
ラベルの
記号

908 ＦＵＮＧＩ　第２コロニー
オリン・グレイ／
編

Ｐヴァイン 3-0500590613

910 あの人とあの本の話 瀧井朝世 小学館 3-0500586469
910/ﾅ 漱石と朝日新聞 山口謠司 朝日新聞出版 3-0500598164
913.6/ｱ 鏡じかけの夢 秋吉理香子 新潮社 3-0500592152
913.6/ｱ 火花散る あさのあつこ ＰＨＰ研究所 3-0500599336
文庫本
913.6/ｲ

機巧のイヴ　新世界覚醒篇 乾緑郎 新潮社 3-0500594101

913.6/ｲ ライトマイファイア 伊藤潤 毎日新聞出版 3-0500600409
913.6/ｳ キリの理容室 上野歩 講談社 3-0500592815
913.6/ｴ 蕎麦、食べていけ！ 江上剛 光文社 3-0500591345
913.6/ｵ 青春のジョーカー 奥田亜希子 集英社 3-0500575216
文庫本
913.6/ｶ

億男 川村元気 文藝春秋 3-0500569980

913.6/ｶ 恋の川、春の町 風野真知雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500594905
文庫本
913.6/ｶ

つむじ風お駒事件帖 柏田道夫 徳間書店 3-0500569060

913.6/ｶ 燃える水 河合莞爾 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500594241
文庫本
913.6/ｶ

老後の資金がありません 垣谷美雨 中央公論新社 3-0500574750

文庫本
913.6/ｸ

お犬侍 黒木久勝 双葉社 3-0500552736

913.6/ｸ 泥濘 黒川博行 文藝春秋 3-0500602382

913.6/ｺ 万引き家族 是枝裕和 宝島社 3-0500593772
文庫本
913.6/ｻ

異郷のぞみし 佐伯泰英 双葉社 3-0500598189

文庫本
913.6/ｻ

剣豪奉行池田筑後 佐々木裕一 祥伝社 3-0500580725

文庫本
913.6/ｻ

勝負師 坂口安吾 中央公論新社 3-0500585153

文庫本
913.6/ｻ

比叡山の鬼 佐々木裕一 講談社 3-0500598390

913.6/ｼ ファーストラヴ 島本理生 文藝春秋 3-0500594838
文庫本
913.6/ｼ

見習い同心捕物帳 志木沢郁 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500574205

文庫本
913.6/ｼ

レディ・ヴィクトリア　〔４〕 篠田真由美 講談社 3-0500600806

文庫本
913.6/ｽ

群青色の波 鈴木英治 双葉社 3-0500598193

913.6/ﾁ 祈りのカルテ 知念実希人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500576469
913.6/ﾂ 青空と逃げる 辻村深月 中央公論新社 3-0500574142

913.6/ﾂ
噛みあわない会話と、ある
過去について

辻村深月 講談社 3-0500598379

あたらしく入った本
2018年8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

おれたちの仇討 鳥羽亮 双葉社 3-0500580935

文庫本
913.6/ﾄ

誤断 堂場瞬一 中央公論新社 3-0500541436

文庫本
913.6/ﾄ

零れた明日 堂場瞬一 中央公論新社 3-0500585150

文庫本
913.6/ﾄ

幽霊になった女 鳥羽亮 角川春樹事務所 3-0500598565

913.6/ﾅ 道具箱はささやく 長岡弘樹 祥伝社 3-0500597796
文庫本
913.6/ﾅ

夫婦（めおと）からくり 中島要 光文社 3-0500569971

913.6/ﾆ 師弟の祈り 仁木英之 新潮社 3-0500600860
文庫本
913.6/ﾏ

黄砂の進撃 松岡圭祐 講談社 3-0500572151

913.6/ﾐ ののはな通信 三浦しをん ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500593698
913.6/ﾑ 風は西から 村山由佳 幻冬舎 3-0500576043
文庫本
913.6/ﾓ

悪の戴冠式 森村誠一 集英社 3-0500583583

文庫本
913.6/ﾓ

天空の矢はどこへ？ 森博嗣 講談社 3-0500600805

913.6/ﾔ 婚活食堂 山口恵以子 ＰＨＰ研究所 3-0500592592
913.6/ﾕ 凶犬の眼 柚月裕子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500576842

913.6/ﾖ ウォーターゲーム 吉田修一 幻冬舎 3-0500592823

914
今、何かを表そうとしている
１０人の日本と韓国の若手
対談

朝井リョウ クオン 3-0500579904

914/ｱ かんがえる子ども 安野光雅 福音館書店 3-0500598348
914/ｼ 極上の孤独 下重暁子 幻冬舎 3-0500576044
914/ｿ 人間にとって病いとは何か 曽野綾子 幻冬舎 3-0500594462
文庫本
914/ﾊ

フーテンのマハ 原田マハ 集英社 3-0500591336

914/ﾑ しない。 群ようこ 集英社 3-0500601264
914/ﾖ 帰る家もなく 与那原恵 ボーダーインク 3-0500599561

916/ｱ
日航１２３便墜落疑惑のは
じまり

青山透子 河出書房新社 3-0500593672

916/ｵ 医者が妻を看取る 小野寺久 中央公論新社 3-0500541102

931 大鴉
エドガー・アラン・
ポオ

沖積舎 3-0500598583

文庫本
933/ｸ

欧州開戦　３
マーク・グリー
ニー

新潮社 3-0500594116

文庫本
933/ｸ

欧州開戦　４
マーク・グリー
ニー

新潮社 3-0500594117

文庫本
933/ｺ

燃える部屋　上 マイクル・コナリー 講談社 3-0500598381

文庫本
933/ｺ

燃える部屋　下 マイクル・コナリー 講談社 3-0500598382

ティーンズ
933/ｾ

凍てつく海のむこうに
ルータ・セペティス
／作

岩波書店 3-0500533731

文庫本
933/ﾄ

パールストリートのクレイ
ジー女たち

トレヴェニアン 集英社 3-0500592109

933/ﾌ 奥のほそ道
リチャード・フラナ
ガン

白水社 3-0500593764



文庫本
933/ﾛ

賢者の怖れ　２
パトリック・ロス
ファス

早川書房 3-0500596329

外国語
933/W

Ｓｉｎｇ，　ｕｎｂｕｒｉｅｄ，　ｓｉｎｇ
ａ　ｎｏｖｅｌ

Ｊｅｓｍｙｎ　Ｗａｒｄ Ｓｃｒｉｂｎｅｒ 3-0500556588

文庫本
949

誹謗
カーアン・ヴァズ・
ブルーン

早川書房 3-0500591400

963 ヴェネツィアの出版人
ハビエル・アスペ
イティア

作品社 3-0500590690

973 新しい名字
エレナ・フェッラン
テ

早川書房 3-0500595693

ラベルの
記号

002
１日１ページ、読むだけで
身につく世界の教養３６５

デイヴィッド・Ｓ・キ
ダー

文響社 3-0500585195

002 知の越境法 池上彰 光文社 3-0500598374
019 絵本の冒険 小野明／編 フィルムアート社 3-0500594877
子育て
019

この本読んで！　第６７号
（２０１８夏）

出版文化産業振興財
団

3-0500593614

081 丸山眞男集　別集　第４巻 丸山眞男 岩波書店 3-0500598354
141 考える練習帳 細谷功 ダイヤモンド社 3-0500534383
141 感情的な人に負けない本 和田秀樹 新講社 3-0500585270
141 不機嫌は罪である 齋藤孝 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500588030

159
あなたは絶対！運がいい
３

浅見帆帆子 廣済堂出版 3-0500575942

159 自分のことだけ考える。 堀江貴文 ポプラ社 3-0500576352
159 人生後半の幸福論 齋藤孝 光文社 3-0500598372

159
絶対にミスをしない人の脳
の習慣

樺沢紫苑 ＳＢクリエイティブ 3-0500529403

159 大富豪からの手紙 本田健 ダイヤモンド社 3-0500570531
159 １００歳のほんとうの幸福 吉沢久子 ＰＨＰ研究所 3-0500571945
188.7 生きて死ぬ力 石上智康 中央公論新社 3-0500588714
209 逆転の世界史 玉木俊明 日本経済新聞出版社 3-0500593696
210.6 歴史と戦争 半藤一利 幻冬舎 3-0500576705
文庫本
288

３０の「王」からよむ世界史 本村凌二／監修 日本経済新聞出版社 3-0500595703

289/ｻ 素顔の西郷隆盛 磯田道史 新講社 3-0500576633

290
エピソードで読む世界の国
２４３　２０１８－２０１９

エピソードで読む
世界の国編集委
員会／編

山川出版社 3-0500595404

291 山登り１２カ月 四角友里 山と溪谷社 3-0500599296

291.6
死ぬなら、京都がいちばん
いい

小林玖仁男 幻冬舎 3-0500592824

291.6
何度でも行きたくなる、可愛
い京都に出会える本

宝島社 3-0500574678

292.5 ラダックの星 中村安希 潮出版社 3-0500595745
293.7 イタリアの小さな村へ 中橋恵 新潮社 3-0500594802
293.8 十五の夏　上 佐藤優 幻冬舎 3-0500576654

ラベルの
記号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



304
「激動の世界をゆく」大越健
介取材ノート

大越健介 小学館 3-0500595262

304
世界に誇れる明治維新の
精神

ケント・ギルバート ベストセラーズ 3-0500597260

304 「情の力」で勝つ日本 日下公人 ＰＨＰ研究所 3-0500590921
304 戦後と災後の間 吉見俊哉 集英社 3-0500598877
304 日本の没落 中野剛志 幻冬舎 3-0500594465

304
「反グローバリズム」の逆襲
が始まった

馬渕睦夫 悟空出版 3-0500597569

304
「文系バカ」が、日本をダメ
にする

髙橋洋一 ワック 3-0500591448

310 権力の「背信」 朝日新聞取材班 朝日新聞出版 3-0500597886
311 公開性の根源 大竹弘二 太田出版 3-0500583673

312.1
不思議の国会・政界用語
ノート

秋山訓子 さくら舎 3-0500588828

312.2 習近平の真意 長谷川慶太郎 李白社 3-0500598108
317 特権キャリア警察官 時任兼作 講談社 3-0500594806

318.5
パッと伝わる！公務員のデ
ザイン術

佐久間智之 学陽書房 3-0500592959

319.1
日本・スウェーデン交流
１５０年

岡澤憲芙／監修 彩流社 3-0500582128

322 近世・奄美流人の研究 箕輪優 南方新社 3-0500572103
330 経済まるわかり 大江英樹 日経ＨＲ 3-0500593685
332.1 さらば、ＧＧ資本主義 藤野英人 光文社 3-0500598371

332.5
これからヤバイ米中貿易戦
争

渡邉哲也 徳間書店 3-0500595285

332.8 戦前の大金持ち 稲泉連 小学館 3-0500595300
335.1 経営者 永野健二 新潮社 3-0500593319

335.1 世界を変えた１４の密約
ジャック・ペレッ
ティ

文藝春秋 3-0500594473

参考書
335.4

会社四季報　２０１８年
３集（夏号）

東洋経済新報社 3-0500598672

336
元経済産業省英文校閲者
が書いたビジネスによく効く
英語の本

ジリアン・ヨーク 経済産業調査会 3-0500594898

336.1
ＡＩに振り回される社長　し
たたかに使う社長

長尾一洋 日経ＢＰ社 3-0500588487

336.4 話し下手のための雑談力 沢渡あまね 幻冬舎 3-0500583686
336.4 マナーとお金まるわかり 松田満江 日経ＨＲ 3-0500593686
338 地銀・信金ダブル消滅 津田倫男 朝日新聞出版 3-0500598165
361 教養としての現代社会入門 小林正幸 風塵社 3-0500593471
361.4 最高の雑談力 茂木健一郎 徳間書店 3-0500598104
361.4 フェイクと憎悪 永田浩三／編著 大月書店 3-0500599272

361.4
不便でも気にしないフラン
ス人、便利なのに不安な日
本人

西村・プぺカリン 大和書房 3-0500515291

ティーンズ
366.2

獣医師になるには 井上こみち ぺりかん社 3-0500591789

366.2
事例でわかる発達障害と
職場のトラブルへの対応

谷原弘之 法研 3-0500590432

367.2
５０才からがいよいよモテる
らしい神話「フランス女」

長坂道子 小学館 3-0500585530

367.2 百年の女 酒井順子 中央公論新社 3-0500600252
367.3 ありがとうって言えたなら 瀧波ユカリ 文藝春秋 3-0500570563



367.7
定年前後の「やってはいけ
ない」

郡山史郎 青春出版社 3-0500578719

368 ゴッドファーザーの血 マリオ・ルチアーノ 双葉社 3-0500585602
368 となりの少年少女Ａ 草薙厚子 河出書房新社 3-0500593669

369.1
介護職が知っておきたい接
遇マナーのきほん

蜂谷英津子 日本実業出版社 3-0500593418

369.2
しっかりわかる介護保険の
基本としくみ

晶文社編集部／
編集

晶文社 3-0500591820

369.3
世界の難民をたすける３０
の方法

滝澤三郎／編著 合同出版 3-0500594216

372 暴走する能力主義 中村高康 筑摩書房 3-0500596622
ティーンズ
376.8

工学部 漆原次郎 ぺりかん社 3-0500587013

ティーンズ
376.8

法学部 山下久猛 ペリカン社 3-0500592496

378
就学時健診を乗り越える最
強の方法

鈴木昭平 コスモ２１ 3-0500573876

379 佐々木正美の子育て百科 佐々木正美 大和書房 3-0500599963
子育て
379

世界最高の子育て ボーク重子 ダイヤモンド社 3-0500566024

379 脳に任せるかしこい子育て 菅原洋平 すばる舎 3-0500591027
386 祇園祭 アリカ／編 新潮社 3-0500594801
394 海軍カレー伝説 高森直史 潮書房光人新社 3-0500594481

ラベルの
記号

407
幼児のための科学プログラ
ム

藤嶋昭／監修 学研プラス 3-0500593361

410
離散数学「ものを分ける理
論」

徳田雄洋 講談社 3-0500590892

429 太陽を創った少年 トム・クラインズ 早川書房 3-0500591402
445 火星の素顔 沼澤茂美／共著 小学館クリエイティブ 3-0500595268

460
「生物」のことが一冊でまる
ごとわかる

大石正道 べレ出版 3-0500590400

467 性の進化史 松田洋一 新潮社 3-0500593322

481
動物たちのすごいワザを物
理で解く

マティン・ドラーニ インターシフト 3-0500579580

ティーンズ
484

原寸で楽しむ美しい貝図鑑
＆採集ガイド

池田等 実業之日本社 3-0500465478

487
ウーパールーパー・イモリ・
サンショウウオの仲間

佐々木浩之 誠文堂新光社 3-0500588026

487 ほぼ命がけサメ図鑑 沼口麻子 講談社 3-0500589613

491
きちんと知りたい　においと
臭気対策の基礎知識

光田恵／編著 日刊工業新聞社 3-0500594310

491 ３０００万語の格差 ダナ・サスキンド 明石書店 3-0500589708

493.9
成功する子は食べ物が９
割

細川モモ／監修 主婦の友社 3-0500543291

498 持続可能な医療 広井良典 筑摩書房 3-0500596624

498 とんでもない死に方の科学
コーディー・キャシ
ディー

河出書房新社 3-0500597124

498.1 『厚生〈労働〉白書』を読む 田多英範／編著 ミネルヴァ書房 3-0500594254
参考書
499

医者からもらった薬がわか
る本　２０１８－２０１９年版

医薬制度研究会 法研 3-0500592246

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



510
歴史の謎はインフラで解け
る

大石久和／編著 産経新聞出版 3-0500593503

520
イラスト図解：世界の巨大
建造物

デビッド・マコーレ
イ

六耀社 3-0500578770

参考書
520

図解建築小事典
建築小事典編集
委員会／編

オーム社 3-0500593842

520 世界の建築家解剖図鑑 大井隆弘 エクスナレッジ 3-0500594298

535 小さな工場のものづくり魂 今瀬憲司
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500587052

537 トヨタ現場の「オヤジ」たち 野地秩嘉 新潮社 3-0500598882

537
日本ｖｓ．アメリカｖｓ．欧州
自動車世界戦争

泉谷渉 東洋経済新報社 3-0500593727

546 ＥＶと自動運転 鶴原吉郎 岩波書店 3-0500592714

547.4
Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ　４ファーストガ
イド

相澤裕介 カットシステム 3-0500592977

548 情報工学
情報工学編集委
員会／編

丸善出版 3-0500585925

文庫本
548

ロボットの脅威
マーティン・フォー
ド

日本経済新聞出版社 3-0500587627

582
現場主義を貫いた富士ゼ
ロックスの“経営革新”

土屋元彦 日刊工業新聞社 3-0500594516

588 日本ワイン誕生考 仲田道弘 山梨日日新聞社 3-0500596309

ラベルの
記号

590
明日の私を助ける家事貯
金

ｌｅａｆ河内智美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500585844

590
大人暮らしで見直した１０
のもの

主婦と生活社 3-0500529753

590 １００歳の１００の知恵 吉沢久子 中央公論新社 3-0500583607
590 私のカントリー　Ｎｏ．１０５ 主婦と生活社 3-0500601434
子育て
593.3

赤ちゃんに作ってあげたい
スタイとブルマ

ブティック社 3-0500593276

593.8 きものカラーコーディネート 能口祥子 日本色研事業 3-0500591351

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　７
（ｎｏ．１３９）

主婦と生活社 3-0500602965

595
オトナ女子のための美肌図
鑑

かずのすけ ワニブックス 3-0500504897

596 オードブル・バイブル 荒井昇 ナツメ社 3-0500590497

596
おなか痩せの黄金「比」レ
シピ

花王株式会社 文藝春秋 3-0500597174

596
志麻さんのプレミアムな作
りおき

志麻 ダイヤモンド社 3-0500520168

596.2
おうちで作れるカフェの朝
食

山村光春／監修 世界文化社 3-0500593819

596.2
フライパン１本３０分ででき
るフレンチレシピ

小川奈々 産業編集センター 3-0500590648

596.6
冷凍フルーツのひんやりス
イーツ

あまこようこ 主婦の友社 3-0500592983

596.8
仕事ができる人はお米の
食べ方が美しい

小倉朋子 カンゼン 3-0500588731

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



597
自分で直せば断然お得！
身のまわりの修理の教科
書

西沢正和／監修 ＰＨＰ研究所 3-0500591873

597
ＰＬＵＳ１　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｎｏ１０３
（２０１８　Ｓｕｍｍｅｒ）

主婦の友社 3-0500596993

609
新しい１キログラムの測り
方

臼田孝 講談社 3-0500583576

645
最新ペットビジネスの動向
とカラクリがよ～くわかる本

川上清市 秀和システム 3-0500576286

686
２０１８－２０ＸＸ年日本の鉄
道未来年表

洋泉社 3-0500596515

ラベルの
記号

702
もういちど訪ねる日本の美
上

小林忠／監修 山川出版社 3-0500595405

709
４７都道府県・国宝／重要
文化財百科

森本和男 丸善出版 3-0500593467

726 磯野家の危機
東京サザエさん学
会

宝島社 3-0500590998

723 美貌のひと 中野京子 ＰＨＰ研究所 3-0500599629
726 見えない蝶をさがして いせひでこ 平凡社 3-0500592928

748 はじまりのひ
かわうちりんこ／
写真・文

求龍堂 3-0500589201

750
手に持って、行こう　刃物・
和紙・器編

小栗左多里 ポプラ社 3-0500599700

757
装飾デザインを読みとく３０
のストーリー

鶴岡真弓 日本ヴォーグ社 3-0500582935

760
クラッシック天才たちの到
達点

百田尚樹 ＰＨＰ研究所 3-0500599351

762.3 パリのサロンと音楽家たち 上田泰史 カワイ出版 3-0500587133

763
ジャパニーズ・ヒット大全集
上

自由現代社 3-0500557282

764
ピアニストのためのジャズ・
ピアノ理論の基礎

遠藤尚美／編著 自由現代社 3-0500532555

767 初代「君が代」 小田豊二 白水社 3-0500574351

767
詞と曲に隠された物語昭和
歌謡の謎

合田道人 祥伝社 3-0500587462

ティーンズ
771

部活でスキルアップ！演劇
上達バイブル

杉山純じ／監修 メイツ出版 3-0500587093

782 ９９％の人が速くなる走り方 平岩時雄 筑摩書房 3-0500588797
783.4 解説者の流儀 戸田和幸 洋泉社 3-0500594260
783.4 常勝集団のプリンシプル 岩出雅之 日経ＢＰ社 3-0500568233
文庫本
788

１０１％のプライド 村田諒太 幻冬舎 3-0500579856

789
一本がとれる！柔道立ち
技必勝のコツ５５

上水研一朗／監
修

メイツ出版 3-0500590484

795 囲碁・白番で勝つ方法 秋山次郎 マイナビ出版 3-0500584600
801 図説古代文字入門 大城道則／編著 河出書房新社 3-0500592452

810
日本語教師のための日常
会話力がグーンとアップす
る雑談指導のススメ

西郷英樹 凡人社 3-0500596037

816 小論文書き方と考え方 大堀精一 講談社 3-0500589893

(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



830
世界で活躍する日本人エ
リートのシンプル英語勉強
法

戸塚隆将 ダイヤモンド社 3-0500568228

830 同時通訳者のカバンの中 関谷英里子 祥伝社 3-0500587465

837
中学英語＋たったの５パ
ターンで誰でも長い英会話
ができる本

石渡一秀 明日香出版社 3-0500590384

837 ＬＯＮＤＯＮ　ＷＡＬＫ ロイ・ヒギンズ ベレ出版 3-0500590398

ラベルの
記号

郷土
291.3

東急全線古地図さんぽ 坂上正一 フォト・パブリッシング 3-0500580491

郷土
680

京急グループ１２０年史
２００８－２０１７

京浜急行電鉄株
式会社／編

京浜急行電鉄 3-0500576970

「あたらしく入った本」8月号は、平成30年6月から同30年7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）


