
ラベルの
記号

児研
909

赤い鳥事典
赤い鳥事典編集
委員会／編

柏書房 3-0500609225

909
「ふつうのおんなの子」のち
から

中村桂子 集英社クリエイティブ 3-0500609692

文庫本
910/ｵ

ツバキ文具店の鎌倉案内 ツバキ文具店 幻冬舎 3-0500612160

911.1 水中翼船炎上中 穂村弘 講談社 3-0500592456
ティーンズ
911.3

１７音の青春　２０１８
神奈川大学広報
委員会／編

角川文化振興財団 3-0500571087

911.4
楽しく上達できる川柳入門
表現のコツ５０

杉山昌善／監修 メイツ出版 3-0500590066

文庫本
913.6

恋愛小説集　日本作家編 岸本佐知子／編 講談社 3-0500589920

913.6/ｱ 悪玉伝 朝井まかて ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500609872
913.6/ｱ 怪しくて妖してくて 阿刀田高 集英社 3-0500596051

文庫本
913.6/ｱ

菜の花食堂のささやかな事
件簿　金柑はひそやかに
香る

碧野圭 大和書房 3-0500597502

文庫本
913.6/ｲ

怪盗鼠推参　２ 稲葉稔 幻冬舎 3-0500597063

文庫本
913.6/ｲ

くらまし屋稼業 今村翔吾 角川春樹事務所 3-0500607006

文庫本
913.6/ｲ

崑崙の玉／漂流 井上靖 講談社 3-0500589879

ティーンズ
913.6/ｲ

鳥達のバラード 泉啓子 講談社 3-0500605754

913.6/ｲ 日傘を差す女 伊集院静 文藝春秋 3-0500613623
文庫本
913.6/ｲ

夢胡蝶 今村翔吾 祥伝社 3-0500613525

ティーンズ
913.6/ｲ

わたしが少女型ロボット
だったころ

石川宏千花 偕成社 3-0500607444

文庫本
913.6/ｳ

検断 上田秀人 光文社 3-0500605426

913.6/ｳ 破蕾 冲方丁 講談社 3-0500611345

913.6/ｳ 骨を弔う 宇佐美まこと 小学館 3-0500602242
文庫本
913.6/ｴ

ラストチャンス 江上剛 講談社 3-0500581972

文庫本
913.6/ｵ

ＥＰＩＴＡＰＨ東京 恩田陸 朝日新聞出版 3-0500579156

913.6/ｵ 司書のお仕事 大橋崇行 勉誠出版 3-0500590002

913.6/ｶ
がいなもん松浦武四郎一
代

河治和香 小学館 3-0500596586

913.6/ｶ 小説ＣＨＡＮＧＥ 金川顕教
サンライズパブリッシ
ング

3-0500585666

あたらしく入った本
2018年10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/ｶ ２センチの隙間 笠原正雄 ＰＨＰ研究所 3-0500572983
913.6/ｶ 秘録島原の乱 加藤廣 新潮社 3-0500608237
913.6/ｶ 法廷弁論 加茂隆康 講談社 3-0500583612
913.6/ｶ 四十歳、未婚出産 垣谷美雨 幻冬舎 3-0500609740
文庫本
913.6/ｷ

野獣王の劍 菊地秀行 光文社 3-0500561360

913.6/ｺ 生き残り 古処誠二 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500610230
913.6/ｺ マトリョーシカ・ブラッド 呉勝浩 徳間書店 3-0500609061
文庫本
913.6/ｻ

刺客潮まねき 坂岡真 光文社 3-0500612873

文庫本
913.6/ｻ

秘剣横雲 坂岡真 光文社 3-0500605451

文庫本
913.6/ｻ

ひなげし雨竜剣 坂岡真 光文社 3-0500597421

文庫本
913.6/ｻ

真っ向勝負 坂岡真 文藝春秋 3-0500612141

913.6/ｼ 鏡の背面 篠田節子 集英社 3-0500609694
913.6/ｼ 歪んだ波紋 塩田武士 講談社 3-0500613608
913.6/ｽ 夏空白花 須賀しのぶ ポプラ社 3-0500609526
文庫本
913.6/ｾ

暗夜鬼譚　〔３〕 瀬川貴次 集英社 3-0500565002

913.6/ﾀ 送り火 高橋弘希 文藝春秋 3-0500606970
913.6/ﾀ 東遊記 武内涼 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500610227
913.6/ﾀ 私が誰かわかりますか 谷川直子 朝日新聞出版 3-0500612946
文庫本
913.6/ﾁ

長谷川平蔵人足寄場　３ 千野隆司 小学館 3-0500605009

文庫本
913.6/ﾁ

リアルフェイス 知念実希人 実業之日本社 3-0500596431

文庫本
913.6/ﾂ

家族シアター 辻村深月 講談社 3-0500581966

文庫本
913.6/ﾂ

銀花 辻堂魁 祥伝社 3-0500613526

文庫本
913.6/ﾂ

真田三代　下 火坂雅志 文藝春秋 3-0500212931

文庫本
913.6/ﾂ

水戸黄門天下の副編集長 月村了衛 徳間書店 3-0500596547

文庫本
913.6/ﾄ

鬼の隠れ簔 鳥羽亮 徳間書店 3-0500604152

文庫本
913.6/ﾄ

影の守護者 堂場瞬一 講談社 3-0500613551

文庫本
913.6/ﾄ

秘剣水鏡（みつかかみ） 戸部新十郎 光文社 3-0500597422

文庫本
913.6/ﾄ

用心棒たちの危機 鳥羽亮 双葉社 3-0500613039

913.6/ﾅ 大奥づとめ 永井紗耶子 新潮社 3-0500608239
文庫本
913.6/ﾅ

くろご 中谷航太郎 集英社 3-0500523147

913.6/ﾆ 名探偵誕生 似鳥鶏 実業之日本社 3-0500595434
文庫本
913.6/ﾊ

奇跡の人 原田マハ 双葉社 3-0500552729

913.6/ﾊ ５時過ぎランチ 羽田圭介 実業之日本社 3-0500584591
913.6/ﾊ 蝶のゆくへ 葉室麟 集英社 3-0500611808



文庫本
913.6/ﾊ

天に星地に花　下 帚木蓬生 集英社 3-0500489933

913.6/ﾊ 襲来　上 帚木蓬生 講談社 3-0500611125
913.6/ﾊ 襲来　下 帚木蓬生 講談社 3-0500611126
913.6/ﾋ エンディングドレス 蛭田亜紗子 ポプラ社 3-0500597224
913.6/ﾋ 彼女は頭が悪いから 姫野カオルコ 文藝春秋 3-0500607803
文庫本
913.6/ﾋ

人魚の眠る家 東野圭吾 幻冬舎 3-0500594423

文庫本
913.6/ｸ

喜多川歌麿女絵草紙 藤沢周平 講談社 3-0500555129

文庫本
913.6/ｸ

時をかける眼鏡　兄弟と運
命の杯

椹野道流 集英社 3-0500608130

文庫本
913.6/ﾌ

闇の歯車 藤沢周平 文藝春秋 3-0500589057

文庫本
913.6/ﾏ

悪党狩り 牧秀彦 徳間書店 3-0500596551

913.6/ﾏ 跡を消す 前川ほまれ ポプラ社 3-0500606721
913.6/ﾏ シンドローム　上 真山仁 講談社 3-0500611712
913.6/ﾏ シンドローム　下 真山仁 講談社 3-0500611713
913.6/ﾏ ツキマトウ 真梨幸子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500610228
913.6/ﾏ 向こう側の、ヨーコ 真梨幸子 光文社 3-0500583207
913.6/ﾐ ブロードキャスト 湊かなえ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500615743
913.6/ﾑ 星をつなぐ手 村山早紀 ＰＨＰ研究所 3-0500611455
913.6/ﾑ 燃える波 村山由佳 中央公論新社 3-0500605066
文庫本
913.6/ﾔ

明日、君が花と散っても 柳瀬みちる ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500592760

913.6/ﾔ 選んだ孤独はよい孤独 山内マリコ 河出書房新社 3-0500594170
913.6/ﾔ 小説曲直瀬道三 山崎光夫 東洋経済新報社 3-0500608672
文庫本
913.6/ﾔ

べんけい飛脚 山本一力 新潮社 3-0500525378

ティーンズ
913.6/ﾖ

結び蝶物語 横山充男／作 あかね書房 3-0500601617

文庫本
914/ｼ

美しくなるにつれて若くなる 白州正子 角川春樹事務所 3-0500571941

914/ﾐ
これからの私をつくる２９の
美しいこと

光野桃 講談社 3-0500608236

子育て
916/ｸ

ブレない子育て 栗原泉 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500598427

916/ﾖ 原爆の世紀を生きて 米澤鐡志
アジェンダ・プロジェク
ト

3-0500609117

929.1 そっと静かに ハンガン クオン 3-0500601914
文庫本
933/ｲ

ＩＱ ジョー・イデ 早川書房 3-0500599954

933/ｸ モラルの話 Ｊ・Ｍ・クッツェー 人文書院 3-0500594478
文庫本
933/ﾊ

怪談
ラフカディォ・ハー
ン

光文社 3-0500605440

文庫本
933/ﾊ

舞踏会へ向かう三人の農
夫　　上

リチャード・パワー
ズ

河出書房新社 3-0500604762

文庫本
933/ﾊ

舞踏会へ向かう三人の農
夫　　下

リチャード・パワー
ズ

河出書房新社 3-0500604763

文庫本
933/ﾛ

賢者の怖れ　４
パトリック・ロス
ファス

早川書房 3-0500613198

文庫本
943/ｷ

終焉
ハラルト・ギル
バース

集英社 3-0500608579



969 カルヴェィアスの犬
ジョゼ・ルイス・ペ
イショット

新潮社 3-0500610996

ラベルの
記号

007.1 しくみがわかる深層学習 手塚太郎 朝倉書店 3-0500602759

007.1

すぐに使える！業務で実践
できる！ＰｙｔｈｏｎによるＡＩ・
機械学習・深層学習アプリ
のつくり方

クジラ飛行机 ソシム 3-0500602778

情報科学
007.3

ｔｈｅ　ｆｏｕｒ　ＧＡＦＡ（ガー
ファ）

スコット・ギャロ
ウェイ

東洋経済新報社 3-0500610697

017
学校図書館で役立つレファ
レンス・テクニック

齊藤誠一 少年写真新聞社 3-0500601980

019 本を読む。 松山巖 西田書店 3-0500599973

104
自信をもてる子が育つこど
も哲学

川辺洋平 ワニブックス 3-0500609274

104 落語ー哲学 中村昇 亜紀書房 3-0500609844
116 解釈学 ジャン・グロンダン 白水社 3-0500605574
121 維新と敗戦 先崎彰容 晶文社 3-0500614786
121 象徴天皇を哲学する 田中久文 青土社 3-0500613671
147 かみさまは小学５年生 すみれ サンマーク出版 3-0500566435
147 死んだらどうなる 石原結實 ビジネス社 3-0500592468

159
あなただけの人生をどう生
きるか

渡辺和子 筑摩書房 3-0500613262

159 ざんねんな名言集 真山知幸 彩図社 3-0500610294
175 熊野と神楽 鈴木正崇 平凡社 3-0500590767
175 神社崩壊 島田裕巳 新潮社 3-0500613553
180 なぜ今、仏教なのか ロバート・ライト 早川書房 3-0500608255
188.5 空海からの問題集 内野一郎 扶桑社 3-0500608265
文庫本
210.2

縄文人の死生観 山田康弘 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500598101

210.5 新撰組顛末記 永倉新八 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500537655

281 昭和の怪物七つの謎 保阪正康 講談社 3-0500607681

288 天皇陵と近代 宮間純一 平凡社 3-0500590758

文庫本
289

安藤百福とその妻仁子 青山誠 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500613387

文庫本
289/ｵ

織田信長４３５年の真実 明智憲三郎 幻冬舎 3-0500579840

290
明日も世界のどこかでひと
りっぷ　２

ひとりっＰ 集英社 3-0500610512

291.5 信州　〔２０１８〕 ＪＴＢパブリッシング 3-0500609789

291.9

世界文化遺産「長崎と天草
地方の潜伏キリシタン関連
遺産」を巡る美しき教会と
祈り

松田典子／写真・
文

講談社 3-0500610275

ラベルの
記号

304 日本衆愚社会 呉智英 小学館 3-0500612158

（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 日本の大問題 荻上チキ ダイヤモンド社 3-0500608295

312.1 安倍晋三の真実 谷口智彦 悟空出版 3-0500610749

312.1
枝野幸男、魂の３時間大演
説

枝野幸男 扶桑社 3-0500613560

312.1
マスコミと官僚の小ウソが
日本を滅ぼす

髙橋洋一 産経新聞出版 3-0500610221

317 財務省の黒い霧 歳川隆雄 宝島社 3-0500610226
326 黙秘の壁 藤井誠二 潮出版社 3-0500587146

335.2
収録を終えて、こんなことを
考えた

村上龍 日本経済新聞出版社 3-0500608380

336 ファイナンス思考 朝倉祐介 ダイヤモンド社 3-0500606628

336.3 世界最高のチーム
ピョートル・フェリ
クス・グジバチ

朝日新聞出版 3-0500615058

338 金融で読み解く次の世界 渡邉哲也 徳間書店 3-0500611308
ティーンズ
366.4

日本の給料＆職業図鑑 給料ＢＡＮＫ 宝島社 3-0500542108

367.2
男女平等はどこまで進んだ
か

山下泰子／監修 岩波書店 3-0500600762

367.3
生きるとか死ぬとか父親と
か

ジェーン・スー 新潮社 3-0500591388

ティーンズ
368

ギャングを抜けて。 工藤律子 合同出版 3-0500597482

369 複合介護 成田光江 創英社／三省堂書店 3-0500595677

376.8
桜井信一のわが子に教え
たくなる中学受験算数・国
語

桜井信一 産経新聞出版 3-0500607860

379
子どもの地頭とやる気が育
つおもしろい方法

篠原信 朝日新聞出版 3-0500564165

379
１２歳までに身につけさせ
たい！自分の気持ちを言
葉にする練習帳

木暮太一 永岡書店 3-0500608108

388
一流の投資家は「世界史」
で儲ける

塚口直史 ダイヤモンド社 3-0500612258

ラベルの
記号

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

457 古生物学者、妖怪を掘る 荻野慎諧 ＮＨＫ出版 3-0500604841

458 岩石の科学 西川有司 日刊工業新聞社 3-0500599760
471 野草をおいしく食べる本 大海淳 スタンダース・プレス 3-0500610282
ティーンズ
473

世界は変形菌でいっぱい
だ

増井真那 朝日出版社 3-0500539828

479 大豆の科学 五日市哲雄 日刊工業新聞社 3-0500608693
489 オランウータン 久世濃子 東京大学出版会 3-0500607380
492 紛争地の看護師 白川優子 小学館 3-0500604702
493.1 熟年期障害 熊本悦明 祥伝社 3-0500603468

493.1
スタンフォード式疲れない
体

山田知生 サンマーク出版 3-0500593778

493.7 「片頭痛」からの卒業 坂井文彦 講談社 3-0500590927

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



498.9
虫から死亡推定時刻はわ
かるのか？

三枝聖 築地書館 3-0500609078

520 落日の建築家 新庄宗昭 新潮社 3-0500585888

527
注文住宅を建てた子育て
夫婦の理想と現実

林修 猫棲館 3-0500612096

527 日本懐かし団地大全 照井啓太 辰巳出版 3-0500607449
538 旅客機型式ハンドブック イカロス出版 3-0500595204
575 最強のデータ分析組織 河本薫 日経ＢＰ社 3-0500542086
588 日本酒。　続 プレジデント社 3-0500597384

ラベルの
記号

590 トヨタ式家事シェア 香村薫 主婦の友社 3-0500602738

590 日本で、ヒュッゲに暮らす
イェンス・イェンセ
ン

パルコエンタテインメ
ント事業部

3-0500611110

590
玲子さんののんびり老い支
度

西村玲子 主婦の友社 3-0500597929

591
５０歳からの暮らしの整え
方

後藤由紀子 大和書房 3-0500601276

594.2
クロスステッチの童話刺
しゅう

オノエメグミ
アップルミンツ（Ｅ＆Ｇ
クリエイツ）

3-0500604100

594.2
ミース・ブロッホのクロスス
テッチ図案集

ミース・ブロッホ 日本ヴォーグ社 3-0500610746

595 ゼロトレ 石村友見 サンマーク出版 3-0500589757

595
ヘアゴム１本のゆるアレン
ジ

工藤由布 セブン＆アイ出版 3-0500542081

596

沸騰ワード１０×伝説の家
政婦シマさん週末まとめて
作りおき！平日らくらくごは
ん

タサン志麻 宝島社 3-0500564956

598
生きる哲学としてのセック
ス

代々木忠 幻冬舎 3-0500610657

598
その症状、すぐ病院に行く
べき？行く必要なし？

山中克郎 ＣＣＣメディアハウス 3-0500601984

子育て
599

アドラー式子育て家族を笑
顔にしたいパパのための
本

熊野英一 小学館クリエイティブ 3-0500604690

611
誰も教えてくれない田舎暮
らしの教科書

清泉亮 東洋経済新報社 3-0500605112

645
犬のしつけパーフェクト
ＢＯＯＫ

中西典子／監修 ナツメ社 3-0500546146

645 猫のための家庭の医学 野澤延行 山と溪谷社 3-0500587094

645
６０歳からも犬や猫と幸せ
にくらす本

犬と猫とシニアの
くらしを考える会

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500594922

674
アフィリエイトで稼ぐ１年目
の教科書

川端美帆 東洋経済新報社 3-0500532644

674 グッズ製作ガイドＢＯＯＫ
グラフィック社編
集部／編

グラフィック社 3-0500579483

675
デジタルマーケティングの
実務ガイド

井上大輔 宣伝会議 3-0500584595

文庫本
686

鉄路２万７千キロ世界の
「超」長距離列車を乗りつ
ぶす

下川裕治 新潮社 3-0500610633

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

704 感性は感動しない 椹木野衣 世界思想社 3-0500606531

709 直島誕生 秋元雄史
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500608624

723 グスタフ・クリムトの世界
グスタフ・クリムト
／画

パイインターナショナ
ル

3-0500607875

726 東京店構え
マテウシュ・ウル
バノヴィチ

エムディエヌコーポ
レーション

3-0500585304

726 ＭＡＲＣＨＩ　１ ジョン・ルイス／作 岩波書店 3-0500576615
726 ＭＡＲＣＨＩ　２ ジョン・ルイス／作 岩波書店 3-0500585797
726 ＭＡＲＣＨＩ　３ ジョン・ルイス／作 岩波書店 3-0500593650
726 マリコ、うまくいくよ 益田ミリ 新潮社 3-0500610994
767 超歌手 大森靖子 毎日新聞出版 3-0500596394
771 顔に魅せられた人生 辻一弘 宝島社 3-0500606581
780 オリンピックと日本人の心 鈴木くにこ 内外出版 3-0500604251

786
生き物としての力を取り戻
す５０の自然体験

カシオ計算機株
式会社／監修

オライリー・ジャパン 3-0500610238

798 ｅスポーツ論 筧誠一郎 ゴマブックス 3-0500609866
810 神代文字の思想 吉田唯 平凡社 3-0500590770

812
大人の語彙力を面白いよう
に使いこなす本

話題の達人倶楽
部／編

青春出版社 3-0500557119

814 くらべてわかるオノマトペ 小野正弘 東洋館出版社 3-0500607365
860 スペイン語の世界 岡本信照 慶應義塾大学出版会 3-0500606282

ラベルの
記号

郷土青葉
376.1

ビタミンママ幼稚園情報
〔２０１９年度入園版〕

ＶＭ「ビタミンママ」編
集部

3-0500602385

郷土
015

大人の自由研究応援ガイド
神奈川県立図書
館／編

神奈川県立図書館 3-0500585430

郷土
596.3

ガチチャーハン！
横浜市商店街総
連合会／編

横浜市商店街総連合
会

3-0500596495

「あたらしく入った本」10月号は、平成30年8月から同30年9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。

(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

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）


