
ラベルの
記号

ティーンズ
910

このライトノベルがすご
い！　２０１８

『このライトノベル
がすごい！』編集
部／編

宝島社 3-0500542014

910/ﾌ 藤沢周平遺された手帳 遠藤展子 文藝春秋 3-0500543190
910/ﾐ 夫の後始末 曽野綾子 講談社 3-0500527214
910/ﾖ 米澤穂信と古典部 米澤穂信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500529847
ティーンズ
911.1

千年後の百人一首 清川あさみ リトルモア 3-0500541267

913.6/ｱ 蒼玉の令嬢 荒井修子 河出書房新社 3-0500533136
913.6/ｱ おもかげ 浅田次郎 毎日新聞出版 3-0500543105
文庫本
913.6/ｲ

九紋龍 今村翔吾 祥伝社 3-0500539241

文庫本
913.6/ｲ

銀翼のイカロス 池井戸潤 文藝春秋 3-0500518498

913.6/ｲ 鳥獣戯画 磯﨑憲一郎 講談社 3-0500535462
913.6/ｲ 虹の向こう 池田久輝 双葉社 3-0500541493
文庫本
913.6/ｲ

ふろしき同心御用帳 井川香四郎 光文社 3-0500528587

913.6/ｳ 破滅の王 上田早夕里 双葉社 3-0500541261
文庫本
913.6/ｴ

少年探偵団・超人ニコラ 江戸川乱歩／作 岩波書店 3-0500531507

913.6/ｵ 奔流恐るるにたらず 逢坂剛 講談社 3-0500541541
913.6/ｵ リバース＆リバース 奥田亜希子 新潮社 3-0500541471

913.6/ｷ ビギナーズ・ドラッグ 喜多喜久 講談社 3-0500545595

913.6/ｷ 秀吉の活 木下昌輝 幻冬舎 3-0500541934

913.6/ｸ カネと共に去りぬ 久坂部羊 新潮社 3-0500541470

913.6/ｻ 火定 澤田瞳子 ＰＨＰ研究所 3-0500541510
913.6/ｻ サーチライトと誘蛾灯 櫻田智也 東京創元社 3-0500538273
文庫本
913.6/ｻ

寵臣 坂岡真 光文社 3-0500545522

913.6/ｼ 騙し絵の牙 塩田武士 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500517403
913.6/ｼ 他に好きな人がいるから 白河三兎 祥伝社 3-0500529308
ティーンズ
913.6/ｽ

夏の祈りは 須賀しのぶ 新潮社 3-0500508908

文庫本
913.6/ｽ

隠し湯の効 鈴木英治 双葉社 3-0500547327

913.6/ｿ 悪い夏 染井為人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500525557
913.6/ﾀ 白磁海岸 髙樹のぶ子 小学館 3-0500543621
913.6/ﾀ ぺダリング・ハイ 高千穂遙 小学館 3-0500540364
文庫本
913.6/ﾀ

蛇王再臨 田中芳樹 光文社 3-0500537051

913.6/ﾄ 荒海を渡る鉄の舟 鳥羽亮 双葉社 3-0500541260
文庫本
913.6/ﾄ

菊太郎あやうし 鳥羽亮 角川春樹事務所 3-0500538596

あたらしく入った本
2018年2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

時限捜査 堂場瞬一 集英社 3-0500547931

913.6/ﾄ 絶望の歌を唄え 堂場瞬一 角川春樹事務所 3-0500547621
文庫本
913.6/ﾄ

姫夜叉 鳥羽亮 光文社 3-0500528589

913.6/ﾆ 日本遺産からの死の便り 西村京太郎 徳間書店 3-0500503857
913.6/ﾋ アナログ ビートたけし 新潮社 3-0500523837
913.6/ﾋ 構造素子 樋口恭介 早川書房 3-0500541523
913.6/ﾌ ふたご 藤崎彩織 文藝春秋 3-0500534421
文庫本
913.6/ﾎ

活版印刷三日月堂　〔３〕 ほしおさなえ ポプラ社 3-0500544470

913.6/ﾐ ひよっこ社労士のヒナコ 水生大海 文藝春秋 3-0500542410
913.6/ﾐ Ｕ 皆川博子 文藝春秋 3-0500542867
913.6/ﾑ バースディ・ガール 村上春樹 新潮社 3-0500543534

913.6/ﾔ 毒母ですが、なにか 山口恵以子 新潮社 3-0500532103
913.6/ﾜ 意識のリボン 綿矢りさ 集英社 3-0500544929
914 おいしい記憶 上戸彩 中央公論新社 3-0500545544
914 兼好法師 小川剛生 中央公論新社 3-0500541129

914 こぽこぽ、珈琲
阿川佐和子／ほ
か

河出書房新社 3-0500531181

914/ｵ 心地よさのありか 小川奈緒／文
パイインターナショナ
ル

3-0500468507

914/ｷ
５０代からしたくなるコト、な
くていいモノ

岸本葉子 中央公論新社 3-0500545543

914/ｻ 忘れる女、忘れられる女 酒井順子 講談社 3-0500533815
子育て
914/ｾ

ファミリーデイズ 瀬尾まいこ 集英社 3-0500541467

914/ﾐ 緑の庭で寝ころんで 宮下奈都 実業之日本社 3-0500546220
914/ﾓ 太陽と乙女 森見登美彦 新潮社 3-0500541473

914/ﾖ 京都で考えた 吉田篤弘 ミシマ社 3-0500534418
914/ﾜ 言葉の羅針盤 若松英輔 亜紀書房 3-0500512822
916/ｳ 降伏の記録 植本一子 河出書房新社 3-0500534341
文庫本
933/ｺ

後継者たち
ウィリアム・ゴール
ディング

早川書房 3-0500537114

933/ﾙ スパイたちの遺産 ジョン・ル・カレ 早川書房 3-0500541515

ラベルの
記号

情報科学
007.5

スキルアップ！情報検索 中島玲子 日外アソシエーツ 3-0500522864

情報科学
007.6

パワーポイントスライドデザ
インのセオリー

藤田尚俊 技術評論社 3-0500525102

015
図書館員のためのイベント
実践講座

北村志麻 樹村房 3-0500544490

ティーンズ
019

今すぐ読みたい！１０代の
ためのＹＡブックガイド
１５０！　２

金原瑞人／監修 ポプラ社 3-0500539855

019
きっとあの人は眠っている
んだよ

穂村弘 河出書房新社 3-0500543529

子育て
019

この本読んで！　第６５号
（２０１７冬）

出版文化産業振興財
団

3-0500543975

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



019
これから泳ぎにいきません
か

穂村弘 河出書房新社 3-0500543528

022
自分でできる！印刷・加工
テクニックブック

平田美咲 誠文堂新光社 3-0500522496

024 スリップの技法 久禮亮太 苦楽堂 3-0500537449
116 なぜと問うのはなぜだろう 吉田夏彦 筑摩書房 3-0500537456
159 君たちはどう生きるか 吉野源三郎 マガジンハウス 3-0500515607

159
ミレニアル起業家の新モノ
づくり論

仲暁子 光文社 3-0500521154

文庫本
210.4

現代語訳応仁記 志村有弘／訳 筑摩書房 3-0500538172

210.4 バテレンの世紀 渡辺京二 新潮社 3-0500543531

210.6
日本の戦争：歴史認識と戦
争責任

山田朗 新日本出版社 3-0500544616

230 ヨーロッパ文明の起源 池上英洋 筑摩書房 3-0500537457
参考書
288

世界の国旗・国章歴史大
図鑑

苅安望 山川出版社 3-0500512055

289/ｲ 井伊直政 野田浩子 戎光祥出版 3-0500524637

289/ｻ
西郷隆盛維新１５０年目の
真実

家近良樹 ＮＨＫ出版 3-0500537177

289/ﾄ
神になりたかった男徳田虎
雄

山岡淳一郎 平凡社 3-0500542331

文庫本
289/ﾐ

南方熊楠 佐藤春夫 河出書房新社 3-0500536747

291
アイヌ語地名と日本列島人
が来た道

筒井功 河出書房新社 3-0500534338

291.3 地図で楽しむすごい神奈川 都道府県研究会 洋泉社 3-0500542095
291.6 京都ぎらい　官能篇 井上章一 朝日新聞出版 3-0500547135
291.9 九州　〔２０１７〕 ＪＴＢパブリッシング 3-0500463941

292.2
地球の歩き方　Ｄ　０７
（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 3-0500540206

294 モロッコ ＹＵＫＡ 書肆侃侃房 3-0500532485

ラベルの
記号

文庫本
304

日本の聖域（サンクチュア
リ）クライシス

「選択」編集部／
編

新潮社 3-0500534679

312.9
「ポスト・グローバル時代」
の地政学

杉田弘毅 新潮社 3-0500541939

314 黙殺 畠山理仁 集英社 3-0500541873

316
地政学から読むイスラム・
テロ

マテュー・ギデー
ル

原書房 3-0500540272

317 財務省が日本を滅ぼす 三橋貴明 小学館 3-0500535843

319.1
中韓がむさぼり続ける「反
日」という名の毒饅頭

ケント・ギルバート 悟空出版 3-0500542907

319.2 核と戦争のリスク 藪中三十二 朝日新聞出版 3-0500547133
322 流罪の日本史 渡邊大門 筑摩書房 3-0500537453

324
相続・事業承継・認知症対
策のためのいちばんわかり
やすい家族信託のはなし

川嵜一夫 日本法令 3-0500490146

324 民法がこんなに変わる！
中里妃沙子／監
修

自由国民社 3-0500517686

327 大阪「断刑録」 牧英正 阿吽社 3-0500541070

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



327 きょうも傍聴席にいます 朝日新聞社会部 幻冬舎 3-0500543557
330 お金２．０ 佐藤航陽 幻冬舎 3-0500543439

331 アメリカンドリームの終わり
ノーム・チョムス
キー

ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500532090

332 例外時代
マルク・レヴィンソ
ン

みすず書房 3-0500539801

332.1 「幸福な日本」の経済学 石見徹 講談社 3-0500538944

332.1
中原さん、経済オンチの私
に日本の未来を教えてくだ
さい

中原圭介 ＳＢクリエイティブ 3-0500542017

332.1 日本の正しい未来 村上尚己 講談社 3-0500541462
334 ルポ不法移民 田中研之輔 岩波書店 3-0500541839
335 起業の科学 田所雅之 日経ＢＰ社 3-0500535953

335
ＢＣＧが読む経営の論点
２０１８

ボストンコンサル
ティンググループ
／編

日本経済新聞出版社 3-0500542370

参考書
335.4

全国企業あれこれランキン
グ　　２０１８

帝国データバンク 3-0500537791

文庫本
336

東大首席が教える「間違え
ない」思考法

山口真由 ＰＨＰ研究所 3-0500544662

336.1

すぐに役立つ図解とＱ＆Ａ
でわかる最新個人情報保
護法と秘密保持契約をめぐ
る法律問題とセキュリティ
対策

千葉博／監修 三修社 3-0500533042

336.2
今より１時間早く仕事が終
わる習慣

沢渡あまね ＰＨＰ研究所 3-0500538121

336.9 会計学の誕生 渡邉泉 岩波書店 3-0500541840
336.9 個人事業の経理 村形聡／監修 新星出版社 3-0500535557

337
新しい時代のお金の教科
書

山口揚平 筑摩書房 3-0500545329

文庫本
338

おひとり様を生き抜く「女子
貯金」生活

横山光昭 祥伝社 3-0500539235

338
金持ち父さんのこうして金
持ちはもっと金持ちになる

ロバート・キヨサキ 筑摩書房 3-0500533434

338 銀行消滅 副島隆彦 祥伝社 3-0500535850
338 金融の仕組みと働き 岡村秀夫 有斐閣 3-0500522362

338
ずば抜けた結果の投資の
プロだけが気づいているこ
と

苦爪達郎 幻冬舎 3-0500543560

345 パラダイス文書 奥山俊宏 朝日新聞出版 3-0500543589
文庫本
351

図解「日本の平均」なんで
も事典

インタービジョン
２１

三笠書房 3-0500540496

文庫本
361.3

社会分業論
エミール・デュル
ケーム

筑摩書房 3-0500538167

361.4 忖度バカ 鎌田實 小学館 3-0500544094
361.4 日本問答 田中優子 岩波書店 3-0500541837
361.4 メディア不信 林香里 岩波書店 3-0500541838
364 福祉世界 藤田菜々子 中央公論新社 3-0500528146
366.2 職業の経済学 阿部正浩／編著 中央経済社 3-0500525353

366.4
同一労働同一賃金で、給
料の上がる人・下がる人

山口俊一 中央経済社 3-0500535863



366.4
はじめてでもスイスイわか
る！確定拠出年金〈ｉＤｅＣ
ｏ〉入門

大竹のり子 ナツメ社 3-0500540293

367.4
「逃げ恥」にみる結婚の経
済学

白河桃子 毎日新聞出版 3-0500533736

367.7
シルバー民主主義の政治
経済学

島澤諭 日本経済新聞出版社 3-0500540623

368 息子が人を殺しました 阿部恭子 幻冬舎 3-0500543558
子育て
369.4

発達が気になる赤ちゃんに
やってあげたいこと

黒澤礼子 講談社 3-0500541868

369.9
「国境なき医師団」を見に
行く

いとうせいこう 講談社 3-0500543497

372
偏差値好きな教育“後進
国”ニッポン

池上彰 ポプラ社 3-0500546164

376.1 保育の心理学 伊藤篤／編著 ミネルヴァ書房 3-0500532581

376.4
名門校の「人生を学ぶ」授
業

おおたとしまさ ＳＢクリエイティブ 3-0500536869

文庫本
376.8

オックスフォード＆ケンブ
リッジ大学世界一　「考えさ
せられる」入試問題

ジョン・ファーンド
ン

河出書房新社 3-0500536748

参考書
376.8

全国大学受験年鑑
２０１８年入試対策用

旺文社 3-0500543090

379
ほんとうに頭がよくなる世
界最高の子ども英語

斉藤淳 ダイヤモンド社 3-0500546065

382 東アジア世界の民俗 松尾恒一／編 勉誠出版 3-0500535435
383.8 おにぎりと日本人 増淵敏之 洋泉社 3-0500544206
386 しめかざり 森須磨子 工作舎 3-0500536821
386 写真民俗学 芳賀日出男 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500473600

388
アフリカの民話集しあわせ
のなる木

島岡由美子／文 未來社 3-0500541159

388 南方熊楠と説話学 杉山和也 平凡社 3-0500541269

391 盗まれる大学
ダニエル・ゴール
デン

原書房 3-0500541546

ラベルの
記号

404 動的平衡　３ 福岡伸一 木楽舎 3-0500545277
412 美しすぎる「数」の世界 清水健一 講談社 3-0500531532
参考書
440

天文年鑑　２０１８年版
天文年鑑編集委
員会／編

誠文堂新光社 3-0500541553

454
日本百名山山の名はこうし
てついた

楠原佑介 祥伝社 3-0500535853

463 細胞と生命 ニュートンプレス 3-0500530099

467
カラー図解進化の教科書
第３巻

カール・ジンマー 講談社 3-0500513841

469 生命進化の偉大なる奇跡 アリス・ロバーツ 学研プラス 3-0500535972

488 フィールド図鑑日本の野鳥
水谷高英／イラス
トレーション

文一総合出版 3-0500542419

491
うつも肥満も腸内細菌に訊
け！

小澤祥司 岩波書店 3-0500540144

491
こわいもの知らずの病理学
講義

仲野徹 晶文社 3-0500522480

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



491
本当に効く薬の飲み方・使
い方

加藤哲太／監修 実業之日本社 3-0500532569

493.1
食物アレルギーと上手につ
き合う方法

神奈川芳行 第一出版 3-0500519734

子育て
493.9

子どもの病気常識のウソ 松永正訓 中央公論新社 3-0500537486

494
患者さんがみるみる元気に
なるリハビリ現場の会話術

矢口拓宇 秀和システム 3-0500535512

498
家族のための「在宅医療」
読本

内田貞輔
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500535931

498 健康格差
ＮＨＫスペシャル
取材班

講談社 3-0500539700

498.3
結局、怒らない人が長生き
する

保坂隆 朝日新聞出版 3-0500545566

498.3
死ぬまで歩くにはスクワット
だけすればいい

小林弘幸 幻冬舎 3-0500533372

498.5
家庭でできる子どもを食品
添加物・農薬から守る方法

増尾清 ＰＨＰ研究所 3-0500524186

498.6 ウイルス大感染時代
ＮＨＫスペシャル
取材班

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500533543

509
一番最初に読む設備保全
の本

吉川達志 日刊工業新聞社 3-0500516620

509
決定版！「調達・購買」戦
略の教科書

坂口孝則 日刊工業新聞社 3-0500516249

510
図解日本と世界の土木遺
産

五十畑弘 秀和システム 3-0500533497

517 レーダで洪水を予測する 中尾忠彦 成山堂書店 3-0500532225

518.5
基礎からわかるごみ焼却
技術

タクマ環境技術研
究会／編

オーム社 3-0500540723

525
タイル張り〈玄関・リビング・
キッチン・テーブル〉

スタジオタッククリエイ
ティブ

3-0500524320

538 ニッポン宇宙開発秘史 的川泰宣 ＮＨＫ出版 3-0500537175

549
スッキリ！がってん！太陽
電池の本

清水正文 電気書院 3-0500513913

559
図解入門　最新ミサイルが
よ～くわかる本

井上孝司 秀和システム 3-0500521531

588 ブランデーの歴史
ベッキー・スー・エ
プスタイン

原書房 3-0500540618

589 スポーツをテクノロジーする 北岡哲子 日経ＢＰ社 3-0500542082

ラベルの
記号

590 きのう、きょう、あした。 つばた英子 主婦と生活社 3-0500539462

590
ほんとうに必要なものしか
持たない暮らし

ｙｕｋｉｋｏ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500523792

593.3
暮らしに寄り添う手作りの
かっぽう着

ブティック社 3-0500514973

593.3
心地よい装いこだわりのあ
る手作り服

ブティック社 3-0500514974

593.8
ユニクロ９割で超速おしゃ
れ

大山旬 大和書房 3-0500531648

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　１
（ｎｏ．１３６）

主婦と生活社 3-0500546305

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



594.3
はじめてのノールビンドニ
ング

北村系子 グラフィック社 3-0500519017

595
“ずっとキレイな人”だけが
知っている４５歳から変えて
いく５０のこと

小林照子 三笠書房 3-0500452968

596
絵で見てわかる定番おか
ずをおいしく減塩

松田康子 女子栄養大学出版部 3-0500524751

596 おいしいってなんだろう？ 伊藤まさこ 幻冬舎 3-0500508156
596 そのまま食べる作りおき ベターホーム協会 3-0500516607
596.3 農家が教えるもち百珍 農文協／編 農山漁村文化協会 3-0500540739

597
ＰＬＵＳ１　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｎｏ１０１
（２０１７Ｗｉｎｔｅｒ）

主婦の友社 3-0500546767

子育て
599

３～６歳のこれで安心子育
てハッピーアドバイス

明橋大二 １万年堂出版 3-0500542881

ティーンズ
611

食べるってどんなこと？ 古沢広祐 平凡社 3-0500542334

611
農業のマーケティング教科
書

岩崎邦彦 日本経済新聞出版社 3-0500536841

615
図解でよくわかるタネ・苗の
きほん

日本種苗協会／
監修

誠文堂新光社 3-0500538112

617
ココロとカラダに効くハーブ
便利帳

真木文絵 ＮＨＫ出版 3-0500542117

625 リンゴの花が咲いたあと 木村秋則 日本経済新聞出版社 3-0500546496
627 花の辞典 新井光史 雷鳥社 3-0500528740

629
京都和モダン庭園のひみ
つ

重森千靑 ウェッジ 3-0500531701

653 植物園で樹に登る 二階堂太郎 築地書館 3-0500541188
674 「おもてなし」ＰＯＰ集 石川香代／共著 廣済堂出版 3-0500542936

675
トコトンやさしい小売・流通
の本

鈴木邦成 日刊工業新聞社 3-0500534498

693 風景印かながわ探訪 古沢保 彩流社 3-0500538492

699
徹底検証テレビ報道「嘘」
のからくり

小川榮太郎 青林堂 3-0500540736

ラベルの
記号

文庫本
702

バロックの光と闇 高階秀爾 講談社 3-0500538938

723
アンドリューワイエス作品
集

アンドリュー・ワイ
エス／画

東京美術 3-0500515736

726
いわさきちひろ子どもへの
愛に生きて

松本猛 講談社 3-0500535885

740 土門拳の写真撮影入門 都築政昭 ポプラ社 3-0500537586

751
世界の美しいステンドグラ
ス

パイインターナ
ショナル／編著

パイインターナショナ
ル

3-0500540737

759 おもしろ張り子 前田ビバリー グラフィック社 3-0500536820

764
セロニアス・モンク独創の
ジャズ物語

ロビン・ケリー
シンコーミュージック・
エンタテイメント

3-0500524750

778 映画を聴きましょう 細野晴臣 キネマ旬報社 3-0500536856
779 歌丸ばなし 桂歌丸 ポプラ社 3-0500539390
児研
779

紙芝居百科 童心社 3-0500540660

788 のこった 星野智幸 ころから 3-0500543613

(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
さすが！と言われる心に響
く名スピーチのコツ＆実例
集

生島ヒロシ 日本文芸社 3-0500537603

ティーンズ
814

大人になって困らない語彙
力の鍛えかた

今野真二 河出書房新社 3-0500542785

830 最強の英語学習法 勝又美智雄 ＩＢＣパブリッシング 3-0500540662

830
社会人のための英語の世
界ハンドブック

酒井志延／編 大修館書店 3-0500543623

831
ゼロからスタート英語低速
メソッド　リスニング入門編

内海克泰 Ｊリサーチ出版 3-0500542079

836 ６０才からはじめる英作文 野田哲雄 明日香出版社 3-0500540202

ラベルの
記号

郷土
213

東京・横浜今昔散歩 原島広至 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500539307

郷土
596.4

食べ方図説
食べ方図説編集
部／編

食べ方学会 3-0500542214

郷土
632

かいこと暮らす
シルク博物館／
編

シルク博物館 3-0500528846

「あたらしく入った本」2月号は、平成29年12月から同30年1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）


