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904
池澤夏樹、文学全集を編
む

河出書房新社編
集部／編

河出書房新社 3-0500520386

911.5 港の人 北村太郎 港の人 3-0500527284
912/ｻ 往復書簡初恋と不倫 坂元裕二 リトルモア 3-0500500180
913.3 女房たちの王朝物語論 千野裕子 青土社 3-0500523781
文庫本
913.6

三度目の殺人 是枝裕和 宝島社 3-0500518979

913.6 ７人の名探偵 綾辻行人ほか 講談社 3-0500520068
913.6 蘇える鬼平犯科帳 池波正太郎 文藝春秋 3-0500530576
913.6/ｱ 居酒屋ぼったくり　８ 秋川滝美 アルファポリス 3-0500532200
913.6/ｱ 踊る星座 青山七恵 中央公論新社 3-0500528143
913.6/ｱ 希望が死んだ夜に 天祢涼 文藝春秋 3-0500520979
文庫本
913.6/ｱ

これは経費で落ちません！
３

青木祐子 集英社 3-0500532077

913.6/ｱ トップリーグ 相場英雄 角川春樹事務所 3-0500526460
ティーンズ
913.6/ｱ

パドルの子 虻川枕 ポプラ社 3-0500504868

913.6/ｱ 宗麟の海 安部龍太郎 ＮＨＫ出版 3-0500523885
文庫本
913.6/ｲ

アイネクライネナハトムジー
ク

伊坂幸太郎 幻冬舎 3-0500510824

913.6/ｲ 西郷の首 伊藤潤 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500525556

913.6/ｲ 賛美せよ、と成功は言った 石持浅海 祥伝社 3-0500529305

913.6/ｲ 屍人荘の殺人 今村昌弘 東京創元社 3-0500529110

913.6/ｲ 少女は夜を綴らない 逸木裕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500506896

913.6/ｲ 地の星 伊吹有喜 ポプラ社 3-0500523361
913.6/ｲ 波濤の城 五十嵐貴久 祥伝社 3-0500528941
913.6/ｲ 横浜駅ＳＦ　〔２〕 柞刈湯葉 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500512344
文庫本
913.6/ｲ

夜哭烏 今村翔吾 祥伝社 3-0500504474

913.6/ｳ 戦の国 冲方丁 講談社 3-0500532099
文庫本
913.6/ｳ

遠謀 上田秀人 文藝春秋 3-0500518503

文庫本
913.6/ｳ

混乱 上田秀人 徳間書店 3-0500527204

文庫本
913.6/ｳ

宿痾 上田秀人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500515648

文庫本
913.6/ｳ

宣戦の烽 上田秀人 幻冬舎 3-0500521497

913.6/ｵ 覆面作家 大沢在昌 講談社 3-0500531594
913.6/ｵ 本日も教官なり 小野寺史宜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500517713
913.6/ｵ ミ・ト・ン 小川糸／文 白泉社 3-0500533986
913.6/ｶ 墨の香 梶よう子 幻冬舎 3-0500523161

913.6/ｶ
ポーラースター
ゲバラ漂流

海堂尊 文藝春秋 3-0500527601

あたらしく入った本
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書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



913.6/ｶ 森へ行きましょう 川上弘美 日本経済新聞出版社 3-0500529146
913.6/ｷ ミステリークロック 貴志祐介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500532141
913.6/ｺ 星ちりばめたる旗 小手鞠るい ポプラ社 3-0500521634
文庫本
913.6/ｺ

黎明の剣 小杉健治 朝日新聞出版 3-0500528192

文庫本
913.6/ｻ

浅き夢みし 佐伯泰英 光文社 3-0500528556

文庫本
913.6/ｻ

斬！江戸の用心棒 佐々木裕一 朝日新聞出版 3-0500528193

文庫本
913.6/ｻ

公家武者信平 佐々木裕一 講談社 3-0500529808

913.6/ｻ 鶏小説集 坂木司 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500531742
913.6/ｻ フェルメールの街 櫻部由美子 角川春樹事務所 3-0500521583
文庫本
913.6/ｼ

鬼変 芝村凉也 祥伝社 3-0500521121

文庫本
913.6/ｼ

箱根山 獅子文六 筑摩書房 3-0500520110

文庫本
913.6/ｽ

警視庁監察官Ｑ 鈴峯紅也 朝日新聞出版 3-0500519392

913.6/ﾀ 花になるらん 玉岡かおる 新潮社 3-0500525985
文庫本
913.6/ﾂ

天神小五郎人情剣 辻堂魁 角川春樹事務所 3-0500496667

913.6/ﾁ 崩れる脳を抱きしめて 知念実希人 実業之日本社 3-0500522114
文庫本
913.6/ﾄ

菊と鬼 鳥羽亮 角川春樹事務所 3-0500496668

913.6/ﾅ 教場０ 長岡弘樹 小学館 3-0500525448
913.6/ﾅ 酒が仇と思えども 中島要 祥伝社 3-0500529306
913.6/ﾅ ワルツを踊ろう 中山七里 幻冬舎 3-0500519527
913.6/ﾆ 千夜と一夜の物語 仁木英之 文藝春秋 3-0500524741
文庫本
913.6/ﾆ

つわもの長屋弾七郎夢芝
居

新美健 角川春樹事務所 3-0500521578

913.6/ﾆ
十津川警部雪とタンチョウ
と釧網本線

西村京太郎 集英社 3-0500465965

文庫本
913.6/ﾊ

濡れ衣の女 早見俊 新潮社 3-0500525384

文庫本
913.6/ﾊ

もののふ戦記 長谷川卓 角川春樹事務所 3-0500521579

913.6/ﾌ 茶筅の旗 藤原緋沙子 新潮社 3-0500523835
913.6/ﾌ 南柯の夢 椹野道流 講談社 3-0500528083
913.6/ﾏ オぺレーションＺ 真山仁 新潮社 3-0500532100
文庫本
913.6/ﾐ

雨宿り 宮本紀子 光文社 3-0500511544

913.6/ﾐ 湖底の城　８巻 宮城谷昌光 講談社 3-0500523280
文庫本
913.6/ﾐ

最低の軍師 簑輪諒 祥伝社 3-0500521124

文庫本
913.6/ﾓ

ペガサスの解は虚栄か？ 森博嗣 講談社 3-0500532145

913.6/ﾓ 焼け跡のハイヒール 盛田隆二 祥伝社 3-0500528940
913.6/ﾑ 百貨の魔法 村山早紀 ポプラ社 3-0500528271

913.6/ﾔ
見た目レシピいかがです
か？

椰月美智子 ＰＨＰ研究所 3-0500525106

文庫本
913.6/ﾔ

ミックス。 古沢良太／脚本 ポプラ社 3-0500527210



913.6/ﾔ ルビンの壺が割れた 宿野かほる 新潮社 3-0500514683
文庫本
913.6/ﾖ

浅草の月 吉田雄亮 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500507249

913.6/ﾖ 吹上奇譚　第１話 吉本ばなな 幻冬舎 3-0500529298
914 ていだん 小林聡美 中央公論新社 3-0500528145

914/ｷ
捨てきらなくてもいいじゃな
い？

岸本葉子 中央公論新社 3-0500442330

914/ｼ 逆襲される文明 塩野七生 文藝春秋 3-0500522751
914/ｿ 老いの僥倖 曽野綾子 幻冬舎 3-0500525442
914/ﾊ いとも優雅な意地悪の教本 橋本治 集英社 3-0500521949
914/ﾏ 東京の夫婦 松尾スズキ マガジンハウス 3-0500512278
916/ｲ 寂しい生活 稲垣えみ子 東洋経済新報社 3-0500497756

916/ﾐ
だから、居場所が欲しかっ
た。

水谷竹秀 集英社 3-0500524576

923 １３・６７ 陳浩基 文藝春秋 3-0500526402
929.1 ギリシャ語の時間 ハンガン 晶文社 3-0500528708
文庫本
933/ｱ

邪魔者 ミシェル・アダムズ 小学館 3-0500526855

文庫本
933/ｱ

永遠（とわ）に残るは　上巻
ジェフリー・アー
チャー

新潮社 3-0500534693

文庫本
933/ｱ

永遠（とわ）に残るは　下巻
ジェフリー・アー
チャー

新潮社 3-0500534694

文庫本
933/ｲ

忘れられた巨人 カズオ・イシグロ 早川書房 3-0500531001

文庫本
933/ｶ

キリング・ゲーム ジャック・カーリイ 文藝春秋 3-0500527209

933/ｷ
ファインダーズ・キーパーズ
上

スティーヴン・キン
グ

文藝春秋 3-0500525478

933/ｷ
ファインダーズ・キーパーズ
下

スティーヴン・キン
グ

文藝春秋 3-0500525479

933/ｸ 運命と復讐 ローレン・グロフ 新潮社 3-0500525987
文庫本
933/ｺ

罪責の神々　上 マイクル・コナリー 講談社 3-0500530170

文庫本
933/ｺ

罪責の神々　下 マイクル・コナリー 講談社 3-0500530171

933/ﾄ 天国の南 ジム・トンプスン 文遊舎 3-0500508224
文庫本
933/ﾗ

ノクターナル・アニマルズ
オースティン・ライ
ト

早川書房 3-0500528135

文庫本
943/ﾉ

穢れた風 ネレ・ノイハウス 東京創元社 3-0500532259

949
あるノルウェーの大工の日
記

オーレ・トシュテン
セン

エクスナレッジ 3-0500524797

文庫本
949

北海に消えた少女 ローネ・タイルス 早川書房 3-0500523852

949 湖の男
アーナルデュル・
インドリダソン

東京創元社 3-0500522939

963 チリ夜想曲
ロベルト・ボラー
ニョ

白水社 3-0500524742

ラベルの
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情報科学
007

コンピュータ科学の基礎 田嶋拓也 共立出版 3-0500472272

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理



情報科学
007.6

Ａｄｏｂｅ　Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐコン
テンツ・デザインパーフェク
トマスター

音賀鳴海 秀和システム 3-0500492608

情報科学
007.6

基礎からしっかり学ぶＣ＋
＋の教科書

矢吹太朗 日経ＢＰ社 3-0500461424

情報科学
007.6

ここが知りたい！デジタル
遺品

古田雄介 技術評論社 3-0500511618

情報科学
007.6

これから学ぶｍａｃＯＳター
ミナル

大津真 インプレス 3-0500441970

情報科学
007.6

最速で最高に魅せるＰｏｗｅ
ｒＰｏｉｎｔプロフェッショナルテ
クニック

望月正吾 技術評論社 3-0500444416

情報科学
007.6

事件事故の実例から導くＩＴ
現場のセキュリティ対策完
全ガイド

長谷川長一 日経ＢＰ社 3-0500481474

情報科学
007.6

人物写真補正の教科書／
Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐレタッチ・プロ
の仕事

村上良日／共著
エムディエヌコーポ
レーションン

3-0500468963

情報科学
007.6

スマホで始めるＣ＃入門 川俣晶 日経ＢＰ社 3-0500448592

情報科学
007.6

徹底マスターＪａｖａＳｃｒｉｐｔ
の教科書

磯博 ＳＢクリエイティブ 3-0500471131

情報科学
007.6

プログラミング道への招待 竹内郁雄 丸善出版 3-0500455813

情報科学
007.6

Ｌｉｎｕｘステップアップラーニ
ング

沓名亮典 技術評論社 3-0500478771

014 図書の修理とらの巻
書物の歴史と保
存修復に関する
研究会／編

澪標 3-0500517205

015
パッと見てピン！動作観察
で利用者支援

結城俊也 日本図書館協会 3-0500510427

子育て
019

この本読んで！　第６４号
（２０１７秋）

出版文化産業振興財
団

3-0500518139

019 本が好き 安野光雄 山川出版社 3-0500509404
070 新聞の嘘を見抜く 徳山喜雄 平凡社 3-0500522771

070
徹底検証「森友・加計事
件」

小川榮太郎 飛鳥新社 3-0500531250

113 擬 松岡正剛 春秋社 3-0500523931
141 怒りを鎮めるうまく謝る 川合伸幸 講談社 3-0500523265

141
「すぐ不安になってしまう」
が一瞬で消える方法

大嶋信頼 すばる舎 3-0500499537

141
ちいさなことにイライラしな
くなる本

大嶋信頼 マガジンハウス 3-0500504792

文庫本
150

初稿倫理学 和辻哲郎 筑摩書房 3-0500520105

159 生きていくあなたへ 日野原重明 幻冬舎 3-0500524914
159 活きる力 稲盛和夫 プレジデント社 3-0500524779
159 いつでも死ねる 帯津良一 幻冬舎 3-0500508162

159
君が会社で幸せになれる
一生使える仕事力

佐々木常夫 ビジネス社 3-0500438491

ティーンズ
159

自分のことがわかる本 安部博枝 岩波書店 3-0500523666

159 それって、必要？ 筆子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500506355



ティーンズ
159

漫画君たちはどう生きるか
吉野源三郎／原
作

マガジンハウス 3-0500515608

209 小さな大世界史
ジェフリー・ブレイ
ニー

ミネルヴァ書房 3-0500521632

210.3 古事記 梅原猛 新潮社 3-0500523839
210.3 斎宮 榎村寛之 中央公論新社 3-0500523304

210.4
文学で読む日本の歴史
戦国社会篇

五味文彦 山川出版社 3-0500522444

228 イスラームの歴史
カレン・アームスト
ロング

中央公論新社 3-0500523305

233 物語ウェールズ抗戦史 桜井俊彰 集英社 3-0500531519
文庫本
281

幕末明治人物誌 橋川文三 中央公論新社 3-0500523689

283 ナチの子どもたち
タニア・クラスニア
ンスキ

原書房 3-0500520911

289/ﾔ
私にはいなかった祖父母
の歴史

イヴァン・ジャブロ
ンカ

名古屋大学出版会 3-0500508519

文庫本
289/ﾖ

父のこと 吉田健一 中央公論新社 3-0500523690

290
美しいものを見に行くツ
アーひとり参加

益田ミリ 幻冬舎 3-0500523155

291.4
ふだんの金沢に出会う旅
へ

主婦の友社 3-0500518245

291.6
歩いて楽しむ奈良　大和路
〔２０１７〕

ＪＴＢパブリッシング 3-0500525099

291.6 ときどき、京都人。 永江朗 徳間書店 3-0500525966

293.6
マドリッド発スペイン鉄道旅
行

イカロス出版 3-0500516289

ラベルの
記号

302.1
日本人だけがなぜ日本の
凄さに気づかないのか

ケント・ギルバート 徳間書店 3-0500518223

302.3 知ってほしい国ドイツ 新野守広／編著 高文研 3-0500522896

302.3
ベラルーシを知るための50
章

服部倫卓／編著 明石書店 3-0500523932

304
おい、マジか。池上彰の
「ニュースを疑え！」

池上彰 文藝春秋 3-0500521307

304 経済成長なき幸福国家論 平田オリザ 毎日新聞出版 3-0500522727

304
ゼロからわかる「世界の読
み方」

佐藤優 新潮社 3-0500522021

304 もの言える時代 内田樹／ほか 朝日新聞出版 3-0500529797
316 ユダヤ人の起源 シュロモー・サンド 筑摩書房 3-0500503784

317
図解よくわかる住宅火災の
消火・避難・防火

小林恭一 日刊工業新聞社 3-0500524758

319 大国の暴走 渡部恒雄 講談社 3-0500508154
319.1 偽装の被爆国 太田昌克 岩波書店 3-0500526327
319.1 知ってはいけない 矢部宏治 講談社 3-0500513843

319.8 アジアの終わり
マイケル・オース
リン

徳間書店 3-0500489028

320
知らぬは恥だが役に立つ
法律知識

萩谷麻衣子 小学館 3-0500526352

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



323 現代行政法 橋本博之 岩波書店 3-0500522334

324 新注釈民法　１７
大村敦志／編集
代表

有斐閣 3-0500530912

324
身近な人が元気なうちに話
しておきたいお金のこと介
護のこと

井戸美枝 東洋経済新報社 3-0500524144

330
いまさら聞けない！「経済」
のギモン、ぶっちゃけても
いいですか？

髙橋洋一 実務教育出版 3-0500510067

330
辞典ではわからないビジネ
スパーソンのための経済・
金融英単語の使い方事典

ケリー伊藤 三修社 3-0500446786

332.1 アベノミクスによろしく 明石順平
集英社インターナショ
ナル

3-0500528078

334 中国「絶望」家族 メイ・フォン 草思社 3-0500519371
335.4 ふしぎな総合商社 小林敬幸 講談社 3-0500523674

336
アクセンチュア流生産性を
高める「働き方改革」

江川昌史 日本実業出版社 3-0500518184

336
一流ビジネスパーソンが無
意識にやっている英語でプ
レゼン・スピーチ１５の法則

愛場吉子 三修社 3-0500480628

336.1 グラフをつくる前に読む本 松本健太郎 技術評論社 3-0500523952

336.1 ジョブ理論
クレイトン・Ｍ・クリ
ステンセン

ハーパーコリンズ・
ジャパン

3-0500509307

336.2
「自分」の生産性をあげる
働き方

沢渡あまね
ＰＨＰエディターズ・グ
ループ

3-0500514426

336.3 ダークサイド・スキル 木村尚敬 日本経済新聞出版社 3-0500503134
336.9 エッセンシャル連結会計 山地範明 中央経済社 3-0500494392

338
銀行・保険会社では教えて
くれない一生役立つお金の
知識

塚原哲 日経ＢＰ社 3-0500529968

338
初心者は投信積み立てか
ら始めよう

西野武彦 日本経済新聞出版社 3-0500523814

338 図解でわかる！投資信託 風呂内亜矢 秀和システム 3-0500522076

338
図解入門　最新ブロック
チェーンがよ～くわかる本

石黒尚久 秀和システム 3-0500507825

361.4 新しい分かり方 佐藤雅彦 中央公論新社 3-0500523259

361.4
ヒトは「いじめ」をやめられ
ない

中野信子 小学館 3-0500526354

ティーンズ
361.5

イラストで解る！英語で日
本のしきたりと文化を伝え
る本

荒井弥栄 二見書房 3-0500408651

361.8
学校では教えてくれない差
別と排除の話

安田浩一 皓星社 3-0500528744

361.8 底辺への競争 山田昌弘 朝日新聞出版 3-0500529796

366.2
２０２２年、「働き方」はこう
なる

磯山友幸 ＰＨＰ研究所 3-0500522794

366.3
５時に帰るドイツ人、５時か
ら頑張る日本人

熊谷徹 ＳＢクリエイティブ 3-0500528613

366.4
４０歳からのｉＤｅＣｏ徹底活
用

朝倉智也 ビジネス教育出版社 3-0500523342

367
他人をバカにしたがる男た
ち

河合薫 日本経済新聞出版社 3-0500512105



367.7 長生き地獄 松原惇子 ＳＢクリエイティブ 3-0500511254

369.2
これで安心！ケアマネが教
える〈はじめての〉親の入
院・介護

高岡里佳 技術評論社 3-0500522083

370
１３歳からの「学問のすす
め」

福澤諭吉 筑摩書房 3-0500519588

372 「天才」は学校で育たない 汐見稔幸 ポプラ社 3-0500529068
375 人生を豊かにする学び方 汐見稔幸 筑摩書房 3-0500528233

376.1
２～５歳児やる気を引き出
す！楽しい生活習慣シア
ター

松家まきこ 学研プラス 3-0500517652

378
ＡＤＨＤの子の育て方のコ
ツがわかる本

本田秀夫／監修 講談社 3-0500525368

378 手話を学ぶ人のために 本名信行 全日本ろうあ連盟 3-0500519091

378
発達障害の子どもの「でき
る」を増やす提案・交渉型
アプローチ

武田鉄郎／編著 学研プラス 3-0500517632

379 世界標準の子育て 船津徹 ダイヤモンド社 3-0500503494

379
「東大に入る子」は５歳で決
まる

和田秀樹 小学館 3-0500518189

383.8 喫茶の歴史 木村栄美 淡交社 3-0500524740
383.8 ドイツこだわりパンめぐり 見市知 産業編集センター 3-0500520503
389 うしろめたさの人類学 松村圭一郎 ミシマ社 3-0500526911

ラベルの
記号

411 代数学入門 川口周 日本評論社 3-0500522501

417
高校生が感動した確率・統
計の授業

山本俊郎 ＰＨＰ研究所 3-0500522797

417
ＰｙｔｈｏｎユーザのためのＪｕ
ｐｙｔｅｒ〈実践〉入門

池内孝啓 技術評論社 3-0500520440

421 時間とはなんだろう 松浦壮 講談社 3-0500523180

427
楽しみながら学ぶ電磁気学
入門

山﨑耕造 共立出版 3-0500523311

441 重力波発見！ 高橋真理子 新潮社 3-0500523840
453 カラー図鑑日本の火山 高田亮／監修 ナツメ社 3-0500522454
468 絵でわかる生物多様性 鷲谷いづみ 講談社 3-0500523826
468 したたかな寄生 成田聡子 幻冬舎 3-0500525446
470 図説植物の不思議 西永裕 秀和システム 3-0500523288
ティーンズ
487

マンボウのひみつ 澤井悦郎 岩波書店 3-0500515588

488
新日本の探鳥地
首都圏編

ＢＩＲＤＥＲ編集部
／編

文一総合出版 3-0500526983

488 世界の国鳥 アフロ／写真 青幻舎 3-0500524136
489 ツキノワグマ 山﨑晃司 東京大学出版会 3-0500514385
491 抗生物質と人間 山本太郎 岩波書店 3-0500523665

493.1
１００歳まで元気でいるため
の歩き方＆杖の使い方

西野英行 翔泳社 3-0500522905

493.2 狭心症・心筋梗塞
三田村秀雄／監
修

講談社 3-0500525369

493.3
「ぜんそく」のことがよくわ
かる本

松瀬厚人／監修 講談社 3-0500529339

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



498.3

たった一週間で身長を３セ
ンチ伸ばしウエストを５セン
チ減らす骨盤・背骨ストレッ
チ

福辻鋭記 アスコム 3-0500499792

498.3
毎日を平穏にするヨーガの
習慣

赤根彰子 清流出版 3-0500520514

493.4 ストレスの脳科学 田中正敏 講談社 3-0500525354

493.7
精神科医はくすりを出すと
きこう考える

仙波純一 日本評論社 3-0500522170

493.8 はしかの脅威と驚異 山内一也 岩波書店 3-0500520815

494 がん治療革命の衝撃
ＮＨＫスペシャル
取材班

ＮＨＫ出版 3-0500520915

494
がんばりすぎない、悲しみ
すぎない。

樋野興夫 講談社 3-0500516543

494 腱鞘炎は自分で治せる 高林孝光 マキノ出版 3-0500530323

494
大丈夫！何とかなります過
活動膀胱

横山修／監修 主婦の友社 3-0500515373

496
１日１分見るだけで目がよく
なる２８のすごい写真

林田康隆 アスコム 3-0500470889

496
よくわかる補聴器選び
２０１８年版

関谷芳正／監修・
著

八重洲出版 3-0500522701

497 自律神経は１分で整う！ 今野清志 自由国民社 3-0500515391

498.3
老いない人は何を食べて
いるか

松生恒夫 平凡社 3-0500522773

498.3 “人疲れ”が嫌いな脳 梶本修身 幻冬舎 3-0500519528

498.5
かみやすい、飲み込みや
すい健康ごはん

山田晴子／料理
指導

主婦の友社 3-0500521652

498.5
その調理、９割の栄養捨て
てます！

東京慈恵会医科
大学附属病院栄
養部／監修

世界文化社 3-0500470689

527 耐震シェルターがわかる本 前田邦江 学芸出版社 3-0500516587
536 残念な鉄道車両たち 池口英司 イカロス出版 3-0500528263
538 ドローンビジネス参入ガイド 関口大介 翔泳社 3-0500516280
情報科学
547.3

「Ａｄｏｂｅ　Ａｕｄｉｔｉｏｎ」ではじ
める音声編集

中村隆之 工学社 3-0500447571

情報科学
547.4

いちばんやさしいＪｉｍｄｏの
教本

赤間公太郎 インプレス 3-0500515780

情報科学
547.4

動かして学ぶセキュリティ
入門講座

岩井博樹 ＳＢクリエイティブ 3-0500491230

情報科学
547.4

これからはじめるＨＴＭＬ
＆　ＣＳＳの本

千貫りこ 技術評論社 3-0500492145

情報科学
547.4

データを集める技術 佐々木拓郎 ＳＢクリエイティブ 3-0500439449

情報科学
547.4

ＰＨＰ入門 大川晃一 実教出版 3-0500474437

549
アナログとデジタルの違い
がわかる本

吉本猛夫 ＣＱ出版 3-0500518681

549
はじめてのパワーエレクト
ロニクス

板子一隆 オーム社 3-0500524798

576
ペイントの基本〈壁・インテ
リア・小物〉

スタジオタッククリエイ
ティブ

3-0500515781

585 紙の日本史 池田寿 勉誠出版 3-0500494872

588
日本のすごい味おいしさは
進化する

平松洋子 新潮社 3-0500525980



588
日本のすごい味土地の記
憶を食べる

平松洋子 新潮社 3-0500525981

ラベルの
記号

590
６０代シンプル・シックな暮
らし方

石黒智子 ＳＢクリエイティブ 3-0500522853

591
貯められない人の家計管
理

朝日新聞出版／
編著

朝日新聞出版 3-0500522814

593.8
永遠にカジュアル好き！
Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ　２００

五明祐子 集英社 3-0500527543

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　１１
（ｎｏ．１３５）

主婦と生活社 3-0500528434

子育て
594.3

ベビーニットでかわいい動
物さんにな～れ！

川路ゆみこ 主婦の友社 3-0500518106

596
きちんと切ると料理はもっと
おいしい

中村奈津子 主婦と生活社 3-0500517679

596
こどもキッチン、はじまりま
す。

石井由紀子 太郎次郎社エディタス 3-0500519603

596 もうレシピ本はいらない 稲垣えみ子 マガジンハウス 3-0500519709
596 魯山人美食の名言 山田和 平凡社 3-0500522772
596.6 日本茶のさわやかスイーツ 本間節子 世界文化社 3-0500518651

610 戦争と農業 藤原辰史
集英社インターナショ
ナル

3-0500528079

610 農学が世界を救う！
生源寺眞一／編
著

岩波書店 3-0500532978

673 書いて伝える接客英語 広瀬直子 ＫＡＤＯＫＷＡ 3-0500505622

687
なぜデキる男とモテる女は
飛行機に乗るのか？

パラダイス山元 ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500524389

687 日航１２３便墜落の新事実 青山透子 河出書房新社 3-0500507294
689 英語でボランティアガイド 葛西朋子 アルク 3-0500505739

ラベルの
記号

740 神様のファインダー
坂井貴美子／編
著

いのちのことば社フォ
レストブックス

3-0500504192

762.5 ホワイトハウスのピアニスト ナイジェル・クリフ 白水社 3-0500518170

764 オーケストラ解体新書
読売日本交響楽
団／編

中央公論新社 3-0500523262

773
これで眠くならない！能の
名曲６０選

中村雅之 誠文堂新光社 3-0500527705

778 ＦＡＫＥな平成史 森達也 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500523770

780
スポーツトレーニングの基
本と新理論

佐久間和彦／監
修

マイナビ出版 3-0500521545

783.4 新・ラグビーの逆襲 永田洋光 言視舎 3-0500522982
783.4 長友佑都の食事革命 長友佑都 マガジンハウス 3-0500525350
783.4 友情 山中伸弥 講談社 3-0500527565
801 思想としての言語 中島隆博 岩波書店 3-0500524096
文庫本
801

ヨーロッパの言語
アントワーヌ・メイ
エ

岩波書店 3-0500522714

809
頭の中を「言葉」にしてうま
く伝える。

山口謠司 ワニブックス 3-0500524601

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



809
弁護士だけが知っている図
解反論する技術反論され
ない技術

木山泰嗣
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500506319

810
英語にできない日本の美し
い言葉

吉田裕子 青春出版社 3-0500527240

810
金田一秀穂のおとなの日
本語

金田一秀穂 海竜社 3-0500522897

外国語
810

みんなの日本語　中級　２
くり返して覚える単語帳

高梨信乃／執筆
スリーエーネットワー
ク

3-0500448453

811 漢字とカタカナとひらがな 今野真二 平凡社 3-0500530381
811 図説日本の文字 今野真二 河出書房新社 3-0500524702

814
ニュースがわかる基礎用語
２０１８年版

清水書院編集部
／編

清水書院 3-0500517050

828 おいしい台湾華語 郁青／共著 ＩＢＣパブリッシング 3-0500502693
828 今日からはじめる台湾華語 樂大維 白水社 3-0500455773
829.1 ハングル・レシピ 増田忠幸 駿河台出版社 3-0500522118

834
イラスト記憶法で脳に刷り
込む英単語１８８０

吉野邦昭 あさ出版 3-0500464254

836
最新英語論文によく使う表
現　　基本編

﨑村耕二 創元社 3-0500507683

文庫本
837

英語のセンスを磨く 行方昭夫 岩波書店 3-0500522717

ティーンズ
837

南からきた男、ほか　ロア
ルド・ダール短編集

ロアルド・ダール 青灯社 3-0500500190

847
ドイツ語で楽しむ世界昔ば
なし

小山田裕子／ドイ
ツ語訳・解説

ＩＢＣパブリッシング 3-0500508411

854
発信型日本人が使いこな
せないフランス基本単語小
辞典

久松健一 春風社 3-0500528986

857
フランス語で話す自分のこ
と日本のこと

田中幸子 白水社 3-0500489014

860 初歩のスペイン語　’１７ 木村琢也／編著 放送大学教育振興会 3-0500461287

887
コミュニケーションのための
ロシア語

岩原宏子 三修社 3-0500504376

889 初級ウクライナ語文法 黒田龍之助 三修社 3-0500482310

893
ニューエクスプレスバスク
語

吉田浩美 白水社 3-0500447495

ラベルの
記号

郷土
481

土の中の生きものからみた
横浜の自然

原田洋 海青社 3-0500524934

郷土
778

ヨコハマメリー 中村高寛 河出書房新社 3-0500516906

「あたらしく入った本」12月号は、平成29年10月から同29年11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）


