
ラベルの
記号

904
ねんてん先生の文学のあ
る日々

坪内稔典 新日本出版社 3-0500483033

910 日本ノンフィクション史 武田徹 中央公論新社 3-0500471890
910 遺すことば 青山文平／ほか 文藝春秋 3-0500496178

910/ｵ 大佛次郎と猫
大佛次郎記念館
／監修

小学館 3-0500462541

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

911.3 俳句のルール 井上泰至／編 笠間書院 3-0500468855

913.6
からっぽたいくつどようびは
まだ

「いつもありがと
う」作文コンクー
ル書籍制作委員
会／編

幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500478797

文庫本
913.6

セメント樽の中の手紙ほか 葉山嘉樹／ほか 筑摩書房 3-0500468501

ティーンズ
913.6/ｱ

スポットライトをぼくらに あさのあつこ 文藝春秋 3-0500486237

913.6/ｱ ハッチとマーロウ 青山七恵 小学館 3-0500491155
913.6/ｲ 家康の遠き道 岩井三四二 光文社 3-0500489023
913.6/ｲ キトラ・ボックス 池澤夏樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500473074
文庫本
913.6/ｲ

大名花火 井川香四郎 文藝春秋 3-0500486244

913.6/ｲ どんぶらこ いとうせいこう 河出書房新社 3-0500481747
913.6/ｲ 星の子 今村夏子 朝日新聞出版 3-0500494734
913.6/ｴ 病巣 江上剛 朝日新聞出版 3-0500498284
913.6/ｵ 横濱エトランゼ 大崎梢 講談社 3-0500496892
文庫本
913.6/ｶ

隠密味見方同心　８ 風野真知雄 講談社 3-0500496830

文庫本
913.6/ｶ

小石川貧乏神殺人事件 風野真知雄 文藝春秋 3-0500494695

913.6/ｶ 花しぐれ 梶よう子 集英社 3-0500491653
913.6/ｷ 球道恋々 木内昇 新潮社 3-0500492910
913.6/ｷ デンジャラス 桐野夏生 中央公論新社 3-0500495020
文庫本
913.6/ｺ

哀惜の剣 小杉健治 朝日新聞出版 3-0500485359

ティーンズ
913.6/ｺ

妖怪アパートの幽雅な日常
ラスベガス外伝

香月日輪 講談社 3-0500489021

913.6/ｻ じごくゆきっ 桜庭一樹 集英社 3-0500494093
文庫本
913.6/ｻ

若旦那隠密　２ 佐々木裕一 幻冬舎 3-0500495033

913.6/ﾀ 竹久夢二童話集 竹久夢二 パンローリング 3-0500481712
913.6/ﾁ ガーデン 千早茜 文藝春秋 3-0500492194
文庫本
913.6/ﾁ

長谷川平蔵人足寄場　２ 千野隆司 小学館 3-0500486580

あたらしく入った本
2017年8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/ﾄ

奪還の日 堂場瞬一 中央公論新社 3-0500481680

文庫本
913.6/ﾅ

Ａ（エー） 中村文則 河出書房新社 3-0500486285

913.6/ﾆ 掟上今日子の裏表紙 西尾維新 講談社 3-0500491271
913.6/ﾆ 彼女の色に届くまで 似鳥鶏 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500474150
文庫本
913.6/ﾆ

最後の医者は桜を見上げ
て君を想う

二宮敦人 ＴＯブックス 3-0500429864

913.6/ﾆ ぷろぼの 楡周平 文藝春秋 3-0500488801
913.6/ﾊ アノニム 原田マハ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500493337

913.6/ﾊ 暗手 馳星周 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500482768

913.6/ﾊ 潮騒はるか 葉室麟 幻冬舎 3-0500491220
913.6/ﾊ 横浜大戦争 蜂須賀敬明 文藝春秋 3-0500496597
913.6/ﾋ 探偵さえいなければ 東川篤哉 光文社 3-0500497366

913.6/ﾋ
僕が殺した人と僕を殺した
人

東山彰良 文藝春秋 3-0500487090

文庫本
913.6/ﾌ

銀座千と一の物語 藤田宜永 文藝春秋 3-0500449115

913.6/ﾌ
午前三時のサヨナラ・ゲー
ム

深水黎一郎 ポプラ社 3-0500480053

913.6/ﾌ 平家物語犬王の巻 古川日出男 河出書房新社 3-0500492195
913.6/ﾎ 増山超能力師大戦争 誉田哲也 文藝春秋 3-0500497476
913.6/ﾏ 風よ僕らに海の歌を 増山実 角川春樹事務所 3-0500493019
913.6/ﾏ 北海タイムス物語 増田俊也 新潮社 3-0500481701
913.6/ﾏ 名誉と恍惚 松浦寿輝 新潮社 3-0500466317
913.6/ﾐ 満月の泥枕 道尾秀介 毎日新聞出版 3-0500494855
文庫本
913.6/ﾐ

山女日記 湊かなえ 幻冬舎 3-0500404683

文庫本
913.6/ﾑ

女のいない男たち 村上春樹 文藝春秋 3-0500423864

914 いのちの車窓から 星野源 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500474064
文庫本
914

考えるマナー
中央公論新社／
編

中央公論新社 3-0500453010

914/ｲ おいしい時間をあの人と 伊藤まさこ 朝日新聞出版 3-0500489532
914/ｲ 女と男の品格。 伊集院静 文藝春秋 3-0500490568
914/ｲ 箸もてば 石田千 新講社 3-0500490650
914/ｷ ひとり上手 岸本葉子 海竜社 3-0500478350
914/ｻ 男尊女子 酒井順子 集英社 3-0500491656
914/ｼ ノミのジャンプと銀河系 椎名誠 新潮社 3-0500499653
文庫本
914/ｼ

楽に生きるのも、楽じゃな
い

春風亭昇太 文藝春秋 3-0500458834

914/ﾅ あのころ、早稲田で 中野翠 文藝春秋 3-0500478826
914/ﾅ 中西悟堂 中西悟堂 平凡社 3-0500480018
文庫本
914/ﾑ

老いと収納 群ようこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500454217

文庫本
914/ﾖ

酒談義 吉田健一 中央公論新社 3-0500481683

916/ｲ 世界の産声に耳を澄ます 石井光太 朝日新聞出版 3-0500489527
916/ﾀ うつヌケ 田中圭一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500452677
文庫本
916/ﾉ

慟哭の海 能村次郎 中央公論新社 3-0500481687

929.1 ピンポン パクミンギュ 白水社 3-0500492065



929.3 囚われた天使たちの丘
グエン・ゴック・トゥ
アン

大同生命国際文化基
金

3-0500441222

文庫本
933

大諜報　上
クライブ・カッス
ラー

扶桑社 3-0500493810

文庫本
933

大諜報　下
クライブ・カッス
ラー

扶桑社 3-0500493811

文庫本
933

夜の夢見の川
シオドア・スター
ジョン

東京創元社 3-0500483581

ティーンズ
933/ｳ

あしながおじさん
ジーン・ウェブス
ター／他

新潮社 3-0500491689

ティーンズ
933/ｳ

あしながおじさん　続
ジーン・ウェブス
ター

新潮社 3-0500491690

文庫本
933/ｷ

鏡の迷宮 Ｅ・Ｏ・キロヴィッツ 集英社 3-0500499982

文庫本
933/ﾁ

その犬の歩むところ ボストン・テラン 文藝春秋 3-0500494713

文庫本
933/ﾁ

とろとろチーズ工房の目撃
者

ローラ・チャイルズ 原書房 3-0500495017

933/ﾎ 図書館は逃走中
デイヴィッド・ホワ
イトハウス

早川書房 3-0500491214

文庫本
933/ﾛ

風の名前　３
パトリック・ロス
ファス

早川書房 3-0500491209

936 ヒルビリー・エレジ― Ｊ．Ｄ．ヴァンス 光文社 3-0500470285

943/ｼ 階段を下りる女
ベルンハルト・
シュリンク

新潮社 3-0500501650

963 虹色のコーラス リュイス・プラッツ
西村書店東京出版編
集部

3-0500482651

文庫本
973

まっぷたつの子爵 カルヴィーノ／作 岩波書店 3-0500489006

ラベルの
記号

ティーンズ
002

質問する、問い返す 名古谷隆彦 岩波書店 3-0500490425

002 勉強の哲学 千葉雅也 文藝春秋 3-0500478549
情報科学
007.3

プラットフォームの教科書 根来龍之 日経ＢＰ社 3-0500491735

情報科学
007.6

東大式伝わるパワーポイン
トスライドの作り方

西川元一 秀和システム 3-0500447270

016 図書館１００連発 岡本真 青弓社 3-0500492152
017 高校図書館デイズ 成田康子 筑摩書房 3-0500494729
児研
019

子どもの本から平和を考え
る

児童図書館研究
会／編

児童図書館研究会 3-0500492810

児研
019

この本読んで！　第６３号
（２０１７夏）

出版文化産業振興財
団

3-0500493684

ティーンズ
019

１２歳からの読書案内
多感な時期に読みたい１０
０冊

金原瑞人／監修 すばる舎 3-0500489539

021 東京の編集者 山高登 夏葉社 3-0500485278
024 書店員の仕事 ＮＲ出版会／編 ＮＲ出版会 3-0500475793
051 ａｎ・ａｎの嘘 酒井順子 マガジンハウス 3-0500471754
069 ぐるぐる・博物館 三浦しをん 実業之日本社 3-0500497563
133 現代思想の名著３０ 仲正昌樹 筑摩書房 3-0500494723

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



141 逆説の法則 西成活裕 新潮社 3-0500491753

141
論理的思考力を鍛える３３
の思考実験

北村良子 彩図社 3-0500483404

151 中動態の世界 國分功一郎 医学書院 3-0500473997
ティーンズ
159

１０代のキミへ
髙橋貞二郎／監
修

日本キリスト教団出
版局

3-0500441441

159
好きなことだけで生きてい
く。

堀江貴文 ポプラ社 3-0500486355

159 多動力 堀江貴文 幻冬舎 3-0500492164

159 マイバック
ドミニック・ロー
ホー

講談社 3-0500483555

159 遊行を生きる 鎌田實 清流出版 3-0500453809
文庫本
164

生きるよすがとしての神話
ジョーゼフ・キャン
ベル

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500437897

ティーンズ
172

イラストでよくわかる日本の
神様図鑑

古川順弘／テキ
スト

青幻舎 3-0500491808

文庫本
188.8

円空と木喰 五来重 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500438909

188.8 禅と生きる 宇野全智 山川出版社 3-0500494149
190 キリスト教は役に立つか 来住英俊 新潮社 3-0500483461
201 西洋の没落　１ シュペングラー 中央公論新社 3-0500495023
201 西洋の没落　２ シュペングラー 中央公論新社 3-0500495024
213 古代の東国　３ 吉川弘文館 3-0500498324
222 三国志事典 渡邉義浩 大修館書店 3-0500490618
281 戦国武将の辞世 加藤廣 朝日新聞出版 3-0500487069

288
いま知っておきたい天皇と
皇室

山下晋司 河出書房新社 3-0500482670

289/ｲ 井伊直虎の真実 黒田基樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500491722
291.1 北海道 朝日新聞出版 3-0500494730

291.3
関東近県花のハイキング
１２カ月

関根茂子／編著 新ハイキング社 3-0500475030

291.3 東京古道探訪 荻窪圭 青幻舎 3-0500484253
291.6 京都の壁 養老孟司 ＰＨＰ研究所 3-0500488142

293 ヨーロッパ鉄道旅行入門 イカロス出版 3-0500493312

293.3
絶景とファンタジーの島ア
イルランドへ

山下直子 イカロス出版 3-0500491327

293.4
地球の歩き方　Ａ　１４
（２０１７年～２０１８年版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500489651

293.8
地球の歩き方　Ａ　２９
（２０１７年～２０１８年版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500493773

295
地球の歩き方　Ｂ　０６
（２０１７年～２０１８年版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500491832

ラベルの
記号

ティーンズ
302

東大留学生ディオンが見た
ニッポン

ディオン・ン・ジェ・
ティン

岩波書店 3-0500482028

302.2 現代中国入門 光田剛／編 筑摩書房 3-0500487060

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 凛とした小国 伊藤千尋 新日本出版社 3-0500490475
304 自由のこれから 平野啓一郎 ベストセラーズ 3-0500497405

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



304 人類の未来
ノーム・チョムス
キー

ＮＨＫ出版 3-0500478526

304 楽しい縮小社会 森まゆみ 筑摩書房 3-0500496672
312.1 日本中枢の狂謀 古賀茂明 講談社 3-0500493230
312.2 習近平の中国 林望 岩波書店 3-0500490422
312.5 アメリカ大統領図鑑 開発社 秀和システム 3-0500488527

312.5
反グローバリゼーションと
ポピュリズム

神保哲生 光文社 3-0500488447

316 シャクシャインの戦い 平山裕人 寿郎社 3-0500451357

316 スノーデン日本への警告
エドワード・スノー
デン

集英社 3-0500479484

318.2 都知事失格 舛添要一 小学館 3-0500493757
319.8 風（かじ）かたか 三上智恵 大月書店 3-0500471336
326 共謀罪の何が問題か 髙山佳奈子 岩波書店 3-0500490427
327 裁判所の正体 瀬木比呂志 新潮社 3-0500489065
ティーンズ
330

お金ってなんだろう？ 長岡慎介 平凡社 3-0500489616

ティーンズ
331

お金の悪魔
Ｈ・Ｍ・エンツェン
スベルガ―

晶文社 3-0500489612

334
今や世界５位「移民受け入
れ大国」日本の末路

三橋貴明 徳間書店 3-0500492148

335.1 中小企業の事業承継 中村廉平／編著 有斐閣 3-0500471154

335.2
無名でもすごい超優良企
業

田宮寛之 講談社 3-0500490011

ｶｳﾝﾀｰ
335.4

会社四季報　２０１７年
３集　（夏号）

東洋経済新報社 3-0500497261

336.4 ヤフーの１　ｏｎ　１ 本間浩輔 ダイヤモンド社 3-0500474025
337 明治の金勘定 山本博文／監修 洋泉社 3-0500493317

338
図解わかる住宅ローン
２０１７－２０１８年版

浅井秀一 新星出版社 3-0500494522

345
納得！安心！今からはじ
める相続・贈与

高橋敏則／監修 ナツメ社 3-0500488604

366.4
図解わかる　会社をやめる
ときの手続きのすべて
２０１７－２０１８年版

中尾幸村 新星出版社 3-0500487794

ティーンズ
366.2

言語聴覚士になるには 中島匡子 ぺりかん社 3-0500492280

369.2
ケアとサポートが楽になる
超図解認知症介護

米山淑子／監修 朝日新聞出版 3-0500489538

376.1 ０・１・２歳児の心Ｑ＆Ａ 頭金多絵 学研プラス 3-0500488896
376.1 ３・４・５歳児の心Ｑ＆Ａ 大澤洋美 学研プラス 3-0500488897
ティーンズ
377

海外の高校＆大学へ行こ
う！　２０１８年度版

アルク 3-0500477514

378
発達が気になる子のステキ
を伸ばす「ことばがけ」

加藤潔 明石書店 3-0500491370

378
わが子に障がいがあると告
げられたとき

佐藤曉 岩崎学術出版社 3-0500490077

379 子どもの見ている世界 内田伸子 春秋社 3-0500490865
387 大山詣り 川島敏郎 有隣堂 3-0500479326

388 山の怪奇百物語
山村民俗の会／
編

河出書房新社 3-0500491765

393 米中もし戦わば ピーター・ナヴァロ 文藝春秋 3-0500439082

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



ラベルの
記号

402 南極大陸大紀行
南極ＯＢ会編集委
員会／編

成山堂書店 3-0500492942

415 フラットランド
エドウィン・アボッ
ト・アボット

講談社 3-0500488074

435 奇跡の物質水 ニュートンプレス 3-0500494914
440 宇宙はなぜ「暗い」のか？ 津村耕司 べレ出版 3-0500453392
442 天体写真の教科書 牛山俊男 誠文堂新光社 3-0500478067
443 巨大ブラックホールの謎 本間希樹 講談社 3-0500481323
479 桜でいやされるための図鑑 大貫信彦 誠文堂新光社 3-0500476460

481
先生、犬にサンショウウオ
の捜索を頼むのですか！

小林朋道 築地書館 3-0500490604

485 ハエトリグモハンドブック 須黒達巳 文一総合出版 3-0500497863

486 バッタを倒しにアフリカへ
前野ウルド浩太
郎

光文社 3-0500488712

488 シマエナガちゃん 小原玲 講談社 3-0500431796

488
世界でいちばん素敵な鳥
の教室

森山晋平／文 三才ブックス 3-0500472979

490 人生の終い方
ＮＨＫスペシャル
取材班

講談社 3-0500491275

491 汗はすごい 菅屋潤壹 筑摩書房 3-0500494728
491 「香り」の科学 平山令明 講談社 3-0500496895

493.2
薬に頼らず血圧を下げる方
法

加藤雅俊 アチーブメント出版 3-0500461365

493.7
音楽療法はどれだけ有効
か

佐藤正之 化学同人 3-0500495615

493.7
告白します、僕は多くの認
知症患者を殺しました。

石黒伸 現代書林 3-0500466376

493.7 ネガティブ、ケイパビリティ 帚木蓬生 朝日新聞出版 3-0500477593

493.7
肺炎がいやなら、のどを鍛
えなさい

西山耕一郎 飛鳥新社 3-0500489175

494
がん治療中の女性のため
の　　ＬＩＦＥ＆Ｂｅａｕｔｙ

さとう桜子 主婦の友社 3-0500488764

494 女性の薄毛解消読本 元神賢太
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500478793

496

図解専門医が教える！め
まい・メニエール病を自分
で治す正しい知識と最新療
法

肥塚泉／監修 日東書院本社 3-0500490934

498.1
栄養士・管理栄養士をめざ
す人の調理・献立作成の基
礎

坂本裕子／編 化学同人 3-0500452274

ティーンズ
498.1

保健師・養護教諭になるに
は

山崎京子／監修 ぺりかん社 3-0500486371

498.3
朝５時起きが習慣になる５
時間快眠法

坪田聡 ダイヤモンド社 3-0500443359

498.4 天気痛 佐藤純 光文社 3-0500488423

518.8 街直し屋
リパブリック・イニ
シアティブ／編

晶文社 3-0500489171

527
荻野寿也の「美しい住まい
の緑」８５のレシピ

荻野寿也 エクスナレッジ 3-0500483151

537 「自動運転」革命 小木津武樹 日本評論社 3-0500468944
542 東芝大裏面史 ＦＡＣＴＡ編集部 文藝春秋 3-0500492192

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



情報科学
547.4

これからはじめるＩｎｓｔａｇｒａ
ｍインスタグラム基本＆活
用ワザ

田口和裕 インプレス 3-0500468193

情報科学
547.5

図解入門　よくわかる最新
アンテナの基本と仕組み＆
活用ワザ

吉村和昭 秀和システム 3-0500433557

549 電卓四兄弟 樫尾幸雄 中央公論新社 3-0500471922
578 トコトンやさしい高分子の本 扇澤敏明 日刊工業新聞社 3-0500474916

586
日本の工芸を元気にす
る！

中川政七 東洋経済新報社 3-0500464209

589 たばこはそんなに悪いのか 喫煙文化研究会 ワック 3-0500445222
589 虹色のチョーク 小松成美 幻冬舎 3-0500489546

ラベルの
記号

590 ちいさなくらしのたねレシピ 早川ユミ ＰＨＰ研究所 3-0500478133
590 田園都市生活　ｖｏｌ．６４ エイ出版社 3-0500501014
590 私のカントリー　ＮＯ．１０１ 主婦と生活社 3-0500498201
593.1 きものの仕立て方　続 小田美代子 文化学園文化出版局 3-0500492209
593.3 パターンアレンジを楽しむ 高田祐子 文化学園文化出版局 3-0500434511

593.3
わたしの好きな、ミニマルな
１０着

平真実 文化学園文化出版局 3-0500482249

595
世界一シンプルなナチュラ
ルメイクの教科書

赤松絵利 講談社 3-0500481708

595
モデルが秘密にしたがる体
幹リセットダイエット

佐久間健一 サンマーク出版 3-0500485868

596 茨木のり子の献立帖 茨木のり子 平凡社 3-0500451766
596 旅に出たナツメヤシ 長坂道子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500483173
596.6 世界の郷土菓子 林周作 河出書房新社 3-0500480529
596.6 はちみつスイーツ 若山曜子 家の光協会 3-0500489166

596.7 カクテルの歴史
ジョセフ・Ｍ・カー
リン

原書房 3-0500490780

597
ＰＬＵＳ１　Ｌｉｖｉｎｇ　ＮＯ．９９
（２０１７Ｓｕｍｍｅｒ）

主婦の友社 3-0500495478

597
ラクラクお掃除新津式汚れ
落とし術

新津春子 産業編集センター 3-0500429276

599 母ではなくて、親になる 山崎ナオコーラ 河出書房新社 3-0500497771

601
出でよ、地方創生のフロン
トランナーたち！

蓑宮武夫 ＰＨＰ研究所 3-0500488477

619 お茶の科学 大森正司 講談社 3-0500489042
626 一坪でできる野菜づくり 北条雅章／監修 ブティック社 3-0500481270

626
私にもできる！自然農法入
門

ＭＯＡ自然農法文
化事業団／編

ＭＯＡ自然農法文化
事業団

3-0500496020

627
一枚上手のバラの咲かせ
方

前野義博 ＰＨＰ研究所 3-0500493860

627
ベランダガーデンのつくり
方決定版

主婦と生活社 3-0500494042

629
ナチュラルガーデン成功実
例集

ブティック社 3-0500490758

645 ねこの事典 今泉忠明／監修 成美堂出版 3-0500492585

648 知っておいしいチーズ事典
本間るみ子／監
修

実業之日本社 3-0500492983

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



666
上から見る！風流に金魚を
飼うための本

菊池洋明 秀和システム 3-0500490138

673 世界の夢のパン屋さん
川人わかな／取
材・文

エクスナレッジ 3-0500494175

673 創業家に生まれて 三森智仁 日経ＢＰ社 3-0500497789

685
神奈川県内乗合バス・ルー
トあんない　Ｎｏ．４

神奈川県バス協
会／監修

ＪＴＢパブリッシング 3-0500468983

685 宅配便革命 林克彦 マイナビ出版 3-0500499825

686
今尾恵介責任編集地図と
鉄道

今尾恵介／編著 洋泉社 3-0500491335

情報科学
694

ｉＰｈｏｎｅ完全マニュアル
２０１７年最新版

スタンダーズ 3-0500486555

ラベルの
記号

706
皆川明１００日ＷＯＲＫＳＨ
ＯＰ

皆川明
スペースシャワーネッ
トワーク

3-0500470328

720 いちまいの絵 原田マハ 集英社 3-0500497751
725 チョーク＆デザイン 丸倫徳/監修 三才ブックス 3-0500489672
726 あるかしら書店 ヨシタケシンスケ ポプラ社 3-0500494508
727 グラフィックの天才たち。 ペン編集部／編 ＣＣＣメディアハウス 3-0500495014

753
キッチンでできる草木染め
レッスン帖

佐藤麻陽 ブティック社 3-0500488998

762 ロマン派の音楽家たち 中川右介 筑摩書房 3-0500477370

763 おもしろ管楽器事典 佐伯茂樹
ヤマハミュージックエ
ンタテインメントホー
ルディングス

3-0500490806

ティーンズ
764

中学生ブラバン天国 オザワ部長 学研プラス 3-0500410292

767 百年後 前野健太 スタンド・ブックス 3-0500464979
773 昭和の能楽名人列伝 羽田昶 淡交社 3-0500462481
778 「男はつらいよ」を旅する 川本三郎 新潮社 3-0500491752

781
技術と表現を磨く！魅せる
新体操上達のポイント５０

石﨑朔子／監修 メイツ出版 3-0500492666

782
トラック走を極める！陸上
競技中長距離

松井一樹／監修 メイツ出版 3-0500488545

783.4
最強プロに学ぶフットサル
個人技完全マスター

森岡薫 誠文堂新光社 3-0500485884

783.5
動画でプロに学ぶ！ソフト
テニス勝つシングルス５０
のコツ

中村謙／監修 メイツ出版 3-0500488563

783.5
ナダル・ノートすべては訓
練次第

トニ・ナダル 東邦出版 3-0500494090

786 スポーツクライミング教本 東秀磯 山と溪谷社 3-0500491248
文庫本
786

生と死のミニャ・コンガ 阿部幹雄 山と溪谷社 3-0500453153

789 日本の剣豪 中嶋繁雄 文藝春秋 3-0500489674
793 小さな花束の本 小野木彩香 誠文堂新光社 3-0500495132

796
村山慈明の居飛車対振り
飛車知って得する序盤術

村山慈明 ＮＨＫ出版 3-0500487199

799
ボールルームダンス解剖
学　スタンダード編

太田英光
日本メディア・コーポ
レーション

3-0500442342

810 だめだし日本語論 橋本治 太田出版 3-0500495563

(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



811 音読力 山口謠司 游学社 3-0500492130
818 東京ことば 田中章夫 武蔵野書院 3-0500489632
830 英語で一流を育てる 廣津留真理 ダイヤモンド社 3-0500491835
837 人間関係をつくる英会話 高橋朋子 コスモピア 3-0500490928

ラベルの
記号

郷土
210.5

「山口作助日記」関係資料
集《原本》上巻

雨岳文庫／編
伊勢原歴史文化遺産
活用実行委員会

3-0500494343

郷土
210.5

「山口作助日記」関係資料
集《釈文》上巻

雨岳文庫／編
伊勢原歴史文化遺産
活用実行委員会

3-0500494342

郷土
213

高島町考 川瀬誠治／編 まつ出版 3-0500493110

郷土
291.3

ことりっぷ
花と緑の横浜さんぽ

昭文社　ことりっ
ぷ編集部／制作

第３３回全国都市緑
化よこはまフェア実行
委員会事務局

3-0500475519

郷土
335

人生１００歳時代！輝けシ
ニア起業家

タウンニュース社
／編集・制作

神奈川県産業労働局
産業部産業振興課

3-0500464088

郷土
397

横須賀鎮守府 田中宏巳 有隣堂 3-0500491350

「あたらしく入った本」8月号は、平成29年6月から同29年7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）


