
ラベルの
記号

902 作家との遭遇 沢木耕太郎 新潮社 3-0500644207

910
死ぬまでに一度は訪ねた
い東京の文学館

増山かおり エクスナレッジ 3-0500641340

910 推薦文、作家による作家の 中村邦生／編 風濤社 3-0500633155
910 日本の同時代小説 斎藤美奈子 岩波書店 3-0500641151
参考書
910

文藝年鑑　２０１８
日本文藝家協会
／編

新潮社 3-0500602726

910/ﾎ 堀田善衞を読む 池澤夏樹 集英社 3-0500631744
910/ﾐ 三島由紀夫の切腹 北影雄幸 勉誠出版 3-0500637381
911.1 百人一首という感情 最果タヒ リトルモア 3-0500642550
912/ｻ 脚本家坂元裕二 坂元裕二 ギャンビット 3-0500629629
913.6 ショートショート美術館 太田忠司 文藝春秋 3-0500637773
913.6/ｱ 人生のピース 朝比奈あすか 双葉社 3-0500642097
913.6/ｱ 雑賀のいくさ姫 天野純希 講談社 3-0500640362
913.6/ｱ 猫のお告げは樹の下で 青山美智子 宝島社 3-0500622522
文庫本
913.6/ｱ

姫神 安部龍太郎 文藝春秋 3-0500611618

文庫本
913.6/ｲ

春はまだか 今村翔吾 角川春樹事務所 3-0500613577

913.6/ｲ 政宗の遺言 岩井三四二 エイチアンドアイ 3-0500611355

913.6/ｲ ラストレター 岩井俊二 文藝春秋 3-0500634305
文庫本
913.6/ｲ

浪人奉行　５ノ巻 稲葉稔 双葉社 3-0500629658

913.6/ｳ ダンシング・マザー 内田春菊 文藝春秋 3-0500641745
文庫本
913.6/ｴ

キッチン・ブルー 遠藤彩見 新潮社 3-0500602198

913.6/ｵ それでも空は青い 荻原浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500643993
913.6/ｶ 海近旅館 柏井壽 小学館 3-0500645211
文庫本
913.6/ｶ

眠れない凶四郎　１ 風野真知雄 文藝春秋 3-0500645662

文庫本
913.6/ｷ

悪女のゆめ 木村忠啓 双葉社 3-0500613031

913.6/ｷ 星の降る家のローレン 北川恵海 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500642120
文庫本
913.6/ｸ

忍び崩れ 藤井邦夫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500641926

913.6/ｸ 流砂 黒井千次 講談社 3-0500633894
文庫本
913.6/ｻ

いざ帰りなん 佐伯泰英 新潮社 3-0500643793

文庫本
913.6/ｻ

未だ行ならず　上 佐伯泰英 双葉社 3-0500648476

文庫本
913.6/ｻ

未だ行ならず　下 佐伯泰英 双葉社 3-0500648477

913.6/ｻ 佐野洋子の動物ものがたり 佐野洋子 小学館 3-0500633895

あたらしく入った本
2019年2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/ｻ 光まで５分 桜木紫乃 光文社 3-0500648879
913.6/ｼ あなたの愛人の名前は 島本理生 集英社 3-0500648450
文庫本
913.6/ｽ

江戸の雷神 鈴木英治 中央公論新社 3-0500641939

913.6/ﾂ 東京輪舞(ロンド） 月村了衛 小学館 3-0500633915
文庫本
913.6/ﾄ

霞の衣 藤堂房良 光文社 3-0500629044

文庫本
913.6/ﾄ

刹鬼たち 鳥羽亮 角川春樹事務所 3-0500639846

文庫本
913.6/ﾄ

鶴亀横丁の風来坊 鳥羽亮 講談社 3-0500606108

文庫本
913.6/ト

ふたり秘剣 鳥羽亮 光文社 3-0500629043

913.6/ﾅ ダンデライオン 中田永一 小学館 3-0500633914
文庫本
913.6/ﾅ

天命 鳴神響一 双葉社 3-0500581267

913.6/ﾊ 神さまを待っている 畑野智美 文藝春秋 3-0500634846
ティーンズ
913.6/ﾊ

この川のむこうに君がいる 濱野京子／作 理論社 3-0500641033

文庫本
913.6/ﾊ

草雲雀 葉室麟 実業之日本社 3-0500646471

文庫本
913.6/ﾋ

「御宿かわせみ」ミステリ傑
作選

平岩弓枝 文藝春秋 3-0500645673

913.6/ﾋ フランス座 ビートたけし 文藝春秋 3-0500648285
文庫本
913.6/ﾎ

ｄｅｌｅ　２ 本多孝好 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500598362

文庫本
913.6/ﾏ

グアムの探偵 松岡圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500633515

913.6/ﾏ 芙蓉の干城（たて） 松井今朝子 集英社 3-0500646094
文庫本
913.6/ﾑ

コンビニ人間 村田沙耶香 文藝春秋 3-0500619363

文庫本
913.6/ﾓ

異類婚姻譚 本谷有希子 講談社 3-0500631398

913.6/ﾓ
黒猫のいない夜のディスト
ピア

森晶麿 早川書房 3-0500646496

913.6/ﾖ 本と鍵の季節 米澤穂信 集英社 3-0500648451
914 こころきらきら枕草子 木村耕一 １万年堂出版 3-0500611051

914/ｲ 大人の流儀　８ 伊集院静 講談社 3-0500637934
914/ｳ 男の不作法 内館牧子 幻冬舎 3-0500644855
914/ｳ 女の不作法 内館牧子 幻冬舎 3-0500644856
914/ｺ しなくていいがまん 小林麻耶 サンマーク出版 3-0500639005
914/ｼ 年を重ねて、今がいちばん 下重暁子 大和出版 3-0500638927

914/ｼ
われは歌えどもやぶれか
ぶれ

椎名誠 集英社 3-0500646095

914/ﾂ 不良老人の文学論 筒井康隆 新潮社 3-0500642400
914/ﾄ 童話作家のおかしな毎日 富安陽子／作 偕成社 3-0500626113
915/ｲ 人生はどこでもドア 稲垣えみ子 東洋経済新報社 3-0500635263
929.1 ８２年生まれ、キム・ジヨン チョナムジュ 筑摩書房 3-0500647475

929.3 喜びの木陰 河東田静雄／訳
大同生命国際文化基
金

3-0500638771

933 大統領失踪　上 ビル・クリントン 早川書房 3-0500646492
933 大統領失踪　下 ビル・クリントン 早川書房 3-0500646493



文庫本
933/ｸ

謀略空港 シェイン・クーン 東京創元社 3-0500644259

933/ｽ 何があってもおかしくない
エリザベス・ストラ
ウト

早川書房 3-0500646494

933/ﾍ 西欧の東
ミロスラフ・ペンコ
フ

白水社 3-0500634853

933/ﾛ
ブルーバード、ブルーバー
ド

アッティカ・ロック 早川書房 3-0500646491

934 これは水です
デヴィッド・フォス
ター・ウォレス

田畑書店 3-0500608226

文庫本
953/ﾙ

炎の色　上
ピエール・ルメート
ル

早川書房 3-0500641976

文庫本
953/ﾙ

炎の色　下
ピエール・ルメート
ル

早川書房 3-0500641977

ラベルの
記号

情報科学
007.1

ＡＩ入門講座 野口悠紀雄 東京堂出版 3-0500639378

情報科学
007.1

人工偽脳 阿江忠 インプレスＲ＆Ｄ 3-0500638834

情報科学
007.1

ディープラーニング活用の
教科書

日経クロストレン
ド／編

日経ＢＰ社 3-0500634426

情報科学
007.6

たった１日で基本が身に付
く！Ｃ言語超入門

小谷和弘 技術評論社 3-0500625648

情報科学
007.6

プログラミングがわかる本 日向俊二 カットシステム 3-0500625273

015 図書館とゲーム 井上奈智 日本図書館協会 3-0500635166
子育て
019

絵本の泉 高原典子
いのちのことば社フォ
レストブックス

3-0500637283

文庫本
019

情報生命 松岡正剛 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500624562

文庫本
019

絶望読書 頭木弘樹 河出書房新社 3-0500637670

021
クリエイターのための権利
の本

大串肇 ボーンデジタル 3-0500626607

022 彼方の本 間村俊一 筑摩書房 3-0500637049

023
一度は読んでほしい小さな
出版社のおもしろい本
２０１９

三栄書房 3-0500640325

051
昭和懐古　想い出の少女
雑誌物語

村崎修三 熊本出版文化会館 3-0500640955

070
「極化」現象と報道の倫理
学的研究

上村崇／編著 印刷学芸会出版部 3-0500637332

114 「死」とは何か？ シェリー・ケーガン 文響社 3-0500627475
141 才能の正体 坪田信貴 幻冬舎 3-0500631747

151 功利主義とは何か
カタジナ・デ・ラザ
リ＝ラデク

岩波書店 3-0500641156

207 独学で歴史家になる方法 礫川全次 日本実業出版社 3-0500642006

209 逆境だらけの人類史 ビル・プライス
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

3-0500645290

209 戦争の世界史大図鑑
Ｒ・Ｇ・グラント／
編著

河出書房新社 3-0500642809

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理



209 旅と冒険の人類史大図鑑
マイケル・コリンズ
／監修

河出書房新社 3-0500642435

210 考える日本史 本郷和人 河出書房新社 3-0500642406

210
時代劇を見れば、日本史
の８割は理解できます。

山本博文 徳間書店 3-0500645215

210.1
並べて学べば面白すぎる
世界史と日本史

倉山満 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500644807

文庫本
210.1

４つのテーマで読み直す日
本史の顛末

瀧音能之 青春出版社 3-0500639768

210.2 海底に眠る蒙古襲来 池田榮史 吉川弘文館 3-0500641283
210.2 古墳の被葬者を推理する 白石太一郎 中央公論新社 3-0500641611

210.3
古事記及び日本書紀の研
究

津田左右吉 毎日ワンズ 3-0500588394

210.5
アーネスト・サトウと倒幕の
時代

孫崎享 現代書館 3-0500646537

210.5 江戸城御庭番 深井雅海 吉川弘文館 3-0500641284

210.5
学校では教えてくれない江
戸・幕末史の授業

井沢元彦
ＰＨＰエディターズ・グ
ループ

3-0500642424

210.5 百姓一揆 若尾政希 岩波書店 3-0500641155
210.5 歴史を知る楽しみ 家近良樹 筑摩書房 3-0500647034
231 図説古代ギリシアの暮らし 髙畠純夫 河出書房新社 3-0500642451

234 ヒトラー死の真相　上
ジャン＝クリスト
フ・ブリザール

原書房 3-0500642821

234 ヒトラー死の真相　下
ジャン＝クリスト
フ・ブリザール

原書房 3-0500642822

280 清々しき人々 月尾嘉男 遊行社 3-0500647942
文庫本
288

Ｑ＆Ａでわかる「天皇」と
「皇室」

大角修／編著 三笠書房 3-0500641871

289/ｲ 井深大 武田徹 ミネルヴァ書房 3-0500640435

290
海外旅行のスマホ術
２０１９最新版

日経ＢＰ社 3-0500641137

290
旅の賢人たちがつくった海
外旅行最強ナビ

丸山ゴンザレス＆
世界トラベラー情
報研究会／編

辰巳出版 3-0500641686

290
なるほど知図帳世界
２０１９

昭文社 3-0500641970

291
今がわかる時代がわかる
日本地図　２０１９年版

成美堂出版編集
部／編集

成美堂出版 3-0500646009

291
なるほど知図帳日本
２０１９

昭文社 3-0500641969

291.3 鎌倉　〔２０１８〕 ＪＴＢパブリッシング 3-0500643445

291.3
写真で愉しむ東京「水流」
地形散歩

小林紀晴 集英社 3-0500641167

291.9 宮古島 ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500642828

293
ヨーロッパ鉄道旅行
２０１９－２０２０

イカロス出版 3-0500645146

ラベルの
記号

312.2
北朝鮮がつくった韓国大統
領

李相哲 産経新聞出版 3-0500628723

312.5 ＦＥＡＲ恐怖の男 ボブ・ウッドワード 日本経済新聞出版社 3-0500645813
319.9 告白 旗手啓介 講談社 3-0500555870

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



324 契約法 松井和彦 日本評論社 3-0500605124

335
見るだけでわかる！ビジネ
ス書図鑑

グロービス
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500642355

参考書
335.4

会社四季報　２０１９年
１集（新春号）

東洋経済新報社 3-0500648726

336
今度こそ実践できる！最強
のＰＤＣＡ

川原慎也 ナツメ社 3-0500629165

336.2
考える力とは、問題をシン
プルにすることである。

苅野進 ワニブックス 3-0500642934

336.3 人生の教養 佐々木常夫 ポプラ社 3-0500638965

336.4
外資系トップコンサルタント
が教える英文履歴書完全
マニュアル

松永エリック・匡
史／監修・著

ナツメ社 3-0500631532

336.4
ケーススタディ職場のＬＧＢ
Ｔ

寺原真希子／編
集代表

ぎょうせい 3-0500638390

336.8
中小企業のためのクラウド
ファンディング入門

丸山隆平 経済産業調査会 3-0500632694

ティーンズ
338

飛び立て！未来
ノースアイランド
／ＦＰ原稿・監修

金融財政事情研究会 3-0500584966

361 「もしもあの時」の社会学 赤上裕幸 筑摩書房 3-0500639903
361.4 リスクを伝えるハンドブック 西澤真理子 エネルギーフォーラム 3-0500637014
ティーンズ
366.3

わたし８歳、職業、家事使
用人。

日下部尚徳 合同出版 3-0500635258

367.7
精神科医が教えるシニアの
ためのゆるっと感情ストレッ
チ

保坂隆 祥伝社 3-0500636921

368 地面師 森功 講談社 3-0500646388
368 人殺しの論理 小野一光 幻冬舎 3-0500644857
369.4 「小さないのち」を守る 朝日新聞取材班 朝日新聞出版 3-0500646863
374 給食の歴史 藤原辰史 岩波書店 3-0500641153

379
子育てで絶対やってはいけ
ない３５のこと

アグネス・チャン 三笠書房 3-0500561320

379 武士の子育て 石川真理子 致知出版社 3-0500642084

384
柳都新潟古町芸妓ものが
たり

小林信也 ダイヤモンド社 3-0500634855

387 神社のどうぶつ図鑑 茂木貞純／監修 二見書房 3-0500634872
388 怪異古生物考 土屋健 技術評論社 3-0500594221

ラベルの
記号

420 教養としての物理学入門 笠利彦弥 講談社 3-0500633569
423 独楽の科学 山崎詩郎 講談社 3-0500640421
440 もしも宇宙に行くのなら 橳島次郎 岩波書店 3-0500629000
443 地球一やさしい宇宙の話 吉田直紀 小学館 3-0500648141

449 時間と時計の歴史
ジェームズ・ジェス
パーセン

原書房 3-0500637999

460 ナチュラリスト 福岡伸一 新潮社 3-0500644752

467
基礎分子遺伝学・ゲノム科
学

坂本順司 裳華房 3-0500626616

468
なぜわれわれは外来生物
を受け入れる必要があるの
か

クリス・Ｄ・トマス 原書房 3-0500638951

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



484 タコの心身問題
ピーター・ゴドフ
リー＝スミス

みすず書房 3-0500641306

488 モーツァルトのムクドリ
ライアンダ・リン・
ハウプト

青土社 3-0500625214

491 人体はこうしてつくられる
ジェイミー・Ａ．デ
イヴィス

紀伊國屋書店 3-0500635964

493.7 大人の発達障害 市橋秀夫／監修 講談社 3-0500640418

493.7
変わる！あなたのてんかん
治療

中里信和 ＮＨＫ出版 3-0500641013

493.9
わかくさ保育園の７品目を
使わないアレルギー対応レ
シピ

末次敦子 芽ばえ社 3-0500637391

495
Ｑ＆Ａでよくわかる「子宮体
がん」

市川喜仁 講談社 3-0500642720

495
乳がんのことがよくわかる
本

山内英子／監修 講談社 3-0500640419

498.1 いのちの値段 読売新聞医療部 講談社 3-0500646511

518.8 公園のグッドプラクティス
公園のユニバー
サルデザイン研
究チーム

鹿島出版会 3-0500638403

526
話題のショップをつくる注目
の空間デザイナー・建築家
１００人の仕事

パイインターナ
ショナル／編著

パイインターナショナ
ル

3-0500639345

537
オートバイの洗車・メンテナ
ンス入門

スタジオタッククリエイ
ティブ

3-0500641684

537 ＭａａＳ 日高洋祐 日経ＢＰ社 3-0500642786

547.4
セキュリティプロトコル最強
の指南書

日経ＢＰ社 3-0500641139

情報科学
547.4

ソーシャルメディア四半世
紀

佐々木裕一 日本経済新聞出版社 3-0500599754

547.5 電磁波工学 広川二郎 朝倉書店 3-0500643934

588
サンダー・キャッツの発酵
教室

サンダー･エリック
ス・キャッツ

ｆｅｒｍｅｎｔ　ｂｏｏｋｓ 3-0500640376

588
小さなパン屋が社会を変え
る

菅聖子 ウェッジ 3-0500641582

ラベルの
記号

590 暮らしの「もやもや」整理術 松尾たいこ 扶桑社 3-0500626054
590 使い果たす習慣 森秋子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500646482
590 私のカントリー　Ｎｏ．１０７ 主婦と生活社 3-0500641506

591
定年後、お金で泣く人笑う
人

山崎元 マガジンハウス 3-0500623950

591 老後資金は貯めるな！ 長尾義弘 河出書房新社 3-0500643483

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　１
（ｎｏ．１４２）

主婦と生活社 3-0500653463

596 バナナの丸かじり 東海林さだお 朝日新聞出版 3-0500641181

596
牧子、還暦過ぎてチュー
ボーに入る

内館牧子 主婦の友社 3-0500637759

596.2
味噌汁専門店のおかず味
噌汁１００

味噌元／監修 世界文化社 3-0500639766

596.3 じゃがいも・ブック 坂田阿希子 東京書籍 3-0500638282
596.3 そばですよ 平松洋子 本の雑誌社 3-0500639862

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



596.7
英国式５つのティータイム
の愉しみ方

藤枝理子 清流出版 3-0500632719

子育て
599

パパとママの育児戦略
ファザーリング・
ジャパン

ｒｅｐｉｃｂｏｏｋ 3-0500623683

627 春蘭平成登録図鑑
全国日本春蘭連
合会／監修

栃の葉書房 3-0500636300

627
もっと簡単で確実にふやせ
るさし木・つぎ木・とり木

高柳良夫 日本文芸社 3-0500636998

645
愛犬と２０年いっしょに暮ら
せる本

星野浩子 さくら舎 3-0500638080

673
駆け出しクリエイターのた
めのお金と独立準備Ｑ＆Ａ

桑原清幸 玄光社 3-0500634950

673
クレジットカード完全ガイド
〔２０１８〕

晋遊舎 3-0500636269

673 メルカリ 奥平和行 日経ＢＰ社 3-0500642796
文庫本
674

戦争と広告 馬場マコト 潮出版社 3-0500603988

682
日本を動かした５０の乗り
物

若林宣 原書房 3-0500639814

文庫本
685

仁義なき宅配 横田増生 小学館 3-0500637908

687 中東深夜便紀行 荒木基 イカロス出版 3-0500644172
情報科学
694

基礎からわかるはじめての
スマートフォン　２０１９

英和出版社 3-0500635575

ラベルの
記号

721 評伝田中一村 大矢鞆音 生活の友社 3-0500610991
文庫本
723

フェルメール最後の真実 秦新二 文藝春秋 3-0500629541

726
これでいいのだ…さよなら
なのだ

赤塚不二夫 小学館 3-0500644080

文庫本
726

沢村さん家（ち）のこんな毎
日

益田ミリ 文藝春秋 3-0500502979

文庫本
726

自殺直前日記改 山田花子 鉄人社 3-0500640464

726
藤子スタジオアシスタント
日記まいっちんぐマンガ道
ドラえもん達との思い出編

えびはら武司 竹書房 3-0500643857

児研
726

連続講座〈絵本の愉しみ〉
３

吉田新一／編著 朝倉書店 3-0500643936

762.3 くよくよしない力 フジコ・ヘミング 秀和システム 3-0500613690

763
初心者のトロンボーン基礎
教本　〔２０１８〕

須賀裕之／編著 3-0500639412

ティーンズ
767

歌を作ろう！ ミマス 音楽之友社 3-0500613298

769
大人のためのバレエの体
づくり

大月恵／監修 メイツ出版 3-0500641015

772 一湯入魂 原田龍二 竹書房 3-0500638434
772 演じることは、生きること 仲代達矢 ＰＨＰ研究所 3-0500642095
778 ミッキーマウス９０のひみつ 講談社／編 講談社 3-0500640921

779
阿佐ヶ谷姉妹ののほほん
ふたり暮らし

阿佐ヶ谷姉妹 幻冬舎 3-0500606157

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



文庫本
779

天才はあきらめた 山里亮太 朝日新聞出版 3-0500604812

780
スポーツビジネスを知るた
めの基礎知識

浦久保和哉 文眞堂 3-0500636079

782
ランの伸びしろが見つかる
本

佐藤基之 カンゼン 3-0500641994

783.5 自分でつくるテニス筋力
緑ヶ丘テニスガー
デン／監修

実業之日本社 3-0500644840

783.7 ドラフト未来予想図 小関順二 文藝春秋 3-0500647065
788 コブラツイストに愛をこめて 清野茂樹 立東舎 3-0500616754
789 空手「組手」戦術の極意５５ 荒賀道場／監修 メイツ出版 3-0500639850

795
山下敬吾の現代囲碁の教
科書　布石編

山下敬吾 マイナビ出版 3-0500639430

810
ことばでたどる日本の歴
史・幕末・明治・大正篇

今野真二 河出書房新社 3-0500643376

ティーンズ
816

５日で学べて一生使える！
レポート・論文の教科書

小川仁志 筑摩書房 3-0500638011

832
ｋｎｏｗの「ｋ」はなぜ発音し
ないのか？

原島広至 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500610231

835
絵でわかる英文法イメージ
ハンドブック

波瀬篤雄／絵と
文

学研プラス 3-0500644152

837 サイバル英会話 関正生 ＮＨＫ出版 3-0500629586

837
バンバン話すための瞬間
英作文「基本動詞」トレーニ
ング

森沢洋介 べレ出版 3-0500639321

837 リラックスイングリッシュ
ピョートル・フェリ
クス・グジバチ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500642916

860 スペイン語のすすめ 坪田充史 ＩＢＣパブリッシング 3-0500592525

860
大学１・２年生のためのす
ぐわかるスペイン語

廣康好美 東京図書 3-0500638045

867
スペイン語で楽しむ世界昔
ばなし

Ｆ．ハビエル・デ・
エステバン・バケ
ダノ／スペイン語

ＩＢＣパブリッシング 3-0500640399

871
場面で学ぶイタリア語発音
マスター

Ｆｒａｎｃｅｓｃａ　Ｍｉｓ
ｃｉｏ

三修社 3-0500636082

875 イタリア語のルール 森田学 白水社 3-0500642878

ラベルの
記号

郷土青葉
291.3

自然散策マップ こどもの国／編 こどもの国 3-0500631660

郷土青葉
317

青葉区民防災必携
横浜市青葉区役
所総務課／編

横浜市青葉区役所総
務課

3-0500571153

郷土
775

横浜・野毛大道芝居の
日々

野毛風太郎 山中企画 3-0500621101

「あたらしく入った本」2月号は、平成30年12月から同31年1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）


