
ラベルの
記号

ティーンズ
901

小説は君のためにある 藤谷治 筑摩書房 3-0500621035

908 須賀敦子の本棚　２ 池澤夏樹／監修 河出書房新社 3-0500614752
910 作家と楽しむ古典　〔３〕 島田雅彦 河出書房新社 3-0500601906

910
時代小説がもっとわかる！
江戸「仕事人」案内

岡村直樹 天夢人 3-0500599744

910/ｲ 水の匂いがするようだ 野崎歓 集英社 3-0500612326
910/ﾅ 漱石の地図帳 中島国彦 大修館書店 3-0500600046

910/ﾑ 村上春樹の１００曲
栗原裕一郎／編
著

立東舎 3-0500598473

ティーンズ
911.1

ぼくの短歌ノート 穂村弘 講談社 3-0500598393

文庫本
913

五代目三遊亭圓楽特選飛
切まくら集

五代目三遊亭圓
楽

竹書房 3-0500601726

913.6/ｱ ことことこーこ 阿川佐和子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500626185
文庫本
913.6/ｱ

これは経費で落ちません！
４

青木祐子 集英社 3-0500601164

913.6/ｱ 鯖 赤松利市 徳間書店 3-0500609063
913.6/ｱ 天子蒙塵　第４巻 浅田次郎 講談社 3-0500626199
913.6/ｱ 不在 綾瀬まる ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500602700
文庫本
913.6/ｱ

夜光亭の一夜 泡坂妻夫 東京創元社 3-0500613667

913.6/ｲ 下町ロケット　ヤタガラス 池井戸潤 小学館 3-0500625867
大活字本
913.6/ｲ

空飛ぶタイヤ　１ 池井戸潤 埼玉福祉会 3-0500605713

大活字本
913.6/ｲ

空飛ぶタイヤ　２ 池井戸潤 埼玉福祉会 3-0500605714

大活字本
913.6/ｲ

空飛ぶタイヤ　３ 池井戸潤 埼玉福祉会 3-0500605715

大活字本
913.6/ｲ

空飛ぶタイヤ　４ 池井戸潤 埼玉福祉会 3-0500605716

大活字本
913.6/ｲ

空飛ぶタイヤ　５ 池井戸潤 埼玉福祉会 3-0500605717

913.6/ｲ 冷たい檻 伊岡瞬 中央公論新社 3-0500614989
913.6/ｲ 七つの試練 石田衣良 文藝春秋 3-0500622607
文庫本
913.6/ｳ

外患の兆 上田秀人 幻冬舎 3-0500624076

文庫本
913.6/ｳ

根源 上田秀人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500615966

913.6/ｵ
琴乃木山荘の不思議事件
簿

大倉崇裕 山と溪谷社 3-0500598959

文庫本
913.6/ｵ

鎖鎌秘話 岡本さとる 光文社 3-0500597420

913.6/ｵ ドアを開けたら 大崎梢 祥伝社 3-0500622049

あたらしく入った本
2018年11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 完全犯罪の死角 香納諒一 光文社 3-0500599150
913.6/ｶ 信長の原理 垣根涼介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500618681
文庫本
913.6/ｷ

太宰治の辞書 北村薫 東京創元社 3-0500529109

大活字本
913.6/ｷ

妻恋坂　上 北原亞以子 埼玉福祉会 3-0500605011

大活字本
913.6/ｷ

妻恋坂　下 北原亞以子 埼玉福祉会 3-0500605012

913.6/ｷ 火影に咲く 木内昇 集英社 3-0500601548
913.6/ｸ 人間に向いてない 黒澤いづみ 講談社 3-0500598377
913.6/ｼ 絶望キャラメル 島田雅彦 河出書房新社 3-0500598117
913.6/ｼ 宝島 真藤順丈 講談社 3-0500600319

913.6/ｼ
花咲小路三丁目北角のす
ばるちゃん

小路幸也 ポプラ社 3-0500622954

文庫本
913.6/ﾀ

天鳴地動 田中芳樹 光文社 3-0500605446

文庫本
913.6/ﾀ

花だより 髙田郁 角川春樹事務所 3-0500619537

913.6/ﾂ 深夜の博覧会 辻真先 東京創元社 3-0500615292
大活字本
913.6/ﾂ

遍路みち 津村節子 埼玉福祉会 3-0500605013

913.6/ﾃ
大人は泣かないと思ってい
た

寺地はるな 集英社 3-0500609693

913.6/ﾄ 宴の前 堂場瞬一 集英社 3-0500625123
文庫本
913.6/ﾅ

秘剣の名医 永井義男 コスミック出版 3-0500605198

913.6/ﾅ ＴＡＳ特別師弟捜査員 中山七里 集英社 3-0500619746
ティーンズ
913.6/ﾅ

Ｒｅ：ゼロから始める異世界
生活　１

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500126342

文庫本
913.6/ﾆ

飯網颪 仁木英之 徳間書店 3-0500611297

913.6/ﾆ ＴＥＮ 楡周平 小学館 3-0500624271
913.6/ﾊ 影ぞ恋しき 葉室麟 文藝春秋 3-0500621894
大活字本
913.6/ﾊ

春風伝　上 葉室麟 埼玉福祉会 3-0500606534

大活字本
913.6/ﾊ

春風伝　中 葉室麟 埼玉福祉会 3-0500606535

大活字本
913..6/ﾊ

春風伝　下 葉室麟 埼玉福祉会 3-0500606536

文庫本
913.6/ﾊ

本所おけら長屋　１１ 畠山健二 ＰＨＰ研究所 3-0500613372

文庫本
913.6/ﾊ

みずうみの妻たち　上 林真理子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500624017

文庫本
913.6/ﾊ

みずうみの妻たち　下 林真理子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500624021

文庫本
913.6/ﾋ

隠密刺客遊撃組 平茂寛 光文社 3-0500580709

大活字本
913.6/ﾋ

流星の絆　上 東野圭吾 埼玉福祉会 3-0500606537

大活字本
913.6/ﾋ

流星の絆　中 東野圭吾 埼玉福祉会 3-0500606538

大活字本
913.6/ﾋ

流星の絆　下 東野圭吾 埼玉福祉会 3-0500606539



文庫本
913.6/ﾌ

本丸目付部屋 藤木桂 二見書房 3-0500601711

文庫本
913.6/ﾌ

ケダモノ屋 二上圓 アルファポリス 3-0500577343

文庫本
913.6/ﾎ

おもてなし時空ホテル 堀川アサコ 新潮社 3-0500602206

913.6/ﾎ ボーダレス 誉田哲也 光文社 3-0500615259
文庫本
913.6/ﾏ

影の車 松本清張 光文社 3-0500605448

文庫本
913.6/ﾏ

夜叉狩り 牧秀彦 徳間書店 3-0500604154

913.6/ﾐ 愛なき世界 三浦しをん 中央公論新社 3-0500621315
文庫本
913.6/ﾐ

あの家に暮らす四人の女 三浦しをん 中央公論新社 3-0500601183

913.6/ﾐ スケルトン・キー 道尾秀介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500609874

ティーンズ
913.6/ﾐ

ビブリア古書堂の事件手帖
～扉子と不思議な客人たち
～

三上延 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500625519

913.6/ﾐ 湖底の城　９巻 宮城谷昌光 講談社 3-0500626639
文庫本
913.6/ﾕ

ユートピア 湊かなえ 集英社 3-0500599913

文庫本
913.6/ﾑ

コンビニ人間 村田沙耶香 文藝春秋 3-0500619363

913.6/ﾓ 想い人 諸田玲子 文藝春秋 3-0500623755
913.6/ﾓ 矢上教授の「十二支考」 森谷明子 祥伝社 3-0500613533
文庫本
913.6/ﾔ

風の忍び小太郎 柳蒼二郎 コスミック出版 3-0500600034

913.6/ﾔ 人類滅亡小説 山田宗樹 幻冬舎 3-0500620438
913.6/ﾔ 悪童（ワルガキ） 山田洋次 講談社 3-0500620982
913.6/ﾖ 雲と鉛筆 吉田篤弘 筑摩書房 3-0500596629
913.6/ﾖ 国宝　上 吉田修一 朝日新聞出版 3-0500621023
913.6/ﾖ 国宝　下 吉田修一 朝日新聞出版 3-0500621024
大活字本
913.6/ﾖ

真相　上 横山秀夫 埼玉福祉会 3-0500605019

大活字本
913./ﾖ

真相　下 横山秀夫 埼玉福祉会 3-0500605020

914 看る力 阿川佐和子 文藝春秋 3-0500599939

914/ｱ 行ったり来たり寝ころんだり
あおきひろえ／絵
と文

新日本出版社 3-0500610367

914/ｲ たそがれてゆく子さん 伊藤比呂美 中央公論新社 3-0500614988

914/ﾑ
すべての男は消耗品であ
る。　　最終巻

村上龍 幻冬舎 3-0500624136

文庫本
914/ﾑ

村上さんのところ 村上春樹 新潮社 3-0500586442

916/ｵ
総務部長はトランスジェン
ダー

岡部鈴 文藝春秋 3-0500599990

923 元年春之祭 陸秋槎 早川書房 3-0500620433
文庫本
931

フロスト詩集 フロスト 岩波書店 3-0500616225

文庫本
933/ｱ

嘘ばっかり
ジェフリー・アー
チャー

新潮社 3-0500618238

933/ｷ 任務の終わり　上
スティーヴン・キン
グ

文藝春秋 3-0500624276



933/ｷ 任務の終わり　下
スティーヴン・キン
グ

文藝春秋 3-0500624277

文庫本
933/ｸ

暗殺者の潜入　上
マーク・グリー
ニー

早川書房 3-0500615997

文庫本
933/ｸ

暗殺者の潜入　下
マーク・グリー
ニー

早川書房 3-0500615998

933/ﾊ 変わったタイプ トム・ハンクス 新潮社 3-0500617139

933/ﾚ ラブラバ
エルモア・レナー
ド

早川書房 3-0500545581

文庫本
933/ﾛ

賢者の怖れ　５
パトリック・ロス
ファス

早川書房 3-0500620428

文庫本
949

兄弟の血　上
アンデシュ・ルー
スルンド

早川書房 3-0500624072

文庫本
949

兄弟の血　下
アンデシュ・ルー
スルンド

早川書房 3-0500624073

953/ｻ ルーム・オブ・ワンダー
ジュリアン・サンド
レル

ＮＨＫ出版 3-0500616775

953/ﾙ 監禁面接
ピエール・ルメート
ル

文藝春秋 3-0500618589

ラベルの
記号

002 情報生産者になる 上野千鶴子 筑摩著房 3-0500621027

情報科学
007.6

帰宅が早い人がやっている
パソコン仕事最強の習慣
１１２

橋本和則 翔泳社 3-0500591009

情報科学
007.6

できる仕事がはかどるＥｘｃ
ｅｌマクロ全部入り。

古川順平 インプレス 3-0500608214

021 死ぬこと以外かすり傷 箕輪厚介 マガジンハウス 3-0500617932

049 ギネス世界記録　２０１９
クレイグ・グレン
ディ／編

角川アスキー総合研
究所

3-0500620971

126 ヤマ・ニヤマ ヨグマタ相川圭子 河出書房新社 3-0500609748

146.8
心に折り合いをつけてうま
いことやる習慣

中村恒子 すばる舎 3-0500600362

148 感情を整える片づけ 種市勝覺 アチーブメント出版 3-0500528742
159 運は操れる ＤａｉＧｏ マキノ出版 3-0500567780

159 オトナ女子の整理術
新星出版社編集
部／編

新星出版社 3-0500586556

159
ぼくたちは習慣で、できて
いる。

佐々木典士 ワニブックス 3-0500598428

162 宗教消滅 島田裕巳 ＳＢクリエイティブ 3-0500613223

169
サリン事件死刑囚中川智
正との対話

アンソニー・トゥー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500609581

191 キリスト者への問い 松谷好明 一麦出版社 3-0500611268
ティーンズ
209

ニュースがわかる高校世界
史

池上彰 ポプラ社 3-0500621144

ティーンズ
209

アンネ・フランクに会いに行
く

谷口長世 岩波書店 3-0500609023

209 ホモ・デウス　上
ユヴァル・ノア・ハ
ラリ

河出書房新社 3-0500620162

209 ホモ・デウス　下
ユヴァル・ノア・ハ
ラリ

河出書房新社 3-0500620163

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



210.1 日本史の論点
中公新書編集部
／編

中央公論新社 3-0500614992

210.4 武士の日本史 髙橋昌明 岩波書店 3-0500592715

210.5
教科書には書かれていな
い江戸時代

山本博文 東京書籍 3-0500614561

222
中国と日本がわかる最強
の中国史

八幡和郎 育鵬社 3-0500619798

289/ｵ 信長公記 和田裕弘 中央公論新社 3-0500614995
290 今こそ学ぼう地理の基本 長谷川直子／編 山川出版社 3-0500614487
291.3 鎌倉 昭文社 3-0500582432

ラベルの
記号

302.2 済州島を知るための５５章 梁聖宗／編著 明石書店 3-0500619846

302.3 新・遣欧使節回覧実記 坂場三男
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500611376

304 知らなきゃよかった 池上彰 文藝春秋 3-0500615030
304 マスコミ偽善者列伝 加地伸行 飛鳥新社 3-0500613736
310 平成風雲録 御厨貴 文藝春秋 3-0500620509
319.5 アメリカとヨーロッパ 渡邊啓貴 中央公論新社 3-0500614996

323
手塚マンガで憲法九条を読
む

手塚治虫／マン
ガ

子どもの未来社 3-0500595323

331
経済学は悲しみを分かち
合うために

神野直彦 岩波書店 3-0500602615

331 市場って何だろう 松井彰彦 筑摩書房 3-0500605094
335 自宅でひとり起業仕事図鑑 滝岡幸子 同文舘出版 3-0500615337

335.2
コンフィデンシャルあの会
社の真実

日本経済新聞社
／編

日本経済新聞出版社 3-0500617673

ｶｳﾝﾀｰ
335.4

会社四季報　２０１８年
４集（秋号）

東洋経済新報社 3-0500623105

参考書
335.4

会社四季報　２０１９年 東洋経済新報社 3-0500624999

336
ロジカル・シンキング練習
帳

照屋華子 東洋経済新報社 3-0500601286

336.2
ビジネスフレームワーク図
鑑

アンド 翔泳社 3-0500618033

336.3
図解決定版コーチングの
「基本」が身につく本

本間正人 学研プラス 3-0500618349

336.3 部下を伸ばす 佐々木常夫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500614126

336.3
プレイングマネジャー「残業
ゼロ」の仕事術

小室淑恵 ダイヤモンド社 3-0500621051

336.4
指示待ち部下が自ら考え
動き出す！

大平信孝 かんき出版 3-0500609444

336.4
すぐに役立つ入門図解最
新メンタルヘルスの法律問
題と手続きマニュアル

林智之／監修 三修社 3-0500617248

336.9
会計と決算書がパズルを
解くようにわかる本

戸村涼子 日本実業出版社 3-0500614175

338 銀行デジタル革命 木内登英 東洋経済新報社 3-0500617565

338
“税金ゼロ”の資産運用革
命

田村正之 日本経済新聞出版社 3-0500558767

338
不動産投資の“すごい”真
実

杉本宏之 幻冬舎 3-0500600326

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



338 ＲＡ投資マニュアル 福田功 中央経済社 3-0500618306

345
教養としての「所得税法」入
門

木山泰嗣 日本実業出版社 3-0500619082

参考書
350

世界国勢図会
２０１８／１９年版

矢野恒太記念会
／編集

矢野恒太記念会 3-0500616805

361.4 日本人とドイツ人 雨宮紫苑 新潮社 3-0500613554
361.5 １９６８年 中川右介 朝日新聞出版 3-0500622212
ティーンズ
366.2

グランドスタッフになるには 京極祥江 ぺりかん社 3-0500556386

366.2 転職のまえに 中沢孝夫 筑摩書房 3-0500613263
366.2 どこでも誰とでも働ける 尾原和啓 ダイヤモンド社 3-0500584334
ティーンズ
366.2

バイオ技術者・研究者にな
るには

堀川晃菜 ぺりかん社 3-0500614218

366.2 発達障害と仕事
発達障害者の自
立・就労を支援す
る会／編

河出書房新社 3-0500586472

366.2
発達障害の人が就職したく
なる会社

発達障害者の自
立・就労を支援す
る会／編

河出書房新社 3-0500601603

366.2
発達障害の人の「私たちの
就活」

河出書房新社 3-0500617529

ティーンズ
366.2

臨床検査技師になるには 岩間靖典 ぺりかん社 3-0500610401

367.7 ぼくのピンピンコロリ 弘兼憲史 新講社 3-0500617233

367.9
地図とデータで見る性の世
界ハンドブック

ナディーヌ・カッタ
ン

原書房 3-0500619414

367.9 不倫 中野信子 文藝春秋 3-0500608241

369.1
こんなにおもしろい社会福
祉士の仕事

飯塚慶子 中央経済社 3-0500617992

369.2
「生活保護法」から「生活保
障法」へ

生活保護問題対
策全国会議／編

明石書店 3-0500618303

369.2 総介護社会 小竹雅子 岩波書店 3-0500609022

369.2
突然はじまる！親の介護で
パニックになる前に読む本

結城康博 講談社 3-0500620418

371 思春期 深尾憲二朗 ミネルヴァ書房 3-0500619855

382
実は科学的！？江戸時代
の生活百景

西田知己 東京堂出版 3-0500617612

388 山怪　３ 田中康弘 山と溪谷社 3-0500621438

ラベルの
記号

404
これを解明すればノーベル
賞

工藤泰則 文藝書房 3-0500607619

407
理工系のための超頑張ら
ないプレゼン入門

安田陽 オーム社 3-0500613590

413
今日から使える微分方程
式

飽本一裕 講談社 3-0500616673

446 月の地形観察ガイド 白尾元理 誠文堂新光社 3-0500612973

451 虹の図鑑
武田康男／文・写
真

緑書房 3-0500615080

470 世界植物探検の歴史 キャロリン・フライ 原書房 3-0500609441

481
先生、オサムシが研究室を
掃除しています！

小林朋道 築地書館 3-0500591834

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



488
「おしどり夫婦」ではない鳥
たち

濱尾章二 岩波書店 3-0500617922

490 医療現場の行動経済学 大竹文雄／編著 東洋経済新報社 3-0500610698

491
豊かな人生を引き寄せる
「あ、これ美味しい！」の言
い換え力

福島宙輝 三才ブックス 3-0500616761

492
深い疲れをとる自律神経ト
リートメント

船水隆広 主婦の友社 3-0500545680

493.1
薬に頼らず血糖値を下げる
方法

水野雅登 アチーブメント出版 3-0500595435

493.1 疲労と回復の科学 渡辺恭良 日刊工業新聞社 3-0500602310

493.7
自己愛性パーソナリティ障
害

市橋秀夫／監修 大和出版 3-0500612971

493.9 摂食障害 深井善光 ミネルヴァ書房 3-0500604001
495 ５０歳からの婦人科 松峯寿美／監修 高橋書店 3-0500620938

496
難聴・耳鳴り・めまいの治し
方

小川郁／監修 講談社 3-0500613606

498.5
体を温め、めぐりをよくする
妊娠中に食べたいごはん

山田奈美 家の光協会 3-0500614849

498.5 血流がすべて整う食べ方 堀江昭佳 サンマーク出版 3-0500551617

510 図説近代日本土木史
土木学会土木史
研究委員会／編

鹿島出版会 3-0500604341

521 建物が語る日本の歴史 海野聡 吉川弘文館 3-0500609530
ティーンズ
538

航空管制官のなる本
２０１８－２０１９

イカロス出版 3-0500603387

547.4
２万回のＡ／Ｂテストからわ
かった支持されるＷｅｂデザ
イン事例集

鬼石真裕 技術評論社 3-0500609548

548 ＶＲは脳をどう変えるか？
ジェレミー・ベイレ
ンソン

文藝春秋 3-0500613251

588 ラム酒の歴史 リチャード・フォス 原書房 3-0500615114

ラベルの
記号

590
主婦力ゼロからのやってみ
た家事

マルサイ 大和書房 3-0500608664

592
わが家にウッドデッキを作
ろう

芸文社 3-0500620906

593.5
服を捨てたらおしゃれがこ
んなに「カンタン」に！

山際美恵子 大和書房 3-0500584645

596 ふたりのごはん 根岸規雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500557545
596.2 パクチーとアジア飯 阿古真理 中央公論新社 3-0500613557
596.3 Ｔｈｅサラダ＆スープ５００ 柴田書店／編 柴田書店 3-0500620482

597
狭い部屋でスッキリ心地よ
く暮らす

すばる舎編集部
／編

すばる舎 3-0500608305

597 モノを元に戻す技術
ドミニック・ロー
ホー

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500602008

597
ＰＬＵＳ１　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｎｏ１０４
（２０１８　Ａｕｔｕｍｎ）

主婦の友社 3-0500620672

601
キーワードで読み解く地方
創生

みずほ総合研究
所／編

岩波書店 3-0500610166

602
全産業「デジタル化」時代
の日本創生戦略

藤原洋 ＰＨＰ研究所 3-0500615744

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



614
農家が教える軽トラ＆バッ
クホー

農文協／編 農山漁村文化協会 3-0500607084

615 きらいになれない害虫図鑑 有吉立 幻冬舎 3-0500609744
615 タネはどうなる？！ 山田正彦 サイゾー 3-0500603135

615
農薬に頼らずつくる虫と
いっしょに家庭菜園

小川幸夫 家の光協会 3-0500593501

645 牛たちの知られざる生活
ロザムンド・ヤン
グ

アダチプレス 3-0500620986

645
はじめてでも安心！かわい
いうさぎ幸せな飼い方・育
て方

大里美奈 メイツ出版 3-0500595726

666
楽しい金魚の飼い方プロが
教える３３のコツ

長尾桂介／監修 メイツ出版 3-0500594562

666
はじめての熱帯魚と水草ア
クアリウムＢＯＯＫ

水谷尚義／監修 主婦の友社 3-0500594308

673 おもてなし幻想
マシュー・ディクソ
ン／共著

実業之日本社 3-0500604792

673
最新シェアリングエコノミー
がよ～くわかる本

上妻英夫 秀和システム 3-0500600917

673 販売員の悩み解決大全 尾形圭子
日本能率協会マネジ
メントセンター

3-0500587074

675 デス・バイ・アマゾン 城田真琴 日本経済新聞出版社 3-0500616791

686 小田急沿線アルバム 牧野和人／解説
アルファベータブック
ス

3-0500595294

687
日航機１２３便墜落最後の
証言

堀越豊裕 平凡社 3-0500607076

689

すぐに役立つ図解とＱ＆Ａ
でわかる住宅宿泊事業法
のしくみと民泊の法律問題
解決マニュアル

服部真和／監修 三修社 3-0500609260

689
トップ通訳ガイドが伝える京
都案内の極意

杉原利朗 淡交社 3-0500621138

689 入門観光学 竹内正人／編著 ミネルヴァ書房 3-0500567023
699 定年ラジオ 上柳昌彦 三才ブックス 3-0500616768
699 テレ東のつくり方 大久保直和 日本経済新聞出版社 3-0500597532

ラベルの
記号

723 ＃名画で学ぶ主婦業
田中久美子／監
修

宝島社 3-0500617613

726 絵本のこと話そうか 松田素子／編 ＫＴＣ中央出版 3-0500615309

726 バースデイ・ガール 村上春樹／原作
スイッチ・パブリッシン
グ

3-0500615296

748 虚構と現実の間に 蜷川実花／写真
パイインターナショナ
ル

3-0500605598

763
楽譜を見るのがうれしくな
る方法とプレイに直結させ
るコツ

いちむらまさき リットーミュージック 3-0500616749

764 タンゴと日本人 生明俊雄 集英社 3-0500614929
767 唱歌の社会史 伊藤公雄 メディアイランド 3-0500601584

775
タカラジェンヌの美の秘密、
教えます宝塚式「品格」レッ
スン

初嶺麿代 文藝春秋 3-0500621903

(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



778
ハタチになったら死のうと
思ってた

中村淳彦 ミリオン出版 3-0500609583

778 ふたりのトトロ 木原浩勝 講談社 3-0500620417
779 一発屋芸人列伝 山田ルイ５３世 新潮社 3-0500594797

780
あなたは、うで体？あし
体？

鴻江寿治 集英社 3-0500622812

780 ブラックボランティア 本間龍 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500604892
780 Ｓｐｏｒｔ　２．０ アンディ・ミア ＮＴＴ出版 3-0500618283

783.7
代理人だからこそ書ける日
米プロ野球の契約の謎

長谷川嘉宣 ポプラ社 3-0500621147

786
誰でもはじめられるボルタ
リング

尾川とも子 成美堂出版 3-0500619099

796 証言藤井聡太
別冊宝島編集部
／編

宝島社 3-0500598225

797
場況を見抜く！超実戦立体
何切る

平澤元気 マイナビ出版 3-0500614263

801 悪態の科学 エマ・バーン 原書房 3-0500614778
801 ねみみにみみず 東江一紀 作品社 3-0500584301
参考書
818

県別方言感覚表現辞典 真田信治／編 東京堂出版 3-0500614525

文庫本
820

精講漢文 前野直彬 筑摩書房 3-0500613730

830 英語教育幻想 久保田竜子 筑摩書房 3-0500613270
830 英語の多動力 堀江貴文 ＤＨＣ 3-0500613617
834 英単語の語源図鑑 清水建二 かんき出版 3-0500593399

ラベルの
記号

郷土
213

都筑郡今井村 細水享 湘南社 3-0500612689

郷土
291.3

ことりっぷ　花と緑の横浜さ
んぽ

昭文社　ことりっ
ぷ編集部／制作

横浜市環境創造局 3-0500598828

郷土
686

伸びる鉄道、広がる道路
横浜都市発展記
念館／編

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500609609

郷土
778

映画「恋は雨上がりのよう
に」周遊マップ

横浜市文化観光局観
光振興課

3-0500590234

「あたらしく入った本」11月号は、平成30年9月から同30年10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）


