
ラベルの
記号

910/ﾏ
松本清張「隠蔽と暴露」の
作家

高橋敏夫 集英社 3-0500555412

911.1 あなたと短歌 永田和宏 朝日新聞出版 3-0500552226
911.3 俳句、やめられません 岸本葉子 小学館 3-0500560366
912 能楽名作選　上 天野文雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500551158
912 能楽名作選　下 天野文雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500551159
文庫本
913

柳家小三治の落語　８ 柳家小三治 小学館 3-0500552584

913.6
浅見光彦と七人の探偵た
ち

内田康夫／他著 論創社 3-0500559564

文庫本
913.6

共犯関係 秋吉理香子 角川春樹事務所 3-0500529927

ティーンズ
913.6

５分後に思わず涙。 桃戸ハル／編著 学研プラス 3-0500504911

913.6/ｱ おもかげ 浅田次郎 毎日新聞出版 3-0500543105
913.6/ｱ 君を描けば嘘になる 綾崎隼 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500557555
ティーンズ
913.6/ｱ

キャロリング 有川浩 幻冬舎 3-0500545163

913.6/ｱ 雲上雲下 朝井まかて 徳間書店 3-0500563755
ティーンズ
913.6/ｱ

旅猫リポート 有川浩 講談社 3-0500460883

文庫本
913.6/ｲ

三成の不思議なる条々 岩井三四二 光文社 3-0500511542

913.6/ｲ 天の花 伊吹有喜 ポプラ社 3-0500562270
913.6/ｲ 百年泥 石井遊佳 新潮社 3-0500557460
913.6/ｵ 口笛の上手な白雪姫 小川洋子 幻冬舎 3-0500557766
913.6/ｵ モモコとうさぎ 大島真寿美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500559669
文庫本
913.6/ｶ

破獄 金子茂人 幻冬舎 3-0500495031

文庫本
913.6/ｶ

白金南蛮娘殺人事件 風野真知雄 文藝春秋 3-0500561712

文庫本
913.6/ｷ

顔に降りかかる雨 桐野夏生 講談社 3-0500496831

913.6/ｷ ヒトごろし 京極夏彦 新潮社 3-0500559490

913.6/ｷ 路上のＸ 桐野夏生 朝日新聞出版 3-0500561074

913.6/ｸ 祝葬 久坂部羊 講談社 3-0500563289
文庫本
913.6/ｺ

蚤とり侍 小松重男 光文社 3-0500528588

913.6/ｻ 遺訓 佐藤賢一 新潮社 3-0500550578
文庫本
913.6/ｻ

げんげ 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500561714

文庫本
913.6/ｻ

何が困るかって 坂木司 東京創元社 3-0500549132

あたらしく入った本
2018年4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/ｿ 小説Ｘ 蘇部健一 小学館 3-0500557773
文庫本
913.6/ﾀ

あきない世傳金と銀　５
転流篇

髙田郁 角川春樹事務所 3-0500563040

文庫本
913.6/ﾂ

曉天の志 辻堂魁 祥伝社 3-0500563242

913.6/ﾂ 僕と彼女の左手 辻堂ゆめ 中央公論新社 3-0500556862
913.6/ﾅ 樽とタタン 中島京子 新潮社 3-0500565345
913.6/ﾊ 天翔ける 葉室麟 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500551154
913.6/ﾐ ディア・ペイシェント 南杏子 幻冬舎 3-0500557768
ティーンズ
913.6/ﾐ

羊と鋼の森 宮下奈都 文藝春秋 3-0500561713

文庫本
913.6/ﾓ

血か、死か、無か？ 森博嗣 講談社 3-0500565348

914 オンナの奥義 大石静 文藝春秋 3-0500558771
914/ｲ 記憶の海辺 池内紀 青土社 3-0500544626

914/ﾌ
菅見妄語常識は凡人のも
の

藤原正彦 新潮社 3-0500555866

916/ｶ 我がおっぱいに未練なし 川崎貴子 大和書房 3-0500524243
916/ｺ 不死身の特攻兵 鴻上尚史 講談社 3-0500539699

929.8 黄色い日傘の娘 ウダイ・プラカーシ
大同生命国際文化基
金

3-0500535717

933/ﾁ 水底の女
レイモンド・チャン
ドラー

早川書房 3-0500545585

文庫本
933/ﾚ

オンブレ
エルモア・レナー
ド

新潮社 3-0500558674

933/ﾜ
三月十五日カエサルの最
期

ソーントン・ワイル
ダー

みすず書房 3-0500558464

外国語
933/S

Ｌｉｎｃｏｌｎ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｂａｒｄｏ
Ｇｅｏｒｇｅ　Ｓａｕｎｄ
ｅｒｓ

Ｂｏｌｌｍｓｂｕｒｙ 3-0500554939

ラベルの
記号

002 調べるチカラ 野崎篤志 日本経済新聞出版社 3-0500554832

007.1
ＡＩ　ｖｓ．教科書が読めない
子どもたち

新井紀子 東洋経済新報社 3-0500560737

007.1
Ｐｙｔｈｏｎで動かして学ぶ！
あたらしい機械学習の教科
書

伊藤真 翔泳社 3-0500557252

007.6
アタマとカラダで理解す
る！コンピュータプログラム
はどのように動くのか？

川俣晶 技術評論社 3-0500555266

情報科学
007.6

はじめよう！システム設計 羽生章洋 技術評論社 3-0500557929

021
文字起こし＆テープ起こし
即戦力ドリル

廿里美 エフスタイル 3-0500534635

049
今の科学でここまでわかっ
た世界の謎９９

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

3-0500560224

ティーンズ
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 縄文人に相談だ 望月昭秀 国書刊行会 3-0500557272

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



159 ほどよく距離を置きなさい 湯川久子 サンマーク出版 3-0500540637
164 恐い女 沖田瑞穂 原書房 3-0500558773
198 内村鑑三 若松英輔 岩波書店 3-0500557098

209 失敗だらけの人類史
ステファン・ウェイ
ア

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

3-0500556299

209 諸説世界史研究　〔２０１７〕 木村靖二／編 山川出版社 3-0500555764
文庫本
210

歴史の話 網野善彦 朝日新聞出版 3-0500552219

文庫本
210.2

日本の土偶 江坂輝彌 講談社 3-0500554781

210.3 古代史講義 佐藤信／編 筑摩書房 3-0500553620
210.3 倭の五王 河内春人 中央公論新社 3-0500556692
210.5 幕末の海軍 神谷大介 吉川弘文館 3-0500549135

210.5
ほんとうはものすごい幕末
幕府

野口武彦／著・監
修

実業之日本社 3-0500536052

文庫本
210.5

歴史のなかの新撰組 宮地正人 岩波書店 3-0500540504

210.5
レンズが撮らえた幕末維新
の日本

高橋則英／監修 山川出版社 3-0500546957

210.6 維新の影 姜尚中 集英社 3-0500558290
210.6 王政復古 久住真也 講談社 3-0500555865
213 相模武士団 関幸彦／編 吉川弘文館 3-0500512812
216 大坂　民衆の近世史 塚田孝 筑摩書房 3-0500545334

221
韓国と日本がわかる最強
の韓国史

八幡和郎 育鵬社 3-0500551538

221 朝鮮史　１ 李成市／編 山川出版社 3-0500532745
221 朝鮮史　２ 李成市／編 山川出版社 3-0500532746
222 渤海国とは何か 古畑徹 吉川弘文館 3-0500549136
226 ９．１１後の現代史 酒井啓子 講談社 3-0500555862
230 ルネサンス再入門 澤井繁雄 平凡社 3-0500540225
234 ホロコーストと戦後ドイツ 高橋秀寿 岩波書店 3-0500550890

281
日本人だけが知らない世
界から尊敬される日本人

ケント・ギルバート ＳＢクリエイティブ 3-0500552694

289/ｶ ガンディー 竹中千春 岩波書店 3-0500557100
文庫本
289/ｼ

エヴァの震える朝 エヴァ・シュロス 朝日新聞出版 3-0500552593

289/ｾ
「米軍（アメリカ）が恐れた
不屈の男」瀬長亀次郎の
生涯

佐古忠彦 講談社 3-0500559822

289/ﾄ 獄中十八年 徳田球一 講談社 3-0500546905

289/ﾏ 逃げ切る力 馬英華 日本経済新聞出版社 3-0500544602
289/ﾐ 義経伝説と義朝伝説 原田信男 岩波書店 3-0500550381
289/ﾜ ワットとスティーヴンソン 大野誠 山川出版社 3-0500535547

290
世界「奇景」探索百科　南
北アメリカ・オセアニア編

ジョシュア・フォア 原書房 3-0500553099

文庫本
290

手塚治虫エッセイ集成ぼく
の旅行記

手塚治虫 立東舎 3-0500549101

291.2 仙台週末おでかけ案内
ございん仙台編
集部

メイツ出版 3-0500538514

291.3
高齢者にも楽しめる東京近
郊の尾根歩き

三塚正志 創英社／三省堂書店 3-0500549103

291.3 ダーリンの東京散歩 小栗左多里 小学館 3-0500557430
291.8 四国　〔２０１８〕 ＪＴＢパブリッシング 3-0500552719



291.9 沖縄　〔２０１８〕 ＪＴＢパブリッシング 3-0500547226

292.3
旅するラオス・ルアンパ
バーン案内＋ついでにハノ
イ＆サパ

島本美由紀
パイインターナショナ
ル

3-0500546579

ラベルの
記号

302
一気にわかる！池上彰の
世界情勢　２０１８

池上彰 毎日新聞出版 3-0500557707

302.5
地図で見るラテンアメリカ
ハンドブック

オリヴィエ・ダベー
ヌ

原書房 3-0500546919

304
安倍「日本会議」政権と共
犯者たち

佐高信 河出書房新社 3-0500558681

304 日本再興戦略 落合陽一 幻冬舎 3-0500559459
304 日本の未来の大問題 丹羽宇一郎 ＰＨＰ研究所 3-0500557570
304 人間の未来ＡＩの未来 山中伸弥 講談社 3-0500562184
304 ひとはなぜ戦争をするのか 寺島実郎 岩波書店 3-0500559036
304 ポスト「戦後」の進路を問う 白井聡 かもがわ出版 3-0500559909

309
ヒトラー『わが闘争』とは何
か

クロード・ケテル 原書房 3-0500556714

309
松田道雄と「いのち」の社
会主義

高草木光一 岩波書店 3-0500559037

309 「リベラル」という病 岩田温 彩図社 3-0500558656
312.1 ＴＨＥ独裁者 古賀茂明 ベストセラーズ 3-0500557953
312.1 平成デモクラシー史 清水真人 筑摩書房 3-0500553619
312.2 中国政治の社会態制 天児慧 岩波書店 3-0500558608

313 日本人と象微天皇
「ＮＨＫスペシャ
ル」取材班

新潮社 3-0500547992

316
子どもの人権をまもるため
に

木村草太／編 晶文社 3-0500561479

317
国家試験カタログ
２０１９－２０年版

自由国民社 3-0500548842

319.2
朝鮮戦争は、なぜ終わらな
いのか

五味洋治 創元社 3-0500549069

319.5
米中海戦はもう始まってい
る

マイケル・ファベイ 文藝春秋 3-0500558768

324
スペシャリストが教える借
地権の悩みベストな解決法

住友林業レジデン
シャル／編著

現代書林 3-0500549119

文庫本
324

無国籍の日本人 井戸まさえ 集英社 3-0500556631

325
合同会社〈ＬＬＣ〉設立＆運
営完全ガイド

横須賀輝尚 技術評論社 3-0500558462

327 弁護士の格差 秋山謙一郎 朝日新聞出版 3-0500554126
327 弁護士の仕事図鑑 鬼頭政人／編 中央経済社 3-0500549816

329
東京裁判をゼロからやり直
す

ケント・ギルバート 小学館 3-0500560364

332.1 オリンピック恐慌 岸博幸 幻冬舎 3-0500559153
332.1 日本経済論 櫻井宏二郎 日本評論社 3-0500555913
文庫本
333

グローバル・シティ
サスキア・サッセ
ン

筑摩書房 3-0500561766

335 ベンチャー経営論 長谷川博和 東洋経済新報社 3-0500556651

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



情報科学
335.1

アマゾンが描く２０２０年の
世界

田中道昭 ＰＨＰ研究所 3-0500540729

335.3 日本の中小企業 関満博 中央公論新社 3-0500549847

336
図解・やるべきことがよくわ
かるドラッカー式マネジメン
ト入門

竹石健／編著 イースト・プレス 3-0500553130

336.1

大前研一デジタル・ディスラ
プション〈デジタル化による
破壊的変革〉時代の生き残
り方

大前研一／編著 プレジデント社 3-0500558713

336.2
図解でわかる！利益を出
す生産性

藤原毅芳 秀和システム 3-0500549852

336.4
図解でわかる！確定拠出
年金

風呂内亜矢 秀和システム 3-0500547240

336.4
図解でわかる！ファシリ
テーション

松山真之助 秀和システム 3-0500557227

336.5
相手をイラッとさせない！
メールの好感度を上げるマ
ナー＆文例

杉本祐子 主婦の友社 3-0500555938

336.9
いちばんわかりやすいはじ
めての簿記入門

柴山政行 成美堂出版 3-0500550999

ティーンズ
338

東南アジアで働く 横山和子 ぺりかん社 3-0500544946

338
トップ１％の人だけが知っ
ている「仮想通貨の真実」4

俣野成敏 日本経済新聞出版社 3-0500558488

338
日本経済の心臓　証券市
場誕生！

日本取引所グ
ループ

集英社 3-0500548019

342 勘定奉行の江戸時代 藤田覚 筑摩書房 3-0500561458

350
あなたのまわりのデータの
不思議

景山三平 実教出版 3-0500527564

351 ４７都道府県の偏差値 久保哲朗 小学館 3-0500560361
361.4 イングリッシュネス ケイト・フォックス みすず書房 3-0500546872

361.4
新・世界の日本人ジョーク
集

早坂隆 中央公論新社 3-0500545574

361.4 日本メディア史年表 土屋礼子／編 吉川弘文館 3-0500552376
361.8 新・日本の階級社会 橋本健二 講談社 3-0500555864

366.2
高次脳機能障害のある人
への復職・就職ガイドブック

齋藤薫 中央法規出版 3-0500549089

366.3 働く女子のキャリア格差 国保祥子 筑摩書房 3-0500553622

367.2 「子なし」のリアル 奥平紗実
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500548437

367.3
母・娘・祖母が共存するた
めに

信田さよ子 朝日新聞出版 3-0500545555

文庫本
367.7

古希のリアル 勢古浩爾 草思社 3-0500559895

文庫本
367.7

老後破産
ＮＨＫスペシャル
取材班

新潮社 3-0500558668

371 多文化教育の国際比較 松尾知明 明石書店 3-0500549532

372
子どもが主役の学校、作り
ました。

竹内薫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500549973

376.1
保育で大活躍！もっと楽し
い！手袋シアター

ａｍｉｃｏ ナツメ社 3-0500546139

378 １５歳のコーヒー屋さん 岩野響 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500549637



文庫本
380

写真で辿る折口信夫の古
代

芳賀日出男 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500548982

ラベルの
記号

411 方程式のガロア群 金重明 講談社 3-0500555804
429 ニュートリノってナンダ？ 荒船良孝 誠文堂新光社 3-0500546161

443 偉大なる宇宙の物語
ローレンス・クラウ
ス

青土社 3-0500557897

473 粘菌
ジャスパー・
シャープ

誠文堂新光社 3-0500546106

481 骨格百科
アンドリュー・カー
ク

グラフィック社 3-0500544977

493.1 内臓脂肪を最速で落とす 奥田昌子 幻冬舎 3-0500559155

493.7
運転を続けるための認知
症予防

浦上克哉 ＪＡＦメディアワークス 3-0500552138

493.9
非行と反抗がおさえられな
い子どもたち

富田拓 合同出版 3-0500551026

498 最期も笑顔で 花戸貴司 朝日新聞出版 3-0500556262
498.2 だまされない 鎌田實 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500559960
522 台湾レトロ建築案内 辛永勝／文・写真 エクスナレッジ 3-0500557314
538 宇宙に命はあるのか 小野雅裕 ＳＢクリエイティブ 3-0500561183

574
製造・輸出国別でわかる！
化学物質規制ガイド

東京環境経営研
究所／監修

第一法規 3-0500555600

588 味噌大全 渡邊敦光／監修 東京堂出版 3-0500562632

ラベルの
記号

591 老前破産 荻原博子 朝日新聞出版 3-0500554447

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　３
（ｎｏ．１３７）

主婦と生活社 3-0500562139

596 アマゾンの料理人 太田哲雄 講談社 3-0500555861
596 有元葉子の台所術 有元葉子 筑摩書房 3-0500558769

596.2
子どもに食べさせたいすこ
やかごはん

おかあさんの輪 暮しの手帖社 3-0500542498

611
いま蘇る柳田國男の農政
改革

山下一仁 新潮社 3-0500558322

611 地域を支える農協 高橋巌／編著 コモンズ 3-0500551021
627 西川綾子の花ぐらし 西川綾子 創森社 3-0500556802
664 海藻の歴史 カオリ・オコナー 原書房 3-0500556711

673
これからの飲食店マネジメ
ントの教科書

山川博史 同文舘出版 3-0500557933

675 傑作品大図鑑 エイ出版社 3-0500550295
686 えきたの　アート編 伊藤博康 創元社 3-0500549157

686 江ノ電ものがたり
ＴＡＢＩＬＩＳＴＡ編集
部／編

双葉社 3-0500541832

686 鉄道ふしぎ探検隊 河尻定 日本経済新聞出版社 3-0500562289
699 昭和バラエティ番組の時代 田村隆 河出書房新社 3-0500558683

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



ラベルの
記号

723 クリムト クリムト／画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500553115
726 ギガタウン こうの史代 朝日新聞出版 3-0500556258

726
１００年後に残したい！マン
ガ名作

日本漫画家協会
／監修

玄光社 3-0500542997

727 日本のグラフィック１００年
山形季央／編集・
著

パイインターナショナ
ル

3-0500556853

754.9 リース折り紙12か月 永田紀子 日貿出版社 3-0500539768

755
アンティークジュエリー美術
館

平凡社 3-0500544850

762
ジャジューカの夜、スー
フィーの朝

サラーム海上 ＤＵ　ＢＯＯＫＳ 3-0500554726

762.3 シベリウス 神部智 音楽之友社 3-0500550703
ティーンズ
777

文楽のすゝめ
竹本織太夫／監
修

実業之日本社 3-0500553139

778 「ポスト宮崎駿」論 長山靖生 新潮社 3-0500547993
778/ｲ Ｌｉｌｙ 石田ゆり子 文藝春秋 3-0500559192
文庫本
778/ﾁ

チャップリン自伝
チャールズ・チャッ
プリン

新潮社 3-0500550993

780 イップス 澤宮優 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500557954

782
金哲彦のマラソンメンタル
強化メソッド

金哲彦 実業之日本社 3-0500548497

782
日大式で差がつく！陸上競
技跳躍種目トレーニング

森長正樹／監修 メイツ出版 3-0500546125

786
山岳読図ナヴィゲーション
大全

村越真 山と溪谷社 3-0500548549

793
ローラン・ボーニッシュの
ブーケレッスン

ローラン・ボーニッ
シュ

誠文堂新光社 3-0500556351

795
初段突破楽に勝てる石の
形

三村智保 ＮＨＫ出版 3-0500554481

809
声と言葉のプロが教える伝
わる話し方

のざききいこ 秀和システム 3-0500556665

810
日本語教育に役立つ心理
学入門

小林明子 くろしお出版 3-0500555891

810
日本語教師になるための
学校ガイド　２０１８

イカロス出版 3-0500549277

814
大人の言葉えらびが使える
順でかんたんに身につく本

吉田裕子 かんき出版 3-0500557469

814
〈図解〉まるわかり時事用
語　　　２０１８→２０１９年版

ニュース・リテラ
シー研究所／編
著

新星出版社 3-0500547104

816
あなたの文章が劇的に変
わる５つの方法

尾藤克之 三笠書房 3-0500553446

821 雨かんむり漢字読本 円満字二郎 草思社 3-0500555270

837
外国人から日本についてよ
く聞かれる質問２００

森田正康
クロスメディア・ラン
ゲージ

3-0500556419

(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

郷土に関する本



ラベルの
記号

郷土
291.3

神奈川ぶらり歴史散歩 神奈川県観光企画課 3-0500549263

郷土
291.3

かながわ歴旅 神奈川県観光企画課 3-0500549264

郷土
783.7

ベイスターズ２０１７
下剋上の軌跡

神奈川新聞社／
編

神奈川新聞社 3-0500557350

郷土
783.7

私の愛した横浜野球史 花上喜代志 さいど舎 3-0500555217

「あたらしく入った本」4月号は、平成30年2月から同30年3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

（青葉区、横浜市、神奈川県）


