
ラベルの
記号

児研
908

おはなしのろうそく　３１
東京子ども図書
館／編

東京子ども図書館 3-0500439895

910/ﾊ 原民喜 梯久美子 岩波書店 3-0500609018
911.1 揺籃歌 黒田京子 六花書林 3-0500588054
文庫本
911.3

山頭火俳句集 種田山頭火 岩波書店 3-0500608112

911.3
夏井いつきの世界一わか
りやすい俳句の授業

夏井いつき ＰＨＰ研究所 3-0500608223

文庫本
913.6

英傑
池波正太郎／ほ
か

新潮社 3-0500550982

文庫本
913.6

鍵のかかった部屋 似鳥鶏 新潮社 3-0500618237

文庫本
913.6

だから見るなといったのに 恩田陸 新潮社 3-0500610641

文庫本
913.6

短編伝説　別れる理由
集英社文庫編集
部／編

集英社 3-0500615869

文庫本
913.6

箱根路闇始末 鳥羽亮 祥伝社 3-0500622051

913.6/ｱ 居酒屋ぼったくり　１０ 秋川滝美 アルファポリス 3-0500626168
913.6/ｱ インド倶楽部の謎 有栖川有栖 講談社 3-0500620984
913.6/ｱ ガラスの殺意 秋吉理香子 双葉社 3-0500615330
文庫本
913.6/ｱ

書店ガール　７ 碧野圭 ＰＨＰ研究所 3-0500621482

913.6/ｱ 対岸の家事 朱野帰子 講談社 3-0500618563
913.6/ｱ 血の雫 相場英雄 新潮社 3-0500632999
文庫本
913.6/ｱ

灰色のパラダイス 赤川次郎 光文社 3-0500621715

913.6/ｱ ゆっくり十まで 新井素子 キノブックス 3-0500626149
913.6/ｲ ウェディングプランナー 五十嵐貴久 祥伝社 3-0500630513
913.6/ｲ 男たちの船出 伊東潤 光文社 3-0500632124
913.6/ｲ 巨悪 伊兼源太郎 講談社 3-0500600323
913.6/ｲ 童の神 今村翔吾 角川春樹事務所 3-0500627120
913.6/ｲ 光の人 今井彰 文藝春秋 3-0500626574
913.6/ｳ すぐ死ぬんだから 内館牧子 講談社 3-0500616664
913.6/ｴ 一緒にお墓に入ろう 江上剛 扶桑社 3-0500626053
文庫本
913.6/ｵ

ツバキ文具店 小川糸 幻冬舎 3-0500611667

913.6/ｵ 漂砂の塔 大沢在昌 集英社 3-0500619745
913.6/ｵ 夜の側に立つ 小野寺史宜 新潮社 3-0500615990

913.6/ｶ 絵理奈の消滅 香納諒一 ＰＨＰ研究所 3-0500625135

913.6/ｶ 思い出が消えないうちに 川口俊和 サンマーク出版 3-0500623690

913.6/ｶ 探偵は教室にいない 川澄浩平 東京創元社 3-0500629684

913.6/ｶ 天使たちの課外活動　６ 茅田砂胡 中央公論新社 3-0500613612
913.6/ｶ 僕は金になる 桂望実 祥伝社 3-0500622048

あたらしく入った本
2018年12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 ポーラの戴冠式 茅田砂胡 中央公論新社 3-0500633065
913.6/ｷ 宇喜多の楽土 木下昌輝 文藝春秋 3-0500585901
913.6/ｸ ブラッドライン 黒澤伊織 文芸社 3-0500582285
文庫本
913.6/ｺ

暗闇のふたり 小杉健治 光文社 3-0500621722

913.6/ｺ エムエス 今野敏 講談社 3-0500631785
文庫本
913.6/ｻ

奥義花影 坂岡真 光文社 3-0500621735

913.6/ｻ 銀河食堂の夜 さだまさし 幻冬舎 3-0500626624
文庫本
913.6/ｻ

公卿の罠 佐々木裕一 講談社 3-0500631400

913.6/ｻ 到達不能極 斉藤詠一 講談社 3-0500624056

913.6/ｼ
公園へ行かない？火曜日
に

柴崎友香 新潮社 3-0500610992

文庫本
913.6/ｼ

たんぽぽ団地のひみつ 重松清 新潮社 3-0500599911

913.6/ｼ どんまい 重松清 講談社 3-0500631784
文庫本
913.6/ｽ

黄金色の雲 鈴木英治 双葉社 3-0500622435

913.6/ﾀ 翼竜館の宝石商人 高野史緒 講談社 3-0500616667
913.6/ﾁ ひとつむぎの手 知念実希人 新潮社 3-0500624592
文庫本
913.6/ﾄ

黒い紙 堂場瞬一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500624022

913.6/ﾄ 白いジオラマ 堂場瞬一 中央公論新社 3-0500633005
913.6/ﾄ ドライブインまほろば 遠田潤子 祥伝社 3-0500630509
ティーンズ
913.6/ﾅ

Ｒｅ：ゼロから始める異世界
生活　１７

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500625116

913.6/ﾆ 叙述トリック短編集 似鳥鶏 講談社 3-0500623988
文庫本
913.6/ﾇ

女が死んでいる 貫井徳郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500615958

913.6/ﾉ 大名絵師写楽 野口卓 新潮社 3-0500626005
文庫本
913.6/ﾊ

情けのゆくえ 早見俊 新潮社 3-0500610636

913.6/ﾋ ある男 平野啓一郎 文藝春秋 3-0500626688
913.6/ﾋ 沈黙のパレード 東野圭吾 文藝春秋 3-0500629599
913.6/ﾌ インジョーカー 深町秋生 幻冬舎 3-0500609737
文庫本
913.6/ﾌ

源氏天一坊 藤井邦夫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500608606

913.6/ﾌ ベルリンは晴れているか 深緑野分 筑摩書房 3-0500626074
文庫本
913.6/ﾎ

活版印刷三日月堂　〔４〕 ほしおさなえ ポプラ社 3-0500611409

文庫本
913.6/ﾏ

十手狩り 牧秀彦 徳間書店 3-0500611303

文庫本
913.6/ﾐ

京の縁結び　縁見屋と運命
の子

三好昌子 宝島社 3-0500627757

913.6/ﾐ ３０センチの冒険 三崎亜記 文藝春秋 3-0500632232
文庫本
913.6/ﾐ

過ぎ去りし王国の城 宮部みゆき ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500598058

文庫本
913.6/ﾐ

田園発港行き自転車　上 宮本輝 集英社 3-0500556624

文庫本
913.6/ﾐ

田園発港行き自転車　下 宮本輝 集英社 3-0500556625

913.6/ﾑ 地球星人 村田沙耶香 新潮社 3-0500618581



文庫本
913.6/ﾓ

水族館ガール　５ 木宮条太郎 実業之日本社 3-0500607029

913.6/ﾔ 緑のなかで 椰月美智子 光文社 3-0500623997
ティーンズ
913.6/ﾕ

おどみの殿でこころざせ 結城光流 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500626992

914/ｶ
「国際派やまとなでしこ」と
いう生き方

加藤秀子 芙蓉書房出版 3-0500615334

914/ｶ 母の教え 姜尚中 集英社 3-0500631745
914/ｻ 銀河を渡る 沢木耕太郎 新潮社 3-0500626003
914/ｻ ヨーコさんの“言葉” 佐野洋子／文 講談社 3-0500616672
914/ｼ 本の夢　本のちから 椎名誠 新日本出版社 3-0500625128
914/ｿ 六十歳からの人生 曽野綾子 興陽館 3-0500629724
文庫本
914/ﾏ

痛い靴のはき方 益田ミリ 幻冬舎 3-0500611668

文庫本
914/ﾐ

おいしい時間 三谷幸喜 朝日新聞出版 3-0500608138

914/ﾑ となりの脳世界 村田沙耶香 朝日新聞出版 3-0500628115

914/ﾖ
切なくてそして幸せな、タピ
オカの夢

吉本ばなな 幻冬舎 3-0500609738

915/ｲ 東京２３区外さんぽ 泉麻人 平凡社 3-0500632305
ティーンズ
916/ｵ

ギヴ・ミー・ア・チャンス 大塚敦子 講談社 3-0500622485

918 ほんのきもち
朝吹真理子／ほ
か

扶桑社 3-0500614140

918/ﾐ 宮部みゆき全一冊 宮部みゆき 新潮社 3-0500633001

933/ｱ 洪水の年　上
マーガレット・アト
ウッド

岩波書店 3-0500625499

933/ｱ 洪水の年　下
マーガレット・アト
ウッド

岩波書店 3-0500625500

933/ｵ インヴィジブル
ポール・オース
ター

新潮社 3-0500626008

933/ｼ 最初の悪い男 ミランダ・ジュライ 新潮社 3-0500617138
933/ｽ 両方になる アリ・スミス 新潮社 3-0500626009
文庫本
933/ﾃ

いたずらの問題
フィリプ・Ｋ・ディッ
ク

早川書房 3-0500615995

933/ﾃ ブラック・スクリーム
ジェフリー・ディー
ヴァー

文藝春秋 3-0500632662

文庫本
933/ﾍ

帰郷戦線 ニコラス・ペトリ 早川書房 3-0500620430

文庫本
933/ﾛ

賢者の怖れ　６
パトリック・ロス
ファス

早川書房 3-0500628703

936
エドガルド・モルターラ誘拐
事件

デヴィッド・Ｉ・カー
ツァー

早川書房 3-0500616002

936 死に山 ドニー・アイカー 河出書房新社 3-0500617945

949
８３　１／４歳の素晴らしき
日々

ヘンドリック・フ
ルーン

集英社 3-0500628691

ラベルの
記号

002 創造するということ 宇野重規 筑摩書房 3-0500629166

情報科学
007.6

今すぐ使えるかんたんぜっ
たいデキます！タブレット
超入門

森嶋良子 技術評論社 3-0500622580

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



013 ホテルに学ぶ図書館接遇 加納尚樹 青弓社 3-0500609054

児研究
019

科学絵本ガイドブック

大阪総合保育大
学総合保育研究
所絵本プロジェク
ト／編著

ふくろう出版 3-0500549387

019
小学校明日からできる！読
書活動アイデア事典

塩谷京子／編著 明治図書出版 3-0500621852

子育て
019

ママが楽になる絵本レシピ
３１

景山聖子 小学館 3-0500629052

023 海を渡った日本書籍
ピーター・コーニツ
キー

平凡社 3-0500614563

024 日本の小さな本屋さん 和氣正幸 エクスナレッジ 3-0500608642
070 沖縄報道 山田健太 筑摩書房 3-0500629168
070 検閲という空気 アライヒロユキ 社会評論社 3-0500610359
141 損する顔得する顔 山口真実 朝日新聞出版 3-0500632600
151 「自己決定権」という罠 小松美彦 言視舎 3-0500619413

159
お金と時間の悩みが消え
てなくなる最高の時短

米山彩香 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500610224

159
５０歳すぎたら、「まあ、い
いか」「それがどうした」「人
それぞれ」でいこう

弘兼憲史 幻冬舎 3-0500616686

159
人生は、運よりも実力より
も「勘違いさせる力」で決
まっている

ふろむだ ダイヤモンド社 3-0500614160

文庫本
159

図解「運に選ばれる」法則
７６

桜井章一 宝島社 3-0500449187

159 捨てる。 やましたひでこ 幻冬舎 3-0500612223
159 洞察のススメ 船ケ山哲 きずな出版 3-0500553133
210.1 日本史のツボ 本郷和人 文藝春秋 3-0500556283
210.3 地図と地形で読む古事記 洋泉社 3-0500618466
210.5 現代語訳墨夷応接録 林復斎 作品社 3-0500626073
ティーンズ
210.6

生きづらい明治社会 松沢裕作 岩波書店 3-0500625070

210.6 語り継ぐこの国のかたち 半藤一利 大和書房 3-0500632658
210.6 明治天皇の世界史 倉山満 ＰＨＰ研究所 3-0500631780
289/ﾑ 陸奥宗光 佐々木雄一 中央公論新社 3-0500633056
291.6 京都 昭文社 3-0500582436

295
地球の歩き方　Ｂ　１８
（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 3-0500606648

ラベルの
記号

302.5
地図で見るアメリカハンド
ブック

クリスティアン・モ
ンテス

原書房 3-0500617181

302.5 トランプのアメリカに住む 吉見俊哉 岩波書店 3-0500625066
304 とりあたま炎上 西原理恵子 新潮社 3-0500619030
304 日本を見つめる 小澤俊夫 小澤昔ばなし研究所 3-0500630864
310 政策至上主義 石破茂 新潮社 3-0500606996
311 正義とは何か 神島裕子 中央公論新社 3-0500624272
311 政治の哲学 橋爪大三郎 筑摩書房 3-0500621028
311 未来をはじめる 宇野重規 東京大学出版会 3-0500625748
312.1 あなたに伝えたい政治の話 三浦瑠麗 文藝春秋 3-0500632163
312.1 日本が壊れていく 斎藤貴男 筑摩書房 3-0500621030

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



312.9 ＡＩ時代の新・地政学 宮家邦彦 新潮社 3-0500622822

316
レイシャルハラスメントＱ＆
Ａ

金明秀 解放出版社 3-0500592942

318.2 まちづくり都市金沢 山出保 岩波書店 3-0500625069
319 対立の世紀 イアン・ブレマー 日本経済新聞出版社 3-0500598525

319
米日露協調で、韓国消
滅！中国没落！

宮崎正弘 海竜社 3-0500619148

319.1 日本の国益 小原雅博 講談社 3-0500624012
319.2 米韓同盟消滅 鈴置高史 新潮社 3-0500631755
ティーンズ
319.8

核兵器はなくせる 川崎哲 岩波書店 3-0500609024

319.8
戦争・核に抗った忘れえぬ
人たち

岩垂弘 同時代社 3-0500615107

321 誰のために法は生まれた 木庭顕 朝日出版社 3-0500609221
322 江戸の目明し 増川宏一 平凡社 3-0500614550

323
国民投票前に読む「改憲」
Ｑ＆Ａ

加藤保弥 文芸社 3-0500612503

324 新注釈民法　１４
大村敦志／編集
代表

有斐閣 3-0500632246

324
認知症の親の介護に困ら
ない「家族信託」の本

杉谷範子 大和出版 3-0500607349

327 家庭裁判所物語 清水聡 日本評論社 3-0500624208

327

すぐに役立つ入門図解最
新内容証明郵便・公正証
書・支払督促の手続きと書
式サンプル５０

松岡慶子／監修 三修社 3-0500584749

330 経済の不都合な話 ルディー和子 日本経済新聞出版社 3-0500605623
330 もう一度学びたい世界経済 丹羽由一／監修 エイ出版社 3-0500607383
331 絵でわかるミクロ経済学 茂木喜久雄 講談社 3-0500625629
332 バブル経済とは何か 藤田勉 平凡社 3-0500623341
332.1 日本が売られる 堤未果 幻冬舎 3-0500628091
332.1 日本史で学ぶ経済学 横山和輝 東洋経済新報社 3-0500625240
332.2 中国経済講義 梶谷懐 中央公論新社 3-0500624273
335 あなたは人生をどう歩むか 千本倖生 中央公論新社 3-0500613556
336 世界一速い問題解決 寺下薫 ＳＢクリエイティブ 3-0500620474
336 ａｍａｚｏｎ 成毛眞 ダイヤモンド社 3-0500614166

336.1 イノベーションの教科書
ハーバード・ビジ
ネス・レビュー編
集部／編

ダイヤモンド社 3-0500621054

336.1
クリティカル・シンキングが
よくわかる本

今井信行 秀和システム 3-0500621867

336.1
実務で使える戦略の教科
書

今枝昌宏 日本経済新聞出版社 3-0500623305

336.3 ティール組織
フレデリック・ラ
ルー

英治出版 3-0500557271

336.4
事例と解説でよくわかる中
小企業必見！テレワーク導
入・実践ガイド

今泉千明／共著 第一法規 3-0500622148

336.4
短期間で社員が育つ「行動
の教科書」

石田淳 ダイヤモンド社 3-0500566025

336.4
ライフキャリアデザイン研
修実践ワーク集

畔柳修 金子書房 3-0500598988



336.5 ＢＣＧデジタル経営改革
ボストンコンサル
ティンググループ
／編

日本経済新聞出版社 3-0500632897

336.8
アナリスト直伝使えるファイ
ナンス入門

高辻成彦 日本経済新聞出版社 3-0500625588

336.9 会計の世界史 田中靖浩 日本経済新聞出版社 3-0500625968

338
いま君に伝えたいお金の
話

村上世彰 幻冬舎 3-0500620437

338 仮想通貨はどうなるのか 野口悠紀雄 ダイヤモンド社 3-0500622903

345
税金を払わずに生きてゆく
逃税術

大村大次郎 悟空出版 3-0500566870

348 許せないを許してみる 籠池諄子 双葉社 3-0500631879
365 １００年マンション 長嶋修 日本経済新聞出版社 3-0500621939

365
マンション暮らしの騒音問
題

日本建築学会／
編

技報堂出版 3-0500618065

366 仕事にしばられない生き方 ヤマザキマリ 小学館 3-0500627724
ティーンズ
366.2

宇宙・天文で働く 本田隆行 ぺりかん社 3-0500628748

366.2
５５歳からのリアル仕事ガ
イド

松本すみ子／監
修

朝日新聞出版 3-0500621021

366.2 ３０代の働く地図
大嶋寧子／ほか
執筆

岩波書店 3-0500632942

ティーンズ
366.2

救急救命士になるには 益田美樹 ぺりかん社 3-0500628753

367.3 妻のトリセツ
黒川伊保子／編
著

講談社 3-0500633046

367.4 追い込み婚のすべて 横澤夏子 光文社 3-0500609373
367.6 ルポひきこもり未満 池上正樹 集英社 3-0500622813
367.7 ５２歳からのお金のリアル 泉正人 プレジデント社 3-0500598250

367.7
劣化するオッサン社会の処
方箋

山口周 光文社 3-0500622829

368 貧困を救えない国日本 阿部彩 ＰＨＰ研究所 3-0500631781

369.3
災害時における介護のボラ
ンティア入門

日本介護福祉士
会／編集

中央法規出版 3-0500592529

369.3 自衛隊防災ＢＯＯＫ マガジンハウス 3-0500613531
子育て
369.4

子どもの貧困 渡辺由美子 水曜社 3-0500592543

子育て
371

いじめで死なせない 岸田雪子 新潮社 3-0500599163

ティーンズ
371

居場所がほしい 浅見直輝 岩波書店 3-0500625071

子育て
371

学校は行かなくてもいい 小幡和輝 健康ジャーナル社 3-0500607118

子育て
371

子どものこころ、大人のここ
ろ

原田眞理 ナカニシヤ出版 3-0500613717

子育て
374

子どものこころにジーンとし
みることわざ・名言２分間
メッセージ

垣内幸太／編著 明治図書出版 3-0500603967

子育て
375

クラスマナー入門
田中ゆり子／編
著

東洋館出版社 3-0500597860

子育て
375

情報モラル教育 西野泰代／編著 金子書房 3-0500613653

子育て
376.1

保育者のための子ども「怒
り」へのかかわり方

野村恵里 中央法規出版 3-0500595379



376.1 ＨＡＰＰＹハロウィン ポット編集部／編 チャイルド本社 3-0500614792

ティーンズ
376.4

輝けきみの明日　〔２０１９〕

神奈川県教育委
員会教育局指導
部高校教育課／
編

神奈川県厚生福利振
興会

3-0500629385

ティーンズ
376.8

医学部 浅野恵子 ぺりかん社 3-0500624145

子育て
378

発達障害サポート入門 古荘純一 教文館 3-0500595662

379
３万人を教えてわかった頭
のいい子は「習慣」で育つ

河端真一 ダイヤモンド社 3-0500608307

子育て
379

自分で考えて動ける子にな
るモンテッソーリの育て方

上谷君枝 実務教育出版 3-0500599968

379

東大医学部在学中に司法
試験も一発合格した僕の
やっているシンプルな勉強
法

河野玄斗 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500617316

子育て
379

伸び続ける子が育つお母さ
んの習慣

高濱正伸 青春出版社 3-0500597821

383.3 図説指輪の文化史 浜本隆志 河出書房新社 3-0500617525

383.8
レシピで味わう世界の食文
化

石毛直道 岩波書店 3-0500624521

389 「民族」で読み解く世界史 宇山卓栄 日本実業出版社 3-0500558260

391 戦慄の記録インパール
ＮＨＫスペシャル
取材班

岩波書店 3-0500610935

392 日本４．０
エドワード・ルト
ワック

文藝春秋 3-0500624059

396 八甲田山消された真実 伊藤薫 山と溪谷社 3-0500555230

ラベルの
記号

411 圏論入門 前原和壽 共立出版 3-0500618662

440
忙しすぎる人のための宇宙
講座

ニール・ドグラー
ス・タイソン

早川書房 3-0500620434

481
はじめてのフィールドワーク
３

東海大学出版部 3-0500622929

490 死ねば宇宙の塵芥 曽野綾子 宝島社 3-0500607466

491 オキシトシンがつく絆社会
シャスティン・ウヴ
ネース・モベリ

晶文社 3-0500630002

491
姿勢の教科書　上肢・下肢
編

竹井仁 ナツメ社 3-0500621891

491 人体の冒険者たち
ギャヴィン・フラン
シス

みすず書房 3-0500607434

492
差がつく７０歳からの病気
サインと最新治療

朝日新聞出版／
編

朝日新聞出版 3-0500591762

493.1 薬物依存 松本俊彦 筑摩書房 3-0500621026
495 国境なき助産師が行く 小島毬奈 筑摩書房 3-0500629174

493.2
ウルトラ図解狭心症・心筋
梗塞

矢嶋純二／監修 法研 3-0500629639

493.2 脂質異常症がよくわかる本 寺本民生／監修 講談社 3-0500590893

493.2
不整脈・心房細動がわかる
本

山根禎一／監修 講談社 3-0500622381

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



493.3
国立がん研究センターの肺
がんの本

渡辺俊一／監修 小学館クリエイティブ 3-0500600782

493.4
国立がん研究センターの
肝・胆・膵がんの本

島田和朗／監修 小学館クリエイティブ 3-0500600783

493.4
国立がん研究センターの大
腸がんの本

金光幸秀／監修 小学館クリエイティブ 3-0500600780

493.4
小腸を強くすれば病気にな
らない

江田証 インプレス 3-0500583714

493.7
大人の発達障害ってそうい
うことだったのか　その後

宮岡等 医学書院 3-0500601606

493.7
「大人のＡＤＨＤ」のための
片づけ力

司馬理英子／監
修

講談社 3-0500581307

493.7
自傷・自殺のことがわかる
本

松本俊彦／監修 講談社 3-0500563283

493.7
総合失調症スペクトラムが
よくわかる本

糸川昌成／監修 講談社 3-0500600256

493.7 対人距離がわからない 岡田尊司 筑摩書房 3-0500596627

493.7
脳梗塞　脳出血　くも膜下
出血

高木誠／監修 主婦の友社 3-0500592299

493.7
不安症パニック障害・社交
不安障害を自分で治す本

渡部芳徳 主婦の友社 3-0500587156

493.7 ボケないレシピ 麻生れいみ 光文社 3-0500632188
493.7 メンタル医療革命 榎本稔 ＰＨＰ研究所 3-0500623422
493.9 子育てで一番大切なこと 杉山登志郎 講談社 3-0500624013
493.9 こどもの糖尿病と治療 浦上達彦／編著 メディカ出版 3-0500623333

494
育毛のプロが教える髪が
増える髪が太くなるすごい
方法

辻敦哉 アスコム 3-0500602850

494
国立がん研究センターのこ
ころと苦痛の本

清水研／監修 小学館クリエイティブ 3-0500565903

495
国立がん研究センターの乳
がんの本

木下貴之／監修 小学館クリエイティブ 3-0500600781

498 病院のやめどき 和田秀樹 朝日新聞出版 3-0500622210

498.3
人生がうまくいく人の自己
肯定感

川野泰周 三笠書房 3-0500610163

498.5
医者が考案した「長生きみ
そ汁」

小林弘幸 アスコム 3-0500602857

498.5 勝間式食事ハック 勝間和代 宝島社 3-0500613748

498.5
健康寿命を延ばす高齢者
の栄養と食事

成田美紀／監修 池田書店 3-0500590377

498.5 二十四節気を楽しむ薬膳
薬膳健康づくり研
究会／編著

東京農業大学出版会 3-0500600838

子育て
498.5

服部幸應の食育読本 服部幸應
シーアンドアール研究
所

3-0500601865

498.8
ストレスチェック時代の職
場の「新型うつ」対策

中野美奈 ミネルヴァ書房 3-0500578346

498.8
中高年に効く！メンタル防
衛術

夏目誠 文藝春秋 3-0500624060

498.8
「はたらく」を支える！職場
×双極性障害

秋山剛／編著 南山堂 3-0500602681

507 50
ティム・ハーフォー
ド

日本経済新聞出版社 3-0500624186

520 まぼろしの奇想建築
フィリップ・ウィル
キンソン

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

3-0500620990



521 戦国の城の一生 竹井英文 吉川弘文館 3-0500623704

523 幸せな名建築たち
日本建築学会／
編

丸善出版 3-0500605575

523 名建築の歴史図鑑
オーウェン・ホプ
キンス

エクスナレッジ 3-0500561876

526 富士屋ホテルの営繕さん 白石ちえこ／撮影 ＬＩＸＩＬ出版 3-0500623251
ティーンズ
536

電車の顔図鑑　３ 江口明男 天夢人 3-0500621142

537 ダットサン車の開発史 原禎一 グランプリ出版 3-0500623329

547.4
世界一わかりやすいＤｒｅａ
ｍｗｅａｖｅｒ操作とサイト制
作の教科書

中川正道 技術評論社 3-0500625971

情報科学
547.4

ＨＴＭＬ５＆ＣＳＳ３しっかり
入門教室

山崎響 翔泳社 3-0500607801

559 原爆 有馬哲夫 新潮社 3-0500622823

ラベルの
記号

590
なるべく働きたくいない人
のためのお金の話

大原扁理 百万年書房 3-0500605555

590
もっと簡単に、ずーっとキレ
イ！ラクして続く、家事テク

牛尾理恵 朝日新聞出版 3-0500612958

590 私のカントリー　ＮＯ．１０６ 主婦と生活社 3-0500622029
591 共働き夫婦お金の教科書 山崎俊輔 プレジデント社 3-0500621873

593.8 ストールの巻き方
ｏｔｏｎａ　ＭＵＳＥ編
集部

宝島社 3-0500623352

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　９
（ｎｏ．１４０）

主婦と生活社 3-0500632795

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　１０
（ｎｏ．１４1）

主婦と生活社 3-0500632797

596
親に作って届けたい、つくり
おき

林幸子 大和書房 3-0500622868

596
人生で大切なことは、すべ
て厨房で学んだ

上神田梅雄 現代書林 3-0500603589

子育て
596

Ｌ．Ｍ．モンゴメリの「赤毛
のアン」クックブック

ケイト・マクドナル
ド

原書房 3-0500608271

596.3
京　花背　美山荘の摘草料
理

中東吉次 淡交社 3-0500625730

599
小児科医のぼくが伝えたい
最高の子育て

高橋孝雄 マガジンハウス 3-0500620409

611
稼げる！新農業ビジネスの
始め方

山下弘幸 すばる舎 3-0500625221

626
はじめてでも失敗しない野
菜づくりの基本１００

新井敏夫／監修 主婦の友社 3-0500622584

645 猫島ありのまま
熊本日日新聞社
／編著

熊本日日新聞社 3-0500625064

673 「思い」の経営 神渡良平 ＰＨＰ研究所 3-0500619505

673
コンビニオーナーになって
はいけない

コンビニ加盟店ユ
ニオン

旬報社 3-0500617590

673
対面・電話・メールまでク
レーム対応「完全撃退」マ
ニュアル

援川聡 ダイヤモンド社 3-0500622902

674 アイデアの発見 杉山恒太郎 インプレス 3-0500592925

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



675
品切れ、過剰在庫を防ぐ技
術

山口雄大 光文社 3-0500622826

675 マーケティング参謀 土居健人
クロスメディア・パブ
リッシング

3-0500626761

686
よん・さん・とおダイヤ改正
の時代

交通新聞社 3-0500625050

689 外国人が見た日本 内田宗治 中央公論新社 3-0500633060

ラベルの
記号

702
世界でいちばん素敵な西
洋美術の教室

永井龍之介／監
修

三才ブックス 3-0500627474

707
なぜ、世界のエリートはど
んなに忙しくても美術館に
行くのか？

岡崎大輔 ＳＢクリエイティブ 3-0500624654

718 天部像のすべて エイ出版社 3-0500601338
720 ならず者たちのギャラリー フィリップ・フック フィルムアート社 3-0500617268
723 人騒がせな名画たち 木村泰司 マガジンハウス 3-0500628632

723
マルセル・デュシャン　アフ
タヌーン・インタヴューズ

マルセル・デュ
シャン

河出書房新社 3-0500626000

743
このとおりにやれば必ずキ
レイに写せる子ども写真の
撮り方

椎名トモミ 日本実業出版社 3-0500624703

750
ＭＡＤＯ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ日本
の匠

前﨑信也／編 ＩＢＣパブリッシング 3-0500625712

754.9
四つだたみで編みで作るク
ラフトバンドの和モダンな
バッグとかご

松田裕美 誠文堂新光社 3-0500629181

756 もっと知りたい刀剣
内藤直子／監修・
著

東京美術 3-0500628742

757
スウェーデン・デザインと福
祉国家

太田美幸 新評社 3-0500627466

759 人形メディア学講義 菊地浩平 茉莉花社 3-0500622070

760 音楽から聴こえる数学 中島さち子 講談社 3-0500625632
762.3 クラシック音楽全史 松田亜有子 ダイヤモンド社 3-0500630542
762.3 ベートーヴェン捏造 かげはら史帆 柏書房 3-0500629585

778/ｺ
フランシス・フォード・コッポ
ラ、映画を語る

フランシス・フォー
ド・コッポラ

フィルムアート社 3-0500625269

779 このゴミは収集できません 滝沢秀一 白夜書房 3-0500621095
779 ナナメの夕暮れ 若林正恭 文藝春秋 3-0500618586
文庫本
779

笑ってなんぼじゃ！　上 島田洋七 徳間書店 3-0500620963

780
「一流の身体（からだ）」の
つくり方

宮田和幸 ＣＣＣメディアハウス 3-0500631049

780 体力の正体は筋肉 樋口満 集英社 3-0500582406

785 スイミング・サイエンス
Ｇ・ジョン・マレン
／編

河出書房新社 3-0500607337

785
ＬＥＴ’Ｓ　ＳＴＡＲＴ　ＳＵＲＦＩ
ＮＧ

ネコ・パブリッシング 3-0500603780

786 図解山の救急法 金田正樹 東京新聞 3-0500623395
788 大相撲の不思議 内館牧子 潮出版社 3-0500619757
789 宮本武蔵の本当の戦い方 柳川昌弘 ＢＡＢジャパン 3-0500626027

(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



791 好日日記 森下典子
パルコエンタテイメン
ト事業部

3-0500629252

ティーンズ
801

翻訳ってなんだろう？ 鴻巣友季子 筑摩書房 3-0500596630

ティーンズ
816

小論文これだけ！受験生
の疑問にズバリ回答！Ｑ＆
Ａ編

樋口裕一 東洋経済新報社 3-0500614452

820
ニューエクスプレス＋中国
語

喜多山幸子 白水社 3-0500605138

829.3
ニューエクスプレス＋ベトナ
ム語

三上直光 白水社 3-0500605141

829.5
ニューエクスプレス＋トルコ
語

大川博 白水社 3-0500613013

829.8
ニューエクスプレス＋ベン
ガル語

丹羽京子 白水社 3-0500613014

830
科学的に正しい英語勉強
法

ＤａｉＧｏ ＤＨＣ 3-0500570072

849
ニューエクスプレス＋ス
ウェーデン語

速水望 白水社 3-0500619911

850
ニューエクスプレス＋フラン
ス語

東郷雄二 白水社 3-0500605142

867
スペイン語で楽しむ日本昔
ばなし

ミネルヴァ・テラデ
ス／スペイン語

ＩＢＣパブリッシング 3-0500624196

869
ニューエクスプレス＋ブラ
ジルポルトガル語

香川正子 白水社 3-0500629656

880
ニューエクスプレス＋ロシ
ア語

黒田龍之助 白水社 3-0500605137

ラベルの
記号

郷土青葉
498.1

頼れるドクター田園都市
ｖｏｌ．１１
（２０１８－２０１９）

ギミックドクターズ・
ファイル編集部

3-0500623577

郷土青葉
911.3

日本語書題　連句『陶淵明
と和す』

中尾青宵 柴庵 3-0500624400

郷土
213

松林甫 多賀商事 3-0500601110

郷土
289/ﾏ

増田萬吉 一木一郎 日本潜水協会 3-0500600463

郷土
291.3

やまなみ五湖イベントガイ
ド　　　　　　　２０１８　ＡＵＴ
ＵＭＮ　ＷＩＮＴＥＲ

水源地域交流の
里づくり推進協議
会／編

水源地域交流の里づ
くり推進協議会

3-0500622254

郷土
397

語り継ぐ横浜海軍航空隊 大島幹雄 有隣堂 3-0500628192

郷土
517

横浜の川
横浜市道路局河
川部河川計画課
／編

横浜市道路局河川部 3-0500605694

郷土
596

よこはま朝食スタイル
横浜市健康福祉
局保健事業課／
編

横浜市健康福祉局保
健事業課

3-0500599094

郷土
596.3

まるごと旬野菜
ヨコハマＲ委員会
／制作

横浜市資源循環局３
Ｒ推進課

3-0500599095

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）



「あたらしく入った本」12月号は、平成30年10月から同30年11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。


