
ラベルの
記号

文庫本
910

歴史・時代小説縦横無尽
の読みくらべガイド

大矢博子 文藝春秋 3-0500527514

910/ｳ 物語と歩いてきた道 上橋菜穂子 偕成社 3-0500536006
910/ｵ 大佛次郎 福島行一 ミネルヴァ書房 3-0500536385
910/ﾊ いのちの旅人 新海均 河出書房新社 3-0500533123
文庫本
911.1

うたげと孤心 大岡信 岩波書店 3-0500522713

911.3 ５７５朝のハンカチ夜の窓 岸本葉子 洋泉社 3-0500466305
911.5 中原中也沈黙の音楽 佐々木幹郎 岩波書店 3-0500518157
文庫本
913.6

２０３０年の旅 恩田陸 中央公論新社 3-0500531568

文庫本
913.6

猫ミス！ 新井素子 中央公論新社 3-0500531569

文庫本
913.6/ｱ

御松茸（おまったけ）騒動 朝井まかて 徳間書店 3-0500519207

913.6/ｱ 画狂其一 梓澤要 ＮＫＫ出版 3-0500532734
913.6/ｱ ジゼル 秋吉理香子 小学館 3-0500525447
ティーンズ
913.6/ｱ

深海カフェ海底二万哩　３ 蒼月海里 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500490490

文庫本
913.6/ｱ

スケートボーイズ 碧野圭 実業之日本社 3-0500536047

913.6/ｱ 人間タワー 朝比奈あすか 文藝春秋 3-0500532725
913.6/ｱ バック・ステージ 芦沢央 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500518233

913.6/ｲ クリスマスを探偵と 伊坂幸太郎／文 河出書房新社 3-0500533854

913.6/ｲ 琥珀の夢　上 伊集院静 集英社 3-0500527541

913.6/ｲ 琥珀の夢　下 伊集院静 集英社 3-0500527542

913.6/ｲ セブンズ！ 五十嵐貴久 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500544229

913.6/ｲ
はやく老人になりたいと彼
女はいう

伊藤たかみ 文藝春秋 3-0500538132

913.6/ｲ ヒストリア 池上永一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500516148
913.6/ｲ 僕たちのアラル 乾緑郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500525566
913.6/ｵ キラキラ共和国 小川糸 幻冬舎 3-0500533370
文庫本
913.6/ｵ

十字路に立つ女 逢坂剛 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500541866

913.6/ｵ 双生児 折原一 早川書房 3-0500532143
913.6/ｶ 肉弾 河﨑秋子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500528121
文庫本
913.6/ｷ

北町同心一色帯刀　〔２〕 喜安幸夫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500533028

文庫本
913.6/ｺ

隠密同心幻の孤影　２ 小杉健治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500533024

913.6/ｼ 花歌は、うたう 小路幸也 河出書房新社 3-0500534340
文庫本
913.6/ｶ

女が、さむらい　〔４〕 風野真知雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500533023

「あたらしく入った本」のバックナンバーは山内図書館のホームページでも公開しています。

あたらしく入った本
2018年1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/ｶ

猫でござる　１ 柏田道夫 双葉社 3-0500521275

913.6/ｷ 愛のかたち 岸惠子 文藝春秋 3-0500526024
文庫本
913.6/ｷ

裏走りの夜 喜安幸夫 光文社 3-0500537056

913.6/ｷ 東京ワイン会ピープル 樹林伸 文藝春秋 3-0500539356
913.6/ｷ ヴェネツィア便り 北村薫 新潮社 3-0500535133
913.6/ｺ インフルエンス 近藤史恵 文藝春秋 3-0500542045
913.6/ｺ 道標 今野敏 角川春樹事務所 3-0500544222
913.6/ｻ 銀杏手ならい 西條奈加 祥伝社 3-0500539229

913.6/ｼ 千の扉 柴崎友香 中央公論新社 3-0500528144
913.6/ｼ 痴漢冤罪 新堂冬樹 祥伝社 3-0500539232

913.6/ｼ
ねこ町駅前商店街日々便
り

柴田よしき 祥伝社 3-0500539233

913.6/ｽ さよなら、田中さん 鈴木るりか 小学館 3-0500531170

913.6/ｾ いのち 瀬戸内寂聴 講談社 3-0500544939
913.6/ﾀ キッチンコロシアム 田中経一 幻冬舎 3-0500533374

913.6/ﾀ
ＱＥＤ～ｏｒｔｕｓ～白山の頻
闇

高田崇史 講談社 3-0500537483

913.6/ﾀ 高架線 滝口悠生 講談社 3-0500526013
913.6/ﾀ みさと町立図書館分館 髙森美由紀 産業編集センター 3-0500529115
文庫本
913.6/ﾁ

屋上のテロリスト 知念実希人 光文社 3-0500477884

913.6/ﾃ みちづれはいても、ひとり 寺地はるな 光文社 3-0500530917
文庫本
913.6/ﾄ

ルール 堂場瞬一 実業之日本社 3-0500527235

ティーンズ
913.6/ﾅ

Ｒｅ：ゼロから始める異世界
生活　１４

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500523752

文庫本
913.6/ﾆ

修善寺わが愛と死 西村京太郎 双葉社 3-0500539412

913.6/ﾆ デッド・オア・アライブ 楡周平 光文社 3-0500540177

913.6/ﾅ 逃亡刑事 中山七里 ＰＨＰ研究所 3-0500540730
913.6/ﾊ 大獄 葉室麟 文藝春秋 3-0500540280
913.6/ﾊ シネマコンプレックス 畑野智美 光文社 3-0500540178
913.6/ﾊ たゆたえども沈まず 原田マハ 幻冬舎 3-0500533371
913.6/ﾊ ランチ酒 原田ひ香 祥伝社 3-0500539230
913.6/ﾋ アクシデント・レポート 樋口毅宏 新潮社 3-0500541469
913.6/ﾌ きまぐれな夜食カフェ 古内一絵 中央公論新社 3-0500541098
913.6/ﾌ 地獄の犬たち 深町秋生 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500517724
913.6/ﾌ 星星の火　２ 福田和代 双葉社 3-0500522966
913.6/ﾌ ドレス 藤野可織 河出書房新社 3-0500538953
913.6/ﾌ 満天のゴール 藤岡陽子 小学館 3-0500534712
913.6/ﾎ オリンピックがやってきた 堀川アサコ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500518235
913.6/ﾎ 代理人（エージェント） 本城雅人 実業之日本社 3-0500540313
913.6/ﾎ ノーマンズランド 誉田哲也 光文社 3-0500540175
文庫本
913.6/ﾏ

生きている理由 松岡圭祐 講談社 3-0500529817

文庫本
913.6/ﾏ

鴎外の婢 松本清張 光文社 3-0500528583

913.6/ﾏ 花のお江戸で粗茶一服 松村栄子 ポプラ社 3-0500535253
913.6/ﾏ 光の犬 松家仁之 新潮社 3-0500535129
913.6/ﾐ 忌物堂鬼談 三津田信三 講談社 3-0500520067



913.6/ﾐ 呉漢　上 宮城谷昌光 中央公論新社 3-0500537458
913.6/ﾐ 呉漢　下 宮城谷昌光 中央公論新社 3-0500537459
913.6/ﾐ 武者始め 宮本昌孝 祥伝社 3-0500529307
913.6/ﾑ 窓から見える最初のもの 村木美涼 早川書房 3-0500541520
文庫本
913.6/ﾓ

青白く輝く月を見たか？ 森博嗣 講談社 3-0500499078

913.6/ﾓ 悪道 森村誠一 講談社 3-0500523279
文庫本
913.6/ﾓ

魔法の色を知っているか？ 森博嗣 講談社 3-0500340562

文庫本
913.6/ﾓ

私たちは生きているのか？ 森博嗣 講談社 3-0500462947

913.6/ﾔ 迷い家 山吹静吽 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500537214
913.6/ﾔ メガネと放蕩娘 山内マリコ 文藝春秋 3-0500540281

913.6/ﾔ
僕はロボットごしの君に恋
をする

山田悠介 河出書房新社 3-0500532093

ティーンズ
913.6/ﾕ

けがれの汀で恋い慕え 結城光流 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500525414

913.6/ﾕ
僕らだって扉くらい開けら
れる

行成薫 集英社 3-0500541871

913.6/ﾜ おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子 河出書房新社 3-0500540194

914 〆切本　２
左右社編集部／
編

左右社 3-0500527670

文庫本
914

千の風になったあなたへ贈
る手紙　第３章

新井満／監修 朝日新聞出版 3-0500477589

文庫本
914/ｱ

文芸的な、余りに文芸的な
／饒舌録ほか

芥川龍之介 講談社 3-0500520868

914/ｳ 対岸ヴェネツィア 内田洋子 集英社 3-0500535928
文庫本
914/ｳ

大貧帳 内田百聞 中央公論新社 3-0500531579

914/ｶ 月夜の散歩 角田光代 オレンジページ 3-0500535238
914/ｷ 買い物の九割は失敗です 岸本葉子 双葉社 3-0500340854
文庫本
914/ｷ

ぷかぷか浮かびとこれから 銀色夏生 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500523696

子育て
914/ﾀ

ありがとうのかんづめ 俵万智 小学館 3-0500537096

914/ﾑ かるい生活 群ようこ 朝日新聞出版 3-0500536297
文庫本
914/ﾓ

黒猫ジュリエットの話 森茉莉 河出書房新社 3-0500528141

914/ﾜ 街と山のあいだ 若菜晃子 ＫＴＣ中央出版 3-0500524175

931
ただの黒人であることの重
み

ニール・ホール 彩流社 3-0500523296

文庫本
933/ｱ

機は熟せり　上巻
ジェフリー・アー
チャー

新潮社 3-0500447596

文庫本
933/ｵ

若草物語 オルコット 光文社 3-0500528573

933/ﾃ スティール・キス
ジェフリー・ディー
ヴァー

文藝春秋 3-0500534785

文庫本
933/ﾍ

スチーム・ガール エリザベス・ベア 東京創元社 3-0500532261

文庫本
933/ﾎ

晩夏の墜落　上 ノア・ホーリー 早川書房 3-0500503464

文庫本
933/ﾎ

晩夏の墜落　下 ノア・ホーリー 早川書房 3-0500503465



ラベルの
記号

情報科学
007.1

ＡＩが神になる日 松本徹三 ＳＢクリエイティブ 3-0500504858

情報科学
007.3

ＩＴビッグ４の描く未来 小久保重信 日経ＢＰ社 3-0500527731

情報科学
007.6

Ｅｘｃｅｌ作図入門〈地図・アイ
コン・図解資料〉プロ技
ＢＥＳＴセレクション

リブロワークス 技術評論社 3-0500529363

情報科学
007.6

弁護士が教えるＩＴ契約の
教科書

上山浩 日経ＢＰ社 3-0500524184

情報科学
007.6

はじめての今さら聞けない
ＰＤＦ入門

桑名由美 秀和システム 3-0500527304

情報科学
007.6

ビッグデータを支える技術 西田圭介 技術評論社 3-0500523783

情報科学
007.6

プロではないあなたのため
のＩｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ　〔２０１７〕

Ｉ＆Ｄ エクスナレッジ 3-0500524787

子育て
015

あーそーぼ！
おはなしごっこ０１２

貞廣典子／ほか
編著

語り手たちの会“おは
なしごっこ０１２”チー
ムよこはま

3-0500537764

015 才能を引き出した情報空間 岡部晋典 勉誠出版 3-0500513554
児研
019

えほんのせかいこどものせ
かい

松岡享子 文藝春秋 3-0500527525

情報科学
021

ＩｎＤｅｓｉｇｎレッスンブック リブロワークス ソシム 3-0500513893

情報科学
021

撮ってはいけない 飯野たから 自由国民社 3-0500539379

069
美しい世界の傑作ミュージ
アム

ＭｄＮ編集部／編
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500524608

121 和辻哲郎と昭和の悲劇 小堀桂一郎 ＰＨＰ研究所 3-0500530397

126
ヒマラヤ大聖者の幸運を呼
ぶ生き方

ヨグマタ相川圭子 廣済堂出版 3-0500521595

132 アウグスティヌス 出村和彦 岩波書店 3-0500532976

141 アルゴリズム思考術
ブライアン・クリス
チャン

早川書房 3-0500532142

文庫本
143

鏡の背面
コンラート・ローレ
ンツ

筑摩書房 3-0500538170

147
辛酸なめ子と寺井広樹の
「あの世の歩き方」

辛酸なめ子 マキノ出版 3-0500469498

151 幸福の「資本」論 橘玲 ダイヤモンド社 3-0500497411
159 自分を休ませる練習 矢作直樹 文響社 3-0500531039
159 生と死のことば 川合康三 岩波書店 3-0500532977

159
「本当の大人」になるため
の心理学

諸富祥彦 集英社 3-0500521950

159 ＬＩＦＥ　ＤＥＳＩＧＮ ビル・バーネット 早川書房 3-0500520100
165 聖書、コーラン、仏典 中村圭志 中央公論新社 3-0500531728
184 頭の決まりの壊し方 小池龍之介 小学館 3-0500536267
188.5 出羽三山 岩鼻通明 岩波書店 3-0500532975
198 ルターと宗教改革５００年 江口再起 ＮＨＫ出版 3-0500525854

209 裏切られた自由　上
ハーバート・フー
バー

草思社 3-0500504633

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



209 裏切られた自由　下
ハーバート・フー
バー

草思社 3-0500537624

210
逆説の日本史　２３
（明治揺籃編）

井沢元彦 小学館 3-0500534381

210 日本史の内幕 磯田道史 中央公論新社 3-0500531723

210.6 明治維新１５０年を考える
一色清／モデ
レーター

集英社 3-0500540151

213 東京時間旅行 鹿島茂 作品社 3-0500533162
233 イギリス現代史 長谷川貴彦 岩波書店 3-0500523663

238 オクトーバー
チャイナ・ミエヴィ
ル

筑摩書房 3-0500528664

文庫本
238

世界を揺るがした１０日間 ジョン・リード 光文社 3-0500537071

238 物語フィンランドの歴史 石野裕子 中央公論新社 3-0500531724
288 光明皇后 瀧浪貞子 中央公論新社 3-0500531725
文庫本
289/ｳ

経済と人間の旅 宇沢弘文 日本経済新聞出版社 3-0500526918

289/ﾅ ＳＨＯＥ　ＤＯＧ フィル・ナイト 東洋経済新報社 3-0500534644
290 わたしの世界辺境周遊記 色川大吉 岩波書店 3-0500539641
291.3 ノッテミテ北海道 昭文社 3-0500504123
291.6 新京都遺産１００ 平凡社 3-0500528037

292.2
「環島」ぐるっと台湾一周の
旅

一青窈 東洋経済新報社 3-0500538388

292.2
地球の歩き方　Ｄ　０６
（２０１８～２０１９年版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500534394

293
ヨーロッパ鉄道旅行
２０１８

イカロス出版 3-0500535756

295
地球の歩き方　Ｂ　１４
（２０１８～２０１９年版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500528155

296
地球の歩き方　Ｂ　２２
（２０１８～２０１９年版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500528188

ラベルの
記号

302
池上彰の世界の見方
ドイツとＥＵ

池上彰 小学館 3-0500541519

302.2
戸籍アパルトヘイト国家・中
国の崩壊

川島博之 講談社 3-0500532478

302.3
地図で見るバルカン半島ハ
ンドブック

アマエル・カッタ
ルッツァ

原書房 3-0500534423

304
いい加減に目を覚まさんか
い、日本人！

百田尚樹 祥伝社 3-0500535851

304 「脱」戦後のすすめ 佐伯啓思 中央公論新社 3-0500537487
304 ジリ貧大国ニッポン 福岡政行 毎日新聞出版 3-0500498617

304
２０３０年ジャック・アタリの
未来予測

ジャック・アタリ プレジデント社 3-0500511970

304
不安な個人、立ちすくむ国
家

経産省若手プロ
ジェクト

文藝春秋 3-0500544117

文庫本
304

やっと自虐史観のアホらし
さに気づいた日本人

ケント・ギルバート ＰＨＰ研究所 3-0500536062

304
「歴史×経済」で読み解く
世界と日本の未来

中原圭介
ＰＨＰエディターズ・グ
ループ

3-0500514425

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



文庫本
311

政治の本質
マックス・ヴェー
バー

中央公論新社 3-0500531576

312.1 小泉進次郎と福田達夫 田﨑史郎 文藝春秋 3-0500540188
312.1 国家の共謀 古賀茂明 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500538122

312.2 習近平の支配
日本経済新聞社
／編

日本経済新聞出版社 3-0500542485

316 おそろしいビッグデータ 山本龍彦 朝日新聞出版 3-0500538457
316 民族問題 佐藤優 文藝春秋 3-0500532104
文庫本
319.1

日本の外交 添谷芳秀 筑摩書房 3-0500528673

319.8 丹羽宇一郎戦争の大問題 丹羽宇一郎 東洋経済新報社 3-0500511139

324 最新契約のしくみとルール
梅原ゆかり／監
修

三修社 3-0500532194

324
図解相続は生前の不動産
対策で考えよう

曽根恵子
クロスメディア・パブ
リッシング

3-0500513241

324
図解民法改正対応！最新
債権回収のしくみがわかる
事典

木島康雄／監修 三修社 3-0500532192

324 日本の無戸籍者 井戸まさえ 岩波書店 3-0500532974

324
民法の基礎から学ぶ民法
改正

山本敬三 岩波書店 3-0500525338

325 粉飾決算ｖｓ会計基準 細野祐二 日経ＢＰ社 3-0500524182
326 最新刑法のしくみ 木島康雄／監修 三修社 3-0500541198

331 不平等
ジェームス・Ｋ・ガ
ルブレイス

明石書店 3-0500524792

331
予測の達人が教える経済
指標の読み方

新家義貴 日本経済新聞出版社 3-0500531745

332 ポストキャピタリズム ポール・メイソン 東洋経済新報社 3-0500524141
332.1 空洞化と属国化 坂本雅子 新日本出版社 3-0500523390
332.1 消費低迷と日本経済 小野善康 朝日新聞出版 3-0500538449

332.5
結局、勝ち続けるアメリカ
経済一人負けする中国経
済

武者陵司 講談社 3-0500514267

335 心を生き方 稲盛和夫／述 ＰＨＰ研究所 3-0500533441
335 ビジネス名著大全 橋本忠明 日本経済新聞出版社 3-0500536861

335.1
知識ゼロからの事業継承
＆相続税のしくみ

山田ビジネスコン
サルティング

幻冬舎 3-0500523163

335.3
中小企業のための事業継
承の実務

大野正道／編著 中央経済社 3-0500520863

335.4 巨大倒産 有森隆 さくら舎 3-0500527733
336 小さな会社でぼくは育つ 神吉直人 インプレス 3-0500455459
336.1 シグナル エイミー・ウェブ ダイヤモンド社 3-0500534384
336.2 すごい効率化 金川顕教 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500493336
336.2 ムダな仕事が多い職場 太田肇 筑摩書房 3-0500528229

336.3
ＴＩＭＥ　ＴＡＬＥＮＴ　ＥＮＥＲ
ＧＹ

マイケル・マンキ
ンス

プレジデント社 3-0500530347

336.5
仕事がサクサクはかどるコ
クヨのシンプル整理術

コクヨ株式会社 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500534015

336.9 図解でわかる！減価償却 小野恵 秀和システム 3-0500532229

336.9
年金生活者・定年退職者
のための確定申告
平成３０年３月締切分

山本宏／監修 技術評論社 3-0500530362

338 アフター・ビットコイン 中島真志 新潮社 3-0500534343



338
新築マンション戸建て資産
価値を維持できるマンショ
ンの条件

ダイヤモンド社 3-0500538883

338
世界のエリート投資家は何
を見て動くのか

アンソニー・ロビン
ズ

三笠書房 3-0500531523

338 ２０２５年の銀行員 津田倫男 光文社 3-0500539295

338
プライベートバンクは、富裕
層に何を教えているのか？

冨田和成 ダイヤモンド社 3-0500522059

338
６０歳までに知っておきたい
金融マーケットのしくみ

三井住友信託銀
行マーケット企画
部

ＮＨＫ出版 3-0500533942

339
「保険のプロ」が生命保険
に入らないもっともな理由

後田亨 青春出版社 3-0500518542

345 租税法 岡村忠生 有斐閣 3-0500527508
361 社会学入門 筒井淳也 有斐閣 3-0500533763
361.5 答えのない世界を生きる 小坂井敏晶 祥伝社 3-0500509675
文庫本
361.5

文明論之概略 福澤諭吉 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500523719

361.5 私、日本に住んでいます
スベンドリニ・カク
チ

岩波書店 3-0500532979

361.6 世代の痛み 上野千鶴子 中央公論新社 3-0500528205

361.7
「東京Ｄｅｅｐ案内」が選ぶ
首都圏住みたくない街

逢阪まさよし
駒草出版株式会社ダ
ンク出版事業部

3-0500496586

361.7 横丁の引力 三浦展 イースト・プレス 3-0500527597
366 ブラック職場 笹山尚人 光文社 3-0500539294
364 人口減少と社会保障 山崎史郎 中央公論新社 3-0500523306
366.8 非正規クライシス 北川慧一 朝日新聞出版 3-0500540570

367.3 卒母のススメ
西原理恵子＋卒
母ーズ

毎日新聞出版 3-0500537605

367.7 定年バカ 勢古浩爾 ＳＢクリエイティブ 3-0500536871

367.7
７０歳、はじめての男独り暮
らし

西田輝夫 幻冬舎 3-0500533377

369.2
介護予防のためのウォー
キング

中村容一 黎明書房 3-0500536842

369.2 母親に、死んで欲しい
ＮＨＫスペシャル
取材班

新潮社 3-0500531169

372
これからの日本、これから
の教育

前川喜平 筑摩書房 3-0500537451

373
「教育費をどうしようかな」と
思ったときにまず読む本

竹下さくら 日本経済新聞出版社 3-0500531743

376.2
やればできる子！いよいよ
小学１年生

主婦の友社 3-0500526718

参考書
376.8

音楽大学・学校案内
２０１８年度

音楽之友社 3-0500532188

参考書
376.8

帰国子女のための学校便
覧　２０１８

海外子女教育振
興財団／編集

海外子女教育振興財
団

3-0500538156

ティーンズ
376.8

社会学部・観光学部 中村正人 ぺりかん社 3-0500505737

ティーンズ
376.8

文学部 戸田恭子 ぺりかん社 3-0500513297

377 東京都市大学
日経ＢＰコンサルティ
ング

3-0500495824

377 ノーベル賞の舞台裏
共同通信ロンドン
支局取材班／編

筑摩書房 3-0500537452



378 自閉症と感覚過敏 熊谷高幸 新曜社 3-0500454443

379
子どもの才能を最大限伸
ばす子育て

内村周子 ポプラ社 3-0500531024

379
３男１女東大理３合格百発
百中絶対やるべき勉強法

佐藤亮子 幻冬舎 3-0500529299

383.8 江戸の居酒屋 伊藤善資／編著 洋泉社 3-0500526972

388
４７都道府県・妖怪伝承百
科

小松和彦／監修 丸善出版 3-0500525506

393 アメリカ暴力の世紀 ジョン・Ｗ．ダワー 岩波書店 3-0500539640
395 主権なき平和国家 伊勢﨑賢治 集英社クリエイティブ 3-0500533805

ラベルの
記号

403 世界を変えた書物 竺覚暁 グラフィック社 3-0500540740

415
グラフ理論とフレームワー
クの幾何

前原濶 共立出版 3-0500533187

417
Ｒ統計解析パーフェクトマ
スター

金城俊哉 秀和システム 3-0500492604

417
データ分析をマスターする
１２のレッスン

畑農鋭矢 有斐閣 3-0500529329

423 流体力学 水島二郎／共著 森北出版 3-0500525136
424 低周波音 土肥哲也／編著 コロナ社 3-0500529956
440 宇宙を見た人たち 二間瀬敏史 海鳴社 3-0500529951

440 幻の惑星ヴァルカン
トマス・レヴェンソ
ン

亜紀書房 3-0500537645

446 月のきほん 白尾元理 誠文堂新光社 3-0500528292

450 地球は本当に丸いのか？
武田康男／文・写
真

草思社 3-0500497767

467
「心は遺伝する」とどうして
言えるのか

安藤寿康 創元社 3-0500523130

467 ＤＮＡの９８％は謎 小林武彦 講談社 3-0500531534
470 雑草は軽やかに進化する 藤島弘純 築地書館 3-0500531665
486 蟲の饗宴 奥本大三郎 世界文化社 3-0500523190

489
ボクが逆さに生きる理由
（わけ）

中島宏章 ナツメ社 3-0500532257

490
医療事務の現場で役に立
つ外国人患者の接遇と会
話

医療事務総合研
究会

秀和システム 3-0500524285

490 ねころんで読める漢方薬 今津嘉宏 メディカ出版 3-0500534008

493.1
寝てもとれない疲れをとる
本

中根一 文響社 3-0500524747

493.7
ＡＳＤ〈アスペルガー症候
群〉、ＡＤＨＤ、ＬＤ大人の発
達障害　日常生活編

宮尾益知／監修 河出書房新社 3-0500533125

493.7 統合失調症 春日武彦／監修 主婦の友社 3-0500517051
493.7 発達障害の基礎知識 宮尾益知 河出書房新社 3-0500524596
493.7 よくわかるギャンブル障害 蒲生裕司 星和書店 3-0500521526
494 前立腺がん 頴川晋／監修 講談社 3-0500512285

495
がんになる前に乳房を切除
する

小倉孝保 文藝春秋 3-0500524249

495
乳がんを前向きに乗り越え
るごはん

本田祥子 主婦と生活社 3-0500527706

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



子育て
497

お口の育て方 竹内敬輔 光文社 3-0500530196

498 鉄腕アトムのような医師 髙尾洋之 日経ＢＰ社 3-0500530212

498.1 病院のすべてがわかる！
コンパッソ税理士
法人／編

ナツメ社 3-0500529047

498.3
世界の最新医学が証明し
た究極の疲れないカラダ

仲野広倫 アチーブメント出版 3-0500501996

498.5
医者が教える食事術最強
の教科書

牧田善二 ダイヤモンド社 3-0500524401

498.5
これは効く！食べて治す最
新栄養成分事典

中嶋洋子／監修 主婦の友社 3-0500524718

499 図解食卓の薬効事典 池上文雄 農山漁村文化協会 3-0500529489

501
機械設計技術者のための
４大力学

朝比奈奎一／監
修

日本理工出版会 3-0500530316

502 知立国家イスラエル 米山伸郎 文藝春秋 3-0500532105

509
ＧＯＯＤ　ＦＡＣＴＯＲＹ最強
の工場をつくる４８の工夫

日本能率協会ＧＯ
ＯＤ　ＦＡＣＴＯＲＹ
研究会

日経ＢＰ社 3-0500535955

509
図解よくわかるこれからの
ヒューマンエラー対策

吉原靖彦 同文舘出版 3-0500530355

523 安藤忠雄 松葉一清／監修 平凡社 3-0500526310
ティーンズ
523

僕はガウディ
モリー・クレイプー
ル／文

パイインターナショナ
ル

3-0500520848

527
人生が変わるリフォームの
教科書

水越美枝子 講談社 3-0500534714

537
きちんと知りたい！軽自動
車メカニズムの基礎知識

橋田卓也 日刊工業新聞社 3-0500531287

538 宇宙ビジネス入門 石田真康 日経ＢＰ社 3-0500518295

543
リスクと生きる、死者と生き
る

石戸諭 亜紀書房 3-0500515691

547.3 はじめてのレコーディング 満田恒春
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

3-0500515731

情報科学
547.4

ＩｏＴの教科書
伊本貴士／監修・
執筆

日経ＢＰ社 3-0500512440

574 身近に迫る危険物 齋藤勝裕 ＳＢクリエイティブ 3-0500531178
575 眺望絶佳の打ち上げ花火 金武武 玄光社 3-0500500847

ラベルの
記号

590
人生の居心地をよくする
ちょうどいい暮らし

金子由紀子 青春出版社 3-0500507295

590 もっと、やめてみた。 わたなべぽん 幻冬舎 3-0500506379
590 私のカントリー　Ｎｏ．１０３ 主婦と生活社 3-0500540469

593.3
心地いい手ぬいのおしゃれ
服

高橋恵美子 主婦と生活社 3-0500524906

593.3
３つのシルエットで作る「永
遠」のワンピース

鈴木圭 文化学園文化出版局 3-0500534776

593.8
５０代からのもう悩まない着
こなしのコツ

岸本葉子 主婦の友インフォス 3-0500474998

593.9 ＭＹ　ＦＡＳＨＩＯＮ　ＢＯＯＫ 日比理子 大和書房 3-0500482964

593.8
毎朝、服に迷わない
秋／冬

山本あきこ ダイヤモンド社 3-0500522058

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



594
今さら聞けない手芸の基礎
がよくわかる！基本のピン
ワーク

貴和製作所／監
修

日東書院本社 3-0500532279

594.2 繕う暮らし ミスミノリコ 主婦と生活社 3-0500493276
594.3 手編みのシンプル・ニット リトルバード／編 成美堂出版 3-0500519046
594.3 日々のあみもの 那須早苗 文化学園文化出版局 3-0500524708

594.3
ふっくらかわいいリフ編み
のこもの

岡本啓子／監修 ブティック社 3-0500522310

594.3 ワンダークロッシェ 日本ヴォーグ社 3-0500534436

596
明日のおかずも一緒に仕
込める忙しい人のための
「ついでレシピ」

笠原将弘 家の光協会 3-0500516482

596
いのち愛しむ、人生キッチ
ン

桧山タミ 文藝春秋 3-0500508984

596
「きょうの料理」くらべて選
べるわが家の味

ＮＨＫ出版 3-0500532948

596
志麻さんのプレミアム作り
おき

志麻 ダイヤモンド社 3-0500520168

596 やる気の続く台所習慣４０ 高木ゑみ 扶桑社 3-0500520086
596 わたしのいつもごはん 栗原はるみ ＮＨＫ出版 3-0500515195
596.6 たのしいあんこの本 なかしましほ 主婦と生活社 3-0500538113

596.6
つくってみたい茶席の和菓
子十二か月

清真知子 淡交社 3-0500531276

597 見てわかる、断捨離
やましたひでこ／
監修

マガジンハウス 3-0500527114

627
はじめてのこれだけ多肉植
物Ｓｅｌｅｃｔ１４０

エフジー武蔵 3-0500533207

627
ひと鉢から始まるプチガー
デニング

エフジー武蔵 3-0500533206

645
獣医さんが教える手作り愛
犬ごはん

小林豊和／監修 主婦の友社 3-0500529357

673 駅・まち・マーケティング 池澤威郎 同友館 3-0500537218

673 カルビーお客様相談室
カルビーお客相談
室

日本実業出版社 3-0500532094

674
ネーミング発想・商標出願
かんたん教科書

松野泰明 中央経済社 3-0500533039

675 おみやげのデザイン ビー・エヌ・エヌ新社 3-0500537627
699 放送作家という生き方 村上卓史 イースト・プレス 3-0500536876

ラベルの
記号

709 登録有形文化財 佐滝剛弘 勁草書房 3-0500531666

709 日本の宝
京都国立博物館
／監修

ベストセラーズ 3-0500525023

712 運慶のまなざし 金子啓明 岩波書店 3-0500537422

723 カラヴァッジョの秘密
コンスタンティー
ノ・ドラッツィオ

河出書房新社 3-0500534337

723 もっと知りたいターナー 荒川裕子 東京美術 3-0500535189
726 大家さんと僕 矢部太郎 新潮社 3-0500535130
742 フィルムカメラのはじめかた 上田晃司 技術評論社 3-0500531291

756
図説英国アンティークの世
界

小野まり 河出書房新社 3-0500524703

758 この椅子が一番！ 西川栄明／編著 誠文堂新光社 3-0500519055

(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



762.3 ブラームスとその時代
クリスティアン・マ
ルティン・シュミッ
ト

西村書店東京出版編
集部

3-0500534860

778 西部劇を読む事典 芦原伸 天夢人 3-0500535989

779
表参道のセレブ犬とカバー
ニャ要塞の野良犬

若林正恭 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500504907

779
紙芝居の歴史を生きる人
たち

畑中圭一
文民教育協会子ども
の文化研究所

3-050020924

779 バカ論 ビートたけし 新潮社 3-0500530193
779 落語とは、俺である。 立川談志 竹書房 3-0500531190

782
日大式で差がつく！陸上競
技投てき種目トレーニング

小山裕三／監修 メイツ出版 3-0500525194

783.4 矜持 吉田義人 ホーム社 3-0500533800
796 三間飛車新時代 小倉久史 マイナビ出版 3-0500530378

809
ソニー歴代トップのスピー
チライターが教える人を動
かすスピーチの法則

佐々木繁範 日経ＢＰ社 3-0500529971

810 日本論 石川九楊 講談社 3-0500529387
810 不都合な日本語 大野敏明 展転社 3-0500521564

814
大人の語彙力が使える順
できちんと身につく本

吉田裕子 かんき出版 3-0500504581

816
形容詞を使わない大人の
文章表現力

石黒圭 日本実業出版社 3-0500540157

816
心が通じる手紙の美しい言
葉づかいひとこと文例集

池田書店編集部
／編

池田書店 3-0500529019

816
文字が大きくて見やすい
短くてもきちんと伝わる手
紙・はがき・一筆箋

川崎キヌ子／監
修

日本文芸社 3-0500526943

830
英語で手帳をつけてみまし
た。

有子山博美 ＩＢＣパブリッシング 3-0500532675

830 日本の英語、英文学 外山滋比古 研究社 3-0500530287

837
日本人についての質問に
論理的に答える発信型英
語とトレーニング

植田一三／編著 べレ出版 3-0500528148

837
マーク・ザッカーバーグの
英語

マーク・ザッカー
バーグ／述

コスモピア 3-0500533457

ラベルの
記号

郷土青葉
386/ｵ

驚神社例大祭渡御ルート
祭愛の集い／作
成

祭愛の集い 3-0500528839

郷土
213

横浜もののはじめ物語 斎藤多喜夫 有隣堂 3-0500534834

郷土
291.3

かながわのハイキングコー
スベスト４０ぷらす１　続

山本正基 神奈川新聞社 3-0500531663

「あたらしく入った本」1月号は、平成29年11月から同29年12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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