
ラベルの
記号

902 傍らにいた人 堀江敏幸 日本経済新聞出版社 3-0500637047
908 須賀敦子の本棚　３ 池澤夏樹／監修 河出書房新社 3-0500631474

910
あの本の主人公と歩く東京
物語散歩１００

堀越正光 ぺりかん社 3-0500619443

911.1 牧水の恋 俵万智 文藝春秋 3-0500618070
文庫本
911.1

私の生い立ち 与謝野晶子 岩波書店 3-0500616223

文庫本
911.3

俳句の五十年 高浜虚子 中央公論新社 3-0500615231

911.4 口傳　３
読売新聞神奈川
版合同句集・編集
委員会／編

洛陽出版 3-0500627917

文庫本
913.6

作家たちのオリンピック 城山三郎 ＰＨＰ研究所 3-0500621484

文庫本
913.6

とっておきのおやつ。 青木祐子 集英社 3-0500624540

文庫本
913.6

忍者大戦　赤ノ巻 羽純未雪／ほか 光文社 3-0500621734

文庫本
913.6

忍者大戦　黒ノ巻 天袮涼／ほか 光文社 3-0500612874

913.6/ｱ 会社を綴る人 朱野帰子 双葉社 3-0500642115
文庫本
913.6/ｱ

気まぐれ食堂 有間カオル 東京創元社 3-0500588791

913.6/ｱ 草々不一 朝井まかて 講談社 3-0500642133
913.6/ｱ 向日葵のある台所 秋川滝美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500618359
913.6/ｱ ラストラン あさのあつこ 幻冬舎 3-0500634247
文庫本
913.6/ｱ

わが心のジェニファー 浅田次郎 小学館 3-0500628072

文庫本
913.6/ｲ

大江戸人情花火 稲葉稔 徳間書店 3-0500604149

文庫本
913.6/ｲ

狐花火 今村翔吾 祥伝社 3-0500640017

913.6/ｲ 人間狩り 犬塚理人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500630105
913.6/ｲ フーガはユーガ 伊坂幸太郎 実業之日本社 3-0500637774
文庫本
913.6/ｳ

御成 上田秀人 集英社 3-0500632958

文庫本
913.6/ｵ

あまねく神竜住まう国 荻原規子 徳間書店 3-0500620961

913.6/ｵ 二十五年後の読書 乙川優三郎 新潮社 3-0500636009
文庫本
913.6/ｵ

姫の一分 岡本さとる 光文社 3-0500638256

文庫本
913.6/ｶ

脱藩さむらい 金子成人 小学館 3-0500620951

913.6/ｶ 母のあしおと 神田茜 集英社 3-0500617124

あたらしく入った本
2019年1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/ｷ

消せぬ宿命 喜安幸夫 光文社 3-0500638255

文庫本
913.6/ｷ

抱く女 桐野夏生 新潮社 3-0500618229

913.6/ｷ チンギス紀　３ 北方謙三 集英社 3-0500634291
913.6/ｸ 介護士Ｋ 久坂部羊 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500644171
913.6/ｸ 青少年のための小説入門 久保寺健彦 集英社 3-0500617125
913.6/ｺ キンモクセイ 今野敏 朝日新聞出版 3-0500646864

913.6/ｻ 雨上がり月霞む夜 西條奈加 中央公論新社 3-0500641604
文庫本
913.6/ｻ

武士（もののふ）の誇り 坂岡真 文藝春秋 3-0500619372

913.6/ｼ
こちら横浜市港湾局みなと
振興課です

真保裕一 文藝春秋 3-0500638957

913.6/ｼ 鳥居の密室 島田荘司 新潮社 3-0500619032
913.6/ｼ 人さらい 翔田寛 小学館 3-0500622846
913.6/ｽ １４歳、明日の時間割 鈴木るりか 小学館 3-0500631825

913.6/ﾀ 穴あきエフの初恋祭り 多和田葉子 文藝春秋 3-0500632233
913.6/ﾀ 一線 田中経一 幻冬舎 3-0500620440
913.6/ﾀ 破天荒フェニックス 田中修治 幻冬舎 3-0500619894
文庫本
913.6/ﾄ

奇怪な賊 鳥羽亮 文藝春秋 3-0500619373

文庫本
913.6/ﾅ

仇花 鳴神響一 双葉社 3-0500622205

913.6/ﾅ 救済 長岡弘樹 講談社 3-0500640357

913.6/ﾅ
静おばあちゃんと要介護探
偵

中山七里 文藝春秋 3-0500643827

913.6/ﾅ その先の道に消える 中村文則 朝日新聞出版 3-0500628117
913.6/ﾆ 掟上今日子の乗車券 西尾維新 講談社 3-0500628681
文庫本
913.6/ﾉ

なんてやつだ 野口卓 集英社 3-0500616405

913.6/ﾊ 凍てつく太陽 葉真中顕 幻冬舎 3-0500616689
913.6/ﾊ 常設展示室 原田マハ 新潮社 3-0500641987
文庫本
913.6/ﾊ

毒虫 長谷川卓 祥伝社 3-0500630522

913.6/ﾊ 愉楽にて 林真理子 日本経済新聞出版社 3-0500641290
文庫本
913.6/ﾋ

薬屋のひとりごと 日向夏 主婦の友社 3-0500192689

913.6/ﾋ 柳は萌ゆる 平谷美樹 実業之日本社 3-0500641054
913.6/ﾌ 海とジイ 藤岡陽子 小学館 3-0500640381
913.6/ﾌ さよならの夜食カフェ 古内一絵 中央公論新社 3-0500641605

913.6/ﾌ 平成くん、さようなら 古市憲寿 文藝春秋 3-0500638956
913.6/ﾎ 時代 本城雅人 講談社 3-0500632181
913.6/ﾎ ハレルヤ 保坂和志 新潮社 3-0500610995
文庫本
913.6/ﾏ

宿命狩り 牧秀彦 徳間書店 3-0500620968

913.6/ﾏ 猫のエルは 町田康／文 講談社 3-0500626637

913.6/ﾐ
昨日がなければ明日もな
い

宮部みゆき 文藝春秋 3-0500643881

ティーンズ
913.6/ﾐ

こぐちさんと僕のビブリア
ファイト部活動日誌　２

三上延／原作・監
修

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500628256

913.6/ﾐ 野の春 宮本輝 新潮社 3-0500635874
913.6/ﾑ エリザベスの友達 村田喜代子 新潮社 3-0500636007



913..6/ﾑ はつ恋 村山由佳 ポプラ社 3-0500639011
913.6/ﾓ 雨上がりの川 森沢明夫 幻冬舎 3-0500634249
913.6/ﾓ 静かに、ねぇ、静かに 本谷有希子 講談社 3-0500616426
文庫本
913.6/ﾓ

人間のように泣いたのか？ 森博嗣 講談社 3-0500633901

913.6/ﾓ 熱帯 森見登美彦 文藝春秋 3-0500640485
文庫本
913.6/ﾓ

柳橋ものがたり 森真沙子 二見書房 3-0500617646

文庫本
913.6/ﾔ

秘文鞍馬経 山本周五郎 河出書房新社 3-0500620448

914 「雑」の思想 高橋源一郎／編 大月書店 3-0500641006

914
先生、ちょっと人生相談い
いですか？

瀬戸内寂聴
集英社インターナショ
ナル

3-0500634800

914/ｵ 針と糸 小川糸 毎日新聞出版 3-0500640478

914/ｽ
小さな幸せをひとつひとつ
数える

末盛千枝子
ＰＨＰエディターズ・グ
ループ

3-0500614869

文庫本
914/ﾑ

まあまあの日々 群ようこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500633497

914/ﾓ 森には森の風が吹く 森博嗣 講談社 3-0500640358
文庫本
914/ﾖ

小さな幸せ４６こ よしもとばなな 中央公論新社 3-0500601188

915/ﾊ 曙光を旅する 葉室麟 朝日新聞出版 3-0500641549
文庫本
915/ﾐ

三島由紀夫紀行文集 三島由紀夫 岩波書店 3-0500623567

916/ｱ “介護後”うつ 安藤和津 光文社 3-0500632192
916/ﾏ 発達障害に生まれて 松永正訓 中央公論新社 3-0500621318
916/ﾔ おばちゃん介護道 山口恵以子 大和出版 3-0500638922

918 日本文学全集　０５
池澤夏樹／個人
編集

河出書房新社 3-0500636012

文庫本
933/ｸ

欧州開戦　３
マーク・グリーニ
―

新潮社 3-0500594116

文庫本
933/ﾛ

賢者の怖れ　７
パトリック・ロス
ファス

早川書房 3-0500637955

936
４歳の僕はこうしてアウシュ
ヴィッツから生還した

マイケル・ボーン
スタイン

ＮＨＫ出版 3-0500585671

文庫本
943/ﾉ

悪しき狼 ネレ・ノイハウス 東京創元社 3-0500635765

989
長い長い郵便屋さんのお
話

カレル・チャペック 海山社 3-0500637922

ラベルの
記号

情報科学
007.6

Ｅｘｃｅｌ　２０１６ワークブック 相澤裕介 カットシステム 3-0500633623

情報科学
007.6

トラブルに巻き込まれな
い！スマホ＆ＳＮＳの安心
設定

宝島社 3-0500630833

情報科学
007.6

パソコンで困ったときに開く
本　　２０１９

朝日新聞出版 3-0500637185

情報科学
007.6

ＬＡＴＥＸはじめの一歩 土屋勝 カットシステム 3-0500615726

010
システムエンジニアは司書
のパートナー

高野一枝 郵研社 3-0500633996

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理



015
読みたいのに読めない君
へ，届けマルチメディアＤＡＩ
ＳＹ

牧野綾／編 日本図書館協会 3-0500633880

児研
019

１３歳からの絵本ガイドＹＡ
のための１００冊

金原瑞人／監修
西村書店東京出版編
集部

3-0500581413

019 昼は散歩、夜は読書。 三浦展 而立書房 3-0500630081
児研
019

よみきかせのきほん
東京子ども図書
館／編

東京子ども図書館 3-0500637264

児研
028

小学生のうちに読みたい物
語

対馬初音／編著 少年写真新聞社 3-0500592566

参考書
031

現代用語の基礎知識
２０１９

自由国民社 3-0500639614

070
こんなメディアや政党はもう
いらない

髙山正之 ワック 3-0500631593

121 靖國の精神史 小堀桂一郎 ＰＨＰ研究所 3-0500631779

141
性格がいい人、悪い人の
科学

小塩真司 日本経済新聞出版社 3-0500621940

210 日本史の新常識 文藝春秋／編 文藝春秋 3-0500641586
210.1 日本国紀 百田尚樹 幻冬舎 3-0500639753
210.6 はじめての明治史 山口輝臣／編 筑摩書房 3-0500638013
ティーンズ
281

東大教授がおしえるやばい
日本史

本郷和人／監修 ダイヤモンド社 3-0500606625

289/ﾀ 戦場の田中角栄 馬弓良彦 毎日ワンズ 3-0500622492

289/ﾄ
幕末の天才徳川慶喜の孤
独

鈴木荘一 勉誠出版 3-0500637379

289/ﾑ 運命　文在寅自伝 文在寅 岩波書店 3-0500628999

290
海外子連れ旅★パーフェク
トガイド！　２０１９

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500595957

290
ここでしか見られない感動
する風景！

ナショナルジオグ
ラフィック／編著

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

3-0500634826

290
この世界で死ぬまでにした
いこと２０００

ＴＡＢＩＰＰＯ ライツ社 3-0500638429

290 週末海外 小林希 ワニブックス 3-0500633929
ティーンズ
290

地歴高等地図　〔２０１８〕
帝国書院編集部
／編

帝国書院 3-0500631898

291.4 新潟県の山 陶山聡／ほか 山と溪谷社 3-0500631582
291.7 鳥取県の山 藤原道弘 山と溪谷社 3-0500631584

291.9
長崎・ハウステンボス・五島
列島　〔２０１８〕

ＪＴＢパブリッシング 3-0500638050

ラベルの
記号

302
池上彰の世界の見方
ロシア

池上彰 小学館 3-0500640054

302.1
地図で見る日本ハンドブッ
ク

レミ・スコシマロ 原書房 3-0500631792

302.3
ウクライナを知るための６５
章

服部倫卓／編著 明石書店 3-0500635342

304
高校チュータイ外交官のイ
チからわかる！国際情勢

島根玲子 扶桑社 3-0500617160

304
ビジネスを揺るがす１００の
リスク

日経ＢＰ総研／編
著

日経ＢＰ社 3-0500634439

307 社会科学系論文の書き方 明石芳彦 ミネルヴァ書房 3-0500618061

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



309
中国、香港、台湾における
リベラリズムの系譜

中村元哉 有志舎 3-0500592810

317
警視庁刑事部現場鑑識写
真係

戸島国雄 並木書房 3-0500629203

319.1 静かなる日本侵略 佐々木類 ハート出版 3-0500626613

319.2
アジアの覇者は誰か習近
平か、いやトランプと安倍
だ！

宮崎正弘 ワック 3-0500615654

319.2 「統一朝鮮」は日本の災難 古田博司 飛鳥新社 3-0500619870
外国語
319.5

Ｒｕｓｓｉａｎ　ｒｏｕｌｅｔｔｅ
Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｉｓｉｋｏｆｆ
ａｎｄ　Ｄａｖｉｄｃｏｒｎ

Ｔｗｅｌｖｅ 3-0500636750

319.8 逆転の大戦争史
オーナー・ハサ
ウェイ

文藝春秋 3-0500630099

324 債権総論 石田剛 日本評論社 3-0500633095
324 １８歳から考える家庭と法 二宮周平 法律文化社 3-0500631011

324 新注釈民法　１
大村敦志／編集
代表

有斐閣 3-0500642478

327 虚偽自白を読み解く 浜田寿美男 岩波書店 3-0500616644
327 プロ弁護士の「勝つ技法」 矢部正秋 ＰＨＰ研究所 3-0500631778

329 国際連合の基礎知識 国際連合広報局
関西学院大学総合政
策学部

3-0500637406

331
アリエリー教授の「行動経
済学」入門　お金篇

ダン・アリエリー 早川書房 3-0500632633

334 ＡＩ×人口減少 中原圭介 東洋経済新報社 3-0500635267

335.1
ホールディング経営はなぜ
事業承継の最強メソッドな
のか

中須悟 ダイヤモンド社 3-0500626546

336
大前研一デジタルシフト革
命

大前研一／編著 プレジデント社 3-0500635340

336 出世する人の英語 小林真美 幻冬舎 3-0500626079

336
すいません、ほぼ日の経
営。

糸井重里／語り
手

日経ＢＰ社 3-0500632666

336.1

大前研一デジタル・ディスラ
プション〈デジタル化による
破壊的変革〉時代の生き残
り方

大前研一／編著 プレジデント社 3-0500558713

336.2 働き方改革 小室淑恵 毎日新聞出版 3-0500572678

336.3 リーダーシップの教科書
ハーバード・ビジ
ネス・レビュー編
集部／編

ダイヤモンド社 3-0500630543

336.4
一生働きたい職場のつくり
方

前川孝雄 実業之日本社 3-0500636138

336.4
１週間で面接に自信がつく
本

渡部幸 ナツメ社 3-0500590726

336.4 大人の対応力 齋藤孝 ワニブックス 3-0500634039

336.4
先生は教えてくれない就活
のトリセツ

田中研之輔 筑摩書房 3-0500605095

336.5
いちばんやさしいＲＰＡの教
本

進藤圭 インプレス 3-0500630650

336.5
大人の語彙力「言いまわ
し」大全

齋藤孝 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500624269

336.9
要点をギュ！はじめての簿
記図鑑

葛西安寿 池田書店 3-0500623636

337 撰銭とビタ一文の戦国史 高木久史 平凡社 3-0500617702



338
会社員をしつつ、株で元手
４０万から月２５０万ちょい
稼いでいる件

まつのすけ ぱる出版 3-0500632234

338
株式投資長期上昇の波に
乗れ！

井出真吾 日本経済新聞出版社 3-0500639054

338 金融失策２０年の真実 太田康夫 日本経済新聞出版社 3-0500624176
345 スタンダード法人税法 渡辺徹也 弘文堂 3-0500573113
361.4 メディア社会論 辻泉／編 有斐閣 3-0500623651

361.5
英語でガイド！世界とくら
べてわかる日本まるごと紹
介事典

江口裕之 Ｊリサーチ出版 3-0500617285

364
お金のために働く必要がな
くなったら、何をしますか？

エノ・シュミット 光文社 3-0500640387

366.1
入門図解最新管理者のた
めの労働法の基本と実務

小島彰／監修 三修社 3-0500625306

366.8 ルポ中年フリーター 小林美希 ＮＨＫ出版 3-0500638354

367.6
スマホ・チルドレンもめごと
ＳＯＳ

富樫康明 批評社 3-0500626644

367.7 脱・暴走老人 谷本真由美 朝日出版社 3-0500633678

368 ブラック・ハンド
スティーヴン・トー
ルティ

早川書房 3-0500632634

369
５か国語でわかる介護用語
集

遠藤織枝／編著 ミネルヴァ書房 3-0500561815

369.1 介護から快護へ 春口晴美 ラピュータ 3-0500604280

369.2
看護師も涙した老人ホーム
の素敵な話

小島すがも 東邦出版 3-0500587990

369.2
かんたん！楽しい壁面かざ
りアイデア集

ブティック社 3-0500607582

369.2 高齢者ホーム　２０１９ 朝日出版社 3-0500623866

369.2
障害のある子の「親なきあ
と」

渡部伸 主婦の友社 3-0500620393

369.2 認知症フレンドリー社会 徳田雄人 岩波書店 3-0500641154

369.2
身近な人を介護施設にあ
ずけるお金がわかる本

高室成幸／監修 自由国民社 3-0500603972

369.2
よくわかる成年後見制度活
用ブック

日本精神保健福
士祉協会／監修

中央法規出版 3-0500624199

子育て
369.4

子育て支援の環境づくり 高山静子 エイデル研究所 3-0500597905

子育て
369.4

子育て支援の専門家 浅井拓久也 湊照代 3-0500606953

子育て
369.4

どの子も笑顔で居られるた
めに

下浦忠治／編著 高文研 3-0500597897

371 いじめを生む教室 荻上チキ ＰＨＰ研究所 3-0500607135
子育て
371

スマホに負けない子育ての
ススメ

諸富祥彦 主婦の友社 3-0500619540

371 なぜヒトは学ぶのか 安藤寿康 講談社 3-0500624011

375
ある日、クラスメイトがロ
ボットになったら！？

ヘレン・コールド
ウェル

学芸みらい社 3-0500620392

375
子どもの英語にどう向き合
うか

鳥飼玖美子 ＮＨＫ出版 3-0500621082

子育て
375

子どもの絵の世界 東山明／編著 日本文教出版 3-0500605078

子育て
375

生涯学習の視点からの学
校教育を問い直す

青山庸／編著 東洋館出版社 3-0500605107



376.1 「気になる子」のわらべうた 山下直樹 クレヨンハウス 3-0500617719

子育て
376.1

日本人に今いちばん必要
な超かんたん！「体つくり」
運動

原尻英樹 学芸みらい社 3-0500607262

子育て
376.1

保育と心理臨床をつなぐ 滝口俊子／編著 ミネルヴァ書房 3-0500604000

376.1 保育内容総論 鈴木裕子／編著 ミネルヴァ書房 3-0500624706
参考書
376.8

音楽大学・学校案内
２０１９

音楽之友社 3-0500635260

参考書
376.8

帰国子女のための学校便
覧　　２０１９

海外子女教育振
興財団／編集

海外子女教育振興財
団

3-0500637936

参考書
376.8

全国大学受験年鑑
２０１９年入試対策用

旺文社 3-0500640326

378

イラストでわかる発達が気
になる子のライフスキルト
レーニング
幼児期～学童期編

平岩幹男 合同出版 3-0500629138

子育て
378

子どもの発達のに「あ
れ？」と思ったら読む本

津田望
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500607062

378 発達障害がよくわかる本 本田秀夫／監修 講談社 3-0500635221

383.8 ジビエの歴史
ポーラ・ヤング・
リー

原書房 3-0500633085

384 昭和少年少女ときめき図鑑 市橋芳則 河出書房新社 3-0500626001
384 ドイツ職人紀行 池内紀 東京堂出版 3-0500625161

386 ニッポン離島の祭り
箭内博行／写真・
文

グラフィック社 3-0500619765

ラベルの
記号

407 科学者の社会的責任 藤垣裕子 岩波書店 3-0500641157

410
数学ガールの秘密ノート
行列が描くもの

結城浩 ＳＢクリエイティブ 3-0500632231

412
素数の未解決問題がもうす
ぐ解けるかもしれない。

ヴィッキー・ニー
ル

岩波書店 3-0500635120

417 データサイエンス「超」入門 松本健太郎 毎日新聞出版 3-0500626152

448 ＮＥＶＥＲ　ＬＯＳＴ　ＡＧＡＩＮ ビル・キルデイ
ＴＡＣ株式会社出版事
業部

3-0500638411

451 地球４６億年気候大変動 横山祐典 講談社 3-0500632177

472
地生態学からみた日本の
植生

小泉武栄 文一総合出版 3-0500639360

481
動物たちのセックスアピー
ル

マイケル・Ｊ・ライ
アン

河出書房新社 3-0500640051

487
魚たちの愛すべき知的生
活

ジョナサン・バル
コム

白揚社 3-0500632708

491 美しき免疫の力
ダニエル・Ｍ・デイ
ヴィス

ＮＨＫ出版 3-0500633969

491
男たちよ、ウエストが気に
なり始めたら、進化論に訊
け！

リチャード・ブリビ
エスカス

インターシフト 3-0500623601

491
「こころ」はいかにして生ま
れるのか

櫻井武 講談社 3-0500632179

491
１０億分の１を乗りこえた少
年と科学者たち

マーク・ジョンソン 紀伊國屋書店 3-0500635963

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



492
医師に「運動しなさい」と言
われたら最初に読む本

中野ジェームズ修
一

日経ＢＰ社 3-0500632659

493.1 花粉症 大久保公裕 論創社 3-0500627050

493.1
年代別医学的に正しい生
き方

和田秀樹 講談社 3-0500632150

493.1
まるごとわかる！生活習慣
病

坂根直樹 南山堂 3-0500627400

493.4
クローン病・潰瘍性大腸炎
のノンオイル作りおき

田中可奈子 女子栄養大学出版部 3-0500625148

493.4
国立がん研究センターの胃
がんの本

片井均／監修 小学館クリエイティブ 3-0500600779

493.7
詳しくわかる脳梗塞の治療
と安心生活

高木誠／監修 主婦と生活社 3-0500607807

494 皮膚の病気 清佳浩／監修 主婦の友社 3-0500610248

496
つらい不調が続いたら慢性
上咽頭炎を治しなさい

堀田修 あさ出版 3-0500564236

498.3 孤独は男の勲章だ 志賀貢 幻冬舎 3-0500634241
498.3 「つながり」と健康格差 村山洋史 ポプラ社 3-0500588820

498.3
認知症予防におすすめ図
書館利用術　２

日外アソシエーツ 3-0500598240

498.5
最新食べて治す医学大事
典

根本幸夫／監修 主婦と生活社 3-0500638387

498.8
会社と家族で一緒に支える
心とキャリア

原雄二郎 第一法規 3-0500560505

498.8 感情労働マネジメント 田村尚子 生産性出版 3-0500573854
498.9 死体が教えてくれたこと 上野正彦 河出書房新社 3-0500625602
499 ハーブティーブレンド１００ しばたみか 山と溪谷社 3-0500631013
502 世界をつなぐ１００の技術 日経ＢＰ社／編 日経ＢＰ社 3-0500634436
515 東京の橋１００選＋１００ 紅林章央 都政新報社 3-0500629984

518.2
町自慢、マンホール蓋７００
枚。

池上修 論創社 3-0500636030

519.7
コンサルが教える廃棄物管
理のルールと実務

イーバリュー株式
会社環境コンサ
ルティング事業部

産業環境管理協会 3-0500629697

537 スーパーカブの軌跡
小林謙一／責任
編集

三樹書房 3-0500634320

538
最新宇宙ビジネスの動向と
カラクリがよ～くわかる本

齊田興哉 秀和システム 3-0500633116

539 除染と国家 日野行介 集英社 3-0500641168

547.4
現場の活用事例でわかるＩ
ｏＴシステム開発テクニック

八子知礼／監修・
著

日経ＢＰ社 3-0500632665

547.4 サイバーセキュリティ 谷脇康彦 岩波書店 3-0500633452
547.4 情報戦争を生き抜く 津田大介 朝日新聞出版 3-0500639429

565
ディズニー、ＮＡＳＡが認め
た遊ぶ鉄工所

山本昌作 ダイヤモンド社 3-0500608298

583 つくって楽しむわら工芸　２ 瀧本広子 農山漁村文化協会 3-0500631062

ラベルの
記号

590
ドイツ人が教えてくれたスト
レスを溜めない生き方

久保田由希／文・
写真

産業編集センター 3-0500639328

590 バック・トゥ・レトロ
ドミニック・ロー
ホー

講談社 3-0500640356

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



591 払ってはいけない 荻原博子 新潮社 3-0500631757

594.3
セーターの編み方ハンド
ブック

日本ヴォーグ社 3-0500635825

595 おしゃれにグレイヘア 世界文化社 3-0500634278

595
太りやすく、痩せにくくなっ
たら読む本

木村容子 大和書房 3-0500618007

596 アフロえみ子の四季の食卓 稲垣えみ子 マガジンハウス 3-0500629901
596 志麻さんの自宅レシピ タサン志麻 講談社 3-0500626042

596
藤井恵の「すぐ使えるストッ
ク」

藤井恵 文化学園文化出版局 3-0500623300

596 辺境メシ 高野秀行 文藝春秋 3-0500634307

596 料理の科学大図鑑
スチュアート・ファ
リモンド

河出書房新社 3-0500634215

596.3
人気の和食「麺・めん料理」
大全

吉田靖彦 旭屋出版 3-0500566094

596.9 うちの台所道具 ワタナベマキ 主婦と生活社 3-0500632274

597
考えない探さないラクして
整う住まい考

柳沢小実 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500626750

601 新復興論 小松理虔 ゲンロン 3-0500634373
611 隠れ共産党宣言 小松泰信 新日本出版社 3-0500629985
626 わたしのエコひいき農業 堀俊一 筑波書房 3-0500635269

645
あと何回ペットロスになれ
ばいいですか？

松苗あけみ ぶんか社 3-0500629200

686
秘蔵カラー写真で味わう
６０年前の東京・日本

Ｊ・ウォーリー・ヒ
ギンズ

光文社 3-0500631750

文庫本
670

これ１冊で！短いのに伝わ
る「お仕事メール」便利帖

ベスト・ライフ・ネッ
トワーク

大和書房 3-0500630567

685
いっきにわかる！運転免許
認知機能検査

和田秀樹／監修 洋泉社 3-0580636315

ラベルの
記号

721 司馬江漢 池内了 集英社 3-0500631743

721
もっと知りたい東山魁夷の
世界

田中正史／監修 宝島社 3-0500634176

723
《受胎告知》絵画でみるマリ
ア信仰

高階秀爾 ＰＨＰ研究所 3-0500641052

723 名画の読み方 木村泰司 ダイヤモンド社 3-0500634858

723 もっと知りたいムンク
千足伸行／監修・
著

東京美術 3-0500631559

724
暮しを彩る一筆画で描く小
さな花の四季

水野彩月 日貿出版社 3-0500637041

726 ざっそう
ロアルド・ホフマン
／原作

今人舎 3-0500629706

757 いろ習慣 七江亜紀 中央公論新社 3-0500638858
757 ケの美 佐藤卓／編著 新潮社 3-0500636004

762.3
ベートーヴェンを聴けば世
界史がわかる

片山杜秀 文藝春秋 3-0500641587

763 トランペット 高橋敦 音楽之友社 3-0500638351

764 レゲエ入門 牧野直也
アルテスパブリッシン
グ

3-0500631351

767 女ですもの泣きはしない 湯川れい子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500632314

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

(NDC700-899）
芸術・スポーツ・趣味・言語



775
演劇プロデューサーという
仕事

細川展裕 小学館 3-0500634213

778 西部劇論 吉田広明 作品社 3-0500633613
779 新世界 西野亮廣 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500640461

780
教養としてのアダプテッド体
育・スポーツ学

齊藤まゆみ／編
著

大修館書店 3-0500607768

780 健康スポーツ歯科Ｑ＆Ａ 武田友孝／編集 医学情報社 3-0500607634
ティーンズ
780

これがオリンピックだ 舛本直文 講談社 3-0500630551

780
スポーツ・インテグリティの
探究

勝田隆 大修館書店 3-0500605545

780 スポーツ哲学入門 島田哲夫 論創社 3-0500607763

780
スポーツで街作りのショー
ケース

平方亨
上毛新聞社事業局出
版部

3-0500633019

780 スポーツの思想 菊本智之／編著 晃洋書房 3-0500582084
780 その運動、体を壊します。 田中喜代次 ＳＢクリエイティブ 3-0500629196
782 三途の川を走って渡ろう 山西哲郎 柏艪舎 3-0500397274
783.2 夢を跳ぶ。 岩本勝暁／文 日本写真企画 3-0500631786

783.4
サッカーボールの音が聞こ
える

平山讓 風詠社 3-0500637033

783.4
「マイペース」が引き出す可
能性

遠藤保仁 講談社 3-0500638859

783.7 決断＝実行 落合博満 ダイヤモンド社 3-0500638902

783.7
プロ野球を選ばなかった怪
物たち

元永知宏 イースト・プレス 3-0500636529

783.7
北海道日本ハムファイター
ズの食事術

日本ハム株式会
社

女子栄養大学出版部 3-0500635983

783.8
体が硬い人のためのゴル
フスイング講座

中井学 学研プラス 3-0500634030

文庫本
786

バックパッキング入門 芦沢一洋 山と溪谷社 3-0500638975

793
京都の花屋プーゼの花日
誌

浦沢美奈 文化学園文化出版局 3-0500633111

796 幸福の一手 加藤一二三 毎日新聞出版 3-0500634331

796
コンピュータは将棋をどう
変えたか？

西尾明 マイナビ出版 3-0500633173

801
バイリンガルの世界へよう
こそ

フランソワ・グロ
ジャン

勁草書房 3-0500627064

809
大学生のためのディベート
入門

内藤真理子／編
著

ナカニシヤ出版 3-0500628149

ティーンズ
814

国語は語彙力！ 齋藤孝 ＰＨＰ研究所 3-0500538131

829.1 新・韓国語レッスン初級 金東漢
スリーエーネットワー
ク

3-0500633012

829.3
ニューエクスプレス＋タイ
語

水野潔 白水社 3-0500638037

830
初心者のための英語学習
ガイド

山下えりか スモール出版 3-0500591796

831
外国人に「Ｗｈａｔ？」と言わ
せない発音メソッド

カン・アンド
リュー・ハシモト

池田書店 3-0500607351

834
写真で見る看板・標識・ラ
ベル・パッケージの英語表
現

ランサムはな
クロスメディア・ラン
ゲージ

3-0500630981



834
人生を豊かにする英語の
諺

森山進 研究社 3-0500631047

836 究極の英語ライティング 遠田和子 研究社 3-0500622527

840
ニューエクスプレス＋ドイツ
語

太田達也 白水社 3-0500613011

ラベルの
記号

郷土
629

狩場の丘　自然・生きもの
ガイドブック

ウェルカムセン
ター　梅田孝ほか
／執筆

横浜市環境創造局み
どりアップ推進課

3-0500615577

郷土
629

舞岡ふるさと村の「植物と
昆虫」

佐々木シゲ子ほ
か／執筆・編集・
写真提供

横浜市環境創造局み
どりアップ推進課

3-0500615583

郷土
686

江ノ電沿線の近現代史 大矢悠三子 クロスカルチャー出版 3-0500638847

郷土
780

ラグビーワールドカップ
２０１９　　　神奈川・横浜
観戦ガイド

神奈川県スポー
ツ局スポーツ課／
編

神奈川県スポーツ局
スポーツ課

3-0500627584

「あたらしく入った本」1月号は、平成30年11月から同30年12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）


