
ラベルの
記号

文庫本
908

誤解するカド 野﨑まど／編 早川書房 3-0500477583

908 ＦＵＮＧＩ　第１コロニー
オリン・グレイ／
編

Ｐヴァイン 3-0500474795

909 子どもの本のよあけ 荒木田隆子 福音館書店 3-0500452215

910/ｻ
それでもこの世は悪くな
かった

佐藤愛子 文藝春秋 3-0500453421

911.1 覚えて教える百人一首 小林隆 学進出版 3-0500457196
ティーンズ
911.1

ときめき百人一首 小池昌代 河出書房新社 3-0500463460

文庫本
913.6

夏の花ほか　戦争文学 原民喜／ほか 筑摩書房 3-0500450152

文庫本
913.6

眠れなくなる夢十夜 阿刀田高 新潮社 3-0500447584

ティーンズ
913.6

リアルプリンセス 寺地はるな ポプラ社 3-0500450111

913.6/ｱ 産まなくても、産めなくても 甘糟りり子 講談社 3-0500465274
913.6/ｱ 居酒屋ぼったくり　７ 秋川滝美 アルファポリス 3-0500464429
913.6/ｱ 狩人の悪夢 有栖川有栖 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500455623
文庫本
913.6/ｱ

京奉行長谷川平蔵　〔２〕 秋月達郎 新潮社 3-0500465267

文庫本
913.6/ｱ

菜の花食堂のささやかな事
件簿 〔２〕

碧野圭 大和書房 3-0500459959

913.6/ｱ 人間じゃない 綾辻行人 講談社 3-0500464306
913.6/ｱ 不発弾 相場英雄 新潮社 3-0500462891
ティーンズ
913.6/ｱ

星に願いを、そして手を。 青羽悠 集英社 3-0500463802

文庫本
913.6/ｱ

水沢文具店 安澄加奈 ポプラ社 3-0500465911

文庫本
913.6/ｱ

夜の署長 安東能明 文藝春秋 3-0500467547

913.6/ｲ 城をひとつ 伊藤潤 新潮社 3-0500474889
913.6/ｲ 物件探偵 乾くるみ 新潮社 3-0500462892
文庫本
913.6/ｲ

浪人奉行　１ノ巻 稲葉稔 双葉社 3-0500470060

文庫本
913.6/ｳ

危急 上田秀人 集英社 3-0500471073

文庫本
913.6/ｳ

峠道 上田秀人 徳間書店 3-0500457248

913.6/ｴ
なかなか暮れない夏の夕
暮れ

江國香織 角川春樹事務所 3-0500460095

913.6/ｵ 姥捨て山繁盛記 太田俊明 日本経済新聞出版社 3-0500462693

913.6/ｵ
優しい幽霊たちの遁走曲
（フーガ）

太田忠司 東京創元社 3-0500468571

あたらしく入った本
2017年6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/ｵ

ライアー 大沢在昌 新潮社 3-0500464788

913.6/ｸ 果鋭 黒川博行 幻冬舎 3-0500470338
913.6/ｶ この嘘がばれないうちに 川口俊和 サンマーク出版 3-0500469462
913.6/ｶ ぼくの死体をよろしくたのむ 川上弘美 小学館 3-0500465956
文庫本
913.6/ｷ

北町同心一色帯刀 喜安幸夫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500463787

913.6/ｸ テロリストの処方 久坂部羊 集英社 3-0500457657

913.6/ｺ 回帰 今野敏 幻冬舎 3-0500462949
913.6/ｺ 大暴落ガラ 幸田真音 中央公論新社 3-0500468086
913.6/ｺ ときどき旅に出るカフェ 近藤史恵 双葉社 3-0500481068
文庫本
913.6/ｻ

大晦り 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500458817

913.6/ｻ 月の満ち欠け 佐藤正午 岩波書店 3-0500477546
文庫本
913.6/ｻ

不忠 坂岡真 光文社 3-0500477880

文庫本
913.6/ｻ

嫁入り 佐伯泰英 角川春樹事務所 3-0500480001

913.6/ｼ さまよえる古道具屋の物語 柴田よしき 新潮社 3-0500447145
913.6/ｼ ラブ・ミー・テンダー 小路幸也 集英社 3-0500482968

913.6/ｽ
蘇我の娘の古事記（ふるこ
とぶみ）

周防柳 角川春樹事務所 3-0500460092

文庫本
913.6/ｽ

正倉院の闇 鈴木英治 徳間書店 3-0500466263

文庫本
913.6/ｽ

天下流の友 鈴木英治 双葉社 3-0500470062

文庫本
913.6/ﾀ

あきない世傳金と銀　３ 髙田郁 角川春樹事務所 3-0500460604

913.6/ﾀ 駒姫 武内涼 新潮社 3-0500453407
913.6/ﾀ さすらいの皇帝ペンギン 高橋三千綱 集英社 3-0500472864
913.6/ﾄ 錯迷 堂場瞬一 小学館 3-0500455482
文庫本
913.6/ﾄ

七人の用心棒 鳥羽亮 双葉社 3-0500479241

913.6/ﾀ 水壁 高橋克彦 ＰＨＰ研究所 3-0500469032
文庫本
913.6/ﾄ

三狼鬼剣 鳥羽亮 実業之日本社 3-0500476430

文庫本
913.6/ﾄ

潜る女 堂場瞬一 文藝春秋 3-0500468026

文庫本
913.6/ﾄ

狼虎の剣 鳥羽亮 文藝春秋 3-0500467549

文庫本
913.6/ﾅ

異国の花 中島要 角川春樹事務所 3-0500460606

913.6/ﾅ 江の島ねこもり食堂 名取佐和子 ポプラ社 3-0500459347
913.6/ﾅ 御徒の女 中島要 実業之日本社 3-0500479743
文庫本
913.6/ﾅ

金曜日の本屋さん　〔２〕 名取佐和子 角川春樹事務所 3-0500460596

913.6/ﾅ 血縁 長岡弘樹 集英社 3-0500472862
913.6/ﾅ ダークナンバー 長沢樹 早川書房 3-0500472923
913.6/ﾅ 翼がなくても 中山七里 双葉社 3-0500452680
913.6/ﾅ 晴れ着のゆくえ 中川なをみ 文化学園文化出版局 3-0500462056
913.6/ﾅ 本を守ろうとする猫の話 夏川草介 小学館 3-0500457231
ティーンズ
913.6/ﾅ

Ｒｅ：ゼロから始める異世界
生活　１２

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500471837



913.6/ﾆ 小説日本博物館事始め 西山ガラシャ 日本経済新聞出版社 3-0500472967
文庫本
913.6/ﾆ

つわもの長屋十三人の刺
客

新美健 角川春樹事務所 3-0500469890

913.6/ﾊ 風のかたみ 葉室麟 朝日新聞出版 3-0500467143
文庫本
913.6/ﾊ

装幀室のおしごと。 範乃秋晴 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500463810

文庫本
913.6/ﾊ

父と子と 長谷川卓 祥伝社 3-0500478721

913.6/ﾊ ひとめぼれ 畠中恵 文藝春秋 3-0500481420
913.6/ﾊ 星をつける女 原宏一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500455625
913.6/ﾋ さらば愛しき魔法使い 東川篤哉 文藝春秋 3-0500479279
文庫本
913.6/ﾎ

活版印刷三日月堂　〔２〕 ほしおさなえ ポプラ社 3-0500457220

文庫本
913.6/ﾎ

Ｑｒｏｓの女 誉田哲也 講談社 3-0500417159

文庫本
913.6/ﾏ

黄砂の籠城　上 松岡圭祐 講談社 3-0500479523

文庫本
913.6/ﾏ

黄砂の籠城　下 松岡圭祐 講談社 3-0500479537

913.6/ﾏ バラ色の未来 真山仁 光文社 3-0500461577
文庫本
913.6/ﾐ

京の縁結び縁見屋の娘 三好昌子 宝島社 3-0500465981

ティーンズ
913.6/ﾐ

ビブリア古書堂の事件手帖
７

三上延 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500463343

913.6/ﾑ ついに、来た？ 群ようこ 幻冬舎 3-0500459248

913.6/ﾓ 彼らが本気で編むときは、 荻上直子／原作
パルコエンタテインメ
ント事業部

3-0500452236

913.6/ﾓ ＬＥＡＤＥＲＳ 橋本裕志／脚本 扶桑社 3-0500469408
913.6/ﾔ ガーディアン 薬丸岳 講談社 3-0500463461
913.6/ﾔ サバイバルファミリー 矢口史靖 集英社 3-0500444689
913.6/ﾕ 合理的にあり得ない 柚月裕子 講談社 3-0500461255
913.6/ﾕ ＢＵＴＴＥＲ 柚木麻子 新潮社 3-0500481703
913.6/ﾖ 裏関ヶ原 吉川永青 講談社 3-0500442357
ティーンズ
913.6/ﾚ

ハリネズミ乙女、はじめて
の恋

令丈ヒロ子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500447307

914 うっとり、チョコレート 青木奈緒／ほか 河出書房新社 3-0500454390
914 わたくしたちの旅のかたち 兼高かおる 秀和システム 3-0500457720
914/ｲ 大人の流儀　７ 伊集院静 講談社 3-0500465275
914/ｳ ボローニャの吐息 内田洋子 小学館 3-0500463780
914/ｻ 老いては夫を従え 柴門ふみ 小学館 3-0500447115
914/ｻ されど“男”は愛おしい 齋藤薫 講談社 3-0500417200
914/ｻ ヨーコさんの“言葉” 佐野洋子／文 講談社 3-0500455439
914/ｼ ガン入院オロオロ日記 東海林さだお 文藝春秋 3-0500468932
914/ﾊ 下衆の極み 林真理子 文藝春秋 3-0500466683
914/ﾔ 皿洗いするの、どっち？ 山内マリコ マガジンハウス 3-0500464205
914/ﾜ もう一度倫敦巴里 和田誠 ナナロク社 3-0500456328

916/ﾋ 知らなかった、ぼくらの戦争
アーサー・ビナー
ド

小学館 3-0500473968

文庫本
933/ｳ

船出　下
ヴァージニア・ウ
ルフ／作

岩波書店 3-0500471047

文庫本
933/ｸ

機密奪還　上巻
マーク・グリー
ニー

新潮社 3-0500474455

文庫本
933/ｸ

機密奪還　下巻
マーク・グリー
ニー

新潮社 3-0500474456



933/ﾊ 渇きと偽り
ジェイン・ハー
パー

早川書房 3-0500477678

文庫本
933/ﾊ

眠る狼
グレン・エリック・
ハミルトン

早川書房 3-0500477674

933/ﾛ 地中の記憶 ローリー・ロイ 早川書房 3-0500468487

934 人生の階段
ジュリアン・バーン
ズ

新潮社 3-0500474897

ティーンズ
936

イートン校の２羽のフクロウ
ジョナサン・フラン
クリン

エクスナレッジ 3-0500473622

953/ｶ ペルーの鳥 ロマン・ギャリ 水声社 3-0500468997
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

文庫本
963

アレフ
Ｊ．Ｌ．ボルヘス／
作

岩波書店 3-0500461934

文庫本
973

デカメロン　上 ボッカッチョ 河出書房新社 3-0500467215

文庫本
973

デカメロン　中 ボッカッチョ 河出書房新社 3-0500477273

ラベルの
記号

002
僕らが毎日やっている最強
の読み方

池上彰 東洋経済新報社 3-0500445482

情報科学
007.1

現代暗号のしくみ 中西透 共立出版 3-0500450069

情報科学
007.6

Ｅｘｃｅｌ最強の教科書 藤井直弥 ＳＢクリエイティブ 3-0500456347

019 役に立たない読書 林望
集英社インターナショ
ナル

3-0500477570

023 言葉はこうして生き残った 河野通和 ミシマ社 3-0500460871

126
ヒマラヤ大聖者のマインド
フルネス

ヨグマタ相川圭子 幻冬舎 3-0500468102

文庫本
135

重力と恩寵 シーモヌ・ヴェイユ 岩波書店 3-0500471050

文庫本
139

死に至る病
セーレン・キェル
ケゴール

講談社 3-0500478754

146.8
ＮＹの人気セラピストが教え
る自分で心を手当てする方
法

ガイ・ウィンチ かんき出版 3-0500416789

147 検索禁止 長江俊和 新潮社 3-0500479857
159 考え方 稲盛和夫 大和書房 3-0500472278
159 心を休める習慣 植西聰 三五館 3-0500471278

159
１０年後、君に仕事はある
のか？

藤原和博 ダイヤモンド社 3-0500459983

文庫本
164

北欧の神話 山室静 筑摩書房 3-0500468520

210.2
邪馬台国時代のクニの都
吉野ケ里遺跡

七田忠昭 新泉社 3-0500465946

文庫本
210.5

徳川制度　補遺 加藤貴／校注 岩波書店 3-0500471049

210.6 日本近代の歴史　１
大日方純夫／企
画編集委員

吉川弘文館 3-0500417941

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



210.6 日本近代の歴史　２
大日方純夫／企
画編集委員

吉川弘文館 3-0500430194

210.6
日本の近代とは何であった
か

三谷太一郎 岩波書店 3-0500472740

ティーンズ
233

王様でたどるイギリス史 池上俊一 岩波書店 3-0500463310

文庫本
282

中国侠客列伝 井波律子 講談社 3-0500460568

288
生前退位をめぐる安倍首
相の策謀

五味洋治 宝島社 3-0500459604

289/ﾀ 武田氏滅亡 平山優 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500463845
289/ﾀ 父と私 田中眞紀子 日刊工業新聞社 3-0500467285

289/ﾄ ドーキンス自伝　２
リチャード・ドーキ
ンス

早川書房 3-0500463869

ティーンズ
290

なるほど知図帳世界
２０１７

昭文社 3-0500436197

291
日本三百名山山あるきガイ
ド　上

ＪＴＢパブリッシング 3-0500471908

291
日本三百名山山あるきガイ
ド　下

ＪＴＢパブリッシング 3-0500471909

291.6 奈良徹底的に寺歩き 広尾晃 啓文社書房 3-0500469508
292.2 愛の台南 川島小鳥 講談社 3-0500478802

293.6
スペイン・バスク美味しいバ
ル案内

植松良枝 産業編集センター 3-0500458611

293.6 光の街、リスボンを歩く オノリオ悦子 書肆侃侃房 3-0500465856
293.8 バトル海を旅する４０章 小柏葉子 明石書店 3-0500464423

293.8
３日でまわる北欧ｉｎストック
ホルム

森百合子
スペースシャワーネッ
トワーク

3-0500462675

297 Ａｌｏｈａ　Ｈａｗａｉｉ　Ｇｕｉｄｅ ワタナベマキ 主婦と生活社 3-0500472939

ラベルの
記号

301 モラルの起源 亀田達也 岩波書店 3-0500472744

302.2
儒教に支配された中国人と
韓国人の悲劇

ケント・ギルバート 講談社 3-0500462919

302.5
超一極集中社会アメリカの
暴走

小林由美 新潮社 3-0500472879

304 自己責任社会の歩き方 雨宮処凛 七つ森書館 3-0500472562
311 徹底検証日本の右傾化 塚田穂高／編著 筑摩書房 3-0500469904
311 不平等を考える 齋藤純一 筑摩書房 3-0500467586
312.1 石原慎太郎への弔辞 佐高信 ベストブック 3-0500454730

316
ビッグデータの支配とプラ
イバシー危機

宮下紘 集英社 3-0500471731

318.8 どこまでやるか、町内会 紙屋高雪 ポプラ社 3-0500459355

319.1
ハンドブック戦後日本外交
史

宮下明聡 ミネルヴァ書房 3-0500468993

319.2 中東とＩＳの地政学 山内昌之／編著 朝日新聞出版 3-0500459581

323 憲法サバイバル
ちくま新書編集部
／編

筑摩書房 3-0500477361

324
これだけ押さえればＯＫ！
印鑑・印紙・契約書の基本
がわかる本

齋藤健一郎 自由国民社 3-0500475285

327 裁判の非情と人情 原田國男 岩波書店 3-0500463306

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



331 図解経済学入門 髙橋洋一 あさ出版 3-0500404891
331 「原因と結果」の経済学 中室牧子 ダイヤモンド社 3-0500462068

331
マッキンゼーが予測する未
来

リチャード・ドッブ
ス

ダイヤモンド社 3-0500455923

332.1
「老後不安不況」を吹き飛
ばせ！

大前研一 ＰＨＰ研究所 3-0500471856

情報科学
336.1

エンジニアを説明上手にす
る本

開米瑞浩 翔泳社 3-0500440930

336.1 グロービスＭＢＡ経営戦略
グロービス経営大
学院／編著

ダイヤモンド社 3-0500471183

336.1 超予測力
フィリップ・Ｅ・テト
ロック

早川書房 3-0500428265

336.2 生産性 伊賀泰代 ダイヤモンド社 3-0500439064
336.8 バリュエーションの教科書 森生明 東洋経済新報社 3-0500383503

338
仮想通貨で銀行が消える
日

真壁昭夫 祥伝社 3-0500475610

345 ルポ税金地獄 朝日新聞経済部 文藝春秋 3-0500470791
361.4 ウソつきの国 勢古浩爾 ミシマ社 3-0500468470
361.6 日本会議の正体 青木理 平凡社 3-0500397229
361.7 老いる東京 佐々木信夫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500468255

365 ７０歳からの住まい選び 小山健
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500456795

366.2 正社員消減 竹信三恵子 朝日新聞出版 3-0500468865

366.2
誰が日本の労働力を支え
るのか？

寺田知太 東洋経済新報社 3-0500477903

366.3 育児は仕事の役に立つ 浜屋祐子 光文社 3-0500470304
ティーンズ
367.2

女も男も生きやすい国、ス
ウェーデン

三瓶恵子 岩波書店 3-0500454156

367.4 単身急増社会の希望 藤森克彦 日本経済新聞出版社 3-0500464372

367.6
ドキュメント・長期ひきこもり
の現場から

石川清 洋泉社 3-0500462162

368 子どもの防犯マニュアル 舟生岳夫 日経ＢＰ社 3-0500468276

369.2
すぐに役立つ入門図解最
新よくわかる障害者総合支
援法

若林美佳／監修 三修社 3-0500462096

369.2
身内に介護が必要なときの
手続き

高室成幸／監修 マガジンハウス 3-0500476214

369.2 リアリズムの老後 きたじまちよこ かもがわ出版 3-0500477019

369.3 シリア難民
パトリック・キング
ズレー

ダイヤモンド社 3-0500439055

369.3
魂でもいいから、そばにい
て

奥野修司 新潮社 3-0500464783

369.3 難民と生きる 長坂道子 新日本出版社 3-0500469412
参考書
376.8

首都圏高校受験案内
２０１８年度用

晶文社学校案内
編集部／編集

晶文社 3-0500476923

参考書
376.8

首都圏中学受験案内
２０１８

晶文社学校案内
編集部／編集

晶文社 3-0500476924

参考書
376.8

小学入試情報　２０１８
教育図書２１編集
部／編集

教育図書２１ 3-0500477699

376.8
中学受験６年生からの大
逆転メソッド

安浪京子 文藝春秋 3-0500460758

378
子どもの発達障害と支援の
しかたがわかる本

西永堅 日本実業出版社 3-0500456351



文庫本
383.8

昭和の洋食平成のカフェ飯 阿古真理 筑摩書房 3-0500459406

383.8 パンと昭和 小泉和子／編 河出書房新社 3-0500464918
385 大人かわいいラッピング 宮岡宏会 主婦と生活社 3-0500475016

ティーンズ
388

誰も知らない世界のことわ
ざ

エラ・フランシス・
サンダース／著イ
ラスト

創元社 3-0500426588

ラベルの
記号

403 科学道１００冊
編集工学研究所
／編集・制作

科学道１００冊委員会 3-0500466761

406
国立科学博物館のひみつ
地球館探検編

成毛眞 ブックマン社 3-0500475378

412 素数はめぐる 西来路文朗 講談社 3-0500461261

435
シュライバー　アトキンス
無機化学　下

Ｍａｒｋ　Ｗｅｌｌｅｒ 東京化学同人 3-0500453179

450 日本列島１００万年史 山崎晴雄 講談社 3-0500453040
453 絵でわかる地震の科学 井出哲 講談社 3-0500464888
ティーンズ
457

深読み！絵本『せいめいの
れきし』

真鍋真 岩波書店 3-0500479848

ティーンズ
460

いのちの不思議を考えよう
３

朝日新聞出版／
編

朝日新聞出版 3-0500471111

467
日本人の９割が知らない遺
伝の真実

安藤寿康 ＳＢクリエイティブ 3-0500441547

472
日本人なら知っておきたい
四季の植物

湯浅浩史 筑摩書房 3-0500467588

ティーンズ
480

動物園飼育員・水族館飼
育員になるには

高岡昌江 ぺりかん社 3-0500453501

481
ウニはすごいバッタもすご
い

本川達雄 中央公論新社 3-0500462010

487 日本のドジョウ 中島淳／文 山と溪谷社 3-0500465326

491
脳はいかに治癒をもたらす
か

ノーマン・ドイジ 紀伊國屋書店 3-0500393149

491
脳を最適化すれば能力は
２倍になる

樺沢紫苑 文響社 3-0500444659

493.2
悪玉コレステロールを下げ
て善玉コレステロールを上
げる本

石川俊次／監修 主婦の友社 3-0500455171

493.7
イライラしない、怒らないＡ
ＤＨＤの人のためのアン
ガーマネジメント

高山恵子／監修 講談社 3-0500439402

493.7 うつ病をなおす 野村総一郎 講談社 3-0500461245
493.7 社交不安症がよくわかる本 貝谷久宣／監修 講談社 3-0500478748

493.9
子どもの身長ぐんぐんメ
ソッド

佐藤詩子／監修 主婦の友社 3-0500459331

496 人生が変わる白内障手術 山﨑健一朗
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500456796

498 海外健康生活Ｑ＆Ａ 濱田篤郎／監修 経団連出版 3-0500469500

498.1
最新医療事務のすべてが
わかる本　〔２０１７〕

青地記代子／監
修

日本文芸社 3-0500471242

ティーンズ
498.1

歯科衛生士・歯科技工士に
なるには

宇田川廣美 ぺりかん社 3-0500456003

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



498.3 枕と寝具の科学 久保田博南 日刊工業新聞社 3-0500474106

498.5
中性脂肪を落とす〈楽うま〉
健康ダイエットレッスン

奥薗壽子 ＰＨＰ研究所 3-0500464240

498.5
不調・病気知らずの体をつ
くるおくすりごはん

梅崎和子 家の光協会 3-0500462117

501 失敗の科学 マシュー・サイド
ディスカヴァー・トゥエ
ンティンワン

3-0500449548

504 ２０５０年の技術
英『エコノミスト』編
集部

文藝春秋 3-0500478917

507
レシピ公開「伊右衛門」と絶
対秘密「コカ・コーラ」、どっ
ちが賢い？

新井信昭 新潮社 3-0500447142

509
ＩｏＴで激変する日本型製造
業ビジネスモデル

大野治 日刊工業新聞社 3-0500447628

509 ＩＳＯ９００１早わかり 大浜庄司 オーム社 3-0500461748

509 匠の技の科学　動作篇

京都工芸繊維大
学伝統みらい教
育研究センター／
編

日刊工業新聞社 3-0500474109

515 日本の橋 五十畑弘 ミネルヴァ書房 3-0500445248
521 城バイリンガルガイド 三浦正幸／監修 小学館 3-0500465918

523
近代日本の洋風建築
栄華篇

藤森照信 筑摩書房 3-0500473480

523
近代日本の洋風建築
開化篇

藤森照信 筑摩書房 3-0500462704

525
世界でいちばん受けたい
環境デザインの授業

中村勉 エクスナレッジ 3-0500456381

527 片づく家のアイデア図鑑 田中ナオミ エクスナレッジ 3-0500439462
527 住宅耐震リフォーム 保坂貴司 エクスナレッジ 3-0500462105
527 二人のおうち 引田かおり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500477006
542 音の記憶 小川理子 文藝春秋 3-0500463888

情報科学
547.4

サイバー攻撃の足跡を分
析するハニーポット観察記
録

森久和昭 秀和システム 3-0500455502

550
トコトンやさしい船舶工学の
本

池田良穂 日刊工業新聞社 3-0500456014

575 火の科学 西野順也 築地書館 3-0500463963

586 繊維の科学
日本繊維技術士
センター／編

日刊工業新聞社 3-0500446731

ラベルの
記号

590 赤ちゃんと暮らす 本多さおり 大和書房 3-0500470660
590 有元葉子　私の住まい考 有元葉子 平凡社 3-0500473638

590
３人子持ち働く母の「追わ
れない家事」

尾崎友吏子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500454824

590
シンプル思考ですっきり身
軽に暮らす

やまぐちせいこ マイナビ出版 3-0500438553

ティーンズ
590

正しい目玉焼きの作り方
森下えみこ／イラ
スト

河出書房新社 3-0500447695

590 田園都市生活　ｖｏｌ．６３ エイ出版社 3-0500474310

590
フィンランド人が教えるほん
とうのシンプル

モニカ・ルーッコネ
ン

ダイヤモンド社 3-0500418163

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



593.3
「折る縫うカットする」ででき
る服

藤井あつ子 文化学園文化出版局 3-0500455934

593.3
カスタマイズできるウェディ
ング＆カレードレス

野中慶子 文化学園文化出版局 3-0500471211

593.3
作って楽しむ大人の着回し
服

ブティック社 3-0500443766

593.8 白洲正子のおしゃれ 白洲正子 新潮社 3-0500447138

593.8
ハンドメイドセットアクセサ
リー事典１６０

Ｔｉｎｋ　ｃｒｅａｔｅ／
編

西東社 3-0500468916

594
カワイイ！がいっぱいフェ
ルトのマスコット

ブティック社 3-0500457088

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　５
（ｎｏ．１３２）

主婦と生活社 3-0500478226

594 下田直子の手芸術 下田直子 筑摩書房 3-0500447681

594
ハンドメイドイベント出展ガ
イドブック

ブティック社 3-0500447464

594.3
一年中楽しめる透かし編み
の模様８２

エリザベス・ロ
ヴィック

グラフィック社 3-0500458053

594.8 布花標本 ｕｔｏｐｉａｎｏ グラフィック社 3-0500468435

594.9
はじめての裂き織りレッス
ン

箕輪直子 誠文堂新光社 3-0500466452

596
お父さんのための日本一
やさしい料理本

青木敦子 扶桑社 3-0500466006

596
がんばらなくていい！楽シ
ニアの作りおき

藤野嘉子 講談社 3-0500471141

596 糀のある豊かな食卓 かわなべみゆき 誠文堂新光社 3-0500470393

596
暮らし上手、育て上手のひ
ぐま家ごはん日記

ひぐまあさこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500456913

596
ぜんぶレンチン！糖質オフ
のやせる作りおき

牧田善二 新星出版社 3-0500416403

596 ＬＩＦＥ　副菜　２ 飯島奈美 ほぼ日 3-0500483269

596.3
からだが喜ぶ！藤井恵の
豆腐レシピ

藤井恵 世界文化社 3-0500457681

596.3
本当に美味しいフライドポ
テトの教科書

丸山久美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500440466

596.4 おべんと探訪記 伊藤まさこ マガジンハウス 3-0500471755

596.4
かんたん！かわいい！は
じめての園児のおべんとう

上島亜紀 西東社 3-0500459314

596.6
お菓子生地づくりに困った
ら読む本

山﨑正也 池田書店 3-0500468146

596.6
フライパンでできる米粉の
パンとおやつ

多森サクミ 立東舎 3-0500454424

596.9
「めんどくさい」がなくなる台
所

足立洋子 ＳＢクリエイティブ 3-0500418699

597
ずっと美しい人のインテリ
ア

「ずっと美しい人」
編集部／編

集英社 3-0500475711

598
元気に赤ちゃんが育つ妊
婦ごはん

長澤池早子／監
修

成美堂出版 3-0500461341

617
心も体も元気になるハーブ
育て＆活用法

桐原春子／監修 主婦と友社 3-0500474997

627
小さな庭で楽しむ雑貨×植
物のディスプレイ

学研プラス 3-0500465406

627 花色見本帖 世界文化社 3-0500468802
652 東京の森を歩く 福嶋司 3-0500470265



653 大人の里山さんぽ図鑑 おくやまひさし 交通新聞社 3-0500473409
666 めだかｓｔｙｌｅ ネコ・パブリッシング 3-0500470210
673 ５０歳からネットショッピング 遠藤奈美子 セルバ出版 3-0500475815
673 今夜もカネで解決だ ジェーン・スー 朝日新聞出版 3-0500471109

675
台湾の「いいもの」を持ち帰
る

青木由香 講談社 3-0500468867

675 マーケティング用語図鑑 野上眞一 新星出版社 3-0500464955

678
自由貿易は私たちを幸せ
にするのか？

上村雄彦／ほか コモンズ 3-0500458071

686 昭和解体 牧久 講談社 3-0500470705
686 鉄道配線大研究 川島令三 講談社 3-0500465365

686

東京オリンピック時代の都
電と街角　新宿区・渋谷区・
港区〈西部〉・中野区・杉並
区編

小川峯生
アルファベータブック
ス

3-0500470859

687 羽田空港のひみつ 秋本俊二 ＰＨＰ研究所 3-0500470411

ラベルの
記号

704 ぼくの美術ﾉｰﾄ 原田治 亜紀書房 3-0500462516
ティーンズ
723

西洋絵画の歴史　３ 高階秀爾／監修 小学館 3-0500440895

724
透明水彩の手順パーフェク
ト・マスター・ブック　風景を
描く編

グラフィック社／
編

グラフィック社 3-0500439972

726 かこさとし 平凡社 3-0500464132
ティーンズ
726

ゆるかわいいイラスト＆か
き文字が描ける本

高村あゆみ 学研プラス 3-0500463455

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　２

久野恵一 グラフィック社 3-0500468450

754.9 包みと袋のおりがみ 布施知子 誠文堂新光社 3-0500459731

760
バイオリニストは弾いてな
い

鶴我裕子 河出書房新社 3-0500438434

762.3
僕は奇跡なんかじゃなかっ
た

カール・レーブル 音楽之友社 3-0500473427

764 名曲の真相 佐伯茂樹
アカデミア・ミュージッ
ク

3-0500477849

ティーンズ
778

文豪ストレイドッグス公式
国語便覧

佐柄みずき ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500446362

782 勝ち続ける理由 原晋 祥伝社 3-0500440383
783.4 ヨハン・クライフ自伝 ヨハン・クライフ 二見書房 3-0500464366
788 土俵の群像 岩崎友太郎 白水社 3-0500473915

795
本手、本筋はここ！格言が
教えてくれる

大垣雄作 日本棋院 3-0500470910

801
人気通訳ガイドが教える誰
にでもできるおもてなしの
英語

島崎秀定 講談社 3-0500473394

810 シン・ヤマコトバ学 シシドヒロユキ 光文社 3-0500460550
825 英語と一緒に学ぶ中国語 植田一三 ベレ出版 3-0500472815
ティーンズ
837

中学英語で日本を紹介す
る本

デイビット・セイン 河出書房新社 3-0500464756

(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

郷土に関する本



ラベルの
記号

郷土青葉
291.3

桜満開お花見コース
みらいづくり大学
青葉キャンパス／
編

横浜市青葉区区政推
進課

3-0500474271

郷土
016

社史の図書館と司書の物
語

高田高史 柏書房 3-0500454447

郷土
291.3

地図と地形で楽しむ横浜歴
史散歩

都市研究会／編 洋泉社 3-0500475806

郷土
622

絵図と写真でたどる明治の
園芸と緑化

近藤三雄 誠文堂新光社 3-0500477339

「あたらしく入った本」6月号は、平成29年4月から同29年5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

（青葉区、横浜市、神奈川県）


