよう

山中伸弥 文藝春秋 3-0500461658

290 ばあちゃんの幸せレシピ 中村優 木楽舎 3-0500455886
291.3 神奈川県の山 原田征史 山と溪谷社 3-0500461353
292.1 ＆ＴＲＡＶＥＬソウル　２０１７ 朝日新聞出版 3-0500384492

292.4
旅するバリ島・ウブド案内
＋おまけにシドゥメン村

島本美由紀
パイインターナショナ
ル

3-0500442829

293.4
地球の歩き方　Ａ　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 3-0500455931

293.4
地球の歩き方　Ａ　２７
（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 3-0500458031

297 グアムｍｉｎｉ　２０１７ 昭文社 3-0500363757

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



297
地球の歩き方　Ｃ　０２
（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 3-0500453778

ラベルの
記号

304
世界がもし１００人の村だっ
たら　お金篇

池田香代子 マガジンハウス 3-0500455800

304 たとえ世界が終わっても 橋本治 集英社 3-0500461585
311 アレント入門 中山元 筑摩書房 3-0500449583

319.2
「文明の衝突」はなぜ起き
たのか

薬師院仁志 晶文社 3-0500453457

324 新注釈民法　１５
大村敦志／編集
代表

有斐閣 3-0500458483

324
すぐに役立つ図解とＱ＆Ａ
でわかる賃貸トラブル解決
マニュアル

千葉博／監修 三修社 3-0500446785

326 住友銀行暗黒史 有森隆 さくら舎 3-0500459258
332.1 日本経済史 沢井実 有斐閣 3-0500446574

332.1
ビジネス現場で役立つ経済
を見る眼

伊丹敬之 東洋経済新報社 3-0500451702

334
これが答えだ！少子化問
題

赤川学 筑摩書房 3-0500458631

388 山怪　２ 田中康弘 山と溪谷社 3-0500452615
361.4 対話する社会へ 暉峻淑子 岩波書店 3-0500454152
366.2 あなたのキャリアのつくり方 浦坂純子 筑摩書房 3-0500458633

366.2
ディスレクシアでも活躍でき
る

藤堂栄子／編著 ぶどう社 3-0500452155

367.4 超ソロ社会 荒川和久 ＰＨＰ研究所 3-0500451809

367.9
セクシュアル・マイノリティ
の法律相談

東京弁護士会セ
クシュアル・マイノ
リティプロジェクト
チーム／編著

ぎょうせい 3-0500443874

369.2
おひとりさまの介護はじめ
５５話

中澤まゆみ 築地書館 3-0500454265

369.3 食から学ぶ震災の記録
白井操／企画・編
集

笑顔の食卓 3-0500408316

369.4 子育て支援と経済成長 柴田悠 朝日新聞出版 3-0500459944

376.1
“折りたい！”がすぐ見つか
る毎月のおりがみＢｏｏｋ

朝日勇 メイト 3-0500445524

参考書
376.1

幼稚園入園情報　２０１８ 教育図書２１ 3-0500461019

376.1
幼稚園・保育所・家庭で楽
しくうたあそび１２３

河北邦子／編著 ミネルヴァ書房 3-0500452275

参考書
376.8

全国専門・各種学校案内
２０１７－１８

専門・各種学校研
究会／編著

一ツ橋書店 3-0500465226

383.8 パスタと麺の歴史 カンタ・シェルク 原書房 3-0500453653
383.9 絵引民具の事典 岩井宏實／監修 河出書房新社 3-0500453764

386 ＹＯＫＡＩ　ＮＯ　ＳＨＩＭＡ シャルル・フレジェ
青幻舎インターナショ
ナル

3-0500390911

文庫本
388

世界の猫の民話
日本民話の会外
国民話研究会／
編訳

筑摩書房 3-0500450157

388 人はなぜ語るのか 片岡輝 アイ企画 3-0500438420

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



392 兵士に聞け　最終章 杉山隆男 新潮社 3-0500461622

ラベルの
記号

410
スウガクって、なんの役に
立ちますか？

杉原厚吉 誠文堂新光社 3-0500450667

420 物理 トム・ジャクソン 丸善出版 3-0500455065

421
先生、それって「量子」の仕
業ですか？

大関真之 小学館 3-0500456793

454 地形の辞典
日本地形学連合
／編

朝倉書店 3-0500460017

460
エッセンシャル・キャンベル
生物学

Ｓｉｍｏｎ 丸善出版 3-0500447609

462 新編裏山の博物誌 三宅修 山と溪谷社 3-0500457367

467
生まれつきの女王蜂はい
ない

鵜木元香 講談社 3-0500439949

490 臨終の七不思議 志賀貢 三五館 3-0500453796
492 ゆがみを直す整体学 宮川眞人 彩図社 3-0500448011
493.4 肝炎のすべてがわかる本 泉並木／監修 講談社 3-0500455448
493.7 認知症の家族を支える 髙瀬義昌 集英社 3-0500461582
493.8 ワクチンは怖くない 岩田健太郎 光文社 3-0500452141

498.3
体に毎日たまる毒をちゃん
と抜く技術

矢城明 サンマーク出版 3-0500377343

498.5
「安い食べ物」には何かが
ある

南清貴 三笠書房 3-0500447948

496 本当は怖いドライアイ 平松類 時事通信出版局 3-0500453781
509 日・米・中ＩｏＴ最終戦争 泉谷渉 東洋経済新報社 3-0500455868
520 日本近代建築家列伝 丸山雅子／監修 鹿島出版会 3-0500453134

ラベルの
記号

593.1 衣の声 木村孝 ハースト婦人画報社 3-0500439510

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　３
（ｎｏ．１３１）

主婦と生活社 3-0500459176

594.4
いちばんやさしい！組みひ
も

多田牧子 日東書院本社 3-0500461412

596 おいしい発酵食生活 真藤舞衣子 講談社 3-0500458796
596.9 禅に学ぶ台所しごと 小川奈々 リベラル社 3-0500429264
601 里地里山エネルギー 河野博子 中央公論新社 3-0500452509
617 おいしいハーブガイド 主婦の友社 3-0500392700

626
築地市場のセリ人が教える
旬の野菜

田村善男 叢文社 3-0500453459

626
ドクター古藤（コトー）の家
庭菜園診療所

古藤俊二 農山漁村文化協会 3-0500455546

627 クリスマスローズ 野々口稔 ＮＨＫ出版 3-0500452657
627 ちいさな盆栽 砂森聡 ブティック社 3-0500418551

627
寄せ植えギャザリング・メ
ソッド

青木英郎 誠文堂新光社 3-0500453848

627
４５５種のガーデニングプラ
ンツの育て方がひとめでわ
かる本

主婦の友社／編 主婦の友社 3-0500455165

627 バラ 鈴木満男 ＮＨＫ出版 3-0500452655

（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



645 猫の日本史 桐野作人／編著 洋泉社 3-0500449608

645 羊飼いの暮らし
ジェイムズ・リーバ
ンクス

早川書房 3-0500454695

666
カクレクマノミの上手な飼い
方

エイ出版社 3-0500393651

670
仕事の英語いますぐ話す
ためのアクション１２３

河野木綿子 すばる舎 3-0500454167

673 絶対達成バイブル 横山信弘 フォレスト出版 3-0500441903

673
セブンーイレブン１号店繁
盛する商い

山本憲司 ＰＨＰ研究所 3-0500461393

673
誰も教えてくれない『売れる
販売員』の接客フレーズ

成田直人 ナツメ社 3-0500454444

675
デジタル変革マーケティン
グ

横山隆治 日本経済新聞出版社 3-0500461428

675
フェイス・トゥ・フェイス・ブッ
ク

エド・ケラー 有斐閣 3-0500445022

687 “羽田の空”１００年物語 近藤晃 交通新聞社 3-0500460724

687
人もチームもすぐ動くＡＮＡ
の教え方

ＡＮＡビジネスソ
リューション

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500461430

686
２０３０年日本の鉄道未来
予想図

洋泉社 3-0500462431

689 フードツーリズムのすすめ 菊地俊夫
フレグランスジャーナ
ル社

3-0500452459

699 キャスターという仕事 国谷裕子 岩波書店 3-0500454148

699
テレビ・ドキュメンタリーを
創った人々

ＮＨＫ放送文化研
究所／編

ＮＨＫ出版 3-0500447242

ラベルの
記号

720 絵画の歴史
デイヴィッド・ホッ
クニー

青幻舎インターナショ
ナル

3-0500455481

723 ヴュイヤール ギィ・コジュヴァル 創元社 3-0500452525

723
マティスとルオー　友情の
手紙

アンリ・マティス みすず書房 3-0500451513

748 読売報道写真集　２０１７ 読売新聞東京本社 3-0500456473
760 音の糸 堀江敏幸 小学館 3-0500455912

769 偉大なるダンサーたち ジェラール・マノニ
ヤマハミュージックメ
ディア

3-0500227459

778/ﾎ
ハワード・ホークス映画読
本

山田宏一 国書刊行会 3-0500446270

795
級位者のためのすぐ勝てる
布石作戦

望月研一 マイナビ出版 3-0500047662

801
吉本隆明「言語にとって美
とはなにか」の読み方

宇田亮一
アルファベータブック
ス

3-0500454427

809
１分のスピーチでも、３０分
のプレゼンでも、人前であ
がらずに話せる方法

鳥谷朝代 大和書房 3-0500365171

812
日本の言葉の由来を愛お
しむ

高橋こうじ 東邦出版 3-0500457666

829.1
韓国語話す・聞くかんたん
入門書

長友英子 池田書店 3-0500459310

830
海外ドラマＤＶＤ英語学習
法

南谷三世 ＣＣＣメディアハウス 3-0500371048

(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



836
日本人のための英文ライ
ティング即効薬

内藤由美子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500455220

837
外国語ができなくてもおも
てなしできる！

大橋美紀 自由国民社 3-0500454793

837 話すための英語力 鳥飼玖美子 講談社 3-0500461241

ラベルの
記号

郷土青葉
351

なるほどあおば　２０１６
横浜市青葉区役
所総務課／編

横浜市青葉区役所総
務課

3-0500456269

郷土
498.1

頼れるドクター田園都市
ｖｏｌ．９　（２０１６－２０１７
版）

ギミック 3-0500424141

郷土
596

横浜の食卓 椿直樹
よこはまグリーンピー
ス

3-0500460469

郷土
629

横濱花ものがたり　第２号
横浜市緑の協会
／編

横浜市緑の協会 3-0500422714

郷土
721

楽しい浮世絵ヒストリー
横浜市歴史博物
館／編

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500425956

郷土
752

明治のクール・ジャパン
横浜芝山漆器の世界

横浜開港資料館
／編

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500418531

「あたらしく入った本」4月号は、平成29年2月から同29年3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）


