
ラベルの
記号

902 古典名作本の雑誌
本の雑誌編集部
／編

本の雑誌社 3-0500516893

文庫本
910/ｱ

芥川追想 石割透／編 岩波書店 3-0500505904

910/ﾆ 十五歳の戦争 西村京太郎 集英社 3-0500511919

911.3
違いがわかるはじめての五
七五俳句・川柳上達のポイ
ント

上野貴子／監修 メイツ出版 3-0500483587

ティーンズ
913.6/ｱ

雨の降る日は学校に行か
ない

相沢沙呼 集英社 3-0500471068

913.6/ｱ 末ながく、お幸せに あさのあつこ 小学館 3-0500517556
913.6/ｱ 絶対正義 秋吉理香子 幻冬舎 3-0500433501
文庫本
913.6/ｱ

牡丹色のウエストポーチ 赤川次郎 光文社 3-0500519510

913.6/ｱ 有楽斎の戦 天野純希 講談社 3-0500515662
913.6/ｲ 裏切りのホワイトカード 石田衣良 文藝春秋 3-0500522081
文庫本
913.6/ｲ

沽券状 稲葉稔 徳間書店 3-0500510097

913.6/ｲ ホワイトラビット 伊坂幸太郎 新潮社 3-0500523838
ティーンズ
913.6/ｳ

炎路を行く者 上橋菜穂子 新潮社 3-0500447589

913.6/ｳ 鳳凰の船 浮穴みみ 双葉社 3-0500513279
913.6/ｳ ディレクターズ・カット 歌野晶午 幻冬舎 3-0500519525
913.6/ｵ 真ん中の子どもたち 温又柔 集英社 3-0500508113
文庫本
913.6/ｶ

紀尾井坂版元殺人事件 風野真知雄 文藝春秋 3-0500518504

913.6/ｶ 銀河鉄道の父 門井慶喜 講談社 3-0500521529
ティーンズ
913.6/ｶ

ソードアート・オンライン
２０

川原礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500518998

文庫本
913.6/ｷ

知らぬが良策 喜安幸夫 光文社 3-0500511545

913.6/ｸ 院長選挙 久坂部羊 幻冬舎 3-0500515621
913.6/ｺ いくさの底 古処誠二 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500511290
913.6/ｺ 武士マチムラ 今野敏 集英社 3-0500524574
文庫本
913.6/ｻ

恨み残さじ 佐伯泰英 双葉社 3-0500521272

913.6/ｻ 砂上 桜木紫乃 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500525565
913.6/ｻ ソロ 笹本稜平 祥伝社 3-0500511594
文庫本
913.6/ｻ

花のようなひと 佐藤正午 岩波書店 3-0500515045

913.6/ｻ Ａｎｋ 佐藤究 講談社 3-0500515663
913.6/ｼ 家族のあしあと 椎名誠 集英社 3-0500508112
913.6/ｼ 狐と韃 朱川湊人 光文社 3-0500512717

あたらしく入った本
2017年11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/ｽ

武者鼠（むささび）の爪 鈴木英治 双葉社 3-0500521276

913.6/ﾀ 移植医たち 谷村志穂 新潮社 3-0500514684
913.6/ﾀ 乗りかかった船 瀧羽麻子 光文社 3-0500522351
文庫本
913.6/ﾂ

架け橋 辻堂魁 祥伝社 3-0500511588

文庫本
913.6/ﾄ

暗闘七人 鳥羽亮 文藝春秋 3-0500518505

913.6/ﾄ 滑らかな虹　上 十市社 東京創元社 3-0500517313
913.6/ﾄ 滑らかな虹　下 十市社 東京創元社 3-0500517314
913.6/ﾄ ネタ元 堂場瞬一 講談社 3-0500508531
913.6/ﾄ 宝石鳥 鴇澤亜妃子 東京創元社 3-0500517320

913.6/ﾅ Ｒ帝国 中村文則 中央公論新社 3-0500514284
文庫本
913.6/ﾅ

教団Ｘ 中村文則 集英社 3-0500499942

913.6/ﾅ 銀河の通信所 長野まゆみ 河出書房新社 3-0500509763
文庫本
913.6/ﾅ

金曜日の本屋さん
秋とポタージュ

名取佐和子 角川春樹事務所 3-0500511749

913.6/ﾅ ネメシスの使者 中山七里 文藝春秋 3-0500506895
913.6/ﾆ １００億人のヨリコさん 似鳥鶏 光文社 3-0500513486
文庫本
913.6/ﾈ

二人の女と一人の男の数
奇な運命

根岸彰 文芸社 3-0500511119

文庫本
913.6/ﾊ

明治・妖（あやかし）モダン 畠中恵 朝日新聞出版 3-0500503435

文庫本
913.6/ﾊ

嶽神伝鬼哭　上 長谷川卓 講談社 3-0500451401

文庫本
913.6/ﾊ

嶽神伝鬼哭　下 長谷川卓 講談社 3-0500451402

913.6/ﾊ 神（カムイ）の涙 馳星周 実業之日本社 3-0500514728
913.6/ﾊ 草笛物語 葉室麟 祥伝社 3-0500520358
913.9/ﾊ 守教　上 帚木蓬生 新潮社 3-0500525982
913.6/ﾊ 守教　下 帚木蓬生 新潮社 3-0500525983
文庫本
913.6/ﾊ

本所おけら長屋　９ 畠山健二 ＰＨＰ研究所 3-0500512364

913.6/ﾋ
主婦悦子さんの予期せぬ
日々

久田恵 潮出版社 3-0500518668

913.6/ﾋ マスカレード・ナイト 東野圭吾 集英社 3-0500521687
913.6/ﾋ ライオンは仔猫に夢中 東川篤哉 祥伝社 3-0500520359
913.6/ﾏ 祝言島 真梨幸子 小学館 3-0500508921
913.6/ﾐ この世の春　上 宮部みゆき 新潮社 3-0500517589
913.6/ﾐ この世の春　下 宮部みゆき 新潮社 3-0500517590
文庫本
913.6/ﾓ

遠野魔斬剣 森詠 実業之日本社 3-0500510989

913.6/ﾔ きっと誰かが祈ってる 山田宗樹 幻冬舎 3-0500523158
ティーンズ
913.6/ﾔ

君の知らない方程式 山本弘 東京創元社 3-0500513931

913.6/ﾕ 淳子のてっぺん 唯川恵 幻冬舎 3-0500519526
913.6/ﾕ 盤上の向日葵 柚月裕子 中央公論新社 3-0500514676
913.6/ﾖ 孟徳と本初 吉川永青 講談社 3-0500508530
文庫本
913.6/ﾜ

怪盗流れ星 和久田正明 徳間書店 3-0500510108

914/ｱ 枯れてたまるか！ 嵐山光三郎 新講社 3-0500516651



914/ｶ 見抜く力 姜尚中 毎日新聞出版 3-0500510129
914/ｻ 森のノート 酒井駒子 筑摩書房 3-0500519287
914/ﾐ 南方熊楠 南方熊楠 平凡社 3-0500495931
914/ﾜ 新編荒野に立つ虹 渡辺京二 弦書房 3-0500438359
915 私たちの星で 梨木香歩 岩波書店 3-0500520349
文庫本
915/ｱ

芥川竜之介紀行文集 芥川竜之介 岩波書店 3-0500515041

933/ｳ 書架の探偵 ジーン・ウルフ 早川書房 3-0500499583
文庫本
933/ｸ

暗殺者の反撃　上
マーク・グリー
ニー

早川書房 3-0500400869

文庫本
933/ｼ

ヘンリー・ジェイムズ傑作選
ヘンリー・ジェイム
ズ

講談社 3-0500512720

933/ﾍ その日の後刻に グレイス・ペイリー 文藝春秋 3-0500517626

933/ﾎ 消滅遊戯 ロジャー・ホッブズ 文藝春秋 3-0500520133
933/ﾓ 湖畔荘　上 ケイト・モートン 東京創元社 3-0500517317
933/ﾓ 湖畔荘　下 ケイト・モートン 東京創元社 3-0500517318
940 闘う文豪のナチス・ドイツ 池内紀 中央公論新社 3-0500514298
949 おじいさんに聞いた話 トーン・テレヘン 新潮社 3-0500516201
949 樹脂 エーネ・リール 早川書房 3-0500520097

953/ﾌ 闇夜にさまよう女
セルジュ・ブリュソ
ロ

国書刊行会 3-0500517283

953/ﾙ 心は燃える
Ｊ・Ｍ・Ｇ・ル・クレ
ジオ

作品社 3-0500517687

文庫本
991

オイディプス王 ソポクレス 光文社 3-0500519541

ラベルの
記号

情報科学
007.1

人工知能の作り方 三宅陽一郎 技術評論社 3-0500441586

情報科学
007.6

Ｓｗｉｆｔ実践入門 石川洋資 技術評論社 3-0500458584

情報科学
007.6

情報セキュリティの基礎知
識

中村行宏 技術評論社 3-0500463085

019 死ぬほど読書 丹羽宇一郎 幻冬舎 3-0500508968
121 親鸞と日本主義 中島岳志 新潮社 3-0500516202

124
『韓非子』に学ぶリーダー
哲学

竹内良雄 東洋経済新報社 3-0500484319

147 厄祓いの極意 江原啓之 中央公論新社 3-0500519582

159
女の子が生きていくとき
に、覚えていてほしいこと

西原理恵子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500493332

159
質素であることは、自由で
あること

有川真由美 幻冬舎 3-0500515623

159
２０代の生き方で人生は９
割決まり！

金川顕教 かんき出版 3-0500506394

159 わたしの主人公はわたし 細川貂々 平凡社 3-0500512739

186
坂東三十三ヶ所札所めぐり
観音霊場巡礼ルートガイド

小林祐一 メイツ出版 3-0500517714

188.6 一遍　捨聖の思想 桜井哲夫 平凡社 3-0500513227

198 孤高の祈り
中西裕人／写真・
文

新潮社 3-0500517588

210.2 文明に抗した弥生の人びと 寺前直人 吉川弘文館 3-0500501935

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理



210.5 文明としての徳川日本 芳賀徹 筑摩書房 3-0500522084
210.7 日中戦争全史　上 笠原十九司 高文研 3-0500505744
210.7 日中戦争全史　下 笠原十九司 高文研 3-0500505745
ティーンズ
228

１４歳からのパレスチナ問
題

奈良本英佑 合同出版 3-0500494771

文庫本
234

アイヒマン調書
ヨッヘン・フォン・ラ
ング／編

岩波書店 3-0500515044

281 昭和の男 半藤一利 東京書籍 3-0500517655
288 ハプスブルク帝国 岩﨑周一 講談社 3-0500513846
289/ﾐ 源頼義 元木泰雄 吉川弘文館 3-0500513809
文庫本
290

日本人の９割が答えられな
い世界地図の大疑問１００

話題の達人倶楽
部／編

青春出版社 3-0500512703

292.5
地球の歩き方　Ｃ　０８
（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 3-0500516211

293.4
ヨーロッパ最大の自由都市
ベルリンへ

松永明子／文・写
真

イカロス出版 3-0500517719

ラベルの
記号

302.3
スロヴェニアを知るための
６０章

柴宜弘／編著 明石書店 3-0500519710

文庫本
310

五つの証言 トーマス・マン 中央公論新社 3-0500515606

文庫本
311

君主論 マキャヴェッリ 光文社 3-0500519542

312.2 ジハード主義 保坂修司 岩波書店 3-0500516099

312.2
中国はなぜ軍拡を続ける
のか

阿南友亮 新潮社 3-0500516203

312.5
トランプ大統領とアメリカ議
会

中林美恵子 日本評論社 3-0500500849

312.9 世界を分断する「壁」
アレクサンドラ・ノ
ヴォスロフ

原書房 3-0500499540

文庫本
319

文明の衝突　上
サミュエル・ハン
チントン

集英社 3-0500515284

文庫本
319

文明の衝突　下
サミュエル・ハン
チントン

集英社 3-0500515285

319.1 アジア辺境論 内田樹 集英社 3-0500515065

323
ナチスの「手口」と緊急事
態条項

長谷部恭男 集英社 3-0500515067

324 民法〈財産法〉のしくみ 木島康雄／監修 三修社 3-0500513204
330 武器としての経済学 大前研一 小学館 3-0500517239
331 ９プリンシプルズ 伊藤穰一 早川書房 3-0500503467
331 経済学講義 飯田泰之 筑摩書房 3-0500519583

331 経済成長という呪い
ダニエル・コーエ
ン

東洋経済新報社 3-0500516475

331
資本論と社会主義、そして
現代

伊藤修ほか 明石書店 3-0500516282

335 スタートアップ
ダイアナ・キャン
ダー

新潮社 3-0500516200

335.1
難題が飛び込む男土光敏
夫

伊丹敬之 日本経済新聞出版社 3-0500516164

参考書
335.4

会社四季報　２０１７年
４集（秋号）

東洋経済新報社 3-0500521744

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



336 一流の学び方 清水久三子 東洋経済新報社 3-0500509291

336.3 最難関のリーダーシップ
ロナルド・Ａ・ハイ
フェッツ

英治出版 3-0500519054

336.4 強みを活かす 曽山哲人 ＰＨＰ研究所 3-0500506152
338 投資なんか、おやめなさい 荻原博子 新潮社 3-0500521992

339
どんな家庭でも生命保険料
は月５０００円だけ

藤井泰輔 かんき出版 3-0500519053

ティーンズ
342

財政から読みとく日本社会 井手英策 岩波書店 3-0500472746

350 統計は暴走する 佐々木彈 中央公論新社 3-0500519621

360 悩める日本人 山田昌弘
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500518470

361.4
「とにかく優位に立ちたい
人」を軽くかわすコツ

石原加受子 学研プラス 3-0500517648

361.5 日本文化をよむ 藤田正勝 岩波書店 3-0500515586

361.8
アメリカを動かす「ホワイト・
ワーキング・クラス」という
人々

ジョーン・Ｃ・ウィリ
アムズ

集英社 3-0500516128

366 仕事消滅 鈴木貴博 講談社 3-0500514269
367.2 後悔しない「産む」×「働く」 齊藤英和 ポプラ社 3-0500511782

369.4
「なんとかする」子どもの貧
困

湯浅誠 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500519727

376.1 子どものことば
子どもとことば研
究会／編・著

小学館 3-0500514282

379 はじまりは愛着から 佐々木正美 福音館書店 3-0500519517
382 くらしの昭和史 小泉和子 朝日新聞出版 3-0500512279

383.1
英訳付きニッポンの名前図
鑑

市田ひろみ／監
修

淡交社 3-0500519349

383.8 おいしく世界史 庭乃桃 柏書房 3-0500516485
文庫本
383.8

図説和菓子の歴史 青木直己 筑摩書房 3-0500511995

386 ニッポンの奇祭 小林紀晴 講談社 3-0500513845
文庫本
389

アイヌ歳時記 萱野茂 筑摩書房 3-0500511992

ラベルの
記号

児研
403

かがくが好きになる絵本
１００

科学の本の読み
聞かせの会「ほん
とほんと」

幻冬舎 3-0500325851

410
情報理論のための数理論
理学

板井昌典 共立出版 3-0500515732

411 可換環論の勘どころ 後藤四郎 共立出版 3-0500512429
411 複素数と複素数平面 桑田孝泰 共立出版 3-0500515734
414 曲がった空間の幾何学 宮岡礼子 講談社 3-0500506340
417 必勝法の数字 徳田雄洋 岩波書店 3-0500503403

420
物理２６００年の歴史を変
えた５１のスケッチ

ドン・Ｓ・レモンズ プレジデント社 3-0500517005

421 時空のからくり 山田克哉 講談社 3-0500496894

421
１２歳の少年が書いた量子
力学の教科書

近藤龍一 ベレ出版 3-0500502358

442
スーパー望遠鏡「アルマ」
の創造者たち

山根一眞
日経ＢＰコンサルティ
ング

3-0500508942

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



457 マンモス 福田正己 誠文堂新光社 3-0500505699

467 遺伝学
鷲谷いづみ／監
修

培風館 3-0500453763

467 デザイナー・ベビー ポール・ノフラー 丸善出版 3-0500517010

481
動物の賢さがわかるほど
人間は賢いのか

フランス・ドゥ・
ヴァール

紀伊國屋書店 3-0500516469

489 サルの子育てヒトの子育て 中道正之 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500512349
ティーンズ
489

わたしのクマ研究 小池伸介 さ・え・ら書房 3-0500509771

490 ６０歳からの幸せ臨終学 志賀貢 海竜社 3-0500511741
491 パパは脳研究者 池谷裕二 クレヨンハウス 3-0500512736

492 まるごとお灸百科
岡田明三／企画・
編集・著

医道の日本社 3-0500510540

492 よくわかるみんなの救急 坂本哲也／編 大修館書店 3-0500492954

493.1
糖尿病は先読みで防ぐ・治
す

伊藤裕／監修 講談社 3-0500512286

493.4
専門医がわかりやすく教え
る肝臓病になったら真っ先
に読む本

川口光彦 現代書林 3-0500510949

493.7
精神科、気軽に通って早め
に治そう

長牛慶順 現代書林 3-0500497534

493.7 よくわかる強迫症 有園正俊 主婦の友社 3-0500519670

495 出生前診断、受けますか？
ＮＨＫスペシャル
取材班

講談社 3-0500516123

498 病とむきあう江戸時代 岩下哲典 北樹出版 3-0500520505
ティーンズ
498.1

助産師になるには 加納尚美／編著 ぺりかん社 3-0500510970

498.1 大学病院の奈落 高梨ゆき子 講談社 3-0500516552

498.3
季節のからだを整えるおや
こ薬膳ごはん

山田奈美 クレヨンハウス 3-0500516278

498.5 その食べ物、偽物です！
ラリー・オルムス
テッド

早川書房 3-0500506902

498.5 はちみつ日和 前田京子 マガジンハウス 3-0500517543

509
最新トヨタ生産方式の基本
と実践がよ～くわかる本

石川秀人 秀和システム 3-0500496559

ティーンズ
536

電車の顔図鑑 江口明男 天夢人 3-0500521575

情報科学
547.2

インフラエンジニア教本
セキュリティ実践技術編

技術評論社 3-0500478438

情報科学
547.4

ｉＰｈｏｎｅアプリ開発講座は
じめてのＳｗｉｆｔ

諏訪悠紀 ＳＢクリエイティブ 3-0500440400

情報科学
547.4

いちばんやさしいＪａｖａＳｃｒｉ
ｐｔの教本

岩田宇史 インプレス 3-0500473008

情報科学
547.4

エンジニアのためのＷｏｒｄ
Ｐｒｅｓｓ開発入門

野島祐慈 技術評論社 3-0500455174

情報科学
547.4

モバイルアプリ開発エキス
パート養成読本

山戸茂樹ほか 技術評論社 3-0500478437

情報科学
547.4

Ｐｙｔｈｏｎクローリング＆スク
レイピング

加藤耕太 技術評論社 3-0500445619

549
ゼロから始めるレーザーの
教科書

黒澤宏 オプトロニクス 3-0500496016

568 水を石油に変える人 山本一生 文藝春秋 3-0500500880

574
危険物取扱者のための危
険物まるわかり辞典

危険物法令実務
研究会／編

第一法規 3-0500500119



588
いちばんくわしいスパイス
便利帳

世界文化社 3-0500491141

588 戦争がつくった現代の食卓
アナスタシア・
マークス・デ・サル
セド

白揚社 3-0500502534

589
なぜ、ユニフォームは、働く
人を美しく魅せるのか？

長尾孝彦
ダイヤモンド・ビジネ
ス企画

3-0500503487

ラベルの
記号

590
家族でつくる心地いい暮ら
し

本多さおり／監修 マイナビ出版 3-0500505747

590 田園都市生活　ｖｏｌ．６５ エイ出版社 3-0500525907
590 私のカントリー　Ｎｏ．１０２ 主婦と生活社 3-0500521099
591 定年男子定年女子 大江英樹 日経ＢＰ社 3-0500463577

593.3
仕立てのきれいな着ごこち
のいい小さな子の服

野木陽子 日本ヴォーグ社 3-0500492632

593.8
一番わかりやすいきものの
お手入れ＆お直し

世界文化社 3-0500493172

596
簡単だから毎日作れるシニ
アごはん

野﨑洋光 世界文化社 3-0500443248

文庫本
596

こいしいたべもの 森下典子 文藝春秋 3-0500502981

596
月たった２万円のふたりご
はん

奥田けい 幻冬舎 3-0500515624

596
離れている家族に冷凍お
届けごはん

上田淳子 講談社 3-0500499650

596.6 親子おやつ 久保田恵美 旭屋出版 3-0500502109

597
赤ちゃんと暮らす収納＆イ
ンテリア

主婦の友社 3-0500499464

597
ＰＬＵＳ１　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｎｏ１００
（２０１７Ａｕｔｕｍn）

主婦の友社 3-0500520779

599 孫育ての新常識 小屋野恵 メイツ出版 3-0500493298
664 おクジラさま 佐々木芽生 集英社 3-0500516125
ティーンズ
675

１４歳からのマーケティング 中野明 総合法令出版 3-0500490643

689

すっきりわかるユニバーサ
ル・スタジオ・ジャパン最強
ＭＡＰ＆攻略ワザｍｉｎｉ
２０１７～２０１８年版

最強ＭＡＰ＆攻略
ワザ調査隊

扶桑社 3-0500490403

ラベルの
記号

ティーンズ
712

マンガでわかる天才仏師！
運慶

田中ひろみ ＪＴＢパブリッシング 3-0500517018

752 漆芸の見かた 小林真理／編著 誠文堂新光社 3-0500504532

760
見えないものに、耳をすま
す

大友良英 ＫＴＣ中央出版 3-0500518323

773 能 安田登 新潮社 3-0500521991

777
山川静夫の文楽思い出ば
なし

山川静夫 岩波書店 3-0500516100

778/ｲ 翔ぶ夢、生きる力 石坂浩二 廣済堂出版 3-0500516296

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

(NDC700-899）

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

芸術・スポーツ・趣味・言語



778/ﾖ エドワード・ヤン
フィルムアート社
／編

フィルムアート社 3-0500516310

779 秋田實笑いの変遷 藤田富美恵 中央公論新社 3-0500519580

780
かんたん！おいしい！ジュ
ニアのためのスポーツごは
ん

明治／監修 金の星社 3-0500511263

ティーンズ
783.2

部活で差がつく！勝つバ
レーボール上達のポイント
６０

小川良樹／監修 メイツ出版 3-0500483101

ティーンズ
783.3

部活で差がつく！勝つハン
ドボール最強のコツ５０

阿部直人／監修 メイツ出版 3-0500494514

785
プール・ライフガ－ディング
教本

日本ライフセービ
ング協会／編

大修館書店 3-0500515122

787 おれたちを跨ぐな！ 椎名誠 小学館 3-0500516477
791 利休の生涯と伊達政宗 生形貴重 河原書店 3-0500504165

809
仕事は「会話力」で9割変わ
る

福田健 電波社 3-0500514727

810
ポップカルチャーＮＥＷ　＆
ＯＬＤ

花井善朗 くろしお出版 3-0500475684

810

もう教科書は怖くない！！
日本語教師のための初級
文法・文型完全「文脈化」・
「個人化」アイデアブック
第１巻

川口義一 ココ出版 3-0500458082

813
「言いたいこと」から引ける
大和ことば辞典

西谷裕子／編 東京堂出版 3-0500511776

814
失敗しない大人の無敵の
語彙大全

山口謠司 ＰＨＰ研究所 3-0500507330

文庫本
814

できる人の語彙力が身に
つく本

語彙力向上研究
会

三笠書房 3-0500506414

外国語
837

一九八四年
ジョージ・オーウェ
ル

ＩＢＣパブリッシング 3-0500500416

837
誰でも使えるテーマ別自己
紹介の英語

浦島久 ＩＢＣパブリッシング 3-0500506453

837
難しいことはわかりません
が、英語が話せる方法を教
えてください！

スティーブ・ソレイ
シィ

文響社 3-0500507403

870 初歩のイタリア語　’１７ 村松真理子 放送大学教育振興会 3-0500461288

ラベルの
記号

郷土青葉
611

あおば地産地消レシピ
ＢＯＯＫ

青葉区区政推進課 3-0500491613

郷土
210.5

シュリーマン直筆幕末日記
横浜ユーラシア文
化館／編

横浜ユーラシア文化
館

3-0500509913

郷土
291.3

シーサイドラインさんぽ
昭文社　ことりっ
ぷ編集部／制作

横浜シーサイドライン 3-0500511853

郷土
518.1

道志水源林
横浜市水道局水源林
管理所

3-0500514183

「あたらしく入った本」11月号は、平成29年9月から同29年10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。
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