
ラベルの
記号

908 怪異十三 三津田信三／編 原書房 3-0500609168

908 須賀敦子の本棚　１ 池澤夏樹／監修 河出書房新社 3-0500600866

910 ザビエルの夢を紡ぐ 郭南燕 平凡社 3-0500575875
910/ｼ 司馬さん、みつけました。 山野博史 和泉書院 3-0500588024
910/ﾅ 漱石の家計簿 山本芳明 教育評論社 3-0500584318
910/ﾊ 葉室麟洛中洛外をゆく。 葉室麟 ベストセラーズ 3-0500599258
910/ﾔ 山本周五郎 河出書房新社 3-0500585041
文庫本
913.6/ｱ

黒書院の六兵衛　下 浅田次郎 文藝春秋 3-0500449113

913.6/ｱ
駒子さんは出世なんてした
くなかった

碧野圭 キノブックス 3-0500566494

913.6/ｱ 地に滾る あさのあつこ 祥伝社 3-0500605731
913.6/ｱ 天子蒙塵　第３巻 浅田次郎 講談社 3-0500600324
913.6/ｱ 火のないところに煙は 芦沢央 新潮社 3-0500600862
文庫本
913.6/ｱ

門前仲町 荒崎一海 講談社 3-0500581980

文庫本
913.6/ｲ

隠密絵師事件帖 池寒魚 集英社 3-0500584514

文庫本
913.6/ｲ

怪盗鼠推参　１ 稲葉稔 幻冬舎 3-0500589064

913.6/ｲ 下町ロケット　ゴースト 池井戸潤 小学館 3-0500607617

913.6/ｲ スタンドアップ！ 五十嵐貴久 ＰＨＰ研究所 3-0500599341

ティーンズ
913.6/ｲ

文豪ストレイドッグス
文豪ストレイドッグ
スＤＡ製作委員会
/作

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500570022

913.6/ｲ 星夜航行　上巻 飯嶋和一 新潮社 3-0500602719

913.6/ｲ 星夜航行　下巻 飯嶋和一 新潮社 3-0500602720
913.6/ｲ 本性 伊岡瞬 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500602702
文庫本
913.6/ｳ

維新始末 上田秀人 中央公論新社 3-0500608188

913.6/ｵ
世界の終わりと始まりの不
完全な処遇

織守きょうや 幻冬舎 3-0500596607

913.6/ｵ 泣きかたをわすれていた 落合恵子 河出書房新社 3-0500580396
913.6/ｵ ポストカプセル 折原一 光文社 3-0500599149
913.6/ｶ 赤い風 梶よう子 文藝春秋 3-0500605899
913.6/ｶ 天地に燦たり 川越宗一 文藝春秋 3-0500604766
文庫本
913.6/ｷ

ためらい始末 喜安幸夫 光文社 3-0500605454

913.6/ｸ 鵜頭川村事件 櫛木理宇 文藝春秋 3-0500601266
文庫本
913.6/ｸ

安政江戸城御金蔵破り 黒崎裕一郎 文芸社 3-0500545033

913.6/ｸ 島のエアライン　上 黒木亮 毎日新聞出版 3-0500598558
913.6/ｸ 島のエアライン　下 黒木亮 毎日新聞出版 3-0500598562

あたらしく入った本
2018年9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/ｸ

千両役者 黒木久勝 双葉社 3-0500598194

913.6/ｺ 任侠浴場 今野敏 中央公論新社 3-0500607674
913.6/ｺ パラレルワールド 小林泰三 角川春樹事務所 3-0500606756
ティーンズ
913.6/ｺ

リマ・トゥジュ・リマ・トゥ
ジュ・トゥジュ

こまつあやこ 講談社 3-0500596588

文庫本
913.6/ｻ

慶次郎、北へ 佐々木功 角川春樹事務所 3-0500589723

文庫本
913.6/ｻ

夏の雪 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500611613

913.6/ｻ ふたりぐらし 桜木紫乃 新潮社 3-0500610663
文庫本
913.6/ｻ

若旦那隠密　３ 佐々木裕一 幻冬舎 3-0500597062

913.6/ｼ 一億円のさようなら 白石一文 徳間書店 3-0500609135
文庫本
913.6/ｼ

迷い熊帰る 芝村凉也 双葉社 3-0500598192

文庫本
913.6/ﾁ

入り婿侍商い帖
大目付御用　３

千野隆司 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500574773

913.6/ﾁ 正しい女たち 千早茜 文藝春秋 3-0500597449
文庫本
913.6/ﾁ

無節の欅 千野隆司 双葉社 3-0500588771

913.6/ﾂ ディス・イズ・ザ・デイ 津村記久子 朝日新聞出版 3-0500596639
文庫本
913.6/ﾄ

脅迫者 堂場瞬一 角川春樹事務所 3-0500607009

913.6/ﾄ 焦土の刑事 堂場瞬一 講談社 3-0500607478
文庫本
913.6/ﾄ

新火盗改鬼与力 鳥羽亮 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500592435

文庫本
913.6/ﾄ

脱藩 鳥羽亮 幻冬舎 3-0500597060

913.6/ﾅ 神に守られた島 中脇初枝 講談社 3-0500606136
文庫本
913.6/ﾅ

陽炎 中谷航太郎 集英社 3-0500592107

文庫本
913.6/ﾅ

死神医師 七尾与史 講談社 3-0500600804

913.6/ﾅ 能面検事 中山七里 光文社 3-0500607692
文庫本
913.6/ﾆ

シェアメイト 新津きよみ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500574775

文庫本
913.6/ﾊ

風雲印旛沼 幡大介 光文社 3-0500588663

文庫本
913.6/ﾊ

空舟 長谷川卓 祥伝社 3-0500605726

913.6/ﾊ むすびつき 畠中恵 新潮社 3-0500608240
ティーンズ
913.6/ﾎ

未来のミライ 細田守 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500598363

文庫本
913.6/ﾏ

隠密狩り 牧秀彦 徳間書店 3-0500596550

913.6/ﾏ ギケイキ　２ 町田康 河出書房新社 3-0500608257
文庫本
913.6/ﾏ

地の指　上 松本清張 光文社 3-0500588656

文庫本
913.6/ﾏ

地の指　下 松本清張 光文社 3-0500588657

文庫本
913.6/ﾏ

夜叉狩り 牧秀彦 徳間書店 3-0500604154



913.6/ﾔ さしすせその女たち 椰月美智子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500600458
913.6/ﾔ はるか 宿野かほる 新潮社 3-0500600863
文庫本
913.6/ﾔ

日本婦道記　上 山本周五郎 講談社 3-0500581969

文庫本
913.6/ﾔ

日本婦道記　下 山本周五郎 講談社 3-0500581971

913.6/ﾔ ペンギンは空を見上げる 八重野統摩 東京創元社 3-0500591815
文庫本
913.6/ﾕ

孤狼の血 柚月裕子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500515627

914 ほろ酔い天国 青木正児ほか 河出書房新社 3-0500591386
914/ｲ 魂の秘境から 石牟礼道子 朝日新聞出版 3-0500584248
914/ﾊ 歴史と人生 半藤一利 幻冬舎 3-0500594461
915/ｼ 旅先のオバケ 椎名誠 集英社 3-0500596050
915/ﾊ 旅ゆけば味わい深し 林望 産業編集センター 3-0500597519
文庫本
933/ｱ

ワインズバーグ、オハイオ
シャーウッド・アン
ダーソン

新潮社 3-0500602207

933/ﾚ あなたを愛してから デニス・ルへイン 早川書房 3-0500604777
文庫本
933/ﾛ

賢者の怖れ　３
パトリック・ロス
ファス

早川書房 3-0500604782

936 ある世捨て人の物語
マイケル・フィンケ
ル

河出書房新社 3-0500606153

950
世界の小説『レ・ミゼラブ
ル』の誕生

デイヴィッド・べロ
ス

白水社 3-0500607123

963 日本人の恋びと
イサベル・アジェ
ンデ

河出書房新社 3-0500566850

ラベルの
記号

情報科学
007.3

サルたちの狂宴　上
アントニオ・ガルシ
ア・マルティネス

早川書房 3-0500599944

情報科学
007.3

サルたちの狂宴　下
アントニオ・ガルシ
ア・マルティネス

早川書房 3-0500599945

007.3 デジタルネイチャー 落合陽一
ＰＬＡＮＥＴＳ／第二次
惑星開発委員会

3-0500607198

019 読む力 松岡正剛 中央公論新社 3-0500580353

019
「読む力」と「地頭力」が
いっきに身につく東大読書

西岡壱誠 東洋経済新報社 3-0500595683

文庫本
020

初学者のための中国古典
文献入門

坂出祥伸 筑摩書房 3-0500589153

024
モンテレッジォ小さな村の
旅する本屋の物語

内田洋子 方丈社 3-0500578347

069 挑戦する博物館 小川義和／編著 ジダイ社 3-0500599654

070
高山正之が斬る朝日新聞
の魂胆を見破る法

高山正之 テーミス 3-0500594479

104
その悩み、哲学者がすでに
答えを出しています

小林昌平 文響社 3-0500584790

121 儒教の本質と呪縛 黄文雄 勉誠出版 3-0500604872
121 日本文化の問題 西田幾多郎 岩波書店 3-0500600760

141
敏感な人や内向的な人が
ラクに生きるヒント

イルセ・サン
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500600797

141 本当はスゴイ！血液型 武田知弘 ビジネス社 3-0500592469

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理



151
アメリカの大学生が自由意
志と科学について語るよう
です。

アルフレッド・ミー
リー

春秋社 3-0500600953

155 国体論 白井聡 集英社 3-0500582404

159
自分が高齢になるというこ
と

和田秀樹 新講社 3-0500601356

159
人生は、いくつになっても
素晴らしい

ダフネ・セルフ 幻冬舎 3-0500600329

159
成功ではなく、幸福につい
て語ろう

岸見一郎 幻冬舎 3-0500592822

文庫本
175

３０の神社からよむ日本史 安藤優一郎 日本経済新聞出版社 3-0500603633

188.8 人生に信念はいらない 細川晋輔 新潮社 3-0500606995
191 神学の技法 佐藤優 平凡社 3-0500593834
文庫本
209

全世界史　上巻 出口治明 新潮社 3-0500602196

文庫本
209

全世界史　下巻 出口治明 新潮社 3-0500602197

210
最新研究でここまでわかっ
た日本史通説のウソ

日本史の謎検証
委員会／編

彩図社 3-0500566818

210.1
図説「日本史」の最新常識
驚きの１００

最新歴史研究会 宝島社 3-0500581440

290 おとなの青春旅行 下川裕治／編著 講談社 3-0500607682

ラベルの
記号

302.2 未来の中国年表 近藤大介 講談社 3-0500600339

304
フェイクの時代に隠されて
いること

福山哲郎 太田出版 3-0500606257

312.1 日本の崩壊 御厨貴 祥伝社 3-0500603469
317 財務省を解体せよ！ 髙橋洋一 宝島社 3-0500594921
317 前川喜平「官」を語る 前川喜平 宝島社 3-0500605878
文庫本
319.8

アクティブ・ニヒリズムを超
えて

西部邁 文芸社 3-0500595707

320
世界を変える日本式「法づ
くり」

国際協力機構／
編

文藝春秋企画出版部 3-0500597583

323 「改憲」の論点 木村草太 集英社 3-0500606546
326 Ｂｌａｃｋ　Ｂｏｘ 伊藤詩織 文藝春秋 3-0500531206
336 「紙１枚！」松下幸之助 浅田すぐる ＰＨＰ研究所 3-0500580928
336.1 大前研一　新しい消費者 大前研一／編著 プレジデント社 3-0500601994
336.1 ブルー・オーシャン・シフト Ｗ・チャン・キム ダイヤモンド社 3-0500584332

336.4
上位５％で辞めない人財を
採る方法７７

礒谷幸始 プレジデント社 3-0500594285

336.8
東大→ＪＡＸＡ→人気数学
塾塾長が書いた数に強くな
る本

永野裕之
ＰＨＰエディターズ・グ
ループ

3-0500592597

338 これからを稼ごう 堀江貴文 徳間書店 3-0500603509

338
誰も書けなかった「銀行消
滅」の地図帳

津田倫男 宝島社 3-0500588855

361.4 かかわると面倒くさい人 榎本博明 日本経済新聞出版社 3-0500589984
364 社会は変えられる 江崎禎英 国書刊行会 3-0500600415

365
「家事のしすぎ」が日本を
滅ぼす

佐光紀子 光文社 3-0500539297

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



368
当たり前の生活って何やね
ん？！

生田武志
日本機関紙出版セン
ター

3-0500595774

368 全告白後妻業の女 小野一光 小学館 3-0500602631

368
「毒婦」和歌山カレー事件
２０年目の真実

田中ひかる ビジネス社 3-0500603538

376.8
合格する子がやっている忘
れない暗記術

宮本毅 かんき出版 3-0500607761

参考書
376.8

全国大学内容案内号
２０１９年（平成３１年）入試
対策用

旺文社 3-0500607230

376.8
中学受験６年生からの大
逆転メソッド　２０１９年入試
版

安浪京子 文藝春秋 3-0500586510

376.8
共働きだからできる中学受
験必勝法！

西村則康 あき出版 3-0500604836

378
発達が気になる子へのス
モールステップではじめる
生活動作の教え方

鴨下賢一 中央法規出版 3-0500551849

379
今日からしつけをやめてみ
た

柴田愛子／監修 主婦の友社 3-0500569248

379
子どもを叱り続ける人が知
らない「５つの原則」

石田勝紀
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500522366

379 佐藤ママの子育てバイブル 佐藤亮子 朝日新聞出版 3-0500608148

387
子の神・子の権現について
考える　続編

神戸治夫 神戸治夫 3-0500591639

389 ノモレ 国分拓 新潮社 3-0500600864

ラベルの
記号

410
北欧式眠くならない数学の
本

クリスティン・ダー
ル

三省堂 3-0500597522

427
「電波と光」のことが一冊で
まるごとわかる

井上伸雄 べレ出版 3-0500597883

451 絵でわかる地球温暖化 渡部雅浩 講談社 3-0500603518

467
ビジュアルで見る遺伝子・
ＤＮＡのすべて

キャット・アーニー 原書房 3-0500600883

471 植物のひみつ 田中修 中央公論新社 3-0500600291
480 水族館の文化史 溝井裕一 勉誠出版 3-0500599587
480 無脊椎水族館 宮田珠己 本の雑誌社 3-0500600013

488
絶景・秘境に息づく世界で
一番美しいペンギン図鑑

水口博也／編著 誠文堂新光社 3-0500597228

488 にっぽんのカラス 松原始／監修・著 カンゼン 3-0500582918
489 クジラ・イルカの疑問５０ 加藤秀弘／編著 成山堂書店 3-0500600364
489 分かちあう心の進化 松沢哲郎 岩波書店 3-0500599122

491 「がん」はなぜできるのか
国立がん研究セ
ンター研究所／編

講談社 3-0500600224

493.7
アルツハイマー病が革命的
に改善する３３の方法

白澤卓二 飛鳥新社 3-0500601650

495 選べなかった命 河合香織 文藝春秋 3-0500607037

498.3
５秒ひざ裏のばしですべて
解決

川村明 主婦の友社 3-0500562193

498.3
人生１００年時代！腸から
始める加齢の極意

藤田紘一郎 ワニ・プラス 3-0500597113

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



498.3 も～っとずぼらヨガ 崎田ミナ 飛鳥新社 3-0500606650

498.5
ヤセたければ走るな、食べ
ろ！

森拓郎 ワニブックス 3-0500506112

509 イーロン・マスクの世紀 兼松雄一郎 日本経済新聞出版社 3-0500598998

511
最新図解基礎からわかるコ
ンクリート

水村俊幸 ナツメ社 3-0500590498

527
最高にわかるやすい住宅
の間取り教室

岸未希亜 エクスナレッジ 3-0500567276

527
住宅リフォームを考えたら
必ず読む本

二宮生憲 あさ出版 3-0500594206

527 住まいで「老活」 安楽玲子 岩波書店 3-0500600756

ラベルの
記号

591
お金が勝手に貯まってしま
う最高の家計

岩崎淳子 ダイヤモンド社 3-0500575314

593.3
ＤＯＵＤＯＵの女の子とママ
がお揃いで着たい服

大川小百合 日本ヴォーグ社 3-0500603369

593.8
田丸麻紀の春夏秋冬
１０００コーディネート

田丸麻紀 大和書房 3-0500546093

594.3
エコアンダリヤのかごバッ
グ

誠文堂新光社／
編

誠文堂新光社 3-0500588747

594.9
ハーバリウムとボタニカル
クラフト

主婦と生活社 3-0500602333

596 しない料理 マキ 扶桑社 3-0500535943

596
白崎裕子の必要最小限レ
シピ

白崎裕子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500600072

596.3
まいにち絶品！「サバ缶」
おつまみ

きじまりゅうた 青春出版社 3-0500589633

子育て
599

ママと赤ちゃんのぐっすり
本

愛波文 講談社 3-0500598913

626
コンパニオンプランツの野
菜づくり

木嶋利男 家の光協会 3-0500586639

685
東名・名神高速道路の不
思議と謎

山形みらい 実業之日本社 3-0500604794

情報科学
694

スマホを使ってみよう！ マガジンハウス 3-0500595942

689
世界一訪れたい日本のつく
りかた

デービッド・アトキ
ンソン

東洋経済新報社 3-0500503779

699 「徹子の部屋」の花しごと 石橋恵三子 産業編集センター 3-0500597518

ラベルの
記号

702
もういちど訪ねる日本の美
下

小林忠／監修 山川出版社 3-0500595406

726
連続講座〈絵本の愉しみ〉
２

吉田新一 朝倉書店 3-0500602232

729 もっと知りたい横山大観 古田亮／監修・著 東京美術 3-0500591440

748
世界で一番美しいペンギン
の世界

アレックス・ベルナ
スコーニ

エクスナレッジ 3-0500602707

762.3
フジコ・ヘミング１４歳の夏
休み絵日記

フジコ・ヘミング 暮らしの手帖社 3-0500601374

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

(NDC700-899）

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

芸術・スポーツ・趣味・言語



763
ジャパニーズ・ヒット大全集
下

3-0500557284

767 しあわせになろうね 堀井六郎 グスコー出版 3-0500601247
779 やっぱ志ん生だな！ ビートたけし フィルムアート社 3-0500601363
783.5 マリア・シャラポワ自伝 マリア・シャラポワ 文藝春秋 3-0500602713

783.7
なにもできない夫が、妻を
亡くしたら

野村克也 ＰＨＰ研究所 3-0500607136

796 瞬間を生きる 羽生善治 ＰＨＰ研究所 3-0500600899
807 物語を忘れた外国語 黒田龍之助 新潮社 3-0500585876

810
日本語を翻訳するというこ
と

牧野成一 中央公論新社 3-0500600293

814 ことばが消えたワケ 米川明彦 朝倉書店 3-0500592194

817
日本語で外国人と話す技
術

高嶋幸太 くろしお出版 3-0500600241

837
これだけで通じる大人のた
めの旅行英会話

加藤好美 ナツメ社 3-0500597868

837
日本の地理・歴史・文化を
英語で表現する

伊東卓也 ナツメ社 3-0500599305

881 ロシア語のかたち 黒田龍之助 白水社 3-0500597249

ラベルの
記号

郷土青葉
291.3

あおバリュー　青葉区を知
る３１の魅力ＢＯＯＫ

みらいづくり大学
青葉キャンパス／
編

横浜市青葉区区政推
進課

3-0500574644

郷土青葉
518.8

次世代郊外まちづくり
東京急行電鉄株
式会社

宣伝会議 3-0500580031

郷土
556

グランブルーの静寂
日本郵船歴史博
物館／編

日本郵船歴史博物館 3-0500567161

「あたらしく入った本」9月号は、平成30年7月から同30年8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）


