
ラベルの
記号

902 文豪の猫 アリソン・ナスタシ エクスナレッジ 3-0500644842
児研
908

おはなしのろうそく　３２
東京子ども図書
館／編

東京子ども図書館 3-0500647243

文庫本
908

時間ＳＦアンソロジー 大森望／編 早川書房 3-0500646488

910 古典歳時記 吉海直人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500624230

ティーンズ
910

このライトノベルがすご
い！　２０１９

『このライトノベル
がすごい！』編集
部／編

宝島社 3-0500642491

910 作家と楽しむ古典　〔４〕 古川日出男 河出書房新社 3-0500643493
910 文学はおいしい。 小山鉄郎 作品社 3-0500624731

911.3
俳句づくりに役立つ！旧か
な入門

山西雅子 ＮＨＫ出版 3-0500641008

911.4
シルバー川柳　百歳バンザ
イ編

みやざきシルバー
ネット／編

河出書房新社 3-0500623261

文庫本
912/ﾐ

若人よ蘇れ・黒蜥蜴 三島由紀夫／作 岩波書店 3-0500641530

文庫本
913.6

自薦ＴＨＥどんでん返し　３ 折原一 双葉社 3-0500654037

文庫本
913.6/ｱ

神様の御用人　８ 浅葉なつ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500642724

913.6/ｱ 珠玉 彩瀬まる 双葉社 3-0500650401
913.6/ｱ 早朝始発の殺風景 青崎有吾 集英社 3-0500654005
913.6/ｱ 跳ぶ男 青山文平 文藝春秋 3-0500654126
913.6/ｱ 平場の月 朝倉かすみ 光文社 3-0500648871
文庫本
913.6/ｲ

小説あの日のオルガン 五十嵐佳子 朝日新聞出版 3-0500653289

913.6/ｲ 天下普請 稲葉稔 双葉社 3-0500642100
文庫本
913.6/ｲ

夏の戻り船 今村翔吾 角川春樹事務所 3-0500649213

913.6/ｲ ハラスメントゲーム 井上由美子 河出書房新社 3-0500629103
913.6/ｳ 麒麟児 冲方丁 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500650933
913.6/ｳ 聖者が街にやって来た 宇佐美まこと 幻冬舎 3-0500646520
913.6/ｳ 少女たちは夜歩く 宇佐美まこと 実業之日本社 3-0500626565
文庫本
913.6/ｴ

奇跡の改革 江上剛 ＰＨＰ研究所 3-0500653657

913.6/ｵ 帰去来 大沢在昌 朝日新聞出版 3-0500653285
文庫本
913.6/ｵ

天冥の標　１０〔ＰＡＲＴ１〕 小川一水 早川書房 3-0500650444

文庫本
913.6/ｵ

マレ・サカチのたったひとつ
の贈物

王城夕紀 中央公論新社 3-0500574752

文庫本
913.6/ｵ

物書き同心裏稼業 沖田正午 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500633526

あたらしく入った本
2019年3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 残心 鏑木蓮 徳間書店 3-0500647298
文庫本
913.6/ｶ

地面師 梶山季之 光文社 3-0500647770

文庫本
913.6/ｶ

柴公園 永森裕二／脚本 実業之日本社 3-0500646468

ティーンズ
913.6/ｶ

ソードアート・オンライン
２１

川原礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500646192

文庫本
913.6/ｷ

週末の人生 岸本葉子 双葉社 3-0500654035

文庫本
913.6/ｸ

人生花道 黒木久勝 双葉社 3-0500629655

913.6/ｺ 魔法使いで引きこもり？　３ 小鳥屋エム ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500635733
文庫本
913.6/ｻ

引導 坂岡真 光文社 3-0500647273

文庫本
913.6/ｻ

覚悟の登城 佐々木裕一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500615965

913.6/ｻ
トランスヒューマンガンマ線
バースト童話集

三方行成 早川書房 3-0500642399

文庫本
913.6/ｻ

奈緒と磐音 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500653250

文庫本
913.6/ｻ

身代わり若殿葉月定光 佐々木裕一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500608608

913.6/ｻ 龍華記 澤田瞳子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500626187
文庫本
913.6/ｼ

スマホを落としただけなの
に　囚われの殺人鬼

志駕晃 宝島社 3-0500636949

913.6/ｼ 悲願花 下村敦史 小学館 3-0500648434

913.6/ｼ 無事に返してほしければ 白河三兎 小学館 3-0500634285

913.6/ｼ
府中三億円事件を計画・実
行したのは私です。

白田 ポプラ社 3-0500647380

文庫本
913.6/ｼ

迷い熊衛る 芝村凉也 双葉社 3-0500629660

文庫本
913.6/ｽ

御内儀の業 鈴木英治 双葉社 3-0500648918

文庫本
913.6/ｽ

突きの鬼一 鈴木英治 小学館 3-0500613177

913.6/ﾀ エイリア綺譚集 高原英理 国書刊行会 3-0500644113

913.6/ﾀ おとぎカンパニー 田丸雅智 光文社 3-0500648880

913.6/ﾁ 神のダイスを見上げて 知念実希人 光文社 3-0500648874
文庫本
913.6/ﾁ

野分の朝 千野隆司 徳間書店 3-0500620965

913.6/ﾂ 則天武后　上 塚本靑史 日本経済新聞出版社 3-0500650941

913.6/ﾂ 則天武后　下 塚本靑史 日本経済新聞出版社 3-0500650942

913.6/ﾃ 正しい愛と理想の息子 寺地はるな 光文社 3-0500641591
文庫本
913.6/ﾄ

新火盗改鬼与力　〔２〕 鳥羽亮 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500641927

913.6/ﾄ ピーク 堂場瞬一 朝日新聞出版 3-0500653284
文庫本
913.6/ﾄ

平太の初恋 鳥羽亮 双葉社 3-0500648474

913.6/ﾅ ゴー・ホーム・クイックリー 中路啓太 文藝春秋 3-0500642477

913.6/ﾅ ばけばけ 那須正幹 ポプラ社 3-0500647382

913.6/ﾅ ふたたび嗤う淑女 中山七里 実業之日本社 3-0500656877



ティーンズ
913.6/ﾅ

Ｒｅ：ゼロから始める異世界
生活　１８

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500651746

913.6/ﾆ そこにいるのに 似鳥鶏 河出書房新社 3-0500642807
文庫本
913.6/ﾊ

雨燕 長谷川卓 祥伝社 3-0500654758

913.6/ﾊ ゴールデン街コーリング 馳星周 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500652226
文庫本
913.6/ﾊ

最後の名裁き 早見俊 中央公論新社 3-0500624554

913.6/ﾊ つくもがみ笑います 畠中恵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500654014

913.6/ﾊ Ｗ県警の悲劇 葉真中顕 徳間書店 3-0500657266

913.6/ﾋ はんぷくするもの 日上秀之 河出書房新社 3-0500640893
文庫本
913.6/ﾌ

恋の櫛 藤原緋沙子 新潮社 3-0500626523

文庫本
913.6/ﾌ

初霜 藤原緋沙子 祥伝社 3-0500630525

913.6/ﾌ 燃えよ、あんず 藤谷治 小学館 3-0500637960

913.6/ﾏ １０８ 松尾スズキ 講談社 3-0500642438

913.6/ﾏ 官邸ポリス 幕蓮 講談社 3-0500648140
文庫本
913.6/ﾏ

グアムの探偵　２ 松岡圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500941920

913.6/ﾐ 作りかけの明日 三崎亜記 祥伝社 3-0500648124
913.6/ﾑ 散歩するネコ 群ようこ 角川春樹事務所 3-0500655410
文庫本
913.6/ﾓ

心中探偵 森晶麿 幻冬舎 3-0500537418

913.6/ﾔ いつか深い穴に落ちるまで 山野辺太郎 河出書房新社 3-0500640894
文庫本
913.6/ﾔ

木乃伊屋敷の秘密 山本周五郎 新潮社 3-0500643775

913.6/ﾜ 殺人鬼がもう一人 若竹七海 光文社 3-0500657243
文庫本
913.6/ﾜ

十手婆文句あるかい 和久田正明 二見書房 3-0500634888

文庫本
913.6/ﾜ

提灯奉行　〔２〕 和久田正明 小学館 3-0500620949

文庫本
913.6/ﾜ

東京近江寮食堂　宮崎編 渡辺淳子 光文社 3-0500654780

914 お金がない！
赤瀬川原平／ほ
か

河出書房新社 3-0500648557

文庫本
914

方丈記 鴨長明 光文社 3-0500621719

914/ｶ 珈琲が呼ぶ 片岡義男 光文社 3-0500555438
914/ｸ ん！？ 宮藤官九郎 文藝春秋 3-0500648955

914/ｻ 駄目な世代 酒井順子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500649243
文庫本
914/ﾑ

きれいなシワの作り方 村田沙耶香 文藝春秋 3-0500645676

914/ﾓ 未来の余白から 最上敏樹 婦人之友社 3-0500646528

914/ﾖ
猫も老人も、役立たずで
けっこう

養老孟司 河出書房新社 3-0500641585

916/ﾅ がんに生きる なかにし礼 小学館 3-0500643751

930 探偵小説の黄金時代
マーティン・エド
ワーズ

国書刊行会 3-0500636429

933/ｷ 心霊電流　上
スティーヴン・キン
グ

文藝春秋 3-0500659630



933/ｷ 心霊電流　下
スティーヴン・キン
グ

文藝春秋 3-0500659631

文庫本
933/ｺ

贖罪の街　上 マイクル・コナリー 講談社 3-0500648883

文庫本
933/ｺ

贖罪の街　下 マイクル・コナリー 講談社 3-0500648884

文庫本
933/ｺ

烙印　上
パトリシア・コーン
ウェル

講談社 3-0500648881

文庫本
933/ｺ

烙印　下
パトリシア・コーン
ウェル

講談社 3-0500648882

933/ﾁ 巨大なラジオ／泳ぐ人 ジョン・チーヴァー 新潮社 3-0500644755

933/ﾌ
ウーマン・イン・ザ・ウィンド
ウ　上

Ａ・Ｊ・フィン 早川書房 3-0500624064

933/ﾌ
ウーマン・イン・ザ・ウィンド
ウ　下

Ａ・Ｊ・フィン 早川書房 3-0500624065

933/ﾏ ピアノ・レッスン アリス・マンロー 新潮社 3-0500644756
933/ﾛ 麗しき夫人 Ｄ・Ｈ・ロレンス 中央公論新社 3-0500641606
外国語
933/Ｋ

Ｃｒａｚｙ　ｒｉｃｈ　Ａｓｉａｎｓ Ｋｅｖｉｎ　Ｋｗａｎ． Ｃｏｒｖｕｓ 3-0500653826

936 帰還
ヒシャーム・マター
ル

人文書院 3-0500643824

936 ＴＨＥ　ＬＡＳＴ　ＧＩＲＬ ナディア・ムラド 東洋館出版社 3-0500645176
文庫本
953/ﾌ

三つの物語 フローベール 光文社 3-0500629032

文庫本
953/ﾓ

宝石／遺産 モーパッサン 光文社 3-0500638241

969 あけましておめでとう
フーベン・フォン
セッカ

水声社 3-0500646919

ティーンズ
973

ぼくたちは幽霊じゃない
ファブリツィオ・
ガッティ／作

岩波書店 3-0500643285

ラベルの
記号

002 研究者のコピペと捏造 時実象一 樹村房 3-0500640375
002 国家と教養 藤原正彦 新潮社 3-0500649200
007.3 徹底研究！！ＧＡＦＡ 洋泉社 3-0500648820

007.3
日本のＩＴ産業が中国に盗
まれている

深田萌絵 ワック 3-0500656021

007.3
ペーパーレス時代の紙の
価値を知る

柴田博仁 産業能率大学出版部 3-0500640987

情報科学
007.5

書類がみるみる片付くデジ
タル超整理術

エイ出版社 3-0500647172

007.5 手帳と日本人 舘神龍彦 ＮＨＫ出版 3-0500647398
007.5 メモの魔力 前田裕二 幻冬舎 3-0500651500
情報科学
007.6

できるイラストで学ぶ入社１
年目からのＥｘｃｅｌ　ＶＢＡ

きたみあきこ インプレス 3-0500648522

情報科学
007.6

トコトンやさしいアルゴリズ
ムの本

坂巻佳壽美 日刊工業新聞社 3-0500640958

情報科学
007.6

Ｐｙｔｈｏｎはじめの一歩 西晃生 ナツメ社 3-0500647431

010 講座・図書館情報学　５ 山本順一／監修 ミネルヴァ書房 3-0500626119
010 戦争と図書館 小山騰 勉誠出版 3-0500645227

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理



013
ライブラリアンのためのスタ
イリング超入門

広瀬容子 樹村房 3-0500640395

017
「学校図書館ガイドライン」
活用ハンドブック　解説編

堀川照代／編著 悠光堂 3-0500624087

017 学校図書館基本資料集 野口武悟／編
全国学校図書館協議
会

3-0500625091

文庫本
019

面影日本 松岡正剛 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500641933

児研
019

子どもたちの心に届ける自
然・ことば・遊び

松岡享子／述 木城えほんの郷 3-0500641164

019 東大生の本の「使い方」 重松理恵 三笠書房 3-0500646347

019
読書する人だけがたどり着
ける場所

齋藤孝 ＳＢクリエイティブ 3-0500653336

019
日本昭和トンデモ児童書大
全

中柳豪文 辰巳出版 3-0500635945

019
１００歳までに読みたい
１００の絵本

木村民子 亜紀書房 3-0500650964

児研
019

ようこそ、読書のアニマシ
オンへ

種村エイ子／編
著

南方新社 3-0500605057

019 私が食べた本 村田沙耶香 朝日新聞出版 3-0500646865
021 文字組デザイン講座 工藤強勝 誠文堂新光社 3-0500638383
022 画家のブックデザイン 小林真理 誠文堂新光社 3-0500650055
024 かんたん出版マニュアル 杉浦浩司 みなみ出版 3-0500638058

024 世界のかわいい本の街
アレックス・ジョン
ソン

エクスナレッジ 3-0500626715

024 出版の崩壊とアマゾン 高須次郎 論創社 3-0500640109

041 ノスタルジーとは何か
宮城学院女子大
学人文社会科学
研究所／編

翰林書房 3-0500638839

069 博物館と観光 青木豊／編著 雄山閣 3-0500626093
070 安倍官邸ｖｓ．ＮＨＫ 相澤冬樹 文藝春秋 3-0500648624

070
日本を貶め続ける朝日新
聞との対決全記録

ケント・ギルバート 飛鳥新社 3-0500650928

104 ＡＩに勝てるのは哲学だけだ 小川仁志 祥伝社 3-0500652077
141 老いと記憶 増本康平 中央公論新社 3-0500650435

146.8
人のために頑張りすぎて疲
れた時に読む本

根本裕幸 大和書房 3-0500642475

148 タロット事典
アンソニー・ルイ
ス

朝日新聞出版 3-0500650324

151 トランスヒューマニズム マーク・オコネル 作品社 3-0500645752
159 バカとつき合うな 堀江貴文 徳間書店 3-0500635203
202 世界のピラミッド大事典 大城道則 柊風舎 3-0500644805
209 人類５０００年史　２ 出口治明 筑摩書房 3-0500647023

209
４００字で読むあらすじ世界
史

祝田秀全／監修 宝島社 3-0500654001

210
逆説の日本史　２４
（明治躍進編）

井沢元彦 小学館 3-0500649182

文庫本
210

日本史の探偵手帳 磯田道史 文藝春秋 3-0500653258

210.1 軍事の日本史 本郷和人 朝日新聞出版 3-0500648854
210.3 内戦の日本古代史 倉本一宏 講談社 3-0500650356
210.3 平氏が語る源平争乱 永井晋 吉川弘文館 3-0500650392
210.4 承久の乱 坂井孝一 中央公論新社 3-0500650431
210.4 中世史講義 高橋典幸／編 筑摩書房 3-0500654102



210.4 北条氏康の家臣団 黒田基樹 洋泉社 3-0500645792

210.5
徳川家康の江戸プロジェク
ト

門井慶喜 祥伝社 3-0500645687

210.6
明治維新の「嘘」を見破る
ブックガイド

田中聡 河出書房新社 3-0500643480

210.7 昭和戦争史講義 一ノ瀬俊也 人文書院 3-0500643501
210.7 機密費外交 井上寿一 講談社 3-0500640423
文庫本
210.7

東京は燃えたか 塩田潮 朝日新聞出版 3-0500646867

210.7 山本五十六の戦争 保阪正康 毎日新聞出版 3-0500649258

213 古地図のひみつ
安藤優一郎／監
修

メイツ出版 3-0500647906

220
ニュースがわかる図解東ア
ジアの歴史

三城俊一 ＳＢクリエイティブ 3-0500646543

226 オスマン帝国 小笠原弘幸 中央公論新社 3-0500650432
文庫本
288

思わず人に話したくなる！
日本人の名字

森岡浩／監修 二見書房 3-0500645777

288 皇室入門 椎谷哲夫 幻冬舎 3-0500644865

288
国旗・国章の基礎知識
〈図解事典〉

苅安望 えにし書房 3-0500648000

288
花と緑が語るハプスブルク
家の意外な歴史

関田淳子 朝日新聞出版 3-0500646871

289/ｴ 江藤新平 大庭裕介 戎光祥出版 3-0500645315
289/ｺ 小林一三 鹿島茂 中央公論新社 3-0500650808
289/ﾆ ニュートンとコーヒータイム マイケル・ホワイト 三元社 3-0500649987
289/ﾉ 「影の総理」と呼ばれた男 菊池正史 講談社 3-0500650802

290
今がわかる時代がわかる
世界地図　２０１９年版

成美堂出版編集
部／編集

成美堂出版 3-0500646008

290
世界一周ビジネスクラス
ＢＯＯＫ

世界一周ＮＡＶＩ編
集部／編

イカロス出版 3-0500652635

290
ファーストクラスで世界一
周

たかせ藍沙 ブックマン社 3-0500623451

291 に・ほ・ん・も・の 中田英寿／監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500646484
291.5 飛騨高山　白川郷 昭文社 3-0500643800
291.6 京都　〔２０１９〕 ＪＴＢパブリッシング 3-0500649555

293.4
知っていればもっと楽しめ
るスイス旅行術

ネプフリン松橋由
香

メイツ出版 3-0500648539

293.7
地球の歩き方　Ａ　０９
（２０１９～２０２０年版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500650877

297
ハワイ本ｆｏｒファミリー
２０１９

エイ出版社 3-0500644645

ラベルの
記号

302.2
地図で見る東南アジアハン
ドブック

ユーグ・テルトレ 原書房 3-0500643498

304 日本進化論 落合陽一 ＳＢクリエイティブ 3-0500653334
ティーンズ
312.1

１０代に語る平成史 後藤謙次 岩波書店 3-0500611235

312.1 平成政権史 芹川洋一 日本経済新聞出版社 3-0500639051
326 ある若き死刑囚の生涯 加賀乙彦 筑摩書房 3-0500654097

332.1 日本人の勝算
デービッド・アトキ
ンソン

東洋経済新報社 3-0500655398

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



333
お金の流れで読む日本と
世界の未来

ジム・ロジャーズ ＰＨＰ研究所 3-0500656051

336 右脳思考 内田和成 東洋経済新報社 3-0500652283

336.2
なぜ日本の会社は生産性
が低いのか？

熊野英生 文藝春秋 3-0500656444

336.4 天才を殺す凡人 北野唯我 日本経済新聞出版社 3-0500656489

361.4 ＦＡＣＴＦＵＬＮＥＳＳ ハンス・ロスリング 日経ＢＰ社 3-0500653322
365 空き家を活かす 松村秀一 朝日新聞出版 3-0500639762
366.1 働き方改革のすべて 岡崎淳一 日本経済新聞出版社 3-0500632310
366.3 残業学 中原淳 光文社 3-0500648560
367.7 定年前 大江英樹 朝日新聞出版 3-0500654811
369.2 なぜ人と人は支え合うのか 渡辺一史 筑摩書房 3-0500647036
375 「日本国紀」の副読本 百田尚樹 産経新聞出版 3-0500652713
376.8 受験と進学の新常識 おおたとしまさ 新潮社 3-0500631754
384 昭和キッズ物語 藤あきら 鳥影社 3-0500649071

386 クリスマスの歴史
ジュディス・フラン
ダース

原書房 3-0500640403

396 ドローン情報戦
ブレット・ヴェリコ
ヴィッチ

原書房 3-0500643823

ラベルの
記号

410 組合せ数字 ロビン・ウィルソン 岩波書店 3-0500646838
413 正則関数 新井仁之 共立出版 3-0500647850
413 はじめての解析学 原岡喜重 講談社 3-0500640420
417 図解統計学超入門 髙橋洋一 あさ出版 3-0500650963

430
「高校の化学」が一冊でま
るごとわかる

竹田淳一郎 べレ出版 3-0500648325

433 スタンダード分析化学 角田欣一／共著 裳華房 3-0500643962

453
火山大国日本この国は生
き残れるか

巽好幸 さくら舎 3-0500654117

465 追跡！辺境微生物 中井亮佑 築地書館 3-0500635834
467 海と陸をつなぐ進化論 須藤斎 講談社 3-0500650357

467
よくわかるバイオインフォマ
ティクス入門

藤博幸／編 講談社 3-0500641952

481
世界で一番美しいかくれん
ぼ

アンナ・レヴィン／
文

小学館 3-0500648405

489 霊長類図鑑
日本モンキーセン
ター／編

京都通信社 3-0500646502

493.2
更年期からのコレステロー
ルを下げる毎日ごはん

田中明／病態監
修

女子栄養大学出版部 3-0500647038

495 生命と姓名との出会い 大佐米宮司
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500646225

495
男性も女性も知っておきた
い妊娠・出産のリテラシー

齊藤英和／編 大修館書店 3-0500643519

495 不妊、当事者の経験 竹田恵子 洛北出版 3-0500627335

498
医師が教える！健康あんし
ん旅

ＪＲ東京総合病院
／著・監修

交通新聞社 3-0500648941

498
がん、脳卒中、心臓病三大
死亡衝撃の地域格差

埴岡健一 中央公論新社 3-0500641609

498.3
〈あまり〉病気をしない暮ら
し

仲野徹 晶文社 3-0500646410

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



子育て
498.5

嫌われ食材ワースト５でつ
くる美味しい食育レシピ

小嶋隆三 現代書林 3-0500646394

501
スッキリ！がってん！ユニ
バーサルデザインの本

古田均 電気書院 3-0500648602

507 日本プラモデル六〇年史 小林昇 文藝春秋 3-0500650364

509
生産現場のリーダーの実
務がよ～くわかる本

菅間正二 秀和システム 3-0500643833

509
やさしいＩＳＯ４５００１〈ＪＩＳ
Ｑ　４５００１〉労働安全衛生
マネジメントシステム入門

平林良人 日本規格協会 3-0500647056

521 歴史作家の城めぐり 伊東潤 プレジデント社 3-0500648914
527 家をセルフでビルドしたい 阪口克 文藝春秋 3-0500644879

527
建物できるまで図鑑木造住
宅

瀬川康秀／絵 エクスナレッジ 3-0500652640

532
わかる！使える！３Ｄプリ
ンター入門

水野操 日刊工業新聞社 3-0500648517

537 ざんねんなクルマ事典 片岡英明／監修 講談社ビーシー 3-0500647330

537
日産自動車極秘ファイル
２３００枚

川勝宣昭 プレジデント社 3-0500650899

537 僕の好きな車 横山剣 立東舎 3-0500640468

538
宇宙の覇者ベゾスｖｓ．マス
ク

クリスチャン・ダベ
ンポート

新潮社 3-0500649701

538 ＦＬＹＩＮＧ　ＬＥＧＥＮＤ 徳永克彦 河出書房新社 3-0500650365

540
ソニー＆松下失われたＤＮ
Ａ

安西巧 日本経済新聞出版社 3-0500655706

541 電気回路が一番わかる 有馬良知 技術評論社 3-0500644145

542
ヒラ社員が閃いた！パナソ
ニックの知恵袋

パナソニック株式
会社ブランドコミュ
ニケーション本部
Ｗｏｎｄｅｒ推進室
／編

ＰＨＰ研究所 3-0500639048

543 原発ゼロ、やればできる 小泉純一郎 太田出版 3-0500651383
547 通信の世紀 大野哲弥 新潮社 3-0500642404

547.3
音楽クリエイターのための
マイクロフォン事典

林憲一 ＤＵ　ＢＯＯＫＳ 3-0500636463

情報科学
547.4

ＬＩＮＥ，Ｉｎｓｔａｇｒａｍ，Ｆｅｃｅｂ
ｏｏｋ，Ｔｗｉｔｔｅｒやりたいこと
が全部わかる本

アンドロック ＳＢクリエイティブ 3-0500650029

576
汚れの９割は水だけで落と
せる

松澤民男
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500651904

588
大人が愉しむウイスキー入
門

輿水精一 筑摩書房 3-0500654101

588 日本の美しい酒蔵 木下光 エクスナレッジ 3-0500648416

ラベルの
記号

590
あなたがひとりで生きていく
時に知っておいてほしいこ
と

辰巳渚 文藝春秋 3-0500654815

590
暮らしに必要なものは、自
分で決めていい。

一田憲子 秀和システム 3-0500656954

591
安倍政権は、消費税を上
げられない

荻原博子 ベストセラーズ 3-0500651777

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



591
５８歳で貯金がないと思っ
た人のためのお金の教科
書

田中佑輝 アスコム 3-0500651428

591 年金だけでも暮らせます 荻原博子 ＰＨＰ研究所 3-0500656049
593.8 おしゃれ自由宣言！ 黒田知永子 ダイヤモンド社 3-0500638903
593.8 還暦着物日記 群ようこ 文藝春秋 3-0500654341

594
シルバニアファミリーの着
せかえＢＯＯＫ

ブティック社 3-0500636312

594.2
和ごころを楽しむクロスス
テッチ３００

アップルミンツ（Ｅ＆Ｇ
クリエイツ）

3-0500651219

594.3
手編みで日々のおしゃれ小
物

主婦と生活社 3-0500638408

595
キレイも元気も痩せるもか
なえる美骨ストレッチ

ＣＨＩＮＯ 集英社 3-0500649175

595
ジェルネイルＢＯＯＫ完全
版

ブティック社 3-0500637232

595 小さなダイエットの習慣
スティーヴン・ガイ
ズ

ダイヤモンド社 3-0500649028

596 旬菜ごよみ３６５日 ワタナベマキ 誠文堂新光社 3-0500642555
596 白崎裕子の料理とおやつ 白崎裕子 農山漁村文化協会 3-0500646137
子育て
596

ママがせんせい 小林カツ代 女子栄養大学出版部 3-0500642905

596 わるい食べもの 千早茜 ホーム社 3-0500646078
596.2 ３０日のパスタ 相場正一郎 ｍｉｌｌｅ　ｂｏｏｋｓ 3-0500629591

596.2 中世ヨーロッパのレシピ
コストマリー事務
局

新紀元社 3-0500649629

596.2
ミシュランガイド東京
２０１９

日本ミシュランタイヤ 3-0500645194

596.3 肉好き プレジデント社 3-0500641867

596.3
フランス式おいしい肉の教
科書

アルテュール・ル・
ケンヌ

パイインターナショナ
ル

3-0500650464

596.7
横浜・神奈川のもっとしあ
わせカフェ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500647210

597
ＰＬＵＳ１　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｎｏ１０５
（２０１９　Ｗｉｎｔｅｒ）

主婦の友社 3-0500646783

子育て
599

心と体がのびのび育つ０～
２歳児のあそび図鑑

波多野名奈／監
修

池田書店 3-0500649722

615 タネと内臓 吉田太郎 築地書館 3-0500646170

625
名前がわかる！フルーツ
＆ベジタブル図鑑

主婦の友社／編 主婦の友社 3-0500645814

645 ペットと葬式 鵜飼秀徳 朝日新聞出版 3-0500629898

648 「生ハム」　「サラミ」大全
旭屋出版編集部
／編

旭屋出版 3-0500634832

文庫本
653

樹木たちの知られざる生活
ペーター・ヴォ－
ルレーベン

早川書房 3-0500637956

664 牡蠣の歴史
キャロライン・ティ
リー

原書房 3-0500643822

675 物流危機は終わらない 首藤若菜 岩波書店 3-0500651669

678
暴走トランプと独裁の習近
平に、どう立ち向かうか？

細川昌彦 光文社 3-0500640384

686 京都の市電 福田静二／編著 トンボ出版 3-0500647241
686 私鉄３．０ 東浦亮典 ワニブックス 3-0500647445



687
空港＆飛行場の不思議と
謎

風来堂／編 実業之日本社 3-0500653687

687 ジェット・セックス
ヴィクトリア・ヴァ
ントック

明石書店 3-0500636486

文庫本
699

ウドウロク 有働由美子 新潮社 3-0500586447

ラベルの
記号

701 名画と解剖学 原島広至 ＣＣＣメディアハウス 3-0500650844
文庫本
704

芸術起業論 村上隆 幻冬舎 3-0500646105

文庫本
704

芸術闘争論 村上隆 幻冬舎 3-0500646106

706 カフェのある美術館
青い日記帳／監
修

世界文化社 3-0500648230

717
キャンドル・カービングの教
科書

影山真希子 誠文堂新光社 3-0500642055

723 怖いへんないきものの絵 中野京子 幻冬舎 3-0500650115

728
筆で楽しむ臨書アレ？こ
れ！

水川舟芳 芸術新聞社 3-0500645291

726
りえさん手帖　ホントにやせ
た編

西原理恵子 毎日新聞出版 3-0500648604

743
ヒコーキ写真テクニック
２０１９Ｗｉｎｔｅｒ

イカロス出版 3-0500653843

743 夜鉄 相原正明 玄光社 3-0500649537
750 工芸バイリンガルガイド 澤田美恵子 小学館 3-0500646357
子育て
760

一生ものの音楽教育 笹森壮大 健康ジャーナル社 3-0500650048

ティーンズ
764

必ず役立つマーチングバン
ドブック　ドリルデザイン編

田中久仁明／編
ヤマハミュージックエ
ンタテインメントホー
ルディングス

3-0500650918

767
最強の声と体を手に入れ
る！マッスルボイトレ

東哲一郎
ヤマハミュージックエ
ンタテインメントホー
ルディングス

3-0500642016

767 読書間奏文 藤崎彩織 文藝春秋 3-0500649242
768 三味線上達のポイント 日高桃子／監修 メイツ出版 3-0500645256

769
もっと魅せる！輝く！よさこ
い上達のコツ

古田快／監修 メイツ出版 3-0500643865

文庫本
770

ご笑納下さい 高田文夫 新潮社 3-0500651309

778/ｷ 一切なりゆき 樹木希林 文藝春秋 3-0500650360

778/ｷ
僕が骨髄提供をした理由
（わけ）。

木下ほうか 辰巳出版 3-0500642903

778/ﾂ 冒険監督 塚本晋也 ぱる出版 3-0500642474
779 「さみしさ」の研究 ビートたけし 小学館 3-0500644698

779
タモリさんに学ぶ「人生の
後半」を生きるコツ

内藤誼人 廣済堂出版 3-0500643852

文庫本
779

笑ってなんぼじゃ！　下 島田洋七 徳間書店 3-0500646858

783.4 日本代表とＭｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ 宇野維正 ソル・メディア 3-0500643859
786 生き残った人の７つの習慣 小西浩文 山と溪谷社 3-0500648963

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
786

写真で読む山の名著 萩原浩司 山と溪谷社 3-0500652153

787
すぐに身につく！釣れる
『船釣り』最新テクニック

三石忍 つり人社 3-0500652545

788 ありがとうＵ．Ｗ．Ｆ． 鈴木浩充 ＭＩＫＨＯＴＯ出版 3-0500655474
810 ことばでたどる日本の歴史 今野真二 河出書房新社 3-0500614754
810 日本語でビジネスメール 松本節子 ジャパンタイムズ 3-0500644786

810
日本で生まれ育つ外国人
の子どもの日本語力の盲
点

西川朋美 ひつじ書房 3-0500645212

814
〈図解〉まるわかり時事用
語　　２０１９→２０２０年版

ニュース・リテラ
シー研究所／編
著

新星出版社 3-0500649495

814 日本のことわざを心に刻む 岩男忠幸 東邦出版 3-0500646239
815 考えるための日本語入門 井崎正敏 三省堂 3-0500641004

817
理論的思考力が飛躍的に
高まる大人の「読む力」

対崎正宏 日本実業出版 3-0500646986

820 漢文のルール 鈴木健一／編 笠間書院 3-0500592193
ティーンズ
837

はつ恋
イワン・トゥルゲー
ネフ

青灯社 3-0500585681

ラベルの
記号

郷土青葉
351

なるほどあおば　２０１８
青葉区役所総務
課／編

青葉区役所総務課 3-0500643671

郷土青葉
386

驚神社例大祭渡御ルート
祭愛の集い／作
成

祭愛の集い 3-0500631293

郷土
366.2

横浜しごとお助けナビ＆
マップ　〔２０１８年度版〕

横浜市経済局雇
用労働課／編

横浜市経済局雇用労
働課

3-0500628557

郷土
751

初代宮川香山　眞葛焼 山本博士／編著
宮川香山眞葛ミュー
ジアム

3-0500637083

郷土
914/ｶ

コラム集 加藤隆 リテラル 3-0500655100

「あたらしく入った本」3月号は、平成31年1月から同31年2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）


