
ラベルの
記号

902
ＳＦが読みたい！
２０１９年版

ＳＦマガジン編集
部／編

早川書房 3-0500663042

908 須賀敦子の本棚　４ 池澤夏樹／監修 河出書房新社 3-0500649703
908 須賀敦子の本棚　５ 池澤夏樹／監修 河出書房新社 3-0500649704
908 須賀敦子の本棚　６ 池澤夏樹／監修 河出書房新社 3-0500663190
文庫本
910/ｷ

盡忠報国 北方謙三／編著 集英社 3-0500615870

911 影の日本史にせまる 嵐山光三郎 平凡社 3-0500613642
文庫本
911.1

イラストでわかる超訳百人
一首

吉田裕子／監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500642782

911.3 金子兜太 金子兜太 平凡社 3-0500617704
913.6/ｱ くらやみガールズトーク 朱野帰子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500668466
文庫本
913.6/ｱ

半席 青山文平 新潮社 3-0500626516

文庫本
913.6/ｳ

ＨＥＬＬ 浦賀和宏 幻冬舎 3-0500597053

文庫本
913.6/ｸ

八丁堀の忍 倉阪鬼一郎 講談社 3-0500614348

文庫本
913.6/ｺ

継続捜査ゼミ 今野敏 講談社 3-0500631394

913.6/ｺ みかんとひよどり 近藤史恵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500667200
913.6/ｼ テレビ探偵 小路幸也 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500651870
913.6/ｼ 木曜日の子ども 重松清 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500660252

913.6/ﾂ 傲慢と善良 辻村深月 朝日新聞出版 3-0500669287

913.6/ﾄ わが夫（つま）啄木 鳥越碧 文藝春秋企画出版部 3-0500648956

913.6/ﾅ 新章神様のカルテ 夏川草介 小学館 3-0500660000

913.6/ﾊ かわたれどき 畠中恵 文藝春秋 3-0500663750
文庫本
913.6/ﾋ

お伊勢まいり 平岩弓枝 文藝春秋 3-0500652581

913.6/ﾋ 夜汐 東山彰良 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500643893
913.6/ﾍ 月 辺見庸 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500635872
文庫本
913.6/ﾎ

ｄｅｌｅ 本多孝好 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500592425

913.6/ﾏ 絵師の魂　渓斎英泉 増田晶文 草思社 3-0500657273
913.6/ﾏ １Ｒ（ラウンド）１分３４秒 町屋良平 新潮社 3-0500658861
文庫本
913.6/ﾐ

サイレント・ブレス 南杏子 幻冬舎 3-0500606085

913.6/ﾓ 水曜日の手紙 森沢明夫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500646967
文庫本
913.6/ﾖ

丹夫人の化粧台 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500641914

913.6/ﾖ ノースライト 横山秀夫 新潮社 3-0500665763
913.6/ﾖ 吹上奇譚　第２話 吉本ばなな 幻冬舎 3-0500658103
913.6/ﾖ 横道世之介　続 吉田修一 中央公論新社 3-0500665554

あたらしく入った本
2019年4月

電話045(901)1225
文　学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



外国語
913.6/T

Ｔｈｅ　ｌａｓｔ　ｃｈｉｌｄｒｅｎ　ｏｆ
Ｔｏｋｙｏ

Ｙｏｋｏ　Ｔａｗａｄａ． Ｇｒａｎｔａ 3-0500658367

914/ﾑ 海苔と卵と朝めし 向田邦子 河出書房新社 3-0500649705
929.1 すべての、白いものたちの ハンガン 河出書房新社 3-0500652255
929.1 種の起源 チョンユジョン 早川書房 3-0500662141
ティーンズ
933/ｹ

物語北欧神話　上 ニール・ゲイマン 原書房 3-0500657346

ティーンズ
933/ｹ

物語北欧神話　下 ニール・ゲイマン 原書房 3-0500657347

ティーンズ
933/ﾈ

おやすみの歌が消えて
リアノン・ネイヴィ
ン

集英社 3-0500653330

933/ﾊ カッコーの歌
フランシス・ハー
ディング

東京創元社 3-0500656953

936
イエティ雪男伝説を歩き明
かす

ダニエル・Ｃ・テイ
ラー

青土社 3-0500659081

ラベルの
記号

情報科学
007.1

いまこそ知りたいＡＩビジネ
ス

石角友愛
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500649912

017 子どもの人権と学校図書館 渡邊重夫 青弓社 3-0500627330
019 ネット断ち 齋藤孝 青春出版社 3-0500654006
児研
019

本・子ども・絵本 中川李枝子 文藝春秋 3-0500645679

021 音楽はどこへ消えたか？ 城所岩生 みらいパブリッシング 3-0500648515

022 巻物・折本・両面画帳
小林喜代美／編
著

オルク 3-0500618335

031
現代用語の基礎知識
昭和編

自由国民社 3-0500663587

070 進駐軍がいた頃 長谷川卓也 彩流社 3-0500647969
147 冥界からの電話 佐藤愛子 新潮社 3-0500644208

159
１万２０００人を見てわかっ
た！お金に困らない人、困
る人

松尾昭仁 集英社 3-0500625524

159 小休止のすすめ ヒロミ ＳＢクリエイティブ 3-0500653332
204 歴史という教養 片山杜秀 河出書房新社 3-0500659162
210.4 戦国大名家臣団大全 3-0500651275

210.7
図解で振り返る激動の平
成史

三栄書房 3-0500652522

213 その後の鎌倉 関幸彦 山川出版社 3-0500652161
215 歴史家と噺家の城歩き 中井均 高志書院 3-0500654687
230 ヨーロッパ近代史 君塚直隆 筑摩書房 3-0500654103
235 フランス現代史 小田中直樹 岩波書店 3-0500651667

253 ファンタジーランド　上
カート・アンダーセ
ン

東洋経済新報社 3-0500656934

253 ファンタジーランド　下
カート・アンダーセ
ン

東洋経済新報社 3-0500656935

280
すぐに真似できる天才たち
の習慣１００

教養総研 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500659139

参考書
281

教科書に載った日本史人
物１０００人

日外アソシエーツ
株式会社／編集

日外アソシエーツ 3-0500652767

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理



文庫本
289/ｱ

ファースト・マン　上
ジェイムズ・Ｒ・ハ
ンセン

河出書房新社 3-0500657323

文庫本
289/ｱ

ファースト・マン　下
ジェイムズ・Ｒ・ハ
ンセン

河出書房新社 3-0500657324

289/ﾋ 隣人ヒトラー
エドガー・フォイヒ
トヴァンガー

岩波書店 3-0500659407

文庫本
289/ﾌ

ニュートンに消された男ロ
バート・フック

中島秀人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500651738

291
ニッポン４７都道府県正直
観光案内

宮田珠己 本の雑誌社 3-0500657372

291.3 鎌倉・横浜　〔２０１９〕 成美堂出版 3-0500661576
291.3 東京　〔２０１９〕 成美堂出版 3-0500661575
291.6 京都　〔２０１９〕 成美堂出版 3-0500661579

295
地球の歩き方　Ｂ　１５
（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 3-0500650878

ラベルの
記号

302.2
地図で見るインドハンドブッ
ク

イザベル・サン＝
メザール

原書房 3-0500650026

302.2 凛としたアジア 伊藤千尋 新日本出版社 3-0500662121

302.3
地図で見るフランスハンド
ブック　現代編

ジャック・レヴィ／
編

原書房 3-0500659172

302.3
ルクセンブルクを知るため
の５０章

田原憲和／編著 明石書店 3-0500650125

304
ハッキリ言わせていただき
ます！

前川喜平 集英社 3-0500661522

304 私が総理大臣ならこうする 大西つねき 白順社 3-0500649038

316
クルド人を知るための５５
章

山口昭彦／編著 明石書店 3-0500653302

319 世界史の大逆転 佐藤優／述 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500663120

335.1
ヘッドハンターが教える次
世代トップリーダーの座標
軸

古田英明＋縄文
アソシエイツ

ＰＨＰ研究所 3-0500623421

336.4 キッシンジャー超交渉術
ジェームズ・Ｋ・ゼ
ベニウス

日経ＢＰ社 3-0500653325

336.4
最新給与計算事務のしくみ
と手続き

小島彰／監修 三修社 3-0500659080

336.4
図解最新総務・人事労務・
経理部門の仕事の基本が
わかる事典

林智之／監修 三修社 3-0500659079

338
中国発の金融恐慌に備え
よ！

宮崎正弘 徳間書店 3-0500659561

338 ＭＩＮＥ ジョージ・Ｓ 冬至書房 3-0500586649

338
まるわかり！アジアの株式
投資

日本経済新聞社
インデックス事業
室／監修

日本経済新聞出版社 3-0500660611

342
データが語る日本財政の
未来

明石順平
集英社インターナショ
ナル

3-0500662050

361.4 大阪的 井上章一 幻冬舎 3-0500644854
361.5 日本が世界で輝く時代 田中英道 育鵬社 3-0500652250
365 負動産時代 朝日新聞取材班 朝日新聞出版 3-0500663444
366.2 定年まで待つな！ 成毛眞 ＰＨＰ研究所 3-0500623431

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



368 肉声 安永英樹 文藝春秋 3-0500658706
369.3 あわいゆくころ 瀬尾夏美 晶文社 3-0500660767
376.1 保育実習 近喰晴子／編集 中央法規出版 3-0500656113
参考書
376.1

幼稚園入園情報　２０２０ 教育図書２１ 3-0500669220

377
工学部ヒラノ教授のラスト
メッセージ

今野浩 青土社 3-0500659075

378 新しい手話　２０１９
全日本ろうあ連盟
／編集

全日本ろうあ連盟 3-0500654717

378
発達障害を改善するメカニ
ズムがわかった！

鈴木昭平 コスモ２１ 3-0500652709

383.3
アクセサリーの歴史事典
上

Ｋ．Ｍ．レスター 八坂書房 3-0500654826

389 地図でみるアイヌの歴史 平山裕人 明石書店 3-0500649972
391 性善説に蝕まれた日本 ケント・ギルバート メディアソフト 3-0500653684

ラベルの
記号

403
７７冊から読む科学と不確
実な社会

海部宣男 岩波書店 3-0500658650

413 有理型関数 新井仁之 共立出版 3-0500651858
414 数学デッサン教室 瑞慶山香佳 技術評論社 3-0500653631

430
「ロウソクの科学」が教えて
くれること

マイケル・ファラ
デー／原著

ＳＢクリエイティブ 3-0500649659

438 すごい分子 佐藤健太郎 講談社 3-0500656454
ティーンズ
440

僕たちは、宇宙のことぜん
ぜんわからない

ジョージ・チャム ダイヤモンド社 3-0500638886

448
図解よくわかる屋内測位と
位置情報

西尾信彦 日刊工業新聞社 3-0500650917

467 もっと言ってはいけない 橘玲 新潮社 3-0500655977

480
子どもには聞かせられない
動物のひみつ

ルーシー・クック 青土社 3-0500651771

参考書
492

今日の治療指針　２０１９
福井次矢／総編
集

医学書院 3-0500654296

493.1
食物アレルギーお弁当のＡ
ＢＣ

有田孝司／編著 第一出版 3-0500625073

493.4
つらい「逆流性食道炎」は
自分で治せる！

大竹真一郎／監
修

学研プラス 3-0500652542

494 「Ｄｒ．カキゾエ黄門」漫遊記 垣添忠生 朝日新聞出版 3-0500662090
496 吃音の世界 菊池良和 光文社 3-0500656867

497
若さを取り戻す歯のエイジ
ングケア

小川朗子 桐書房 3-0500590976

498.3
日本人の９割がやっている
残念な健康習慣

ホームライフ取材
班／編

青春出版社 3-0500651480

510
建設現場のハラスメント防
止対策ハンドブック

樋口ユミ 労働調査会 3-0500654709

518.8 都市空間の明治維新 松山恵 筑摩書房 3-0500654106
521 京の町家杉本家 西川孟／写真 淡交社 3-0500649531

527
北欧テイストで楽しむ１００
人の家づくり

ネコ・パブリッシング 3-0500661459

533
トコトンやさしいボイラーの
本

安田克彦 日刊工業新聞社 3-0500652667

537 ＣＡＳＥ革命 中西孝樹 日本経済新聞社 3-0500642116

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



537 四駆読本 笠倉出版社 3-0500653108

545
シッカリ学べる！照明系・
投光系光学設計の基礎知
識

牛山善太 日刊工業新聞社 3-0500652668

546 新幹線車両大全 富田松雄／解説 イカロス出版 3-0500643253

547.4
Ｑ＆Ａで考えるセキュリティ
入門

宮田健
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500660770

547.8
プロが教える！ｉＰｈｏｎｅ動
画撮影＆iＭｏｖiｅ編集講座

月足直人 ソーテック社 3-0500651487

585
トコトンやさしい紙と印刷の
本

前田秀一 日刊工業新聞社 3-0500650913

588 ウオッカの歴史
パトリシア・ハーリ
ヒー

原書房 3-0500659171

ラベルの
記号

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　３
（ｎｏ．１４３）

主婦と生活社 3-0500666006

594.2
いちばんよくわかる刺し子
の基礎

日本ヴォーグ社 3-0500654087

594.2
フランスから届いた絵本み
たいな刺しゅう

今野はるえ 産業編集センター 3-0500648170

594.9
Ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｑｕｉｌｔｓ作って
みたいトラディショナルキル
ト

有岡由利子 グラフィック社 3-0500656412

596 フライパン煮込み 若山曜子 主婦と生活社 3-0500662624

596
フレンチシェフが作る「人生
最高！」の肉じゃが

田村浩二 主婦の友インフォス 3-0500659848

596.3 うどん手帖 井上こん スタンダーズ・プレス 3-0500653249

596.4
おいしさ満点！中高生の基
本のお弁当

ほりえさちこ／料
理

成美堂出版 3-0500659539

596.6 天板だけで作るケーキ 若山曜子 世界文化社 3-0500650352

596.6
ポリ袋でもっとかんたん！
おいしい焼き菓子

稲田多佳子
ＰＨＰエディターズ・グ
ループ

3-0500659155

599
小児科医のママが教える
離乳食は作らなくてもいい
んです。

工藤紀子 時事通信出版局 3-0500657653

文庫本
617

ハーブとスパイスの図鑑ミ
ニ

エスビー食品株式
会社／監修

マイナビ出版 3-0500650099

652
南東アラスカ先住民のくら
しと生態系の保全

奥田郁夫 農林統計協会 3-0500638280

673 おもてなしの英語表現集
曽根田憲三／監
修

3-0500649040

686 大人の鉄道趣味入門 池口英司 交通新聞社 3-0500663533
686 新幹線で知る日本 池亨 天夢人 3-0500655998
689 巡礼ビジネス 岡本健 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500647472
699 変容するＮＨＫ 川本裕司 花伝社 3-0500662120

ラベルの
記号

718 明王像のすべて エイ出版社 3-0500601340

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

(NDC700-899）

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

芸術・スポーツ・趣味・言語



724
自然の描写がうまくなる水
彩画プロの美しい技法

小林啓子 池田書店 3-0500572868

726 ヴィオラ母さん ヤマザキマリ 文藝春秋 3-0500659946
748 キューバ・アモール 板垣真理子 彩流社 3-0500647512
748 星と海の楽園 ＫＡＧＡＹＡ 河出書房新社 3-0500656071
760 そうだ！音楽教室に行こう 大内孝夫 音楽之友社 3-0500651438

761
そうだったのか！コード理
論　〔２０１８〕

田熊健／編著 3-0500647869

762.1 鬼子の歌 片山杜秀 講談社 3-0500658020

763 クラリネットマニュアル
スティーブン・ハ
ワード

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

3-0500659212

767 沢田研二大研究 國府田公子 青弓社 3-0500661535
778 アメリカ映画の遊撃的考察 風丸良彦 若草書房 3-0500628073
778/ｷ 樹木希林１２０の遺言 樹木希林 宝島社 3-0500659531
779 その落語家、住所不定。 立川こしら 光文社 3-0500656869

780
オリンピック・レガシーが生
んだカーリングの町・軽井
沢

間野義之 徳間書店 3-0500659809

782
スムーズな走りを極める！
陸上競技ハードル

山崎一彦／監修 メイツ出版 3-0500644138

791 裏千家茶道ハンドブック 北見宗幸 山と溪谷社 3-0500660284
796 うつ病九段 先崎学 文藝春秋 3-0500606611
796 羽生善治×ＡＩ 長岡裕也 宝島社 3-0500659507
810 使える！「国語」の考え方 橋本陽介 筑摩書房 3-0500654100

816
５日で学べて一生使える！
レーポト・論文の教科書

小川仁志 筑摩書房 3-0500638011

ティーンズ
816

中高生からの論文入門 小笠原喜康 講談社 3-0500656452

837
相手を必ず動かす！英会
話のテクニック

清水崇文 アルク 3-0500654893

889
ニューエクスプレス＋ラト
ヴィア語

堀口大樹 白水社 3-0500647378

894
ニューエクスプレス＋スワ
ヒリ語

竹村景子 白水社 3-0500647377

ラベルの
記号

郷土
472

神奈川県植物誌
２０１８　（上）

神奈川県植物誌
調査会／編

神奈川県植物誌調査
会

3-0500653830

郷土
472

神奈川県植物誌
２０１８　（下）

神奈川県植物誌
調査会／編

神奈川県植物誌調査
会

3-0500653832

郷土
783.4

Ｐｌｅｎｕｓなでしこリーグ／
Ｐｌｅｎｕｓチャレンジリーグオ
フィシャルガイドブック
２０１８

ぴあ 3-0500572632

「あたらしく入った本」4月号は、平成31年2月から同31年3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）


