
ラベルの
記号

910
もの書く人のかたわらに
は、いつも猫がいた

角田光代 河出書房新社 3-0500670502

913.6/ｱ 居酒屋ぼったくり　１１ 秋川滝美 アルファポリス 3-0500667851
913.6/ｱ こうして誰もいなくなった 有栖川有栖 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500669630
913.6/ｱ 発現 阿部智里 ＮＨＫ出版 3-0500659516
913.6/ｲ あちらにいる鬼 井上荒野 朝日新聞出版 3-0500662089
913.6/ｲ シーソーモンスター 伊坂幸太郎 中央公論新社 3-0500678873
913.6/ｲ 夢も見ずに眠った。 絲山秋子 河出書房新社 3-0500659565
913.6/ｳ 鹿の王水底の橋 上橋菜穂子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500675998
913.6/ｳ 帝国ホテル建築物語 植松三十里 ＰＨＰ研究所 3-0500680860
913.6/ｴ 住友を破壊した男 江上剛 ＰＨＰ研究所 3-0500668762
文庫本
913.6/ｵ

天冥の標　１０　〔ＰＡＲＴ２〕 小川一水 早川書房 3-0500657632

913.6/ｵ ゆるキャラの恐怖 奥泉光 文藝春秋 3-0500674562
文庫本
913.6/ｶ

夫の墓には入りません 垣谷美雨 中央公論新社 3-0500657249

913.6/ｷ カゲロボ 木皿泉 新潮社 3-0500674533
913.6/ｸ 怪物の木こり 倉井眉介 宝島社 3-0500655394
文庫本
913.6/ｺ

去就 今野敏 新潮社 3-0500643788

913.6/ｺ 呪護 今野敏 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500676001

913.6/ｻ 狂歌 佐伯琴子 日本経済新聞出版社 3-0500665653

913.6/ｻ 指揮権発動 笹本稜平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500659144

913.6/ｻ 永田町小町バトル 西條奈加 実業之日本社 3-0500660301
文庫本
913.6/ｻ

武士（もののふ）の賦 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500680269

913.6/ｻ 予言の島 澤村伊智 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500672269
913.6/ｼ おまえの罪を自白しろ 真保裕一 文藝春秋 3-0500681790
文庫本
913.6/ｾ

チョコレート・リジェネレー
ション

星奏なつめ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500659420

913.6/ﾀ うちのレシピ 瀧羽麻子 新潮社 3-0500666301
文庫本
913.6/ﾀ

完全無罪 大門剛明 講談社 3-0500655667

913.6/ﾁ レフトハンド・ブラザーフッド 知念実希人 文藝春秋 3-0500672728
913.6/ﾂ インソムニア 辻寛之 光文社 3-0500664928
文庫本
913.6/ﾄ

ラストライン 堂場瞬一 文藝春秋 3-0500639714

文庫本
913.6/ﾄ

割れた誇り 堂場瞬一 文藝春秋 3-0500670463

文庫本
913.6/ﾌ

探偵は女手ひとつ 深町秋生 光文社 3-0500654781

文庫本
913.6/ﾎ

菓子屋横丁月光荘 ほしおさなえ 角川春樹事務所 3-0500613368

あたらしく入った本
2019年6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/ﾎ 歌舞伎町ゲノム 誉田哲也 中央公論新社 3-0500656912
文庫本
913.6/ﾎ

ルージュ 誉田哲也 光文社 3-0500638229

文庫本
913.6/ﾏ

グアムの探偵　３ 松岡圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500657947

913.6/ﾏ 人外 松浦寿輝 講談社 3-0500669879
文庫本
913.6/ﾐ

希望荘 宮部みゆき 文藝春秋 3-0500638801

913.6/ﾑ まつらひ 村山由佳 文藝春秋 3-0500659948
913.6/ﾕ 名もなき星の哀歌 結城真一郎 新潮社 3-0500657262

913.6/ﾕ マジカルグランマ 柚木麻子 朝日新聞出版 3-0500679438

914/ｱ
いい女、ふだんブッ散らか
しており

阿川佐和子 中央公論新社 3-0500654312

914/ｲ 一度きりの人生だから 伊集院静 双葉社 3-0500681242
文庫本
914/ｵ

洋食小川 小川糸 幻冬舎 3-0500662062

915/ｼ 世界の家族／家族の世界 椎名誠 新日本出版社 3-0500656923
923 【ハオ】景芳短篇集 【ハオ】景芳 白水社 3-0500675147

933/ｶ ここから世界が始まる
トルーマン・カポー
ティ

新潮社 3-0500667359

文庫本
933/ﾏ

アイル・ビー・ゴーン
エイドリアン・マッ
キンティ

早川書房 3-0500674688

文庫本
933/ﾏ

サイレンズ・イン・ザ・スト
リート

エイドリアン・マッ
キンティ

早川書房 3-0500632645

文庫本
933/ﾛ

凍てつく夜の戯曲 Ｊ・Ｄ・ロブ ヴィレッジブックス 3-0500609833

936
ナチスから図書館を守った
人たち

デイヴィッド・Ｅ・
フィッシュマン

原書房 3-0500666316

946 ネオナチの少女
ハイディ・ベネケン
シュタイン

筑摩書房 3-0500661178

949 私のイサベル
エリーサベト・ノウ
レベック

早川書房 3-0500669935

973 逃れる者と留まる者
エレナ・フェッラン
テ

早川書房 3-0500674693

ラベルの
記号

002 情報だけ武器にしろ。 堀江貴文 ポプラ社 3-0500677111
002 わかりやすさの罠 池上彰 集英社 3-0500664144
情報科学
007.1

速習ＡＩの世界 Ｉ　Ｏ編集部／編 工学社 3-0500677518

情報科学
007.1

超ＡＩ入門 松尾豊／編著 ＮＨＫ出版 3-0500667066

007.1
僕たちはもう働かなくてい
い

堀江貴文 小学館 3-0500660716

情報科学
007.6

今すぐ使えるかんたん
Ｅｘｃｅｌ　　２０１９

技術評論社編集
部

技術評論社 3-0500663004

情報科学
007.6

今すぐ使えるかんたん
ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ　　２０１９

技術評論社編集
部

技術評論社 3-0500663360

007.6
今すぐ使えるかんたん
Ｗｏｒｄ　２０１９

技術評論社編集
部

技術評論社 3-0500663005

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理



情報科学
007.6

ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ資料作成プロ
フェショナルの大原則

松上純一郎 技術評論社 3-0500656985

情報科学
007.6

留学生のためのＩＴテキスト 森由紀 日経ＢＰ社 3-0500677232

019 人をつくる読書術 佐藤優 青春出版社 3-0500661561
028 世界の名著見るだけノート 福田和也／監修 宝島社 3-0500655692

122
サンデル教授、中国哲学に
出会う

マイケル・サンデ
ル／編著

早川書房 3-0500659564

文庫本
131

老年について　友情につい
て

キケロ― 講談社 3-0500663144

141 ＥＱ２．０
トラヴィス・ブラッド
ベリー

サンガ 3-0500667039

141
一流になりたければ、その
「色」を変えなさい。

庄島義博 きずな出版 3-0500674612

文庫本
141

考えるレッスン 外山滋比古 大和書房 3-0500671025

159
頭が冴える！毎日が充実
する！スゴい早起き

塚本亮 すばる舎 3-0500655751

159 勝間式超コントロール思考 勝間和代 アチーブメント出版 3-0500661183
159 最高の生き方 ムーギー・キム ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500676424

159
仕事と人生を激変させるな
ら９９・９％アウトプットを先
にしなさい

金川顕教 ＳＢクリエイティブ 3-0500657655

159
できる人は必ず持っている
一流の気くばり力

安田正 三笠書房 3-0500590617

159

年収３００万円の人の悪習
慣　年収１０００万円の人の
良習慣　年収１億円の人の
すごい習慣

金川顕教
サンライズパブリッシ
ング

3-0500652119

162
日本人にとって聖地とは何
か

内田樹 東京書籍 3-0500677551

164 古事記の読み方 渡部昇一 ワック 3-0500671827
175 鳥居大図鑑 藤本頼生／編著 グラフィック社 3-0500671325

176
事典古代の祭祀と年中行
事

岡田莊司／編 吉川弘文館 3-0500660876

193
上馬キリスト教会の世界一
ゆるい聖書入門

上馬キリスト教会 講談社 3-0500644126

198
なぜ秀吉はバテレンを追放
したのか

三浦小太郎 ハート出版 3-0500665007

201 世界史の実験 柄谷行人 岩波書店 3-0500666079
210.1 乱と変の日本史 本郷和人 祥伝社 3-0500668726

210.2 再考！縄文と弥生
国立歴史民俗博
物館／編

吉川弘文館 3-0500668772

288 ナポレオン四代 野村啓介 中央公論新社 3-0500665678
291.3 横浜 昭文社 3-0500660835

292.1
地球の歩き方　Ｄ　３７
（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 3-0500668496

293.4
加藤周一、米原万里と行く
チェコの旅

小森陽一 かもがわ出版 3-0500675894

ラベルの
記号

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



309
文明の恐怖に直面したら読
む本

栗原康 Ｐヴァイン 3-0500618973

312.2 独裁の中国現代史 楊海英 文藝春秋 3-0500665266

316
最新ＧＤＰＲの仕組みと対
策がよ～くわかる本

牧野総合法律事
務所弁護士法人
／共著

秀和システム 3-0500665610

319 新冷戦時代の超克 片山杜秀 新潮社 3-0500664334

319.1
歴史を捏造する反日国家・
韓国

西岡力 ワック 3-0500660329

320
重要判例解説
平成３０年度

有斐閣 3-0500682554

324
ケースでわかる改正相続
法

東京弁護士会／
編

弘文堂 3-0500674652

324
最新民法改正の基本と勘
所がよ～くわかる本

萩原勇 秀和システム 3-0500652238

324 新注釈民法　６
大村敦志／編集
代表

有斐閣 3-0500679466

324
ソーシャルワーカーのため
の成年後見入門

野﨑和義 ミネルヴァ書房 3-0500653632

331 絵でわかるマクロ経済学 茂木喜久雄 講談社 3-0500656068

333
世界経済チキンゲームの
罠

滝田洋一 日本経済新聞出版社 3-0500671363

334 世界史を「移民」で読み解く 玉木俊明 ＮＨＫ出版 3-0500662229

335.4
よくわかるコーポレート・ガ
バナンス

風間信隆／編著 ミネルヴァ書房 3-0500650924

336 鼎談不正ー最前線 八田進二 同文舘出版 3-0500664624
336.2 知的生産術 出口治明 日本実業出版社 3-0500664684
336.3 ＴＨＥ　ＴＥＡＭ５つの法則 麻野耕司 幻冬舎 3-0500678391

336.4 おとしどころの見つけ方 松浦正浩
クロスメディア・パブ
リッシング

3-0500645252

336.5 ＩＴＩＬはじめの一歩 最上千佳子 翔泳社 3-0500670878

336.5
キングジム人も組織もうまく
まわりだす超整理術２１３

キングジムファイ
リング研究室

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500660823

336.9
いちんばんやさしい会計の
教本

川口宏之 インプレス 3-0500642037

345
Ａｆｔｅｒ２０２０年不動産オー
ナー＆都市農家が負動産
にしない不動産相続対策

高田吉孝 日経ＢＰ社 3-0500675079

361.4 つかず離れずいい関係 和田秀樹 新講社 3-0500667130

361.4
マス・コミュニケーションの
世界

仲川秀樹 ミネルヴァ書房 3-0500675992

365
１００万円で家を買い、週３
日働く

三浦展 光文社 3-0500631751

369.1
寄付をしてみよう、と思った
ら読む本

渋澤健 日本経済新聞出版社 3-0500642123

369.2 知のスイッチ 嶺重慎／編 岩波書店 3-0500666913

369.2
認知症の人がパッと笑顔に
なる言葉かけ

右馬埜節子 講談社 3-0500674496

369.2
間違いだらけの車いす選
び

松永圭司
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500661237

375
国語教師のための国際バ
カロレア入門

半田淳子／編著 大修館書店 3-0500540669

376.1 子育ての知恵 高橋惠子 岩波書店 3-0500666077



参考書
376.8

首都圏高校受験案内
２０２０年度用

晶文社学校案内
編集部／編集

晶文社 3-0500678396

参考書
376.8

首都圏中学受験案内
２０２０

晶文社学校案内
編集部／編集

晶文社 3-0500678397

参考書
376.8

小学入試情報　２０２０
教育図書２１編集
部／編集

教育図書２１ 3-0500680907

参考書
376.8

全国大学学部・学科案内
２０２０年入試対策用

旺文社 3-0500678452

379
最短の時間で最大の成果
を手に入れる超効率勉強
法

ＤａｉＧｏ 学研プラス 3-0500670023

ラベルの
記号

402
科学者はなぜ神を信じるの
か

三田一郎 講談社 3-0500600222

410
数学の真理をつかんだ２５
人の天才たち

イアン・スチュアー
ト

ダイヤモンド社 3-0500656536

410 ぼくと数学の旅に出よう ミカエル・ロネー ＮＨＫ出版 3-0500659058

410
身近なアレを数学で説明し
てみる

佐々木淳 ＳＢクリエイティブ 3-0500656023

414 ベクトル解析入門 壁谷喜継 共立出版 3-0500677574
文庫本
417

確率のはなし 矢野健太郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500657579

417 今日から使える統計解析 大村平 講談社 3-0500663799
421 今日から使える物理数学 岸野正剛 講談社 3-0500650358
426 熱と温度の科学 石原顕光 日刊工業新聞社 3-0500660207

450 地磁気の逆転
アランナ・ミッチェ
ル

光文社 3-0500664932

455 フォッサマグナ 藤岡換太郎 講談社 3-0500616674

469 サピエンス異変
ヴァイバー・クリガ
ン＝リード

飛鳥新社 3-0500650926

472 野の花づくし　春・夏編 木原浩／写真・文 平凡社 3-0500666173
482 ユーラシア動物紀行 増田隆一 岩波書店 3-0500657858
488 鳥肉以上、鳥学未満。 川上和人 岩波書店 3-0500665514
491 終わっている臓器 坂井建雄／監修 徳間書店 3-0500657259
491 脳はみんな病んでいる 池谷裕二 新潮社 3-0500660261
492 在宅無限大 村上靖彦 医学書院 3-0500652137
492 知っておきたい腹痛の正体 松生恒夫 筑摩書房 3-0500670014

493.1
あなたの飲酒をコントロー
ルする

ウィリアム・Ｒ・ミ
ラー

金剛出版 3-0500671504

493.2
リンパ浮腫のことがよくわ
かる本

宇津木久仁子／
監修

講談社 3-0500663797

493.4 胃腸を最速で強くする 奥田昌子 幻冬舎 3-0500676527

493.7
ギャンブル依存症から抜け
出す本

樋口進／監修 講談社 3-0500660168

493.7 社交不安障害 岡田尊司 幻冬舎 3-0500659909

498.5
トロント最高の医師が教え
る世界最新の太らないカラ
ダ

ジェイソン・ファン サンマーク出版 3-0500652705

498.6 エイズは終わってない ピーター・ピオット 慶應義塾大学出版 3-0500664220
498.9 いまどきの死体 西尾元 幻冬舎 3-0500681323

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



504 好奇心が未来をつくる
Ｊｕｎ　Ｒｅｋｉｍｏｔｏ
／ほか著

祥伝社 3-0500668728

523 パリ歴史文化図鑑 ドミニク・レスブロ 原書房 3-0500674045
524 世界の建築石材 下坂康哉 風媒社 3-0500669634

538 月着陸船開発物語
トーマス・Ｊ・ケ
リー

プレアデス出版 3-0500660216

538
成田空港さくらの山発旅客
機マーキング図鑑

チャーリィ古庄 イカロス出版 3-0500668242

543
世界の核被災地で起きたこ
と

フレッド・ピアス 原書房 3-0500667496

情報科学
543

福島「復興」に奪われる村 豊田直巳 岩波書店 3-0500669844

548 Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ ケン・コシエンダ サンマーク出版 3-0500671824

588 発酵食の歴史
マリー＝クレー
ル・フレデリック

原書房 3-0500665717

ラベルの
記号

590 １日１拾 すずひ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500656027

590
日本人の９割がやっている
残念な習慣

ホームライフ取材
班／編

青春出版社 3-0500600851

590
ラクに、すっきり、自分らしく
大人の小さなひとり暮らし

ｃｏｙｕｋｉ 主婦の友社 3-0500656875

590 私のカントリー　Ｎｏ．１０８ 主婦と生活社 3-0500673872

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　５
（ｎｏ．１４４）

主婦と生活社 3-0500683629

596 カップデリ 信太康代 誠文堂新光社 3-0500670536

596.4
暮らしの手帖のおべんとう
のおかず２０４

暮らしの手帖編集
部

暮らしの手帖 3-0500668449

645
犬であるということはどうい
うことか

アレクサンドラ・ホ
ロウィッツ

白揚社 3-0500649064

673 銭湯図鑑 塩谷歩波 中央公論新社 3-0500665559

情報科学
673

メルカリ＆ＬＩＮＥ　＆　Ｉｎｓｔａ
ｇｒａｍ　＆　Ｆａｃｅｂｏｏｋ　＆
Ｔｗｉｔｔｅｒ基本＋活用ワザ

田口和裕 インプレス 3-0500670546

675
爆発的ヒットは”想い”から
生まれる

境泊 大和書房 3-0500666699

681 東京上がる街・下がる街 川辺謙一 草思社 3-0500667056
689 ディズニーランド研究 宮平望 新教出版社 3-0500661627
694 スマホ知りたいこと１００選 エディポック インプレス 3-0500670551

ティーンズ
699

又吉直樹のヘウレーカ！
「又吉直樹のヘウ
レーカ！」番組制
作班

扶桑社 3-0500670605

ラベルの
記号

735 駒井哲郎 駒井哲郎／画 玲風書房 3-0500631565
757 色彩の博物事典 城一夫 誠文堂新光社 3-0500673668

758
ストーリーのある５０の名作
照明案内

萩原健太郎
スペースシャワーネッ
トワーク

3-0500672712

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



ティーンズ
762.3

ものがたり西洋音楽史 近藤譲 岩波書店 3-0500674917

764 全ロック史 西崎憲 人文書院 3-0500665656
766 音楽劇の歴史 重木昭信 平凡社 3-0500672876
文庫本
779

立川談志自伝狂気ありて 立川談志 筑摩書房 3-0500663172

780
究極の”コト消費”であるス
ポーツビジネス成功のシナ
リオ

久保田圭一 日経ＢＰ社 3-0500677231

781
ＪＡＬ健康管理部本気の！
ラジオ体操講座

ＫＡＤＯＫＡＷＡ／
編著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500667904

783.7 ５５歳の自己改革 工藤公康 講談社 3-0500676522

783.8
東大ゴルフ部の教科書ゴ
ルフを分析する

井上透 主婦の友社 3-0500677102

791 千利休 中村修也 朝日新聞出版 3-0500663442

807
純ジャパの僕が１０カ国語
を話せた世界一シンプルな
外国語勉強法

秋山燿平 ダイヤモンド社 3-0500570533

816 ユーモアの極意 中村明 岩波書店 3-0500668313

834
日本人が勘違いしているカ
タカナ英語１２０

キャサリン・Ａ・ク
ラフト

中央公論新社 3-0500662702

837
カタカナでおぼえるかんた
ん英会話・英単語

有田桂子 講談社エディトリアル 3-0500642901

837
シニアの「日常」英語学習
帳

一杉武史／編著 アルク 3-0500649523

ラベルの
記号

郷土青葉
596.3

青葉区の美味しいお店
２０１９

横浜市青葉区役
所地域振興課／
編

横浜市青葉区役所地
域振興課

3-0500669766

郷土
213

横浜市の１３０年
いき出版／企画・
制作

いき出版 3-0500682864

郷土
291.3

ＫＡＮＡＧＡＷＡ　ＧＵＩＤＥ
ＭＡＰ

ルーツ 3-0500670170

郷土
291.3

横浜旧東海道みち散歩
横浜市文化観光局横
浜魅力づくり室企画
課

3-0500663610

「あたらしく入った本」6月号は、平成31年4月から令和１年５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）


