
ラベルの
記号

902
このミステリーがすごい！
２０１８年版

『このミステリーが
すごい！』編集部
２０１８年版／編

宝島社 3-0500546458

904 名作なんか、こわくない 柚木麻子 ＰＨＰ研究所 3-0500548040

910 コバルト文庫４０年カタログ 烏兎沼佳代 集英社 3-0500548018

911.3
俳句で夜遊び、はじめまし
た

岸本葉子 朔出版 3-0500544895

文庫本
911.3

俳人風狂列伝 石川桂郎 中央公論新社 3-0500541442

911.5 ２馬力 谷川俊太郎 ナナロク社 3-0500532491
文庫本
913

柳家小三治の落語　７ 柳家小三治 小学館 3-0500545502

ティーンズ
913.6

短編学校
集英社文庫編集
部／編

集英社 3-0500499531

ティーンズ
913.6

短編少女
集英社文庫編集
部／編

集英社 3-0500481636

ティーンズ
913.6

短編少年
集英社文庫編集
部／編

集英社 3-0500489938

文庫本
913.6

短編伝説旅路はるか
集英社文庫編集
部／編

集英社 3-0500548307

ティーンズ
913.6

猫だまりの日々 谷瑞恵 集英社 3-0500547954

913.6/ｱ オーパーツ死を招く至宝 蒼井碧 宝島社 3-0500555586
913.6/ｱ くちなし 彩瀬まる 文藝春秋 3-0500533902
913.6/ｱ 婚活中毒 秋吉理香子 実業之日本社 3-0500546215
913.6/ｱ 三世代探偵団 赤川次郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500532564

913.6/ｱ
そのバケツでは水がくめな
い

飛鳥井千砂 祥伝社 3-0500546796

913.6/ｲ 彼方の友へ 伊吹有喜 実業之日本社 3-0500540361
ティーンズ
913.6/ｲ

先生とそのお布団 石川博品 小学館 3-0500540543

ティーンズ
913.6/ｲ

墓守りのレオ　〔２〕 石川宏千花 小学館 3-0500556246

文庫本
913.6/ｲ

浪人奉行　３ノ巻 稲葉稔 双葉社 3-0500547328

913.6/ｲ ヲトメノイノリ 石田千 筑摩書房 3-0500558770
913.6/ｵ 葵の残葉 奥山景布子 文藝春秋 3-0500547216
文庫本
913.6/ｵ

アリマス王の愛した魔物 小川一水 早川書房 3-0500549462

913.6/ｵ 俺はエージェント 大沢在昌 小学館 3-0500548060
913.6/ｵ 海馬の尻尾 荻原浩 光文社 3-0500555815
文庫本
913.6/ｵ

若鷹武芸帖 岡本さとる 光文社 3-0500537055

あたらしく入った本
2018年3月

電話045(901)1225
文　学

（NDC900-999）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



913.6/ｶ 父子（おやこ）ゆえ 梶よう子 角川春樹事務所 3-0500554092
文庫本
913.6/ｶ

隠密味見方同心　９ 風野真知雄 講談社 3-0500548322

913.6/ｶ カーテンコール！ 加納朋子 新潮社 3-0500550577
文庫本
913.6/ｸ

仇討一番 黒木久勝 双葉社 3-0500539414

913.6/ｹ 竹林精舎 玄侑宗久 朝日新聞出版 3-0500552216
文庫本
913.6/ｺ

隠密同心幻の孤影　２ 小杉健治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500533024

913.6/ｺ 棲月 今野敏 新潮社 3-0500556660
文庫本
913.6/ｻ

故郷はなきや 佐伯泰英 新潮社 3-0500550988

913.6/ｻ 英龍伝 佐々木譲 毎日新聞出版 3-0500553020
文庫本
913.6/ｻ

剣と十字架 佐伯泰英 双葉社 3-0500552182

913.6/ｼ サハラの薔薇 下村敦史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500549635
913.6/ｼ 死の棘 島尾敏雄 河出書房新社 3-0500544148
文庫本
913.6/ｼ

花嫁首 柴田錬三郎 東京創元社 3-0500471085

文庫本
913.6/ｼ

楽土 芝村凉也 祥伝社 3-0500547119

913.6/ﾀ ハリケーン 高嶋哲夫 幻冬舎 3-0500553979
文庫本
913.6/ﾄ

居酒屋恋しぐれ 鳥羽亮 双葉社 3-0500547331

文庫本
913.6/ﾄ

伊東一刀斎　上之巻 戸部新十郎 光文社 3-0500545525

文庫本
913.6/ﾄ

上意 鳥羽亮 幻冬舎 3-0500545207

ティーンズ
913.6/ﾅ

Ｒｅ：ゼロから始める異世界
生活　１５

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500550486

文庫本
913.6/ﾅ

半百の白刃　下 長辻象平 講談社 3-0500505529

913.6/ﾅ 護られなかった者たちへ 中山七里 ＮＨＫ出版 3-0500557249
文庫本
913.6/ﾅ

もののふ莫迦 中路啓太 中央公論新社 3-0500499559

913.6/ﾆ 掟上今日子の色見本 西尾維新 講談社 3-0500556252
文庫本
913.6/ﾊ

仇討ち街道 幡大介 光文社 3-0500553486

文庫本
913.6/ﾊ

関八州御用狩り 幡大介 光文社 3-0500545524

913.6/ﾊ 西郷どん！　前編 林真理子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500534667
913.6/ﾊ 西郷どん！　後編 林真理子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500534668

913.6/ﾊ 九十八歳になった私 橋本治 講談社 3-0500554776
913.6/ﾊ 玄鳥さりて 葉室麟 新潮社 3-0500556661

913.6/ﾋ
探偵少女アリサの事件簿
今回は泣かずにやってます

東川篤哉 幻冬舎 3-0500549419

文庫本
913.6/ﾌ

江戸の御庭番 藤井邦夫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500548973

文庫本
913.6/ﾌ

時をかける眼鏡　王の決意
と家臣の初恋

椹野道流 集英社 3-0500556642

文庫本
913.6/ﾏ

小説ＤＥＳＴＩＮＹ鎌倉ものが
たり

西岸良平／原作 双葉社 3-0500544606

913.6/ﾐ 風神の手 道尾秀介 朝日新聞出版 3-0500552217



913.6/ﾐ 魔邸 三津田信三 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500549636
913.6/ﾑ 嘘 村山由佳 新潮社 3-0500551495
913.6/ﾑ 婚約迷走中 群ようこ 角川春樹事務所 3-0500554090
913.6/ﾓ 森家の討ち入り 諸田玲子 講談社 3-0500546041
913.6/ﾕ 飼う人 柳美里 文藝春秋 3-0500546453

914 温泉天国
嵐山光三郎／ほ
か

河出書房新社 3-0500551010

914
ちょっと早めの老い支度
続々

岸本葉子 オレンジページ 3-0500456876

914/ｼ オッパイ入門 東海林さだお 文藝春秋 3-0500554486
914/ﾖ 遺言。 養老孟司 新潮社 3-0500540170
915/ﾃ チェコの十二カ月 出久根育／著絵 理論社 3-0500546414
文庫本
933/ｸ

オリエント急行殺人事件 アガサ・クリスティ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500541912

933/ｽ
探偵フレディの数学事件
ファイル

ジェイムズ・Ｄ・ス
タイン

化学同人 3-0500542434

ティーンズ
933/ﾄ

ハックルベリー・フィンの冒
けん

マーク・トウェイン 研究社 3-0500548424

外国語
933/A

4321 Ｐａｕｌ　Ａｕｓｔｅｒ Ｆａｂｅｒ　ａｎｄ　Ｆａｂｅｒ 3-0500553703

外国語
933/Ｉ

Ｔｈｅ　ｒｅｍａｉｎｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｄ
ａｙ

Ｋａｚｕｏ　Ｉｓｈｉｇｕｒｏ Ｆａｂｅｒ　ａｎｄ　Ｆａｂｅｒ 3-0500553337

外国語
933/M

Ａ　ｋｎｉｇｈｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｅｖｅ
ｎ　ｋｉｎｇｄｏｍｓ

Ｇｅｏｒｇｅ　Ｒ．Ｒ．
Ｍａｒｔｉｎ

Ｈａｒｐｅｒ　Ｖｏｙａｇｅｒ 3-0500554212

949 特捜部Ｑ
ユッシ・エーズラ・
オールスン

早川書房 3-0500554029

949 ミレニアム　５　〔上〕
ダヴィド・ラーゲル
クランツ

早川書房 3-0500549454

949 ミレニアム　５　〔下〕
ダヴィド・ラーゲル
クランツ

早川書房 3-0500549455

ラベルの
記号

情報科学
007.3

高校生が教わる「情報社
会」の授業が３時間でわか
る本

沼晃介 翔泳社 3-0500539436

ティーンズ
007.6

１２歳からはじめるＪａｖａＳｃ
ｒｉｐｔとウェブアプリ

ＴＥＮＴＯ ラトルズ 3-0500541625

020 わたしの名前は「本」
ジョン・アガード／
作

フィルムアート社 3-0500542101

022 同人誌のデザイン
井上綾乃／編集・
執筆

ビー・エヌ・エヌ新社 3-0500537629

024
この星の忘れられない本屋
の話

ヘンリー・ヒッチン
グズ／編

ポプラ社 3-0500546133

114
おひとりさまｖｓ．ひとりの哲
学

山折哲雄 朝日新聞出版 3-0500554128

121
なぜ日本だけが中国の呪
縛から逃れられたのか

石平 ＰＨＰ研究所 3-0500555156

159
６０歳を過ぎると、人生はど
んどんおもしろくなります。

若宮正子 新潮社 3-0500541937

164 オリュンポスの神々の歴史
バルバラ・グラツィ
オージ

白水社 3-0500464145

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



209
日本人のための第一次世
界大戦史

板谷敏彦 毎日新聞出版 3-0500530891

210 大嘗祭 工藤隆 中央公論新社 3-0500541127

210 花押・印章図典
瀬野精一郎／監
修

吉川弘文館 3-0500551088

210 ハーバード日本史教室 佐藤智恵 中央公論新社 3-0500528207
210 歴史の勉強法 山本博文 ＰＨＰ研究所 3-0500539866
210.2 縄文の思想 瀬川拓郎 講談社 3-0500539702
210.4 南北朝 林屋辰三郎 朝日新聞出版 3-0500547132
210.4 蒙古襲来と神風 服部英雄 中央公論新社 3-0500541126
210.5 幕末雄藩列伝 伊東潤 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500537662
231 ギリシャ人の物語　３ 塩野七生 新潮社 3-0500548062
235 ナポレオン時代 アリステア・ホーン 中央公論新社 3-0500549845

237
イタリアの歴史を知るため
の５０章

高橋進／編著 明石書店 3-0500545700

238
日本人記者の観た赤いロ
シア

富田武 岩波書店 3-0500541040

253 １１の国のアメリカ史　上 コリン・ウッダード 岩波書店 3-0500534252
253 １１の国のアメリカ史　下 コリン・ウッダード 岩波書店 3-0500534253
281 日本剣客事典 杉田幸三 河出書房新社 3-0500543527
288 藤原氏 倉本一宏 中央公論新社 3-0500549843

289/ｱ
アレクサンドロス大王東征
路の謎を解く

森谷公俊 河出書房新社 3-0500542780

289/ｴ 榎本武揚と明治維新 黒瀧秀久 岩波書店 3-0500550385
289/ｻ 西郷隆盛 家近良樹 ミネルヴァ書房 3-0500509409
289/ﾌ イタリアの鼻 ベルント・レック 中央公論新社 3-0500537460

289/ﾏ 牧野富太郎
コロナ・ブックス編
集部／編

平凡社 3-0500542865

291.2 東北　〔２０１７〕 ＪＴＢパブリッシング 3-0500491903
291.3 鎌倉＆三浦半島 樋口一郎 東京新聞 3-0500540301
291.3 東京　〔２０１７〕 ＪＴＢパブリッシング 3-0500546149

291.3
東京「スリバチ」地形散歩
多摩武蔵野編

皆川典久 洋泉社 3-0500548103

291.4 金沢・能登・北陸　〔２０１７〕 ＪＴＢパブリッシング 3-0500485415

291.6 天然生活の京都案内 地球丸 3-0500521095

291.7
広島・宮島・尾道・倉敷
〔２０１７〕

ＪＴＢパブリッシング 3-0500537169

293.5
地球の歩き方　Ａ　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 3-0500542398

295 ハバナ観光案内 伊東淳史 イカロス出帆 3-0500535551

297
地球の歩き方　Ｃ　１２
（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 3-0500542397

ラベルの
記号

302.2 中東世界データ地図 ダン・スミス 原書房 3-0500524257
302.2 北京スケッチ 渡辺陽介 明石書店 3-0500542476
302.2 ベトナムの基礎知識 古田元夫 めこん 3-0500548413

304
日本人は「国際感覚」なん
でゴミ箱へ捨てろ！

ケント・ギルバート 祥伝社 3-0500467500

304 日本の論点　２０１８～１９ 大前研一 プレジデント社 3-0500543305
310 追及力 望月衣塑子 光文社 3-0500555418

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



312.1 悪だくみ 森功 文藝春秋 3-0500548063

319.2
北朝鮮がアメリカと戦争す
る日

香田洋二 幻冬舎 3-0500547475

319.8 いま、「非戦」を掲げる 西谷修 青土社 3-0500549908
319.8 核兵器と原発 鈴木達治郎 講談社 3-0500547510
323 改憲的護憲論 松竹伸幸 集英社 3-0500547979
323 憲法を百年いかす 半藤一利 筑摩書房 3-0500551039

324
親が認知症になる前に知っ
ておきたいお金の話

横手彰太 ダイヤモンド社 3-0500548053

324
最新賃貸借のしくみとルー
ル

木島康雄／監修 三修社 3-0500549152

324
知って役立つ！家庭の法
律

長橋晴男 クリエイツかもがわ 3-0500547344

324
すぐに役立つこれならわか
る入門図解任意売却と債
務整理のしくみと手続き

松岡慶子／監修 三修社 3-0500455416

326 治安維持法と共謀罪 内田博文 岩波書店 3-0500550378
327 あんた、ご飯食うたん？ 中本忠子 カンゼン 3-0500547518
327 裁判の原点 大屋雄裕 河出書房新社 3-0500556280

332 経済がわかる論点　２０１８
みずほ総合研究
所

東洋経済新報社 3-0500542295

332.1
あなたはアベノミクスで幸
せになれるか？

市川眞一 日本経済新聞出版社 3-0500542484

332.1
人工知能は日本経済を復
活させるか

柳川範之／編著 大和書房 3-0500541544

332.1 日本経済入門 藤井彰夫 日本経済新聞出版社 3-0500555276

334
わかりやすい土地読本
〔平成２９年〕

土地情報センター
／編

土地情報センター 3-0500526248

335
スタートアップで働くという
こと

ジェフリー・バス
ギャング

ダイヤモンド社 3-0500546072

ｶｳﾝﾀｰ
335.4

会社四季報　２０１８年
１集（新春号）

東洋経済新報社 3-0500547852

335.4 会社の“終活”読本 内藤博 日刊工業新聞社 3-0500549438
336 働き方の問題地図 沢渡あまね 技術評論社 3-0500551606
336.1 小さな企業が生き残る 金谷勉 日経ＢＰ社 3-0500548390

336.3
みんなでつなぐリーダー
シップ

高橋克徳 実業之日本社 3-0500538241

338 ＡＩ化する銀行 長谷川貴博
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500549426

文庫本
388

国家破産はこわくない 橘玲 講談社 3-0500556641

338
最新版絶対後悔しない住
宅ローンの借り方・返し方

正田裕之／監修 河出書房新社 3-0500542354

338 できるビットコイン入門
ビッドバンク株式
会社

インプレス 3-0500548101

338
プロ投資家の「株を買いた
くなる会社」の選び方

加谷珪一 さくら舎 3-0500553562

338 ＭＯＮＥＹ
チャールズ・
ウィーラン

東洋館出版社 3-0500547246

345 自分でできる相続税申告 福田真弓 自由国民社 3-0500543655

345
相続税を考慮した遺言作
成マニュアル

坪多聡美／共著 日本法令 3-0500544555

361.5 平成トレンド史 原田曜平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500553119
361.7 ひとり空間の都市論 南後由和 筑摩書房 3-0500553624



365 ０円で生きる 鶴見済 新潮社 3-0500548433

366.2
夢を実現するパラレルキャ
リア

一木広治 主婦の友社 3-0500542310

子育て
367.7

親子で学ぶスマホとネット
を安心に使う本

鈴木朋子 技術評論社 3-0500540561

367.9
１３歳から知っておきたいＬ
ＧＢＴ＋

アシュリー・マー
デル

ダイヤモンド社 3-0500542389

368 ストーカー 小早川明子 中央公論新社 3-0500545575
368 ４３回の殺意 石井光太 双葉社 3-0500547346
369.2 考える障害者 ホーキング青山 新潮社 3-0500547994
369.2 目に見えない世界を歩く 広瀬浩二郎 平凡社 3-0500549018
369.2 ろう者の祈り 中島隆 朝日新聞出版 3-0500549399
375 英語教育の危機 鳥飼玖美子 筑摩書房 3-0500553618

376.1
保育に活かすおはなしテク
ニック

こがようこ 小学館 3-0500548986

377 ノーベル賞１１７年の記録
ノーベル賞の記録
編集委員会／編

山川出版社 3-0500544630

378
発達障害の子の「会話力」
を楽しく育てる本

藤野博／監修 講談社 3-0500543524

382
昭和３０～４０年代みんな
の想い出アルバム

宇山あゆみ 河出書房新社 3-0500542359

382 「日本の伝統」の正体 藤井青銅 柏書房 3-0500541943
文庫本
383.8

麺の歴史 奥村彪生 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500541918

383.8 歴史をつくった洋菓子たち 長尾健二 築地書館 3-0500546516
文庫本
386

花祭 早川幸太郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500533036

文庫本
391

カッコウはコンピュータに卵
を産む　上巻

クリフォード・ス
トール

草思社 3-0500544510

文庫本
391

カッコウはコンピュータに卵
を産む　下巻

クリフォード・ス
トール

草思社 3-0500544513

392 日本軍兵士 吉田裕 中央公論新社 3-0500549844

ラベルの
記号

404 科学者と軍事研究 池内了 岩波書店 3-0500550383
420 儲かる物理 鈴木誠治 技術評論社 3-0500543597

455 はじめての地質学
日本地質学会／
編著

ベレ出版 3-0500522737

469
核ＤＮＡ解析でたどる日本
人の源流

斎藤成也 河出書房新社 3-0500533139

481
数をかぞえるクマ　サーフィ
ンするヤギ

ベリンダ・レシオ ＮＨＫ出版 3-0500551064

481
写真家だけが知っている動
物たちの物語

ロザムンド・キッド
マン・コックス

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

3-0500539763

490 安楽死を遂げるまで 宮下洋一 小学館 3-0500548020

491
「きたない子育て」はいいこ
とだらけ！

ブレット・フィン
レー

プレジデント社 3-0500538502

491 ざんねんな脳
ディーン・バーネッ
ト

青土社 3-0500544611

493.2
血圧と心臓が気になる人の
ための本

古川哲史 新潮社 3-0500547995

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



493.3
６５歳からの誤嚥性肺炎の
ケアと予防

大谷義夫 法研 3-0500538257

493.7
認知症の人の気持ちがよく
わかる聞き方・話し方

鈴木みずえ／監
修

池田書店 3-0500540278

493.9
心と体を蝕む「ネット依存」
から子どもたちをどう守る
のか

樋口進／監修 ミネルヴァ書房 3-0500540708

498 変貌する医療市場
医療産業イノベー
ション機構

かんき出版 3-0500536340

498.1
最新医療費の仕組みと基
本がよ～くわかる本

伊藤哲雄／編著 秀和システム 3-0500548459

498.3 一生使える脳 長谷川嘉哉 ＰＨＰ研究所 3-0500555153

498.3
心と体に効かせるはじめて
ヨガ

綿本彰 学研プラス 3-0500543237

498.5
誰でも作れておいしいやわ
らか介護食

寺島治 旭屋出版 3-0500538243

498.5 日本のすごい食材 河﨑貴一 文藝春秋 3-0500540190
498.8 健康診断という「病」 亀田高志 日本経済新聞出版社 3-0500538418

498.9
精神鑑定はなぜ間違える
のか？

岩波明 光文社 3-0500547467

509 ＳＣＭの基本 石川和幸 日本実業出版社 3-0500542271

509
生産管理の基本が面白い
ほどわかる本

田島悟 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500539481

519 不都合な真実　２ アル・ゴア 実業之日本社 3-0500536063
527 住みたい間取り 木村文雄 日刊工業新聞社 3-0500542952
情報科学
547.4

はじめての今さら聞けない
インスタグラム入門

吉岡豊 秀和システム 3-0500528677

572
第一人者が明かす光触媒
のすべて

藤嶋昭 ダイヤモンド社 3-0500542402

574 化学防災読本 門奈弘巳 緑風出版 3-0500536325

ラベルの
記号

591 １日５００円の小さな習慣 横山光昭 幻冬舎 3-0500537437

593.8
大人のおしゃれに、ほしい
もの

主婦と生活社 3-0500532934

593.8
自分でできる＆人に着せる
着付け

石田節子／監修 世界文化社 3-0500541530

594.3
キッズ＆ベビーのとってお
きニット

ブティック社 3-0500519999

625
おいしく実る！果樹の育て
方

三輪正幸 新星出版社 3-0500544163

625 かんきつ類 三輪正幸 ＮＨＫ出版 3-0500531267
625 ブドウ 望岡亮介 ＮＨＫ出版 3-0500531278
ティーンズ
645

ある犬のおはなし ｋａｉｓｅｉ／作・絵 トゥーヴァージンズ 3-0500324526

673 営業は「幸せの種まき」 林薫 太陽出版 3-0500540675

673
食（おいしい）は愛（うれし
い）

岡田晴彦
ダイヤモンド・ビジネ
ス企画

3-0500556286

673 花屋さんになろう！ 本多るみ 青弓社 3-0500543612

673
無印良品の業務標準化委
員会

良品計画 誠文堂新光社 3-0500544566

674 電通巨大利権 本間龍 サイゾー 3-0500528771

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



675 応援される会社 新井範子 光文社 3-0500555419
675 「おひとりウーマン」消費！ 牛窪恵 毎日新聞出版 3-0500545534

675
少人数チームからはじめる
失敗しないＢｔｏＢマーケティ
ングの組織としくみ

萩原張広
クロスメディア・パブ
リッシング

3-0500544188

686 ＪＲ３０年物語
「旅と鉄道」編集
部／編

天夢人 3-0500548537

686
徹底カラー図解東京メトロ
のしくみ

マイナビ出版編集
部／編

マイナビ出版 3-0500547191

686 夜行列車よ永遠に
「旅と鉄道」編集
部／編

天夢人 3-0500555963

694
Ａｎｄｒｏｉｄアプリ完全（コンプ
リート）大事典　２０１８年版

太田百合子 技術評論社 3-0500546994

694
今すぐ使えるかんたんガイ
ドブックｉＰｈｏｎｅ完全（コン
プリート）

リンクアップ 技術評論社 3-0500547248

699
昭和のテレビと昭和のあな
た

奥山侊伸 海豹舎 3-0500542750

699 戦争と放送 竹山昭子 吉川弘文館 3-0500547290

ラベルの
記号

709 新日本遺産 平凡社 3-0500552561

710
２０世紀の総合芸術家イサ
ム・ノグチ

イサム・ノグチ／
作

平凡社 3-0500542864

723 消えたベラスケス ローラ・カミング 柏書房 3-0500554066

723 もっと知りたい熊谷守一
池田良平／監修・
著

東京美術 3-0500544627

723 ラファエロ 越川倫明 河出書房新社 3-0500550569
728 文字に美はありや。 伊集院静 文藝春秋 3-0500554471
730 版画、「あいだ」の美術 松山龍雄 阿部出版 3-0500530983

748 ユージン・スミス写真集
Ｗ．ユージン・スミ
ス

クレヴィス 3-0500543197

748 読売報道写真集２０１８ 読売新聞東京本社 3-0500559571
757 百合 原研哉 中央公論新社 3-0500553529
ティーンズ
764

ステップアップ吹奏楽ブラ
スバンド上達のポイント５５

佐藤博／監修 メイツ出版 3-0500548116

779 ストリップの帝王 八木澤高明 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500549975

779
世にも奇妙なニッポンのお
笑い

チャド・マレーン ＮＨＫ出版 3-0500546473

779
東都噺家百傑伝　冥土イン
ジャパンの巻

保田武宏 東京かわら版 3-0500551371

783.7 野村のイチロー論 野村克也 幻冬舎 3-0500553974

783.8
世界のトッププロが使うゴ
ルフの基本テクニック

吉田洋一郎 マイナビ出版 3-0500542917

801 欲望する「ことば」 嶋浩一郎 集英社 3-0500547472

809
心とカラダを整えるおとな
のための１分音読

山口謠司 自由国民社 3-0500548554

809
上手にあがりを隠して人前
で堂々と話す法

丸山久美子 同文舘出版 3-0500545713

809
生産性アップ！短時間で成
果が上がる「ミーティング」
と「会議」

沖本るり子 明日香出版社 3-0500547514

(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



810 大人のための言い換え力 石黒圭 ＮＨＫ出版 3-0500546867
810 語彙力上達ＢＯＯＫ 吉田裕子 総合法令出版 3-0500547594
813 広辞苑をつくるひと 三浦しをん 岩波書店 3-0500554141
816 江戸のＣＦＯ 大矢野栄次 日本実業出版社 3-0500542272
ティーンズ
816

小論文これだけ！模範解
答超基礎編

樋口裕一 東洋経済新報社 3-0500528600

837
英語で伝えたい日本紹介
きほんフレーズ２１００

江口裕之 ＤＨＣ 3-0500541155

844
英語と一緒に学ぶドイツ語
単語

宍戸里佳 べレ出版 3-0500547480

850 フランス，地方を巡る旅
Ｆａｂｉｅｎｎｅ　Ｇｕｉｌｌ
ｅｍｉｎ

駿河台出版社 3-0500459666

854
おしゃべりがはずむフラン
スの魔法のフレーズ

トリコロル・パリ 白水社 3-0500548157

ラベルの
記号

郷土青葉
291.3

あざみの時間 東急電鉄／編 東急電鉄 3-0500536171

郷土
210.2

県史跡・東高根遺跡 小薬一夫
かわさき市民アカデ
ミー

3-0500537492

郷土
492

とっさにつかえる！救急あ
んしんＢｏｏｋ

戸塚消防署 3-0500540076

郷土
629

にぎわいの森生きものガイ
ド

日本野鳥の会
古南幸弘ほか／
執筆・編集

横浜市役所環境創造
局みどりアップ推進課

3-0500540078

郷土
689

Ｍｅｍｏｒｉｅｓ　ｏｆ　ＨＯＴＥＬ
ＮＥＷ　ＧＲＡＮＤ

ホテルニューグラ
ンド／編著

神奈川新聞社 3-0500548345

「あたらしく入った本」3月号は、平成30年1月から同30年2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）


