
ラベルの
記号

902
ＳＦが読みたい！
２０１８年版

ＳＦマガジン編集
部／編

早川書房 3-0500562586

910/ｾ
おちゃめに１００歳！寂聴さ
ん

瀬尾まなほ 光文社 3-0500539709

文庫本
911.1

紀貫之 大岡信 筑摩書房 3-0500561768

文庫本
913.6/ｱ

明日の子供たち 有川浩 幻冬舎 3-0500579824

文庫本
913.6/ｱ

道後温泉・石鎚山殺人事
件

梓林太郎 光文社 3-0500537052

913.6/ｱ
秘録・公安調査庁アンダー
カバー

麻生幾 幻冬舎 3-0500572112

913.6/ｱ 本のエンドロール 安藤祐介 講談社 3-0500570044

913.6/ｲ
１ミリの後悔もない、はずが
ない

一木けい 新潮社 3-0500559491

913.6/ｲ 爽年 石田衣良 集英社 3-0500578278
文庫本
913.6/ｲ

鷹ノ目 犬飼六岐 文藝春秋 3-0500561721

913.6/ｲ わたしの忘れ物 乾ルカ 東京創元社 3-0500571120
文庫本
913.6/ｳ

終わった人 内館牧子 講談社 3-0500572163

文庫本
913.6/ｳ

雌雄の決 上田秀人 幻冬舎 3-0500572291

文庫本
913.6/ｳ

相嵌 上田秀人 徳間書店 3-0500579412

文庫本
913.6/ｳ

妾屋の四季 上田秀人 幻冬舎 3-0500572292

ティーンズ
913.6/ｴ

カブキブ！　７ 榎田ユウリ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500541891

913.6/ｶ
ウィステリアと三人の女た
ち

川上未映子 新潮社 3-0500577308

文庫本
913.6/ｶ

笹の舟で海をわたる 角田光代 新潮社 3-0500498610

ティーンズ
913.6/ｶ

ソードアート・オンラインプ
ログレッシブ　５

川原礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500561199

文庫本
913.6/ｷ

稲妻の侠（おとこ） 喜安幸夫 光文社 3-0500569972

913.6/ｷ さざなみのよる 木皿泉 河出書房新社 3-0500583255
文庫本
913.6/ｸ

悪大名裁き 倉阪鬼一郎 コスミック出版 3-0500570116

913.6/ｸ じっと手を見る 窪美澄 幻冬舎 3-0500580687
文庫本
913.6/ｺ

隠密同心幻の孤影　３ 小杉健治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500565892

文庫本
913.6/ｺ

烈火の裁き 小杉健治 光文社 3-0500580697

あたらしく入った本
2018年6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/ｻ

大晦り 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500458817

文庫本
913.6/ｻ

流れの勘蔵 佐伯泰英 角川春樹事務所 3-0500581427

913.6/ｼ オリンピックへ行こう！ 真保裕一 講談社 3-0500576045
文庫本
913.6/ｼ

隠密目付秋月小源太 島田一男 コスミック出版 3-0500561869

913.6/ｼ 引き抜き屋　１ 雫井脩介 ＰＨＰ研究所 3-0500572987
913.6/ｼ 引き抜き屋　２ 雫井脩介 ＰＨＰ研究所 3-0500572988
913.6/ｼ ヘイ・ジュード 小路幸也 集英社 3-0500585534
913.6/ｾ そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 文藝春秋 3-0500565425
文庫本
913.6/ｾ

チョコレート・セレブレーショ
ン

星奏なつめ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500557175

913.6/ﾀ トッカン徴収ロワイヤル 高殿円 早川書房 3-0500574244
文庫本
913.6/ﾁ

黒猫の小夜曲（セレナー
デ）

知念実希人 光文社 3-0500553491

文庫本
913.6/ﾁ

紫の夢 千野隆司 双葉社 3-0500563127

913.6/ﾃ ペインレス　上 天童荒太 新潮社 3-0500583784
913.6/ﾃ ペインレス　下 天童荒太 新潮社 3-0500583785
文庫本
913.6/ﾄ

奥州乱雲の剣 鳥羽亮 祥伝社 3-0500571387

文庫本
913.6/ﾄ

零れた明日 堂場瞬一 中央公論新社 3-0500585150

913.6/ﾄ 砂の家 堂場瞬一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500586028
文庫本
913.6/ﾄ

闇姫変化 鳥羽亮 講談社 3-0500563271

文庫本
913.6/ﾅ

金曜日の本屋さん
冬のバニラアイス

名取佐和子 角川春樹事務所 3-0500563039

913.6/ﾅ 小屋を燃す 南木佳士 文藝春秋 3-0500576330
913.6/ﾅ にらみ 長岡弘樹 光文社 3-0500572711

913.6/ﾅ
ぼくときみの半径にだけ届
く魔法

七月隆文 幻冬舎 3-0500579095

文庫本
913.6/ﾅ

秘剣三日月斬り 鳴海丈 廣済堂出版 3-0500556776

ティーンズ
913.6/ﾅ

Ｒｅ：ゼロから始める異世界
生活　１６

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500574796

文庫本
913.6/ﾊ

春雷 葉室麟 祥伝社 3-0500520361

文庫本
913.6/ﾋ

流 東山彰良 講談社 3-0500505547

文庫本
913.6/ﾋ

ラプラスの魔女 東野圭吾 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500565024

文庫本
913.6/ﾌ

隠密旗本 福原俊彦 光文社 3-0500561359

文庫本
913.6/ﾌ

雪晴れ 藤原緋沙子 文藝春秋 3-0500580322

913.6/ﾎ あの夏、二人のルカ 誉田哲也 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500586025
913.6/ﾏ 湖畔の愛 町田康 新潮社 3-0500574184
913.6/ﾐ あやかし草紙 宮部みゆき ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500585839
文庫本
913.6/ﾐ

荒神 宮部みゆき 新潮社 3-0500498612



文庫本
913.6/ﾐ

うつろ屋軍師 簑輪諒 祥伝社 3-0500554433

913.6/ﾕ デートクレンジング 柚木麻子 祥伝社 3-0500580726
913.6/ﾖ 雪割草 横溝正史 戎光祥出版 3-0500568352

914/ｱ
探してるものはそう遠くない
のかもしれない

新井見枝香 秀和システム 3-0500549127

914/ｱ 昭和と歌謡曲と日本人 阿久悠 河出書房新社 3-0500538952
文庫本
914/ｵ

卵を買いに 小川糸 幻冬舎 3-0500561344

914/ｿ 身辺整理、わたしのやり方 曽野綾子 興陽館 3-0500546529
914/ﾉ 犬棒日記 乃南アサ 双葉社 3-0500574369
914/ﾊ 不倫のオーラ 林真理子 文藝春秋 3-0500576847
文庫本
914/ﾐ

いのちの姿 宮本輝 集英社 3-0500532464

914/ﾑ ほどほど快適生活百科 群ようこ 集英社 3-0500566267
914/ﾔ 吉祥寺デイズ 山田詠美 小学館 3-0500571814

914/ﾕ
バッグをザックに持ち替え
て

唯川恵 光文社 3-0500583206

916 過去六年間を顧みて かこさとし 偕成社 3-0500572274
916/ｽ 脳は回復する 鈴木大介 新潮社 3-0500563747

930/ﾁ
フィリップ・マーロウの教え
る生き方

レイモンド・チャン
ドラー

早川書房 3-0500574243

933/ｽ マザリング・サンデー
グレアム・スウィフ
ト

新潮社 3-0500577315

ティーンズ
933/ﾊ

嘘の木
フランシス・ハー
ディング

東京創元社 3-0500532549

文庫本
933/ﾋ

マリーンワン
ジェームス・Ｗ．
ヒューストン

小学館 3-0500569479

文庫本
933/ﾏ

コールド・コールド・グラウ
ンド

エイドリアン・マッ
キンティ

早川書房 3-0500579093

936 アウシュヴィッツの歯科医
ベンジャミン・ジェ
イコブス

紀伊國屋書店 3-0500561380

936 母のがん
ブライアン・フィー
ス

ちとせプレス 3-0500578689

943/ﾌ 乗客ナンバー２３の消失
セバスチャン・フィ
ツェック

文藝春秋 3-0500576324

963 夜のみだらな鳥 ホセ・ドノソ 水声社 3-0500566110

ラベルの
記号

情報科学
007.6

Ｐｙｔｈｏｎの絵本 アンク 翔泳社 3-0500563803

016 シリアの秘密図書館
デルフィーヌ・ミ
ヌーイ

東京創元社 3-0500566986

017 学校図書館の基礎と実際 後藤敏行 樹村房 3-0500570910

019 絶景本棚
本の雑誌編集部
／編

本の雑誌社 3-0500565484

019 読む京都 入江敦彦 本の雑誌社 3-0500569212

021
よくわかる音楽著作権ビジ
ネス　基礎編

安藤和宏 リットーミュージック 3-0500565503

122 はじめて学ぶ中国思想 渡邉義浩／編著 ミネルヴァ書房 3-0500577389

126 インド哲学１０講 赤松明彦 岩波書店 3-0500574710

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理



140 行動分析学 坂上貴之 有斐閣 3-0500574760
151 バカロレア幸福論 坂本尚志 星海社 3-0500566945
159 これはしない、あれはする 小林照子 サンマーク出版 3-0500551624
159 残酷すぎる成功法則 エリック・バーカー 飛鳥新社 3-0500533542

159
４０代でシフトする働き方の
極意

佐藤優 青春出版社 3-0500544927

文庫本
183

全品現代語訳法華経 大角修／訳・解説 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500574209

198
マーティン・ルーサー・キン
グ

黒﨑真 岩波書店 3-0500574712

210.2 国宝「火焔型土器」の世界 石原正敏 新泉社 3-0500562694

210.4
もうひとつの応仁の乱
享徳の乱・長享の乱

水野大樹 徳間書店 3-0500576282

210.5 龍馬暗殺 桐野作人 吉川弘文館 3-0500564282

210.7 １９６８　１　文化
四方田犬彦／編
著

筑摩書房 3-0500554482

文庫本
221

済州島四・三事件 文京洙 岩波書店 3-0500564601

281
僕たちが何者でもなかった
頃の話をしよう　続

池田理代子 文藝春秋 3-0500564707

283 パリのすてきなおじさん
金井真紀／文と
絵

柏書房 3-0500533265

289/ｱ 足利尊氏と足利直義 山家浩樹 山川出版社 3-0500567387
290 世界がわかる地理学入門 水野一晴 筑摩書房 3-0500569548

290
地球の歩き方　Ｄ　１６
（２０１８～２０１９年版）

地球の歩き方編
集室／編著

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500575324

291.3 攻める山城５０城 清野明 山と溪谷社 3-0500563340
291.3 ほじくりストリートビュー 能町みね子 交通新聞社 3-0500491365
293.8 十五の夏　下 佐藤優 幻冬舎 3-0500576655

ラベルの
記号

文庫本
302.2

言ってはいけない中国の真
実

橘玲 新潮社 3-0500576250

302.2
今の巨大中国は日本が
作った

副島隆彦 ビジネス社 3-0500587616

302.2
オマーンを知るための５５
章

松尾昌樹／編著 明石書店 3-0500568268

304
大前研一世界の潮流
２０１８～１９

大前研一 プレジデント社 3-0500581273

304 現代社会用語集 入江公康 新評論 3-0500565085

304 世界の未来
エマニュエル・トッ
ド

朝日新聞出版 3-0500562572

文庫本
304

直感はわりと正しい 内田樹 朝日新聞出版 3-0500503433

304
半分生きて、半分死んでい
る

養老孟司 ＰＨＰ研究所 3-0500563962

304
「ポスト真実」の世界をどう
生きるか

小森陽一／編著 新日本出版社 3-0500583019

309
「立憲民主党」　「朝日新
聞」という名の“偽リベラル”

八幡和郎 ワニブックス 3-0500566885

311
政治哲学とは何であるか？
とその他の諸研究

レオ・シュトラウス 早稲田大学出版部 3-0500137419

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



文庫本
311

政治の約束 ハンナ・アレント 筑摩書房 3-0500570069

312.1 情報隠蔽国家 青木理 河出書房新社 3-0500566852
312.2 世界の中国化をくい止めろ 宮崎正弘 ビジネス社 3-0500562625
312.2 習近平帝国の暗号２０３５ 中澤克二 日本経済新聞出版社 3-0500570676

312.2
習近平の終身独裁で始ま
る中国の大暗黒時代

石平 徳間書店 3-0500543581

312.3
そしてドイツは理想を見
失った

川口マーン惠美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500570169

312.3 ベルルスコーニの時代 村上信一郎 岩波書店 3-0500565304

312.3
メルケルと右傾化するドイ
ツ

三好範英 光文社 3-0500563725

312.5 炎と怒り
マイケル・ウォル
フ

早川書房 3-0500566369

317
最新最強の資格の取り方・
選び方全ガイド　’１９年版

成美堂出版編集
部／編

成美堂出版 3-0500512017

317
資格取り方選び方全ガイド
２０１９

高橋書店編集部
／編

高橋書店 3-0500504851

318.2 贖罪 音喜多駿 幻冬舎 3-0500579090
318.5 公文書問題 瀬畑源 集英社 3-0500564130

319
誰が世界を支配しているの
か？

ノーム・チョムス
キー

双葉社 3-0500565091

319.2 米国衰退、中国膨張 宮崎正弘 海竜社 3-0500566444
323 広告が憲法を殺す日 本間龍 集英社 3-0500582407
323 総点検日本国憲法の７０年 宍戸常寿／編 岩波書店 3-0500577149
324 １８歳成人社会ハンドブック 田中治彦／編著 明石書店 3-0500571804

324
身内がなくなってからでは
遅い「相続放棄」が分かる
本

椎葉基史 ポプラ社 3-0500563376

326 老いぼれ記者魂 早瀬圭一 幻戯書房 3-0500565483
329 新・東京裁判論 櫻井よしこ／ほか 産経新聞出版 3-0500579937
331 経済数学入門の入門 田中久稔 岩波書店 3-0500565306
331 贅沢の法則 田村正紀 白桃書房 3-0500538206
331 ２１世紀の楕円幻想論 平川克美 ミシマ社 3-0500560747

331
若い読者のための経済学
史

ナイアル・キシテ
イニー

すばる舎 3-0500566238

332 「産業革命以前」の未来へ 野口悠紀雄 ＮＨＫ出版 3-0500579611
332 入門資本主義経済 伊藤誠 平凡社 3-0500564181
332.1 官僚たちのアベノミクス 軽部謙介 岩波書店 3-0500565302

332.1 シェアリングエコノミー 田村八洲夫
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500572297

336
世界基準のビジネス英会
話

竹村和浩 三修社 3-0500580526

336 評価の経済学
デビッド・ウォー
ラー

日経ＢＰ社 3-0500564174

336.1
Ｅｘｃｅｌからはじめるビッグ
データ分析

針原森夫 マイナビ出版 3-0500562599

336.1 数字は人格 小山昇 ダイヤモンド社 3-0500548048

336.4
すぐに実践できるコミュニ
ケーション読本

西野樹美子 中央経済社 3-0500577748

336.4
全米ＮＯ．１バンカーが教え
る最強の気くばり

酒井レオ サンマーク出版 3-0500568715

336.9 明解会計学入門 髙橋洋一 あさ出版 3-0500580410



338
ＦＰ大家だけが知っている
資産形成に中古ワンルー
ムを選ぶと失敗しない理由

齋藤岳志 合同フォレスト 3-0500558776

338 仮想通貨バブル
日本経済新聞社
／編

日本経済新聞出版社 3-0500572974

338
３０００円投資生活で本当
に人生を変える！

横山光昭 アスコム 3-0500499790

338 没落の東京マーケット 太田康夫 日本経済新聞出版社 3-0500573001
ティーンズ
338

まだ間に合う日本株投資 鈴木亮 日本経済新聞出版社 3-0500573734

338 リーマン・ショック 篠原尚之 毎日新聞出版 3-0500565856

345
知らないと損をする最新配
偶者控除「つまりいくらまで
働ける？」がわかる本

梅本正樹 秀和システム 3-0500574915

345 ルポ　タックスヘイブン
朝日新聞ＩＣＩＪ取
材班

朝日新聞出版 3-0500582068

348
森友・国有地払下げ不正
の構造

小川敏夫 緑風出版 3-0500567290

361.4 「すごさ」の認め方 篠田真宏
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500563322

361.4 ヒューマンライブラリー 坪井健／編著 明石書店 3-0500564757

361.4
「また会いたい」と思われる
人

鹿島しのぶ 三笠書房 3-0500569473

361.8 日本の分断 吉川徹 光文社 3-0500582423

365 深刻化する「空き家」問題

日本弁護士連合
会法律サービス
展開本部自治体
等連携センター／
編

明石書店 3-0500576682

366 １０年後の仕事図鑑 落合陽一 ＳＢクリエイティブ 3-0500579554

366
働き方と年収の壁の経済
学

石塚浩美 日本評論社 3-0500576747

366.2
５８歳からのハローワーク
２００％活用術

日向咲嗣 朝日新聞出版 3-0500571008

366.2 大丈夫、働けます。 成澤俊輔 ポプラ社 3-0500570652
366.2 ４０歳からの「転職格差」 黒田真行 ＰＨＰ研究所 3-0500572977

366.4
「同一労働同一賃金」のす
べて

水町勇一郎 有斐閣 3-0500565858

366.7 家庭と仕事の心理学 尾形和男／編著 風間書房 3-0500578359
367.7 自分の終い方 高橋寛美 総合法令出版 3-0500570635
367.7 定年入門 髙橋秀実 ポプラ社 3-0500571857
367.7 老人の取扱説明書 平松類 ＳＢクリエイティブ 3-0500580442
368 貧困問題の新地平 丸山里美／編 旬報社 3-0500559623
368 ルポ川崎 磯部涼 サイゾー 3-0500548524

369
動作の“なぜ”がわかる基
礎介護技術

前川美智子 中央法規出版 3-0500571615

369.2 精神障害とともに
南日本新聞取材
班

ラグーナ出版 3-0500555102

369.2
共に生きるための障害福
祉学入門

結城俊哉／編 大月書店 3-0500572903

369.2
もし明日、親が倒れても仕
事を辞めずにすむ方法

川内潤 ポプラ社 3-0500571856

371 教育心理学 濱口佳和／編著 ミネルヴァ書房 3-0500569225
371 こどもを育む環境蝕む環境 仙田満 朝日新聞出版 3-0500580338



子育て
376.1

モンテッソーリ子育て
～はじまりはお家から～

藤原愉美／監修 文化学園文化出版 3-0500571017

参考書
376.8

首都圏高校受験案内
２０１９年度用

晶文社学校案内
編集部／編集

晶文社 3-0500578759

参考書
376.8

首都圏中学受験案内
２０１９

晶文社学校案内
編集部／編集

晶文社 3-0500578760

379 考える力の育て方 飛田基 ダイヤモンド社 3-0500505249
379 わが子のやる気の育て方 ジョビィキッズ マガジンハウス 3-0500525941
382 京のたしなみ 平凡社 3-0500568159
383.8 ワインの世界史 山本博 日本経済新聞出版社 3-0500568372

385
お坊さんがイチから教え
る！葬儀・法要・お墓・仏壇
のすべて

現代の葬儀を考
える僧侶の会・監
修

主婦の友社 3-0500568274

ラベルの
記号

404
広辞苑を３倍楽しむ
その２

岩波書店編集部
／編

岩波書店 3-0500566241

417 サンプリングって何だろう 廣瀬雅代 岩波書店 3-0500569951

429
トコトンやさしい宇宙線と素
粒子の本

山﨑耕造 日刊工業新聞社 3-0500556396

443 天空の地図 アン・ルーニー
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

3-0500572781

443 星と星座パーフェクトガイド 藤井旭 誠文堂新光社 3-0500575381
448 地図の進化論 若林芳樹 創元社 3-0500556774

451
オーロラ・ウォッチングガイ
ド

赤祖父俊一／監
修

誠文堂新光社 3-0500557524

451 トコトン図解気象学入門 釜堀弘隆 講談社 3-0500576699
457 楽しい日本の恐竜案内 石垣忍／監修 平凡社 3-0500577120

465
美しい電子顕微鏡写真と
構造図でみるウィルス図鑑
１０１

マリリン・Ｊ．ルー
シンク

創元社 3-0500564808

467 絵でわかる進化のしくみ 山田俊弘 講談社 3-0500568252
467 合成生物学の衝撃 須田桃子 文藝春秋 3-0500582082

467 利己的な遺伝子
リチャード・ドーキ
ンス

紀伊國屋書店 3-0500563250

468
生き物はどのように土にか
えるのか

大園享司 ベレ出版 3-0500558294

470 野草の名前　春
高橋勝雄／解説・
写真

山と溪谷社 3-0500555918

470 野草の名前　秋・冬
高橋勝雄／解説・
写真

山と溪谷社 3-0500515748

471 植物は〈未来〉を知っている
ステファノ・マン
クーゾ

ＮＨＫ出版 3-0500575451

479
見る、育てる、味わう五感
で楽しむ蓮図鑑

高畑公紀 淡交社 3-0500555521

480
一度は行きたい全国の水
族館

昭文社 3-0500558342

488 鳥！驚異の知能
ジェニファー・アッ
カーマン

講談社 3-0500572208

490 対話する医療 孫大輔 さくら舎 3-0500561546

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



490 闇に魅入られた科学者たち
ＮＨＫ「フランケン
シュタインの誘
惑」制作班

ＮＨＫ出版 3-0500570102

491 脳の意識機械の意識 渡辺正峰 中央公論新社 3-0500541124

491
みんなの体をまもる免疫学
のはなし

坂野上淳 大阪大学出版会 3-0500549164

493.6
腰痛解消！「神の手」を持
つ１７人

現代書林特別取
材班

現代書林 3-0500560517

493.7 リアル脳卒中 結城俊也 日外アソシエーツ 3-0500571894
子育て
493.9

子どものアレルギー
大矢幸弘／編監
修

文藝春秋 3-0500546100

子育て
493.9

治せる！楽になる！子ども
アレルギー診察室

藤川万規子 小学館 3-0500567236

494
がんになった親が子どもに
してあげられること

大沢かおり ポプラ社 3-0500562281

494
「腰ほぐし」で腰の痛みがと
れる

黒澤尚 講談社 3-0500559857

494
その痛み、手術しなくても
治ります！

清水泰雄 現代書林 3-0500563877

495 産声のない天使たち 深澤友紀 朝日新聞出版 3-0500573816
495 １０万個の子宮 村中璃子 平凡社 3-0500561903

496
コンタクトレンズと眼鏡の科
学

久保田慎 日刊工業新聞社 3-0500564281

498
公衆衛生学
２０１８／２０１９

中村信也／編著 同文書院 3-0500575767

498
公衆衛生がみえる
２０１８ー２０１９

医療情報科学研
究所／編集

メディックメディア 3-0500570432

498
「在宅ホスピス」という仕組
み

山崎章郎 新潮社 3-0500574876

498.1
最新医療事務のすべてが
わかる本　〔２０１８〕

青地記代子／監
修

日本文芸社 3-0500573907

498.1
診療放射線技師になるに
は

笹田久美子 ぺりかん社 3-0500568334

498.3
ラクして身につく！長寿時
代のがんばらない健康法

中央公論新社 3-0500577100

498.5
世界一シンプルで科学的
に証明された究極の食事

津川友介 東洋経済新報社 3-0500582398

498.9 死体は嘘をつかない
ヴィンセント・ディ・
マイオ

東京創元社 3-0500559254

502 近代日本一五〇年 山本義隆 岩波書店 3-0500557096
文庫本
507

３０の発明からよむ日本史 池内了／監修 日本経済新聞出版社 3-0500578309

514
トコトンやさしいトンネルの
本

土門剛 日刊工業新聞社 3-0500567071

518.8 県都物語 西村幸夫 有斐閣 3-0500571758

527
あこがれのレンガの家で暮
らしたい！

花田あゆみ 現代書林 3-0500572923

ティーンズ
536

電車の顔図鑑　２ 江口明男 天夢人 3-0500573363

情報科学
547.4

ゼロからはじめるインスタ
グラムＩｎｓｔａｇｒａｍ

リンクアップ 技術評論社 3-0500566448

548
ロボットが家にやってきた
ら・・・

遠藤薫 岩波書店 3-0500565309



583
イラストでよくわかる！大工
道具入門

竹中大工道具館
／編著

日刊工業新聞社 3-0500577276

588 醤油 吉田元 法政大学出版局 3-0500570145

ラベルの
記号

590 信州四季暮らし 横山タカ子 地球丸 3-0500574934

590
狭くても忙しくてもお金がな
くてもできるていねいなひと
り暮らし

ｓｈｏｋｏ すばる舎リンケージ 3-0500545993

590 田園都市生活　ｖｏｌ．６６ 　 エイ出版社 3-0500576599

590
「やらないこと」から決める
世界一シンプルな家事

本間朝子 日本実業出版社 3-0500542275

591
親の介護をはじめたらお金
の話で泣き見てばかり

鳥居りんこ ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500558339

591 わが家のお金を、整える 主婦と生活社 3-0500493151

593.3
３面構成で立体的に作るワ
ンピースドレス。

助川睦子 文化学園文化出版局 3-0500566400

593.3 中原淳一の子ども服 ひまわりや／監修 世界文化社 3-0500571138

593.8
大人のコーディネートレッス
ン

鈴木尚子 宝島社 3-0500535405

593.8
基本の８着で人生が変わる
大人着回し術

ａｋｋｏ３８３９ 幻冬舎 3-0500529301

593.8 草笛光子のクローゼット 草笛光子 主婦と生活社 3-0500572769

593.8
３０代からでも身につくメン
ズファッションの方程式

ファッションレス
キュー／監修

成美堂出版 3-0500578376

593.8
毎朝３分で服を選べる人に
なる

大草直子 光文社 3-0500555434

594.2 ａｎｎａｓのどうぶつ刺繍 川畑杏奈 イースト・プレス 3-0500580883
594.2 樋口愉美子の刺繍時間 樋口愉美子 文化学園文化出版局 3-0500573249
596 ウマし 伊藤比呂美 中央公論新社 3-0500574143
596 大根の底ぢから！ 林望 フィルムアート社 3-0500575411
596 ストウブで無水調理 大橋由香 誠文堂新光社 3-0500478088

596
料理用あま酒、はじめまし
た。

舘乃真知子 光文社 3-0500563733

596.2 英国一家、日本をおかわり マイケル・ブース ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500576345

596.2
荻野恭子が伝えるロシア、
大地が育む家庭料理

荻野恭子 文化学園文化出版局 3-0500573237

596.2 １２か月のおうち懐石 榊せい子 世界文化社 3-0500571831

596.2
作れる！飾り巻き寿司おも
てなし寿司

川澄健 光文社 3-0500572740

596.3 新しいサラダ 福田里香 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500579193

597
人生を思い通りに操る片づ
けの心理法則

DaiＧｏ 学研プラス 3-0500541430

597 掃除の解剖図鑑
日本ハウスクリー
ニング協会

エクスナレッジ 3-0500543669

597
「引き出し１つ」から始ま
る！人生を救う片づけ

井田典子 主婦と生活社 3-0500557873

598
３５歳からのはじめての妊
娠・出産・育児安心ＢＯＯＫ

大鷹美子／監修 ナツメ社 3-0500580531

601 地元経済を創りなおす 枝廣淳子 岩波書店 3-0500565303

601
まちづくりの非常識な教科
書

吉川美貴 主婦の友社 3-0500563011

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



615 原発事故と「食」 五十嵐泰正 中央公論新社 3-0500565415

627
栽培のコツがわかるベラン
ダガーデニング

ＮＨＫ出版／編 ＮＨＫ出版 3-0500574669

645 捨て猫に拾われた男 梅田悟司 日本経済新聞出版社 3-0500521649
648 しあわせの牛乳 佐藤慧 ポプラ社 3-0500572890
672 知られざる地下街 廣井悠 河出書房新社 3-0500570935
675 買う理由は雰囲気が９割 福田晃一 あさ出版 3-0500551592

675
ブランドのコラボは何をもた
らすか

午後の紅茶×
ポッキープロジェ
クト／編著

宣伝会議 3-0500564780

675

「やりたいこと」からパッと
引けるＧｏｏｇｌｅアナリティク
ス分析・改善のすべてがわ
かる本

小川卓 ソーテック社 3-0500512759

678
２時間でわかる図解貿易新
ルール入門

中田一良 あさ出版 3-0500566405

689 儲かる！民泊経営 Ｍａｃ安田 徳間書店 3-0500567605

ラベルの
記号

702 図説中世ヨーロッパの美術 浅野和生 河出書房新社 3-0500575201
721 禅のこころを描く　白隠 芳澤勝弘ほか 新潮社 3-0500577316

723 猪熊弦一郎のおもちゃ箱
丸亀市猪熊弦一
郎現代美術館／
監修

小学館 3-0500567310

723 藤田嗣治の少女 藤田嗣治／絵 講談社 3-0500564168

723 名画の中の料理
メアリー・アン・カ
ウズ

エクスナレッジ 3-0500567680

724 絵手紙描き方のヒント 上岡ひろ子 日貿出版社 3-0500560522

725
いちばんていねいな、基本
のデッサン

小椋芳子 日本文芸社 3-0500562565

726 しかけ絵本 平凡社 3-0500577119

児研
726

ヴァージニア・リー・バート
ンの世界

ギャラリーエーク
ワッド／編

小学館 3-0500572790

731
版画を作ろう、版画であそ
ぼう

丸山浩司／監修 阿部出版 3-0500550674

751
おうちでできるおおらか金
継ぎ

堀道広 実業之日本社 3-0500559592

751
オーブンでつくる陶器の動
物アクセサリー

かりたひかり ブティック社 3-0500548840

751
プラバンでつくる大人かわ
いいアクセサリー

だいごちひろ
アップルミンツ（Ｅ＆Ｇ
クリエイツ）

3-0500565794

753 柚木沙弥郎の染色 柚木沙弥郎 筑摩書房 3-0500577296

756
ワイヤークラフトでつくる大
人かわいいアクセサリー

栗原身和子 誠文堂新光社 3-0500561544

757 日本の装飾と文様
海野弘／解説・監
修

パイインターナショナ
ル

3-0500573928

762.3 ショスタコーヴィチ 亀山郁夫 岩波書店 3-0500576614
文庫本
764

ジャズの歴史物語 油井正一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500574208

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

(NDC700-899）
芸術・スポーツ・趣味・言語



773
見る・知る・読む能舞台の
世界

小林保治／編集 勉誠出版 3-0500576229

778 映画制作、はじめの一歩。
Ｌｉｔｔｌｅ　Ｗｈｉｔｅ　Ｌｉ
ｅｓ

ビー・エヌ・エヌ新社 3-0500563403

778 映画の中にある如く 川本三郎 キネマ旬報社 3-0500563427

778
エリー・フォール映画論集
１９２０ー１９３７

エリー・フォール ソリレス書店 3-0500568651

780
部活ですぐ使える！基本の
スポーツテーピング

ニチバン株式会
社／監修

主婦の友社 3-0500559292

782
自己ベストを出せる！陸上
競技長距離・駅伝

川嶋伸次／監修 メイツ出版 3-0500572935

783.8 ショートゲーム・マスター 新井真一 新星出版社 3-0500561830
791 山上宗二記 竹内順一 淡交社 3-0500559595
795 あれかこれか 韓鐵均 東京創元社 3-0500559575
795 囲碁の手法　上 桑本晋平 日本棋院 3-0500567615
795 囲碁の手法　下 桑本晋平 日本棋院 3-0500567616

795
勝つには理由（わけ）があ
る

韓鐵均 東京創元社 3-0500549142

796 四間飛車上達法 藤井猛 浅川書房 3-0500550664

809
イラストでまるわかり！入
社１年目人前であがらずに
話す教科書

金森たかこ プレジデント社 3-0500571145

816
簡潔で心揺さぶる文章作
法

島田雅彦 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500576349

816
心を伝える手紙・はがきの
書き方文例事典

岩下宣子／監修 成美堂出版 3-0500566489

816
迷わず書ける記者式文章
術

松林薫 慶應義塾大学出版会 3-0500563410

830 英語のこころ
マーク・ピーターセ
ン

集英社インターナショ
ナル

3-0500579430

837
世界中を歩いた１００人の
旅人とつくったひとり旅英
会話ＢＯＯＫ

ＴＡＢＩＰＰＯ いろは出版 3-0500563869

837 日常英会話ハンドブック
新星出版社編集
部／編

新星出版社 3-0500570433

837
日本人の９割が知らない英
語の常識１８１

キャサリン・Ａ・ク
ラフト

筑摩書房 3-0500569547

ラベルの
記号

郷土作家
911.3

『小路』 坂本靖夫 屋根の会 3-0500573069

郷土作家
911.5

鼓動 井上摩耶 コールサック社 3-0500536319

郷土作家
914/ｻ

行人 坂本靖夫 屋根の会 3-0500573072

郷土
198

横浜の女性宣教師たち
横浜プロテスタン
ト史研究会／編

有隣堂 3-0500566507

「あたらしく入った本」6月号は、平成30年4月から同30年5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）


