
ラベルの
記号

902 戦争をよむ 中川成美 岩波書店 3-0500507172
909 物語のティータイム 北野佐久子 岩波書店 3-0500506786
ティーンズ
910

教科書で出会った古文・漢
文一〇〇

有馬義貴 新潮社 3-0500474445

910
死を想え『九相詩』と『一休
骸骨』

今西祐一郎 平凡社 3-0500445743

910/ｼ
「司馬遼太郎」で学ぶ日本
史

磯田道史 ＮＨＫ出版 3-0500485872

910/ﾅ
漱石の読みかた『明暗』と
漢籍

野網摩利子 平凡社 3-0500445745

910/ﾐ 告白 三島由紀夫 講談社 3-0500512310
文庫本
911.1

みだれ髪 与謝野晶子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500496812

911.1 読んで楽しむ百人一首 吉海直人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500483938
911.1 和歌のアルバム 小山順子 平凡社 3-0500480016
911.3 芭蕉という修羅 嵐山光三郎 新潮社 3-0500483456
913.4 御伽百物語 藤川雅恵／編著 三弥井書店 3-0500498395
913.6 惑 大崎梢 新潮社 3-0500509343
913.6 横浜 八木澤高明／編 皓星社 3-0500494832
文庫本
913.6/ｱ

神様の御用人　７ 浅葉なつ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500515612

ティーンズ
913.6/ｱ

さいとう市立さいとう高校野
球部　おれが先輩？

あさのあつこ 講談社 3-0500505184

文庫本
913.6/ｱ

年末の一日・浅草公園 芥川竜之介／作 岩波書店 3-0500498250

913.6/ｱ 弥栄の烏 阿部智里 文藝春秋 3-0500508986
913.6/ｲ ＡＸ（アックス） 伊坂幸太郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500508479

913.6/ｲ あなたならどうする 井上荒野 文藝春秋 3-0500497477

913.6/ｲ
嘘をつく器
死の曜変天目

一色さゆり 宝島社 3-0500507010

913.6/ｲ 悪寒 伊岡瞬 集英社 3-0500502485
913.6/ｲ きょうの日は、さようなら 石田香織 河出書房新社 3-0500504512
文庫本
913.6/ｲ

花咲舞が黙ってない 池井戸潤 中央公論新社 3-0500518517

文庫本
913.6/ｲ

浪人奉行　２ノ巻 稲葉稔 双葉社 3-0500504662

文庫本
913.6/ｵ

孤高のメス　完結篇
命ある限り

大鐘稔彦 幻冬舎 3-0500510825

913.6/ｵ 戦国、夢のかなた 岡本さとる 角川春樹事務所 3-0500509791
913.6/ｵ 間取りと妄想 大竹昭子 亜紀書房 3-0500491245
913.6/ｶ カストロの尻 金井美恵子 新潮社 3-0500492907
文庫本
913.6/ｷ

宇喜多の捨て嫁 木下昌輝 文藝春秋 3-0500476836

あたらしく入った本
2017年10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/ｷ

知らぬが良策 喜安幸夫 光文社 3-0500511545

913.6/ｷ 敵の名は、宮本武蔵 木下昌輝 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500463981
文庫本
913.6/ｺ

花魁心中 小杉健治 光文社 3-0500511546

文庫本
913.6/ｺ

潮流 今野敏 角川春樹事務所 3-0500487832

ティーンズ
913.6/ﾅ

十代に共感する奴はみん
な嘘つき

最果タヒ 文藝春秋 3-0500473485

文庫本
913.6/ｻ

宿敵 坂岡真 光文社 3-0500511547

文庫本
913.6/ｻ

星々たち 桜木紫乃 実業之日本社 3-0500423473

文庫本
913.6/ｼ

検察側の罪人　上 雫井脩介 文藝春秋 3-0500459569

文庫本
913.6/ｼ

検察側の罪人　下 雫井脩介 文藝春秋 3-0500458818

文庫本
913.6/ｼ

眠狂四郎孤剣五十三次
上

柴田錬三郎 集英社 3-0500498957

文庫本
913.6/ｼ

眠狂四郎孤剣五十三次
下

柴田錬三郎 集英社 3-0500498958

文庫本
913.6/ｼ

芭蕉庵捕物帳 新宮正春 光文社 3-0500467529

913.6/ｼ 緑の窓口 下村敦史 講談社 3-0500515661
ティーンズ
913.6/ｽ

夏は終わらない 須賀しのぶ 集英社 3-0500506812

文庫本
913.6/ｽ

謀 鈴木英治 徳間書店 3-0500503408

ティーンズ
913.6/ｾ

君が夏を走らせる 瀬尾まいこ 新潮社 3-0500509345

913.6/ｾ
１９９０年、何もないと思っ
ていた私にハガキがあった

せきしろ 双葉社 3-0500501143

文庫本
913.6/ﾀ

あきない世傳金と銀　 ４
貫流篇

髙田郁 角川春樹事務所 3-0500511751

913.6/ﾀ 茄子の輝き 滝口悠生 新潮社 3-0500501639
文庫本
913.6/ﾀ

ワッハワッハハイのぼうけ
ん

谷川俊太郎 小学館 3-0500512268

文庫本
913.6/ﾂ

架け橋 辻堂魁 祥伝社 3-0500511588

文庫本
913.6/ﾂ

遠き潮騒 辻堂魁 祥伝社 3-0500511587

文庫本
913.6/ﾄ

霞と飛燕 鳥羽亮 講談社 3-0500505534

文庫本
913.6/ﾄ

源九郎の涙 鳥羽亮 双葉社 3-0500511629

文庫本
913.6/ﾄ

新まろほし銀次捕物帳 鳥羽亮 徳間書店 3-0500503412

913.6/ﾄ 紅城奇譚 鳥飼否宇 講談社 3-0500505189
文庫本
913.6/ﾄ

身代わりの空　上 堂場瞬一 講談社 3-0500511928

文庫本
913.6/ﾄ

身代わりの空　下 堂場瞬一 講談社 3-0500511929

913.6/ﾄ ランニング・ワイルド 堂場瞬一 文藝春秋 3-0500512030



913.6/ﾅ ゴースト 中島京子 朝日新聞出版 3-0500511145
文庫本
913.6/ﾅ

白に染まる 中島要 角川春樹事務所 3-0500511753

913.6/ﾅ 月夜に溺れる 長沢樹 光文社 3-0500506290
913.6/ﾅ ニュータウンクロニクル 中澤日菜子 光文社 3-0500505980
913.6/ﾅ もう生まれたくない 長嶋有 講談社 3-0500501637
ティーンズ
913.6/ﾅ

Ｒｅ：ゼロから始める異世界
生活　１３

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500499598

文庫本
913.6/ﾅ

和算の侍 鳴海風 新潮社 3-0500420738

913.6/ﾆ 国士 楡周平 祥伝社 3-0500511593
文庫本
913.6/ﾊ

装幀室のおしごと。　２ 範乃秋晴 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500506860

913.6/ﾊ ピアリス 萩尾望都 河出書房新社 3-0500505151
913.6/ﾊ 息子と狩猟に 服部文祥 新潮社 3-0500501641
文庫本
913.6/ﾊ

雪のこし屋橋 長谷川卓 祥伝社 3-0500504472

913.6/ﾌ タフガイ 藤田宜永 早川書房 3-0500506904
913.6/ﾎ 監督の問題 本城雅人 講談社 3-0500508532
913.6/ﾎ ｄｅｌｅ 本多孝好 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500500941
文庫本
913.6/ﾏ

シャーロック・ホームズ対伊
藤博文

松岡圭祐 講談社 3-0500496845

文庫本
913.6/ﾏ

八月十五日に吹く風 松岡圭祐 講談社 3-0500511943

913.6/ﾐ あとは野となれ大和撫子 宮内悠介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500481749
ティーンズ
913.6/ﾐ

こぐちさんと僕はビブリア
ファイト部活動日誌

三上延／原作・監
修

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500466753

913.6/ﾐ つぼみ 宮下奈都 光文社 3-0500512718
913.6/ﾐ 白村江の戦い 三田誠広 河出書房新社 3-0500505643
文庫本
913.6/ﾐ

豆の上で眠る 湊かなえ 新潮社 3-0500498613

文庫本
913.6/ﾔ

紅けむり 山本一力 双葉社 3-0500504657

913.6/ﾔ 風神雷神　風の章 柳広司 講談社 3-0500517610
913.6/ﾔ 風神雷神　雷の章 柳広司 講談社 3-0500517611
913.6/ﾕ さらさら流る 柚木麻子 双葉社 3-0500513274
913.6/ﾕ パラダイスィー８ 雪舟えま 新潮社 3-0500509344
ティーンズ
913.6/ﾕ

吾が身をもって、叶えよと 結城光流 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500508622

913.6/ﾖ 十三階の女 吉川英梨 双葉社 3-0500513296
文庫本
913.6/ﾜ

うに勝負 和田はつ子 角川春樹事務所 3-0500496666

914/ｱ 三博四食五眠 阿佐田哲也 幻戯書房 3-0500507420
914/ｱ バブルノタシナミ 阿川佐和子 世界文化社 3-0500506404

914/ｲ
あなたの人生を、誰かと比
べなくていい

五木寛之 ＰＨＰ研究所 3-0500507333

914/ｳ 十二章のイタリア 内田洋子 東京創元社 3-0500506105
文庫本
914/ｼ

バビロンの架空園 澁澤龍彦 河出書房新社 3-0500511645

914/ﾖ 人生の旅をゆく　３ 吉本ばなな ＮＨＫ出版 3-0500515414
文庫本
914/ﾜ

面倒だから、しよう 渡辺和子 幻冬舎 3-0500477954

916/ﾋ 自閉症のうた 東田直樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500491353



918 日本文学全集　０４
池澤夏樹／個人
編集

河出書房新社 3-0500520384

文庫本
918

文豪妖怪名作選 東雅夫／編 東京創元社 3-0500512433

921 宋詩百人一首 瀧口房州／撰 創英社／三省堂書店 3-0500510426

931
わたしは名前がない。あな
たはだれ？

エミリー・ディンキ
スン

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500506356

933/ｱ 神秘大道り　上
ジョン・アーヴィン
グ

新潮社 3-0500509347

933/ｱ 神秘大道り　下
ジョン・アーヴィン
グ

新潮社 3-0500509348

933/ｳ シンパサイザー
ヴィエト・タン・ウェ
ン

早川書房 3-0500516217

文庫本
933/ｸ

暗殺者の飛躍　上
マーク・グリー
ニー

早川書房 3-0500516176

文庫本
933/ｸ

暗殺者の飛躍　下
マーク・グリー
ニー

早川書房 3-0500516177

933/ｺ オープン・シティ テジュ・コール 新潮社 3-0500509349
文庫本
933/ｻ

ヒューマン・コメディ サローヤン 光文社 3-0500511534

ティーンズ
933/ｼ

僕には世界がふたつある
ニール・シャスタ
マン

集英社 3-0500508114

文庫本
933/ﾃ

失われた図書館 Ａ・Ｍ・ディーン 集英社 3-0500506810

ティーンズ
933/ﾊ

ただ、見つめていた
ジェイムズ・ハウ
／作

徳間書店 3-0500504566

文庫本
933/ﾛ

風の名前　５
パトリック・ロス
ファス

早川書房 3-0500506892

文庫本
943

大鎌殺人と収穫の秋
フォルカー・クルプ
フル

早川書房 3-0500506900

943/ﾒ 至福の烙印 クラウス・メルツ 白水社 3-0500508036

949 呼び出された男
トーヴェ・アルステ
ルダールほか

早川書房 3-0500512004

文庫本
973

鏡の前のチェス盤 ボンテンペッリ 光文社 3-0500503740

973 リラとわたし
エレナ・フェッラン
テ

早川書房 3-0500503468

ラベルの
記号

情報科学
007.1

人工知能はどのようにして
「名人」を超えたのか？

山本一成 ダイヤモンド社 3-0500486668

情報科学
007.3

アマゾノミクス
アンドレアス・ワイ
ガンド

文藝春秋 3-0500508988

007.5 ８割捨てる！情報術 理央周 日本経済新聞出版社 3-0500500232

情報科学
007.6

プログラミング言語図鑑 増井敏克 ソシム 3-0500510157

024 書店員Ｘ 長江貴士 中央公論新社 3-0500503503

ティーンズ
028

学校図書館の司書が選ぶ
小中高生におすすめの本
３００

東京・学校図書館
スタンプラリー実
行委員会／編著

ぺりかん社 3-0500502820

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



文庫本
121

日本の目覚め 岡倉天心 土曜社 3-0500505136

134
ハイデガー『存在と時間』入
門

轟孝夫 講談社 3-0500506344

139 入門ユダヤ思想 合田正人 筑摩書房 3-0500511000
141 「異情」な人々 和田秀樹 フォレスト出版 3-0500511703

141 ＯＰＴＩＯＮ　Ｂ
シェリル・サンド
バーグ

日本経済新聞出版社 3-0500506905

141
その企画、もっと面白くでき
ますよ。

中尾孝年 宣伝会議 3-0500501753

146.1 アドラーをじっくり読む 岸見一郎 中央公論新社 3-0500503500
146.8 それでいい。 細川貂々 創元社 3-0500498616

147 はじめてのホ・オポノポノ
イハレアカラ・
ヒューレン

宝島社 3-0500199944

159 老いる技術 石田雅男 幻冬舎 3-0500510455

159
古希に乾杯！ヨレヨレ人生
も、また楽し

弘兼憲史 海竜社 3-0500504590

159
専業主婦が就職するまで
にやっておくべき８つのこと

薄井シンシア ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500502826

159
宝くじで１億円当たった人
の末路

鈴木信行 日経ＢＰ社 3-0500473984

ティーンズ
159

中学生になったら 宮下聡 岩波書店 3-0500490424

164 アフリカの神話と伝説
キャサリーン・
アーノット／採録

東京図書出版 3-0500510061

185 日本の古寺１０１選 廣澤隆之／監修 成美堂出版 3-0500504857
186 ときめく御仏図鑑 門賀美央子／文 山と渓谷社 3-0500499618

210.1
新もういちど読む山川日本
史

五味文彦／編 山川出版社 3-0500509325

210.3 渡来氏族の謎 加藤謙吉 祥伝社 3-0500502380
210.4 観応の擾乱 亀田俊和 中央公論新社 3-0500506309

210.5
幕末武士の京都グルメ日
記

山村竜也 幻冬舎 3-0500508970

210.5 忘れられた黒船 後藤敦史 講談社 3-0500496245

210.7 原爆死の真実
ＮＨＫスペシャル
取材班

岩波書店 3-0500508382

216 誰も知らない熊野の遺産 栂嶺レイ 筑摩書房 3-0500511001
234 物語ポーランドの歴史 渡辺克義 中央公論新社 3-0500506311

251
カナダの歴史を知るための
５０章

細川道久／編著 明石書店 3-0500511236

280
世界を動かす巨人たち
経済人編

池上彰 集英社 3-0500505134

文庫本
289/ﾄ

最後の帝国海軍 豊田副武 中央公論新社 3-0500507221

文庫本
289/ﾑ

ムッソリーニ ロマノ・ヴルピッタ 筑摩書房 3-0500511991

290 最後の辺境 水越武 中央公論新社 3-0500506310
291.1 北海道　〔２０１７〕 ＪＴＢパブリッシング 3-0500508217

291.3
奥多摩・奥武蔵・秩父人気
の山５０　〔２０１７〕

ＪＴＢパブリッシング 3-0500502775

291.5 日本の異界　名古屋 清水義範 ベストセラーズ 3-0500503588

291.6
歩いて楽しむ近江　琵琶湖
若狭　〔２０１７〕

ＪＴＢパブリッシング 3-0500504495



292.2
地球の歩き方　Ｄ　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 3-0500501657

292.3
地球の歩き方リゾートスタ
イルＲ２０
（２０１７ー２０１８）

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500508979

293.3
地球の歩き方　Ａ　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 3-0500506951

293.7
暮らすように旅するフィレン
ツェ／トスカーナ

古澤千恵 筑摩書房 3-0500516551

294
地球の歩き方　Ｅ　０７
（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 3-0500506952

文庫本
294

謎の独立国家ソマリランド 高野秀行 集英社 3-0500499530

295
地球の歩き方　Ｂ　１６
（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 3-0500508976

文庫本
295

森と氷河と鯨 星野道夫 文藝春秋 3-0500502980

ラベルの
記号

302
池上彰の世界の見方
中東

池上彰 小学館 3-0500510487

304 声なき人々の戦後史　下 鎌田慧 藤原書店 3-0500500455

304
日本人が忘れた日本人の
本質

山折哲雄 講談社 3-0500507352

312.1 沖縄と国家 辺見庸／述 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500512123
312.5 乱流のホワイトハウス 尾形聡彦 岩波書店 3-0500509206
319.1 日中漂流 毛里和子 岩波書店 3-0500482023
319.8 戦争と平和 百田尚樹 新潮社 3-0500512295
ティーンズ
323

高校生のための憲法入門 斎藤一久／編著 三省堂 3-0500481860

324
いちばんわかりやすい相
続・贈与の本
‘１７～’１８年版

曽根恵子 成美堂出版 3-0500504592

334 縮小ニッポンの衝撃
ＮＨＫスペシャル
取材班

講談社 3-0500506343

334 未来の年表 河合雅司 講談社 3-0500496818

335
気のきいた短いメールが書
ける本

中川路亜紀 ダイヤモンド社 3-0500506948

336.4
小さな会社の給与計算と社
会保険の事務がわかる本
‘１７～’１８年版

池本修／監修 成美堂出版 3-0500510942

情報科学
336.5

Ｅｘｃｅｌ＆Ｗｏｒｄでできる見
積書　顧客リストビジネス
定番書類のつくり方

稲村暢子 技術評論社 3-0500507842

338
いまさら聞けないビットコイ
ンとブロックチェーン

大塚雄介
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500474865

338 銀行員大失業時代 森本紀行 小学館 3-0500510387
345 教養としての「税法」入門 木山泰嗣 日本実業出版社 3-0500508887
ティーンズ
361.4

人間はだまされる 三浦準司 理論社 3-0500497787

361.4 メディアの驕り 廣淵升彦 新潮社 3-0500505156

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



364
いちばんわかりやすい最新
介護保険

伊藤亜記／監修 成美堂出版 3-0500508183

365 町を住みこなす 大月敏雄 岩波書店 3-0500509651
366.2 超高齢社会２．０ 檜山敦 平凡社 3-0500505933

366.2
ゆとり世代はなぜ転職をく
り返すのか？

福島創太 筑摩書房 3-0500511173

367.3 家族脳 黒川伊保子 新潮社 3-0500158803

367.3
子や孫にしばられない生き
方

河村都 産業編集センター 3-0500504526

文庫本
367.4

婚姻の話 柳田国男 岩波書店 3-0500505909

ティーンズ
367.6

どうなってるんだろう？子ど
もの法律

山下敏雅／編著 高文研 3-0500474007

367.7 すごいトシヨリＢＯＯＫ 池内紀 毎日新聞出版 3-0500512274

369.2
「受けたい介護」がすぐわ
かる手続き便利帳

小泉仁／監修 青春出版社 3-0500508142

369.2
完全図解遊びリテーション
大全集

土居新幸／編著 講談社 3-0500503031

369.2
不安をやわらげる家族の
認知症ケアがわかる本

亀山祐美／監修 西東社 3-0500503083

378
家庭でできる発達障害の
子が自立するために身に
つけておきたい大切なこと

平岩幹男 ＰＨＰ研究所 3-0500506134

379
子育てハッピーアドバイス
笑顔いっぱい食育の巻

松成容子 １万年堂出版 3-0500174105

379
子どもの語彙力を伸ばす
のは、親の務めです。

齋藤孝 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500510520

379
子どもをのばすおかあさん
がやっているアンガーマネ
ジメント

石井実夏 彩図社 3-0500508419

379
育てにくい子は、挑発して
伸ばす

中邑賢龍 文藝春秋 3-0500512392

383.8
イタリア料理のアイデンティ
ティ

マッシモ・モンタ
ナーリ

河出書房新社 3-0500508147

385
〈ひとり死〉時代のお葬式と
お墓

小谷みどり 岩波書店 3-0500509652

ラベルの
記号

ティーンズ
404

空想科学読本 柳田理科雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500496855

407
「食べられる」科学実験セレ
クション

尾嶋好美 ＳＢクリエイティブ 3-0500505727

414 道具としてのベクトル解析 涌井貞美 日本実業出版社 3-0500501587
420 すごい物理学講義 カルロ・ロヴェッリ 河出書房新社 3-0500490569
421 相対性理論 小林努 日本評論社 3-0500513262
423 解析力学 十河清 日本評論社 3-0500490068
431 元素１１８の新知識 桜井弘／編 講談社 3-0500514266

443
ホーキング、ブラックホール
を語る

スティーヴン・Ｗ・
ホーキング

早川書房 3-0500499581

467 ゲノム編集を問う 石井哲也 岩波書店 3-0500507171

480
危険生物ファーストエイド
ハンドブック　海編

武蔵野自然塾／
編

文一総合出版 3-0500503052

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



481
ふつうじゃない生きものの
見つけかた

松橋利光 大和書房 3-0500507722

481 群れ 蝦名元／監修 カンゼン 3-0500505227
482 森の探偵 宮崎学 亜紀書房 3-0500501715

483
世界で一番美しいクラゲの
図鑑

リサ＝アン・ガー
シュウィン

エクスナレッジ 3-0500505354

484 歌うカタツムリ 千葉聡 岩波書店 3-0500496798

486
完訳　ファーブル昆虫記
第１０巻　下

ジャン＝アンリ・
ファーブル

集英社 3-0500491652

486
原色で楽しむカブトムシ＆
クワガタムシ図鑑・飼育ガ
イド

安藤“アン”誠起 実業之日本社 3-0500501785

487 魚はすごい 井田齊 小学館 3-0500510386

493.7
発達障害の薬物療法を考
える

嶋田和子 彩流社 3-0500507298

493.9
子どもの脳を傷つける親た
ち

友田明美 ＮＨＫ出版 3-0500511953

ティーンズ
498.1

歯科医師になるには 笹田久美子 ぺりかん社 3-0500503067

498.3
頑張らずにスッパリやめら
れる禁煙

川井治之 サンマーク出版 3-0500504345

498.3
自律神経が整えば休まなく
ても絶好調

小林弘幸 ベストセラーズ 3-0500495641

501
基礎からしっかり身につく
ＡｕｔｏＣＡＤ　ＬＴ入門

芳賀百合 ソシム 3-0500499690

501
「センサ」　「アクチュエータ」
「マイコン」　の仕組みがわ
かる本

Ｉ　Ｏ編集部／編 工学社 3-0500506116

502 日本のものづくり遺産　２

国立科学博物館
産業技術史資料
情報センター／監
修

山川出版社 3-0500512823

509 実録・交渉の達人 原田節雄 日経ＢＰ社 3-0500499628
518.1 トコトンやさしい水道管の本 高堂彰二 日刊工業新聞社 3-0500506126
518.8 老いる家崩れる街 野澤千絵 講談社 3-0500435677

527
家の満足度を高める素材と
仕上げのすべてがわかる
本

主婦の友社／編 主婦の友社 3-0500510128

532
トコトンやさしい３Ｄものづく
りの本

柳生浄勲 日刊工業新聞社 3-0500497889

542
東芝解体電機メーカーが消
える日

大西康之 講談社 3-0500489036

543
それでも原発が必要な理
由（わけ）

櫻井よしこ ワック 3-0500490452

576 香害 岡田幹治 金曜日 3-0500479980

589
北欧雑貨図鑑フィンランド
１００

ネコ・パブリッシング 3-0500502304

ラベルの
記号

593.3
赤ちゃんのためのかわいい
小もの

奥山千晴 学研プラス 3-0500504908

593.4
ロックミシンのソーイングテ
キスト

クライ・ムキ ブティック社 3-0500495482

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　９
（ｎｏ．１３４）

主婦と生活社 3-0500511833

594.3
ズパゲッティで編むバッグ
と小物

ｈｉｍａｗａｒｉ／作 学研プラス 3-0500493030

596 毎日のホーローレシピ 真藤舞衣子 講談社 3-0500505215

596
ラクしておいしいあつまりご
はん

城川朝 講談社 3-0500505214

596 料理の科学 齋藤勝裕 ＳＢクリエイティブ 3-0500497512

596.4 フライパンで山ごはん
ワンダーフォーゲ
ル編集部山ごは
ん研究会／編

山と溪谷社 3-0500391431

596.4 フライパンで山ごはん　２
ワンダーフォーゲ
ル編集部山ごは
ん研究会／編

山と溪谷社 3-0500495150

596.6
ヨーグルトの冷たいお菓子
と焼き菓子

若山曜子 世界文化社 3-0500502018

597
定年前にはじめる生前整
理

古堅純子 講談社 3-0500507354

子育て
599

０～３才寝かしつけまとめ。 主婦の友社／編 主婦の友社 3-0500456513

622
日本園芸界のパイオニア
たち

椎野昌宏 淡交社 3-0500503424

645
猫は、うれしかったことしか
覚えていない

石黒由紀子／文 幻冬舎 3-0500504542

653 樹のミュージアム
ルイス・ブラック
ウェル

創元社 3-0500505914

686 時刻表探検
「旅と鉄道」編集
部／編

天夢人 3-0500504788

686 鉄道時刻表の暗号を解く 所澤秀樹 光文社 3-0500512735
699 私説大阪テレビコメディ史 澤田隆治 筑摩書房 3-0500511004

ラベルの
記号

712 ある日の彫刻家 酒井忠康 未知谷 3-0500492951
721 鈴木春信 藤澤紫／監修 平凡社 3-0500511103
721 中村正義の世界 大塚信一 集英社 3-0500515066
726 井上洋介絵本画集 井上洋介／絵 玉川大学出版部 3-0500513925

726
沢村さん家の久しぶりの旅
行

益田ミリ 文藝春秋 3-0500500818

726 柳原良平のわが人生 柳原良平 如月出版 3-0500497898
728 字が汚い！ 新保信長 文藝春秋 3-0500479634
743 はじめてのママカメラ 今井しのぶ マイルスタッフ 3-0500504652
754.9 大人のカルトナージュ 永島聡美 日本ヴォーグ社 3-0500501148
778 ペンとカメラ 木下昌明 績文堂出版 3-0500504859
779 スター万華鏡 なべおさみ 双葉社 3-0500511977
779 テレビじゃ言えない ビートたけし 小学館 3-0500457643

783.6 卓球ビギナーズバイブル
卓球王国／まと
め

卓球王国 3-0500504604

783.7 江夏の２１球 山際淳司 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500503600
786 日曜日の狩猟採集生活 渓流編集部／編 つり人社 3-0500503470
788 僕のジロ・デ・イタリア 山本元喜 東京書籍 3-0500502545
795 プロの対局 劉昌赫 東京創元社 3-0500508556

(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



809
もう人前でゼッタイあがらな
い！

坂上肇 ロングセラーズ 3-0500506064

812 日本語と道徳 西田知己 筑摩書房 3-0500505624

831
ゼロからスタート英語を聞
きとるトレーニングＢＯＯＫ

宮野智靖 Ｊリサーチ出版 3-0500481850

837
外国人観光客「Ｅｘｃｕｓｅ
ｍｅ？」に応える英会話

カン・アンド
リュー・ハシモト

池田書店 3-0500506051

865
極める！スペイン語の動詞
ドリル

菅原昭江 白水社 3-0500504778

ラベルの
記号

郷土青葉
374

いのちの授業 小粥和子 文芸社 3-0500498327

郷土
213

横浜・地図にない場所
横浜開港資料館
／編

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500486110

郷土
376.1

びーのびーの幼稚園・保育
園ガイド　　　　　　２０１８年
度入園版

びーのびーの　企
画室／編

びーのびーの 3-0500508824

郷土
629

都市の森の自然保護
古南幸弘ほか／
編

日本野鳥の会 3-0500484097

「あたらしく入った本」10月号は、平成29年8月から同29年9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）


