
ラベルの
記号

902 詩のきらめき 池澤夏樹 岩波書店 3-0500591671

909
ノンフィクション児童文学の
力

国松俊英 文溪堂 3-0500556682

910
一度は読んでおきたい現
代の名短篇

湯川豊 小学館 3-0500560362

910 作家と楽しむ古典 堀江敏幸 河出書房新社 3-0500557831
910 仏教からよむ古典文学 末木文美士 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500565384
910 文豪の朗読 朝日新聞社／編 朝日新聞出版 3-0500562180
910/ﾅ 夏目漱石とクラシック音楽 瀧井敬子 毎日新聞出版 3-0500575709
911.1 短歌タイムカプセル 東直子／編著 書肆侃侃房 3-0500562538
911.3 俳句の誕生 長谷川櫂 筑摩書房 3-0500568694

911.3
ランドセル俳人からの「卒
業」

小林凜 ブックマン社 3-0500583719

911.5 主よ一羽の鳩のために 須賀敦子 河出書房新社 3-0500573005
文庫本
913

柳家小三治の落語　９ 柳家小三治 小学館 3-0500561337

文庫本
913.6

女ともだち 村山由佳 文藝春秋 3-0500569989

文庫本
913.6

なさけ 西條奈加 ＰＨＰ研究所 3-0500570678

913.6/ｱ 雲の果 あさのあつこ 光文社 3-0500591347

913.6/ｱ
コンビニなしでは生きられ
ない

秋保水菓 講談社 3-0500579502

913.6/ｱ 烏百花　蛍の章 阿部智里 文藝春秋 3-0500588696
文庫本
913.6/ｱ

幸せを呼ぶ物語、づりま
す。

安澄加奈 ポプラ社 3-0500578711

913.6/ｱ にゃん！ あさのあつこ 白泉社 3-0500584081

913.6/ｱ 平城京 安部龍太郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500594580
文庫本
913.6/ｱ

冬を待つ城 安部龍太郎 新潮社 3-0500525382

913.6/ｱ ぼくがきみを殺すまで あさのあつこ 朝日新聞出版 3-0500569162
913.6/ｱ 伴走者 浅生鴨 講談社 3-0500567694
913.6/ｱ わたし、定時で帰ります。 朱野帰子 新潮社 3-0500577311

913.6/ｲ
その話は今日はやめてお
きましょう

井上荒野 毎日新聞出版 3-0500591024

913.6/ｲ 地検のＳ 伊兼源太郎 講談社 3-0500565420
文庫本
913.6/ｲ

菩薩花 今村翔吾 祥伝社 3-0500589598

文庫本
913.6/ｲ

浪人奉行　４ノ巻 稲葉稔 双葉社 3-0500580933

913.6/ｳ 本懐 上田秀人 光文社 3-0500591346
文庫本
913.6/ｵ

嘘を愛する女 岡部えつ 徳間書店 3-0500543475

あたらしく入った本
2018年7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/ｵ

逢魔が時に会いましょう 荻原浩 集英社 3-0500583577

913.6/ｵ 爆身 大沢在昌 徳間書店 3-0500590879
913.6/ｵ ひと 小野寺史宜 祥伝社 3-0500580727
文庫本
913.6/ｶ

汝（きみ）よさらば　１ 門田泰明 祥伝社 3-0500571384

913.6/ｶ 紅のアンデッド 川瀬七緒 講談社 3-0500585871

文庫本
913.6/ｶ

西郷と大久保と久光 海音寺潮五郎 朝日新聞出版 3-0500545562

913.6/ｶ 新選組の料理人 門井慶喜 光文社 3-0500591342
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　６

川原礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500587931

913.6/ｶ 玉村警部補の巡礼 海堂尊 宝島社 3-0500579247

913.6/ｶ 隣のずこずこ 柿村将彦 新潮社 3-0500574181
913.6/ｷ 小萩のかんざし 北村薫 文藝春秋 3-0500578867
913.6/ｷ チンギス紀　１ 北方謙三 集英社 3-0500593024
913.6/ｷ チンギス紀　２ 北方謙三 集英社 3-0500593025
913.6/ｷ ロンリネス 桐野夏生 光文社 3-0500594863
913.6/ｺ カットバック 今野敏 毎日新聞出版 3-0500583214
913.6/ｺ 死の島 小池真理子 文藝春秋 3-0500570112
913.6/ｺ わたしの本の空白は 近藤史恵 角川春樹事務所 3-0500589726
文庫本
913.6/ｻ

鬼役　２４ 坂岡真 光文社 3-0500588661

913.6/ｻ 無暁の鈴 西條奈加 光文社 3-0500591344
913.6/ｼ 黙過 下村敦史 徳間書店 3-0500585138
文庫本
913.6/ｼ

魔兆 芝村凉也 祥伝社 3-0500580723

913.6/ﾀ
ありえないほどうるさいオ
ルゴール店

瀧羽麻子 幻冬舎 3-0500589090

文庫本
913.6/ﾀ

勾玉の巫女と乱世の覇王 高代亞樹 角川春樹事務所 3-0500571944

913.6/ﾀ 地球にちりばめられて 多和田葉子 講談社 3-0500585872
913.6/ﾀ 額を紡ぐひと 谷瑞恵 新潮社 3-0500565346
913.6/ﾀ 敗れども負けず 武内涼 新潮社 3-0500574180
文庫本
913.6/ﾂ

修羅の契り 辻堂魁 祥伝社 3-0500589591

文庫本
913.6/ﾄ

蟷螂の男 鳥羽亮 文藝春秋 3-0500569987

文庫本
913.6/ﾄ

臨時廻り同心山本市兵衛 藤堂房良 光文社 3-0500569974

ティーンズ
913.6/ﾄ

ログ・ホライズン　１１ 橙乃ままれ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500573748

913.6/ﾅ 悪徳の輪舞曲(ロンド） 中山七里 講談社 3-0500571817
913.6/ﾅ Ｔｅａｍ３８３ 中澤日菜子 新潮社 3-0500585877
文庫本
913.6/ﾅ

７７便に何が起きたか 夏樹静子 中央公論新社 3-0500565871

913.6/ﾅ
連続殺人鬼カエル男ふた
たび

中山七里 宝島社 3-0500589207

文庫本
913.6/ﾆ

最後の医者は雨上がりの
空に君を願う　上

二宮敦人 ＴＯブックス 3-0500576430

文庫本
913.6/ﾆ

最後の医者は雨上がりの
空に君を願う　下

二宮敦人 ＴＯブックス 3-0500576432



文庫本
913.6/ﾆ

サラバ！　上 西加奈子 小学館 3-0500528570

文庫本
913.6/ﾆ

サラバ！　中 西加奈子 小学館 3-0500528571

文庫本
913.6/ﾆ

サラバ！　下 西加奈子 小学館 3-0500528572

913.6/ﾆ バルス 楡周平 講談社 3-0500585366
913.6/ﾉ 六月の雪 乃南アサ 文藝春秋 3-0500594607
913.6/ﾊ 雨と詩人と落花と 葉室麟 徳間書店 3-0500573147
ティーンズ
913.6/ﾊ

奇譚ルーム はやみねかおる 朝日新聞出版 3-0500572132

913.6/ﾊ 穢れ舌 原宏一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500567853
913.6/ﾊ 三千円の使いかた 原田ひ香 中央公論新社 3-0500583605
913.6/ﾊ 呪術 初瀬礼 新潮社 3-0500556663
913.6/ﾊ 青嵐の坂 葉室麟 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500594581
913.6/ﾊ それまでの明日 原尞 早川書房 3-0500567585
文庫本
913.6/ﾊ

黒太刀 長谷川卓 祥伝社 3-0500580722

文庫本
913.6/ﾌ

青嵐 藤原緋沙子 講談社 3-0500589909

913.6/ﾎ 傍流の記者 本城雅人 新潮社 3-0500585875
913.6/ﾏ 友達以上探偵未満 麻耶雄嵩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500576844
913.6/ﾐ 水田マリのわだかまり 宮崎誉子 新潮社 3-0500566921
913.6/ﾐ 未来 湊かなえ 双葉社 3-0500591840
913.6/ﾑ ミルク・アンド・ハニー 村山由佳 文藝春秋 3-0500594321
913.6/ﾓ 元禄お犬姫 諸田玲子 中央公論新社 3-0500591698
文庫本
913.6/ﾓ

終列車 森村誠一 祥伝社 3-0500580719

913.6/ﾓ ψの悲劇 森博嗣 講談社 3-0500588694

913.6/ﾔ 食堂メッシタ 山口恵以子 角川春樹事務所 3-0500581432
913.6/ﾔ つながりの蔵 椰月美智子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500586027
913.6/ﾔ 長兵衛天眼帳 山本一力 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500594595
914/ｴ 物語のなかとそと 江國香織 朝日新聞出版 3-0500573812
914/ｻ ヨーコさんの“言葉” 佐野洋子／文 講談社 3-0500557795
914/ｼ いちのすけのまくら 春風亭一之輔 朝日新聞出版 3-0500556267

914/ｿ
納得して死ねという人間の
務めについて

曽野綾子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500592306

914/ﾀ ８０’ｓ 橘玲 太田出版 3-0500556819
914/ﾏ ご機嫌な習慣 松浦弥太郎 中央公論新社 3-0500565338
915/ｻ ヒマラヤに呼ばれて さとうまきこ ヒカルランド 3-0500555531
916/ｲ 静けさの中の笑顔 石塚由美子 星湖舎 3-0500555147
文庫本
916/ｺ

ぼくはアスペルガー症候群
仕事と人間関係編

権田真吾 彩図社 3-0500564135

文庫本
918/ｳ

怠惰の美徳 梅崎春生 中央公論新社 3-0500565862

文庫本
923

傾城の恋／封鎖 張愛玲 光文社 3-0500588646

文庫本
930/ｸ

アガサ・クリスティー完全攻
略

霜月蒼 早川書房 3-0500583647

文庫本
933/ｸ

欧州開戦　１
マーク・グリー
ニー

新潮社 3-0500586458

文庫本
933/ｸ

欧州開戦　２
マーク・グリー
ニー

新潮社 3-0500586459



933/ｼ 奇跡の大地 ヤア・ジャシ 集英社 3-0500557825
933/ﾁ 白墨人形 Ｃ・Ｊ・チューダー 文藝春秋 3-0500593490
ティーンズ
933/ﾄ

ザ・ヘイト・ユー・ギヴ
アンジー・トーマス
／作

岩波書店 3-0500575429

文庫本
933/ﾆ

無常の月 ラリイ・ニーヴン 早川書房 3-0500569531

ティーンズ
933/ﾌ

わたしがいどんだ戦い
１９３９年

キンバリー・ブル
ベイカー・ブラッド
リー／作

評論社 3-0500514435

文庫本
933/ﾍ

誰がために鐘は鳴る　上 ヘミングウェイ 新潮社 3-0500567226

文庫本
933/ﾍ

誰がために鐘は鳴る　下 ヘミングウェイ 新潮社 3-0500567227

933/ﾎ はい、チーズ
カート・ヴォネガッ
ト

河出書房新社 3-0500588379

933/ﾔ 影の子
デイヴィッド・ヤン
グ

早川書房 3-0500587938

文庫本
933/ﾛ

賢者の怖れ　１
パトリック・ロス
ファス

早川書房 3-0500587934

934
特急二十世紀の夜と、いく
つかの小さなブレークス
ルー

カズオ･イシグロ 早川書房 3-0500561442

936
オレンジ・イズ・ニュー・ブ
ラック

パイパー・カーマ
ン

駒草出版株式会社ダ
ンク出版事業部

3-0500585307

936 ゴビ ディオン・レナード
ハーパーコリンズ・
ジャパン

3-0500585983

936 ニュルンベルク合流 フィリップ・サンズ 白水社 3-0500581361
文庫本
938

荒地／文化の定義のため
の覚書

Ｔ・Ｓ・エリオット 中央公論新社 3-0500585154

文庫本
943/ﾌ

弁護士アイゼンベルク
アンドレアス・
フェーア

東京創元社 3-0500586655

文庫本
953/ｽ

ヌヌ完璧なベビーシッター レイラ・スリマニ 集英社 3-0500574732

ラベルの
記号

002 知の体力 永田和宏 新潮社 3-0500590894
情報科学
007.1

カラー図解Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ　Ｐｉ
ではじめる機械学習

金丸隆志 講談社 3-0500572207

情報科学
007.6

できるゼロからはじめるＡｎ
ｄｒｏｉｄタブレット超入門

法林岳之 インプレス 3-0500553137

016 公共図書館の冒険 柳与志夫／編 みすず書房 3-0500583035
子育て
019

この本読んで！
第６６号（２０１８春）

出版文化産業振興財
団

3-0500568148

019
辺境の怪書、歴史の驚書、
ハードボイルド読書合戦

高野秀行
集英社インターナショ
ナル

3-0500579008

019 みちのきち私の一冊
國學院大學みち
のきちプロジェクト
／編

弘文堂 3-0500584044

019 理科系の読書術 鎌田浩毅 中央公論新社 3-0500574152
070 フォトジャーナリストの視点 林典子 雷鳥社 3-0500583733
116 リベラルアーツの学び 芳沢光雄 岩波書店 3-0500585115

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理



121 神道・儒教・仏教 森和也 筑摩書房 3-0500579916
133 英米哲学入門 一ノ瀬正樹 筑摩書房 3-0500579912
文庫本
134

存在と時間　３ ハイデガー 光文社 3-0500503741

文庫本
134

存在と時間　４ ハイデガー 光文社 3-0500580696

140 よくわかる心理学実験実習 村上香奈／編著 ミネルヴァ書房 3-0500573292

141
考える力を鍛える理論的思
考レッスン

北村良子 マガジンハウス 3-0500579004

141 知ってるつもり
スティーブン・ス
ローマン

早川書房 3-0500579102

141 リズムの哲学ノート 山崎正和 中央公論新社 3-0500574147
147 人生１２０年の選択 李承憲 産学社 3-0500569013
148 日本の風水 諏訪春雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500573951
159 老いる勇気 岸見一郎 ＰＨＰ研究所 3-0500572990

159
幸せをつかむ人ほど「見た
目」にお金を使う

一色由美子 大和書房 3-0500523868

159 質問は人生を変える マツダミヒロ きずな出版 3-0500584745
159 自分のことだけ考える。 堀江貴文 ポプラ社 3-0500576352
159 東大生となった君へ 田坂広志 光文社 3-0500583202

159 ニューエリート
ピョートル・フェリ
クス・グジバチ

大和書房 3-0500565989

159 働き方完全無双 ひろゆき 大和書房 3-0500582498
159 逃げる力 百田尚樹 ＰＨＰ研究所 3-0500573189
164 ギリシア神話シンボル事典 ソニア・ダルトゥ 白水社 3-0500579178
176 神饌 野本暉房／写真 淡交社 3-0500567390
188.4 中尊寺と平泉をめぐる 菅野成寛／編 小学館 3-0500576284
文庫本
188.5

木喰上人 柳宗悦 講談社 3-0500581291

198 かくれキリシタン 後藤真樹 新潮社 3-0500585885
文庫本
209

世界史一気読み 文藝春秋／編 文藝春秋 3-0500588680

209
東大生が身につけている
教養としての世界史

祝田秀全 河田書房新社 3-0500566849

209 人に話したくなる世界史 玉木俊明 文藝春秋 3-0500591353
文庫本
210

最新日本史まさか！その
「歴史」は嘘だった１５０

日本博識研究所 宝島社 3-0500578271

210.4 陰謀の日本中世史 呉座勇一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500570172
210.4 「関ヶ原」を読む 外岡慎一郎 同成社 3-0500566886

210.5
日本人が知らされてこな
かった「江戸」

原田伊織 ＳＢクリエイティブ 3-0500569208

文庫本
210.6

明治維新 遠山茂樹 岩波書店 3-0500583559

210.6 明治維新とは何だったのか 半藤一利 祥伝社 3-0500587464
210.7 世界史のなかの昭和史 半藤一利 平凡社 3-0500563404
210.7 平成史 片山杜秀 小学館 3-0500586417

219
沖縄はいつから日本なの
か

仲村覚 ハート出版 3-0500583011

281 戦国武将の精神分析 中野信子 宝島社 3-0500579957
281 みんな昔はこどもだった 池内紀 講談社 3-0500574783
288 ヴィルヘルム２世 竹中亨 中央公論新社 3-0500591726
文庫本
291

日本で楽しむ「世界の絶
景」

日本絶景研究会 ＰＨＰ研究所 3-0500587129

291.3 歩く地図鎌倉・横浜　２０１９ 成美堂出版 3-0500580276



291.3
いま気になる東京１００の
体験

ＪＴＢパブリッシング 3-0500578481

291.5 富士山ブック　２０１８ 山と溪谷社 3-0500590868
291.5 るるぶ軽井沢　’１９ ＪＴＢパブリッシング 3-0500585010

291.6
るるぶ和歌山白浜高野山
熊野古道　’１９

ＪＴＢパブリッシング 3-0500585012

292.4
地球の歩き方　Ｄ　２６
（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 3-0500575319

292.5
地球の歩き方　Ｄ　３１
（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 3-0500577323

293
地球の歩き方　Ａ　０１
（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 3-0500575316

293.5
地球の歩き方　Ａ　０８
（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 3-0500575325

293.7
地球の歩き方　Ａ　１０
（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 3-0500579597

295
地球の歩き方　Ｂ　０３
（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 3-0500584326

295
地球の歩き方　Ｂ　１７
（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 3-0500575326

ラベルの
記号

302.2
池上彰の世界の見方
朝鮮半島

池上彰 小学館 3-0500583311

304
池上彰の未来を拓く君たち
へ

池上彰 日本経済新聞出版社 3-0500585908

304 これからの教養 菅付雅信／編著
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500578256

304
超ビジュアル日本＆世界の
未来年表

世界博学倶楽部 ＰＨＰ研究所 3-0500585364

310 断罪 村上誠一郎 ビジネス社 3-0500587619
312.1 角栄と進次郎 向谷匡史 徳間書店 3-0500585163
312.1 わが輩は保守本流である 平野貞夫 五月書房新社 3-0500588717
313 天皇制と共和制の狭間で 堀内哲／編 第三書館 3-0500589246
317 宿命 原雄一 講談社 3-0500576692
319.1 竹島問題の起源 藤井賢二 ミネルヴァ書房 3-0500580536

320
学生のための法律ハンド
ブック

近江幸治／編著 成文堂 3-0500581988

323
日本国憲法は日本人の恥
である

ジェイソン・モーガ
ン

悟空出版 3-0500557275

324 遺贈寄付 星野哲 幻冬舎 3-0500570019

324
相続の仕事の現場で使え
る民法

Ｙ＆Ｐ法律事務所 税務経理協会 3-0500580875

332.1 「お金」で読み解く日本史 島崎晋 ＳＢクリエイティブ 3-0500588035
332.1 第３の超景気 嶋中雄二 日本経済新聞出版社 3-0500585909
332.1 日本の国難 中原圭介 講談社 3-0500583601

334
海外ウチナーンチュ活動家
の誕生

白水繁彦 御茶の水書房 3-0500581956

334 人口減少社会の未来学 内田樹／編 文藝春秋 3-0500586496
334 未来の年表　２ 河合雅司 講談社 3-0500590641
336 アマゾンのすごいルール 佐藤将之 宝島社 3-0500579245
336.4 １分で話せ 伊藤羊一 ＳＢクリエイティブ 3-0500572315

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



338 銀行員はどう生きるか 浪川攻 講談社 3-0500583602
338 幸せになる金融 吉原毅 神奈川新聞社 3-0500586908

338
ずぼらな人でも絶対に損し
ない手取り１７万円からは
じめる資産運用

横山光昭／監修 宝島社 3-0500551907

338
迫りくる大暴落と戦争。“刺
激”経済（ウォー・ブースト・
エコノミー）

副島隆彦 徳間書店 3-0500592112

349
エネルギーと地方財政の
社会学

湯浅陽一 春風社 3-0500579115

参考書
351

日本国勢図会
２０１８／１９

矢野恒太郎記念
会／編集

矢野恒太郎記念会 3-0500592493

361.4
人間関係境界線（バウンダ
リー）の上手な引き方

おのころ心平 同文舘出版 3-0500580509

361.4
元イスラエル大使が語る神
国日本

エリ・コーヘン ハート出版 3-0500588844

364
図解いちばん親切な年金
の本　１８－１９年版

清水典子／監修 ナツメ社 3-0500590737

365 定年準備 楠木新 中央公論新社 3-0500591716
366 自己実現という罠 榎本博明 平凡社 3-0500590917

367.2
非正規・単身・アラフォー女
性

雨宮処凛 光文社 3-0500590630

367.3 ぼくと仕事、ぼくと子ども 影山大祐 トランスビュー 3-0500580683
367.4 お互い４０代婚 たかぎなおこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500572402

367.7 シニア世代の生き方革命 芹澤幸彦
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500585622

367.7
弘兼流「ひとり力」で孤独を
楽しむ

弘兼憲史 ＰＨＰ研究所 3-0500574832

367.7 老前整理の極意 坂岡洋子 ＮＨＫ出版 3-0500577062
368 発達障害と少年犯罪 田淵俊彦 新潮社 3-0500590896

369.2
仕事を辞めなくても大丈
夫！介護と仕事をじょうず
に両立させる本

飯野三紀子 方丈社 3-0500586646

371 こどもを育む環境蝕む環境 仙田満 朝日新聞出版 3-0500580338
372 教育を、取り戻す 平舘英明 金曜日 3-0500560510
ティーンズ
374

学校で働く人たち 松井大助 ぺりかん社 3-0500562997

子育て
376.1

子どもイキイキ！園生活が
充実する「すきま遊び」

駒井美智子 中央法規出版 3-0500590463

子育て
376.1

発達のサインが見えると
もっと楽しい０・１・２さい児
の遊びとくらし

鈴木八朗／編著 メイト 3-0500590416

ティーンズ
376.1

保育園・幼稚園で働く人た
ち

木村明子 ぺりかん社 3-0500562938

376.1
保育者のためのコミュニ
ケーション・ワークブック

千古利恵子 ナカニシヤ出版 3-0500588471

376.1
保育をゆたかに絵本でコ
ミュニケーション

村中季衣 かもがわ出版 3-0500587097

378
エピソードで学ぶ子どもの
発達と保護者支援

玉井邦夫 明石書店 3-0500587046

378 発達障害を生きる
ＮＨＫスペシャル
取材班

集英社 3-0500585817

379 「おカネの天才」の育て方 べス・コブリナー 日経ＢＰ社 3-0500552402



379
年収１０００万円「稼げる
子」の育て方

林總 文響社 3-0500503949

379
ふつうの主婦が見つけた
やる気のエンジンのかけ方

朝山あつこ 高陵社書店 3-0500571482

388 はじめての金融リテラシー 奥田真之 昭和堂 3-0500582170

388
はじめての人にもわかる金
融商品の解剖図鑑

吉澤大 かんき出版 3-0500583337

390 ＡＩ戦争論 兵頭二十八 飛鳥新社 3-0500580502
391 勉強法 佐藤優 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500579684

ラベルの
記号

402 江戸の科学者 新戸雅章 平凡社 3-0500582944

402
世界を変えた５０人の女性
科学者たち

レイチェル・イグノ
トフスキー

創元社 3-0500583726

404
ここが一番おもしろい理系
の話

おもしろサイエン
ス学会／編

青春出版社 3-0500568663

404 １００年後の世界 鈴木貴之 化学同人 3-0500587659
410 数学ガール 結城浩 ＳＢクリエイティブ 3-0500582920

417
Ｐｙｔｈｏｎで学ぶあたらしい
統計学の教科書

馬場真哉 翔泳社 3-0500583407

451
世界でいちばん素敵な雲
の教室

荒木健太郎 三才ブックス 3-0500579665

456 地層のきほん 目代邦康 誠文堂新光社 3-0500588016
ティーンズ
460

生物学の基礎はことわざに
あり

杉本正信 岩波書店 3-0500574714

469 江戸の骨は語る 篠田謙一 岩波書店 3-0500586891
480 人間の偏見動物の言い分 高槻成紀 イースト・プレス 3-0500589173

481
動物学者が死ぬほど向き
合った「死」の話

ジュールズ・ハ
ワード

フィルムアート社 3-0500585660

487 世界のカメ類 大谷勉 文一総合出版 3-0500583670
487 メダカ品種図鑑 ピーシーズ 3-0500577264
490 医学部 鳥集徹 文藝春秋 3-0500573739

490
子どもを持つ親が病気に
なった時に読む本

ポーラ・ラウフ 創元社 3-0500583372

490 死を生きた人びと 小堀鴎一郎 みすず書房 3-0500587684
491 声のサイエンス 山﨑広子 ＮＨＫ出版 3-0500579607
493.7 愛着アプローチ 岡田尊司 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500573949
493.7 サイコパスの真実 原田隆之 筑摩書房 3-0500579915
493.7 ラブという薬 いとうせいこう リトルモア 3-0500565087
ティーンズ
496

視能訓練士になるには 橋口佐紀子 ぺりかん社 3-0500573379

498.1
イラスト図解　医療費のしく
み　２０１８－２０１９年度版

木村憲洋 日本実業出版社 3-0500581952

498.3
市民のためのお酒とアル
コール依存症を理解するた
めのガイドライン

長徹二 慧文社 3-0500566503

493.9
子どもができて考えた、ワ
クチンと命のこと。

ユーラ・ビス 柏書房 3-0500585266

494 あのひとががんになったら 桜井なおみ 中央公論新社 3-0500574148
ティーンズ
498.1

病院で働く人たち 浅野恵子 ぺりかん社 3-0500563005

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



ｶｳﾝﾀｰ
498.1

病院の実力　２０１８　総合
編

読売新聞医療部
／編

読売新聞東京本社 3-0500562165

498.3
活発脳をつくる６０歳からの
おりがみ

古賀良彦／監修 主婦の友社 3-0500569251

498.5
マンガでわかるココロの不
調回復食べてうつぬけ

奥平智之 主婦の友社 3-0500538237

文庫本
499

魔女の薬草箱 西村佑子 山と溪谷社 3-0500582519

518.5 リサイクルと世界経済 小島道一 中央公論新社 3-0500591724
538 飛行機のテクノロジー ニュートンプレス 3-0500577598
538 めざせ！旅客機雑学王 イカロス出版 3-0500568105

541
これ１冊でわかる電気回路
の基礎

佐藤義久 丸善出版 3-0500580672

543 原子力安全文化の実装 大木恵史 エネルギーフォーラム 3-0500526108
576 漆　１ 室瀬和美／監修 農山漁村文化協会 3-0500576422
576 フランス香水伝説物語 アンヌ・ダヴィス 原書房 3-0500575905

588 トマト缶の黒い真実
ジャン＝バティス
ト・マレ

太田出版 3-0500568296

588 崎陽軒Ｗａｌｋｅｒ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500578489

ラベルの
記号

590
丁寧に暮らしている暇はな
いけど。

一田憲子 ＳＢクリエイティブ 3-0500565436

590
ｈａｒｕ　ｍｉ　Ｖｏｌ．４５
（２０１７秋）

栗原はるみ 扶桑社 3-0500518029

590 ムダ家事が消える生活 本間朝子 サンクチュアリ出版 3-0500553131
591 やってはいけない老後対策 大村大次郎 小学館 3-0500577753

593.8
大草直子のＳＴＹＬＩＮＧ＆Ｉ
ＤＥＡ

大草直子 講談社 3-0500579100

594
犬の手作り服＆グッズＳＩＺ
Ｅ１６

ミカ 主婦の友社 3-0500582773

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　５
（ｎｏ．１３８）

主婦と生活社 3-0500593081

594.4
刺しゅう糸でつくるミサンガ
図鑑

日本ヴォーグ社 3-0500585646

594.9
はじめてでも上手に作れ
る！ハーバリウムづくりの
教科書

平山りえ 世界文化社 3-0500585204

ティーンズ
595

美容師・理容師になるには 大岳美帆 ぺりかん社 3-0500579939

596
暮らしの手帖のクイックレシ
ピ

暮らしの手帖編集
部

暮らしの手帖社 3-0500585621

596 たべもの九十九 高山なおみ 平凡社 3-0500570183

596 調理師読本　２０１８年版
日本栄養士会／
編

第一出版 3-0500580452

文庫本
596

肉まんを新大阪で 平松洋子 文藝春秋 3-0500588679

596
藤井恵とっておきの晩酌レ
シピ

藤井恵 世界文化社 3-0500581271

596
放っておくだけで、泣くほど
おいしい料理ができる

谷口菜津子 ダイヤモンド社 3-0500591426

596 やっぱり食べに行こう。 原田マハ 毎日新聞出版 3-0500592269

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



596.3
かんたん！ヘルシー！魚
の缶詰レシピ

キッチンさかな 河出書房新社 3-0500585227

596.3
寿司屋が教える魚のさばき
方

エイ出版社 3-0500577055

596.4
簡単！おいしい！スープ
ジャーでお弁当

星野奈々子 エイ出版社 3-0500585031

596.6 焼き菓子 坂田阿希子 河出書房新社 3-0500207725

596.7
わざわざ行きたい神奈川・
横浜おいしい酒場巡り

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500585042

597 本日晴天お片づけ 伊藤まさこ 筑摩書房 3-0500584647

599 ０歳児とのあそびかた大全 汐見稔幸／監修 大泉書店 3-0500583365

612
最新農業の動向としくみが
よ～くわかる本

中村恵二 秀和システム 3-0500575920

626
おいしい彩り野菜のつくり
かた

農山漁村文化協
会／編

農山漁村文化協会 3-0500582156

626 身近な野菜の奇妙な話 森昭彦 ＳＢクリエイティブ 3-0500572902
627 アジサイ 川原田邦彦 ＮＨＫ出版 3-0500583430
627 チューリップ 冨山稔 文一総合出版 3-0500571589
627 つるバラ 後藤みどり ＮＨＫ出版 3-0500583429

627
手軽にふやせるさし木・株
分け・とり木・つぎ木・種ま
き

渡辺均／監修 ブティック社 3-0500580266

627 魅惑のオールドローズ図鑑
御巫由紀／監修・
文

世界文化社 3-0500571133

629
家庭でできる！芝生とグラ
ンウドカバー

主婦の友社／編 主婦の友社 3-0500574222

645 それでも人を信じた猫 咲セリ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500559961

670
英文ビジネスメール２００の
鉄則

倉骨彰 日経ＢＰ社 3-0500582185

673
これだけ！接客英会話丸
覚えフレーズＢＯＯＫ

甲斐ナオミ ナツメ社 3-0500570666

675 売れる化 本多利範 プレジデント社 3-0500575860

675
ＳＮＳでシェアされるコンテ
ンツの作り方

清水将之
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500573323

686 新しい東急電鉄の世界 交通新聞社 3-0500571359
686 ＪＲは生き残れるのか 梅原淳 洋泉社 3-0500588777

686
詳細図鑑小田急ロマンス
カーの車両技術

鈴木剛志／共著 オーム社 3-0500575439

686 日本鉄道事始め 髙橋団吉／編著 ＮＨＫ出版 3-0500580910

ラベルの
記号

702 現代アートとは何か 小崎哲哉 河出書房新社 3-0500575824
708 華ひらく皇室文化 小松大秀／監修 青幻舎 3-0500588326
709 国宝の解剖図鑑 佐藤晃子 エクスナレッジ 3-0500587455
709 中国の世界遺産を旅する 湯浅邦弘 中央公論新社 3-0500588711
721 もっと知りたい文人画 黒田泰三 東京美術 3-0500582034
723 画家たちの昭和 中野淳 中央公論新社 3-0500569540

724
平面からくり屏風１・平面か
らくり屏風２

堀口れい子／編
著

オルク 3-0500540697

725
イチバン親切なデッサンの
教科書

上田耕造 新星出版社 3-0500578310

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



外国語
726

絵本化鳥 泉鏡花／文 国書刊行会 3-0500535112

児研
726

絵を読み解く絵本入門 藤本朝巳／編著 ミネルヴァ書房 3-0500588042

マンガ
726

君に届け　１７ 椎名軽穂 集英社 3-0500073799

726 孤独をたのしむ本 田村セツコ 興陽館 3-0500588873
748 石内都　肌理と写真 石内都 求龍堂 3-0500545672
756 図解防具の歴史 高平鳴海 新紀元社 3-0500579948
756 箱中天 高橋善丸 光村推古書院 3-0500569150
759 トイ楽器の本 良原リエ ＤＵ　ＢＯＯＫＳ 3-0500578683
760 選曲の社会史 君塚洋一 日本評論社 3-0500576752
文庫本
762.3

ベートーヴェンの生涯 青木やよひ 平凡社 3-0500589226

764
ジャズジャイアンツ・インタ
ヴューズ

小川隆夫 小学館 3-0500578736

767 おしゃれはほどほどでいい 野宮真貴 幻冬舎 3-0500533373
769 バレエ語辞典 富永明子 誠文堂新光社 3-0500583029
772 終活夫婦 中尾彬 講談社 3-0500587022
774 成田屋のおくりもの 堀越希実子 マガジンハウス 3-0500565325
778 声優 森川智之 岩波書店 3-0500585111
783.4 １５歳 梅崎司 東邦出版 3-0500550704

783.6
勝つ！卓球シェークハンド
の戦い方

高山幸信／監修 メイツ出版 3-0500581411

783.7
基本と実践で差がつく！外
野手最強バイブル

大塚光二／監修 メイツ出版 3-0500580828

786
子どもと一生の思い出をつ
くる星空キャンプの教科書

Ｇ．Ｂ． 3-0500582584

786
ビギナーズ山歩きサポート
ＢＯＯＫ　２０１８

ネコ・パブリッシング 3-0500583543

809
日本人の知らない会議の
鉄則

ピョートル・フェリ
クス・グジバチ

ダイヤモンド社 3-0500588837

830 ビリからはじめる英語術 行正り香 新泉社 3-0500584788

835
イメージで比べてわかる前
置詞使い分けＢＯＯＫ

すずきひろし べレ出版 3-0500585923

837
中学英語でわかる！留学・
ホームステイ英会話

ウィング 池田書店 3-0500573278

850
世界一簡単なフランス語の
本

中条省平 幻冬舎 3-0500576707

851
フランス語新つづり字ハン
ドブック

ミシェル・サガズ 白水社 3-0500582029

ラベルの
記号

郷土
477

丹沢に咲く花
丹沢自然保護協
会／編

有隣堂 3-0500584574

「あたらしく入った本」7月号は、平成30年5月から同28年6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）


