
ラベルの
記号

910 〈女流〉放談
イルメラ・日地谷
＝キルシュネライ
ト／編

岩波書店 3-0500651665

910 文豪お墓まいり記 山崎ナオコーラ 文藝春秋 3-0500665731

913.6
ペンギン・ブックスが選んだ
日本の名短篇２９

ジェイ・ルービン
／編

新潮社 3-0500667358

文庫本
913.6/ｱ

これは経費で落ちません！
５

青木祐子 集英社 3-0500665532

913.6/ｱ 東京クライシス 安生正 祥伝社 3-0500671740
913.6/ｱ 箱の中の天皇 赤坂真理 河出書房新社 3-0500663794
文庫本
913.6/ｱ

女主人公（ヒロイン） 赤川次郎 双葉社 3-0500672107

文庫本
913.6/ｲ

怪盗鼠推参　３ 稲葉稔 幻冬舎 3-0500646108

文庫本
913.6/ｲ

玉麒麟 今村翔吾 祥伝社 3-0500671732

913.6/ｲ 真実の航跡 伊東潤 集英社 3-0500669182
913.6/ｲ てらこや青義堂 今村翔吾 小学館 3-0500667544
ティーンズ
913.6/ｲ

天使のにもつ いとうみく 童心社 3-0500664267

ティーンズ
913.6/ｲ

羊の告解 いとうみく 静山社 3-0500670554

文庫本
913.6/ｲ

浪人奉行　６ノ巻 稲葉稔 双葉社 3-0500672117

文庫本
913.6/ｳ

詭計の理 上田秀人 幻冬舎 3-0500672076

文庫本
913.6/ｳ

傀儡に非ず 上田秀人 徳間書店 3-0500670414

文庫本
913.6/ｳ

混沌 上田秀人 徳間書店 3-0500679312

913.6/ｴ 彼女たちの場合は 江國香織 集英社 3-0500687520

913.6/ｵ 圓朝 奥山景布子 中央公論新社 3-0500665556

913.6/ｵ 鬼憑き十兵衛 大塚巳愛 新潮社 3-0500674532
文庫本
913.6/ｶ

汝（きみ）よさらば　２ 門田泰明 祥伝社 3-0500671735

文庫本
913.6/ｶ

孤狼 金子成人 幻冬舎 3-0500646110

文庫本
913.6/ｶ

脱藩さむらい　〔２〕 金子成人 小学館 3-0500662563

文庫本
913.6/ｶ

眠れない凶四郎　２ 風野真知雄 文藝春秋 3-0500681114

913.6/ｶ 百花 川村元気 文藝春秋 3-0500689387

あたらしく入った本
2019年7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/ｶ

室町無頼　上巻 垣根涼介 新潮社 3-0500659454

文庫本
913.6/ｶ

室町無頼　下巻 垣根涼介 新潮社 3-0500659456

文庫本
913.6/ｶ

やっとおさらば座敷牢 風野真知雄 祥伝社 3-0500663686

文庫本
913.6/ｷ

両国橋慕情 喜安幸夫 光文社 3-0500671297

913.6/ｸ トリニティ 窪美澄 新潮社 3-0500677016
文庫本
913.6/ｸ

ぬりかべ同心判じ控 倉阪鬼一郎 幻冬舎 3-0500662075

913.6/ｺ オネエ産婦人科 豪田トモ サンマーク出版 3-0500667180
913.6/ｺ スクエア 今野敏 徳間書店 3-0500663161
913.6/ｺ 救いの森 小林由香 角川春樹事務所 3-0500664189

913.6/ｻ 隠居すごろく 西條奈加 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500677156
文庫本
913.6/ｻ

金座 坂岡真 光文社 3-0500681768

文庫本
913.6/ｻ

泣く女 坂岡真 光文社 3-0500629045

文庫本
913.6/ｻ

鼠草紙 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500663017

文庫本
913.6/ｻ

寝所の刃光 佐々木裕一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500675446

文庫本
913.6/ｻ

狙われた旗本 佐々木裕一 講談社 3-0500664158

文庫本
913.6/ｽ

拝領刀の謎 鈴木英治 双葉社 3-0500681261

文庫本
913.6/ﾀ

四人組がいた。 髙村薫 文藝春秋 3-0500639716

文庫本
913.6/ﾁ

レゾンデートル 知念実希人 実業之日本社 3-0500679417

文庫本
913.6/ﾂ

あらくれ 辻堂魁 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500651719

913.6/ﾂ 介錯人 辻堂魁 光文社 3-0500664927
913.6/ﾂ 白昼夢の森の少女 恒川光太郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500686521
文庫本
913.6/ﾂ

緑の川 辻堂魁 祥伝社 3-0500663683

文庫本
913.6/ﾄ

ｕｎｄｅｒ　ｔｈｅ　ｂｒｉｄｇｅ 堂場瞬一 早川書房 3-0500690436

文庫本
913.6/ﾄ

居酒屋宗十郎剣風録 鳥羽亮 光文社 3-0500662044

文庫本
913.6/ﾄ

金貸し権兵衛 鳥羽亮 講談社 3-0500664155

文庫本
913.6/ﾄ

源九郎仇討ち始末 鳥羽亮 双葉社 3-0500681263

文庫本
913.6/ﾄ

福を呼ぶ賊 鳥羽亮 文藝春秋 3-0500670466

913.6/ﾅ 出版禁止 長江俊和 新潮社 3-0500615991
913.6/ﾅ 椿宿の辺りに 梨木香歩 朝日新聞出版 3-0500688949
913.6/ﾅ 泣くな研修医 中山祐次郎 幻冬舎 3-0500662195
文庫本
913.6/ﾅ

八幡宮のかまいたち 永山涼太 ポプラ社 3-0500619478



ティーンズ
913.6/ﾅ

Ｒｅ：ゼロから始める異世界
生活　１９

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500675885

文庫本
913.6/ﾉ

まさかまさか 野口卓 集英社 3-0500657210

文庫本
913.6/ﾊ

寒の辻 長谷川卓 祥伝社 3-0500681755

913.6/ﾊ ブルー 葉真中顕 光文社 3-0500683426
文庫本
913.6/ﾊ

本所おけら長屋　１２ 畠山健二 ＰＨＰ研究所 3-0500662226

文庫本
913.6/ﾌ

江戸城炎上 藤木桂 二見書房 3-0500634886

文庫本
913.6/ﾌ

長門守の陰謀 藤沢周平 講談社 3-0500664154

913.6/ﾌ 淀川八景 藤野恵美 文藝春秋 3-0500684469
文庫本
913.6/ﾏ

二人旅 牧秀彦 徳間書店 3-0500670417

913.6/ﾏ 闇夜の底で踊れ 増島拓哉 集英社 3-0500666989
文庫本
913.6/ﾏ

別れ旅 牧秀彦 徳間書店 3-0500679315

文庫本
913.6/ﾐ

跡とり娘 宮本紀子 角川春樹事務所 3-0500672830

913.6/ﾐ 夜のアポロン 皆川博子 早川書房 3-0500674694
文庫本
913.6/ﾑ

消滅世界 村田沙耶香 河出書房新社 3-0500604759

913.6/ﾔ あたしたちよくやってる 山内マリコ 幻冬舎 3-0500672217

913.6/ﾔ 蒼色の大地 薬丸岳 中央公論新社 3-0500688045
913.6/ﾔ つみびと 山田詠美 中央公論新社 3-0500691600
913.6/ﾕ 陰陽師　女蛇ノ巻 夢枕獏 文藝春秋 3-0500667923
ティーンズ
913.6/ﾖ

部長会議はじまります 吉野万理子／作 朝日学生新聞社 3-0500667153

ティーンズ
913.6/ﾚ

長浜高校水族館部！ 令丈ヒロ子／文 講談社 3-0500669925

文庫本
913.6/ﾜ

昼行燈 和久田正明 角川春樹事務所 3-0500672829

914/ｲ 孤独のすすめ　続 五木寛之 中央公論新社 3-0500670506
914/ｷ 心底惚れた 樹木希林 中央公論新社 3-0500670608
914/ｷ 人生後半、はじめまして 岸本葉子 中央公論新社 3-0500662597
914/ﾊ マリコを止めるな！ 林真理子 文藝春秋 3-0500677219
914/ﾎ あの人に会いに 穂村弘 毎日新聞出版 3-0500660302
914/ﾏ しあわせしりとり 益田ミリ ミシマ社 3-0500685651
914/ﾑ この先には、何がある？ 群ようこ 幻冬舎 3-0500662192
914/ﾔ 昭和よ、 山藤章二 岩波書店 3-0500682071
916/ｺ わたしはなにも悪くない 小林エリコ 晶文社 3-0500687962
918 忘れない味 平松洋子／編著 講談社 3-0500676336
923 ディオゲネス変奏曲 陳浩基 早川書房 3-0500678856
ティーンズ
929.1

あの夏のソウル イヒョン 影書房 3-0500671411

文庫本
933/ｶ

鎮魂のデトロイト シーナ・カマル
ハーパーコリンズ・
ジャパン

3-0500682711

文庫本
933/ｸ

指名手配 ロバート・クレイス 東京創元社 3-0500688845

文庫本
933/ﾁ

気むずかし屋にはクッキー
を

ローラ・チャイルズ 原書房 3-0500688011



文庫本
933/ﾅ

ミゲル・ストリート
Ｖ．Ｓ．ナイポール
／作

岩波書店 3-0500683305

文庫本
933/ﾎ

カササギ殺人事件　上
アンソニー・ホロ
ヴィッツ

東京創元社 3-0500626554

文庫本
933/ﾎ

カササギ殺人事件　下
アンソニー・ホロ
ヴィッツ

東京創元社 3-0500626555

文庫本
933/ﾏ

ナイトフライヤー
ジョージ・Ｒ・Ｒ・
マーティン

早川書房 3-0500687732

936
英国人捕虜が見た大東亜
戦争下の日本人

デリク・クラーク ハート出版 3-0500668359

943/ﾌ 座席ナンバー７Ａの恐怖
セバスチャン・フィ
ツェック

文藝春秋 3-0500670636

949 イタリアン・シューズ
ヘニング・マンケ
ル

東京創元社 3-0500685195

文庫本
963

終焉の日
ビクトル・デル・ア
ルボル

東京創元社 3-0500673985

ラベルの
記号

002
１日１ページ、読むだけで
身につく世界の教養３６５
人物編

デイヴィッド・Ｓ・キ
ダー

文響社 3-0500680795

002 おとなの教養　２ 池上彰 ＮＨＫ出版 3-0500680329
情報科学
007.1

悪のＡＩ論 平和博 朝日新聞出版 3-0500663438

情報科学
007.1

ＡＩにできること、できないこ
と

藤本浩司 日本評論社 3-0500664708

情報科学
007.3

ＧＡＦＡ×ＢＡＴＨ 田中道昭 日本経済新聞出版社 3-0500681224

情報科学
007.6

これからはじめる人のプロ
グラミング言語の選び方

掌田津耶乃 秀和システム 3-0500672772

情報科学
007.6

Ｗｏｒｄ　＆　Ｅｘｃｅｌで困った
ときに開く本　２０１９

朝日新聞出版 3-0500672635

ティーンズ
019

現役東大生が選ぶいま読
むべき１００冊

西岡壱誠 光文社 3-0500665251

子育て
019

父母＆保育園の先生おす
すめの赤ちゃん絵本２００
冊

絵本ナビ／監修 玄光社 3-0500687059

022 へんちくりん江戸挿絵本 小林ふみ子
集英社インターナショ
ナル

3-0500662051

041
高校生と考える２１世紀の
論点

桐光学園中学校・
高等学校／編

左右社 3-0500682078

049 マイ遺品セレクション みうらじゅん 文藝春秋 3-0500662222

123
なぜ論語は「善」なのに、儒
教は「悪」なのか

石平 ＰＨＰ研究社 3-0500673705

ティーンズ
141

１０代のための疲れた心が
ラクになる本

長沼睦雄 誠文堂新光社 3-0500663441

159 女と男の絶妙な話。 伊集院静 文藝春秋 3-0500688900
159 ７０歳のたしなみ 坂東眞理子 小学館 3-0500678316
159 ユダヤの商法 藤田田 ベストセラーズ 3-0500682596
159 弱さをさらけだす勇気 松岡修造 講談社 3-0500602208

210
くずし字辞典を引いて古文
書を読もう

油井宏子 東京堂出版 3-0500681825

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



210.2
「縄文」の新常識を知れば
日本の謎が解ける

関裕二 ＰＨＰ研究所 3-0500665038

210.5 大江戸武士の作法
小和田哲男／監
修

Ｇ．Ｂ． 3-0500659032

210.7 昭和史の急所 保阪正康 朝日新聞出版 3-0500689376
220 アジア近現代史 岩崎育夫 中央公論新社 3-0500684458
230 ヨーロッパ現代史 松尾秀哉 筑摩書房 3-0500679848
280 平成の死 宝泉薫 ベストセラーズ 3-0500687067

281
教科書から消える！？偉
人たち

初田景都 辰巳出版 3-0500684852

288
皇室Ｏｕｒ　Ｉｍｐｅｒｉａｌ　Ｆａｍｉ
ｌｙ　第８２号　（平成３１年春
号）

『皇室Ｏｕｒ　Ｉｍｐｅ
ｒｉａｌ　Ｆａｍｉｌｙ』編
集部

扶桑社 3-0500690656

ティーンズ
288

知れば知るほど面白い世
界の「国旗・国歌・国名」な
るほど！雑学

ライフサイエンス 三笠書房 3-0500666086

288 道　平成２１年～平成３１年 天皇／述 ＮＨＫ出版 3-0500674545

289/ｿ
天才数学者、ラスベガスと
ウォール街を制す　上

エドワード・Ｏ・
ソープ

ダイヤモンド社 3-0500679477

289/ｿ
天才数学者、ラスベガスと
ウォール街を制す　下

エドワード・Ｏ・
ソープ

ダイヤモンド社 3-0500679480

291.1
ニッポンを解剖する！北海
道図鑑

ＪＴＢパブリッシング 3-0500680778

291.3
入門山トレッキングサポー
トＢＯＯＫ　２０１９

ネコ・パブリッシング 3-0500675813

291.6 せつない京都 柏井壽 幻冬舎 3-0500676528
297 ハワイパーフェクト本 昭文社 3-0500677396
ラベルの
記号

302
池上彰の世界の見方
東南アジア

池上彰 小学館 3-0500684339

302.2 歴史で読む中国の不可解 岡本隆司 日本経済新聞出版社 3-0500629602

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 西洋の自死 ダグラス・マレー 東洋経済新報社 3-0500649254

302.3
ドイツ人はなぜ、年２９０万
円でも生活が「豊か」なの
か

熊谷徹 青春出版社 3-0500661562

304 岩盤規制 原英史 新潮社 3-0500672683
304 新文系ウソ社会の研究 長浜浩明 展転社 3-0500677996
309 リベラリズムの系譜学 中村隆文 みすず書房 3-0500683524
312 昭和の指導者 戸部良一 中央公論新社 3-0500680402
317 官僚たちの冬 田中秀明 小学館 3-0500660717
ティーンズ
319.1

１３歳からの日本外交 孫崎享 かもがわ出版 3-0500684894

322 火付盗賊改 高橋義夫 中央公論新社 3-0500665680

324
図解９０分でわかる！はじ
めての相続

曽根恵子
クロスメディア・パブ
リッシング

3-0500686474

324 トッカイ 清武英利 講談社 3-0500685165

331
アダム・スミスはブレグジッ
トを支持するか？

リンダ・ユー 早川書房 3-0500684050

332
「ＡＩ資本主義」は人類を救
えるか

中谷巌 ＮＨＫ出版 3-0500647396

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



ティーンズ
332

１４歳からの資本主義 丸山俊一 大和書房 3-0500658129

333 ブレグジット・パラドクス 庄司克宏 岩波書店 3-0500676955

335 アナログの逆襲
デイビッド・サック
ス

インターシフト 3-0500647506

335.5 日本型ＰＭＩの方法論 竹林信幸 プレジデント社 3-0500667512
336 アフターデジタル 藤井保文 日経ＢＰ社 3-0500675078

336
カーライル流日本企業の成
長戦略

三河主門 日本経済新聞出版社 3-0500678373

336 直感と理論をつなぐ思考法 佐宗邦威 ダイヤモンド社 3-0500670600

336.1
いちばんやさしい資料作成
＆プレゼンの教本

髙橋惠一郎 インプレス 3-0500679375

336.1 ＡＩ導入の教科書 井原渉 秀和システム 3-0500673172
336.1 クリエイティブ・スイッチ アレン・ガネット 早川書房 3-0500646895

336.1
図解でわかる最新エクセル
のデータ分析がみるみるわ
かる本

道用大介 秀和システム 3-0500667118

336.1
プレゼン資料のデザイン図
鑑

前田鎌利 ダイヤモンド社 3-0500675159

336.3
スタンフォード式最高の
リーダーシップ

スティーヴン・マ
フィー重松

サンマーク出版 3-0500685682

336.3 誰にも負けない努力 稲盛和夫／述 ＰＨＰ研究所 3-0500663759

336.3 チームワークの教科書
ハーバード・ビジ
ネス・レビュー編
集部／編

ダイヤモンド社 3-0500670606

336.4 異文化理解の問題地図 千葉祐大 技術評論社 3-0500670523
336.4 就活テクニック大全 坂本直文 東洋経済新報社 3-0500668910

336.4
図解いちばんやさしく丁寧
に書いた就業規則の本

佐藤文子／編著 成美堂出版 3-0500677564

336.4
小さな会社の〈人を育てる〉
賃金制度のつくり方

山元浩二 日本実業出版社 3-0500664683

336.4 マインドフルネス
ハーバード・ビジ
ネス・レビュー編
集部／編

ダイヤモンド社 3-0500662709

336.5
図解入門　よくわかる最新
ＳＡＰの導入と運用

村上均 秀和システム 3-0500649222

336.5 伝わるメール術 平野友朗 技術評論社 3-0500664730
336.5 デジタル化の教科書 西村泰洋 秀和システム 3-0500668764

336.8
クラウドファンディングで資
金調達に成功するコレだ
け！技

クラウドファンディ
ング研究会

技術評論社 3-0500687709

336.8 財務諸表は三角でわかる 大久保圭太 ダイヤモンド社 3-0500675160
336.9 会計が動かす世界の歴史 ルートポート ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500660825
338 アマゾン銀行が誕生する日 田中道昭 日経ＢＰ社 3-0500684029
338 お金の正体 松本大 宝島社 3-0500681901
338 キャッシュレス覇権戦争 岩田昭男 ＮＨＫ出版 3-0500662231

338
最新アセットマネジメントの
基本と仕組みがよ～くわか
る本

勝盛政治 秀和システム 3-0500673617

338 最後の頭取 河谷禎昌 ダイヤモンド社 3-0500662711

338
誰も知らない金融危機ＬＩＢ
ＯＲ消滅

太田康夫 日本経済新聞出版社 3-0500674660



338
トコトンやさしいブロック
チェーンの本

上野仁 日刊工業新聞社 3-0500643419

338 〈入門〉仮想通貨のしくみ 頼藤太希 日本実業出版社 3-0500662743

338
元財務官僚が５つの失敗
をしてたどり着いたこれか
らの投資の思考法

柴山和久 ダイヤモンド社 3-0500640901

341 財政学
池宮城秀正／編
著

ミネルヴァ書房 3-0500679890

345 脱税の世界史 大村大次郎 宝島社 3-0500683548
361.2 社会学用語図鑑 田中正人／編著 プレジデント社 3-0500667763
361.5 思考力を磨くための社会学 岩本茂樹 中央公論新社 3-0500647360

364
知らなきゃ損する農家の年
金・保険・退職金

林田雅夫 農山漁村文化協会 3-0500677539

364 リベラルは死なない 井手英策／編 朝日新聞出版 3-0500671868
365 老いた家衰えぬ街 野澤千絵 講談社 3-0500650355

365 シェアライフ 石山アンジュ
クロスメディア・パブ
リッシング

3-0500667106

366 働き方２．０ｖｓ４．０ 橘玲 ＰＨＰ研究所 3-0500675135

366.2
仕事選びのアートとサイエ
ンス

山口周 光文社 3-0500672104

366.6 暴君 牧久 小学館 3-0500684758

366.8
フリーランス１年目の教科
書

飯野たから 自由国民社 3-0500660193

367.2 日本のポストフェミニズム 菊地夏野 大月書店 3-0500678220
367.3 平成家族 朝日新聞取材班 朝日新聞出版 3-0500683999

367.6
シングル単位思考法でわ
かるデートＤＶ予防学

伊田広行 かもがわ出版 3-0500650862

367.7 超孤独死社会 菅野久美子 毎日新聞出版 3-0500675023

367.7
定年後からのお金と住まい
２０１９

朝日新聞出版 3-0500672619

368 「承認欲求」の呪縛 太田肇 新潮社 3-0500664333

369 地域活動のススメ 新谷和代
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500663491

369
よくわかる社会福祉の「経
営」

小松理佐子／編
著

ミネルヴァ書房 3-0500649534

369.1 ケアマネジメント論 白澤政和／編著 ミネルヴァ書房 3-0500652673
369.2 強制不妊 毎日新聞取材班 毎日新聞出版 3-0500675014

369.2
ひとりで暮らす、ひとりを支
える

髙橋絵里香 青土社 3-0500685218

369.2 老人ホームリアルな暮らし 小嶋勝利 祥伝社 3-0500668725
371 新多文化共生の学校づくり 山脇啓造／編著 明石書店 3-0500670564
372 教育激変 池上彰 中央公論新社 3-0500680293
372 日本教育史 平田諭治／編著 ミネルヴァ書房 3-0500654136

373
大学進学のための“返さな
くてよい”奨学金ガイド

給付型奨学金研
究会／編

産学社 3-0500675156

ティーンズ
375

「文系？」「理系？」に迷っ
たら読む本

竹内薫 ＰＨＰ研究所 3-0500665046

376
教授だから知っている大学
入試のトリセツ

田中研之輔 筑摩書房 3-0500670015

376.1
こころとからだを育む１～５
歳のたのしいリトミック

神原雅之／監修 ナツメ社 3-0500656118

376.1
才能を伸ばす驚異の子育
て術モンテッソーリ・メソッド

ティム・セルダン エクスナレッジ 3-0500623448

376.1 保育者論 山下文一／編著 ミネルヴァ書房 3-0500662132



376.8 旧名門校ｖｓ．新名門校 矢野耕平 ＳＢクリエイティブ 3-0500646911
377 京大変人講座 酒井敏 三笠書房 3-0500683921
377 大学の未来地図 五神真 筑摩書房 3-0500662202
378 手で見るいのち 柳楽未来 岩波書店 3-0500668312

378
日本点字表記法
２０１８年版

日本点字委員会
／編集

日本点字委員会 3-0500674680

379
女の子の「自己肯定感」を
高める育て方

吉野明 実務教育出版 3-0500621391

379 子どもが幸せになることば 田中茂樹 ダイヤモンド社 3-0500668489
379 こどもにスマホをもたせたら デボラ・ハイトナー ＮＴＴ出版 3-0500657669

379
ひと声で変わる！子どもを
伸ばすお片づけ

辰巳渚／文 岩崎書店 3-0500649985

379
「プログラミングができる
子」の育て方

竹内薫 日本実業出版社 3-0500619081

382
陰陽五行でわかる日本の
ならわし

長田なお 淡交社 3-0500644799

383.8 パスタぎらい ヤマザキマリ 新潮社 3-0500682934
386 日本の３６５日を愛おしむ 本間美加子 東邦出版 3-0500672892
文庫本
391

戦争の起源 アーサー・フェリル 筑摩書房 3-0500630576

397 就職先は海上自衛隊 時武ぼたん 潮書房光人新社 3-0500666292

ラベルの
記号

401 ビッグ・クエスチョン
スティーヴン・ホー
キング

ＮＨＫ出版 3-0500671795

410 いやでも数学が面白くなる 志村史夫 講談社 3-0500683415
410 数学の贈り物 森田真生 ミシマ社 3-0500678237

410
問題解決力がつく数学プロ
ブレム

オリヴァー・ロー
ダー／編

早川書房 3-0500665692

417
ＲとＰｙｔｈｏｎで学ぶ実践的
データサイエンス＆機械学
習

有賀友紀 技術評論社 3-0500675925

417 ランキングのカラクリ 谷岡一郎 自由国民社 3-0500683500

448
「地図感覚」から都市を読
み解く

今和泉隆行 晶文社 3-0500672746

450
図解眠れなくなるほど面白
い地学の話

高橋正樹 日本文芸社 3-0500679668

451 天気と気象の教科書 ニュートンプレス 3-0500674430
470 植物なんでも事典 柴田規夫 文一総合出版 3-0500683926
472 ヘンな名前の植物 藤井義晴 化学同人 3-0500685677
480 動物園から未来を変える 川端裕人 亜紀書房 3-0500666323
481 虫や鳥が見ている世界 浅間茂 中央公論新社 3-0500684459

486
くらべてわかる甲虫１０６２
種

町田龍一郎／監
修

山と溪谷社 3-0500681871

488 図解巣箱のつくり方かけ方 飯田知彦 創森社 3-0500679354
488 日本の渡り鳥観察ガイド 先崎理之 文一総合出版 3-0500684378
489 牙 三浦英之 小学館 3-0500687535
489 ネコ・かわいい殺し屋 ピーター・Ｐ・マラ 築地書館 3-0500680788

493.2
完全図解動脈硬化・コレス
テロールのすべて

白井厚治／監修 主婦の友社 3-0500683987

493.2
薬に頼らずコレステロー
ル・中性脂肪を下げる方法

長島寿恵 アチーブメント出版 3-0500625713

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



493.6 ウルトラ図解関節リウマチ 宮坂信之／監修 法研 3-0500671459

494
あなたの指先、変形してい
ませんか？

笠原巖 自由国民社 3-0500640499

494 がん免疫治療とは何か 本庶佑 岩波書店 3-0500684688

497
聞くに聞けない歯医者のギ
モン４０

若林健史 朝日新聞出版 3-0500688959

ｶｳﾝﾀｰ
498.1

病院の実力　２０１９
総合編

読売新聞医療部
／編

読売新聞東京本社 3-0500665221

498.3
足腰が２０歳若返る足指の
ばし

今井一彰 かんき出版 3-0500631789

498.3 教養としての健康情報 市川衛 講談社 3-0500675909

498.5
噛む力が弱った人のおいし
い長生きごはん

クリコ 講談社 3-0500659026

498.5 薬膳のつくりおき 植木もも子 家の光協会 3-0500682734

507
自分で作れるミニチュア神
社・仏閣の作り方

右衛門 新紀元社 3-0500681821

509 「中国製造２０２５」の衝撃 遠藤誉
ＰＨＰエディターズ・グ
ループ

3-0500651447

509 できる・使えるＩＳＯ４５００１ 有賀源司 日科技連出版社 3-0500684984
520 建築用語図鑑　日本篇 中山繁信／共著 オーム社 3-0500685720

526 世界の美しい学校
パイインターナ
ショナル／編著

パイインターナショナ
ル

3-0500683144

527
徹底的に考えてリノベをし
たら、みんなに伝えたくなっ
た５０のこと

ちきりん ダイヤモンド社 3-0500679476

537 カリスマ失墜 日経ビジネス／編 日経ＢＰ 3-0500687501
543 脱原発の運動史 安藤丈将 岩波書店 3-0500684271
546 電車区訪問記１９６０－７０ 林嶢 イカロス出版 3-0500688396

547.4
Ａｍａｚｏｎ　Ｗｅｂ　Ｓｅｒｖｉｃｅ
ｓ業務システム設計・移行
ガイド

佐々木拓郎 ＳＢクリエイティブ 3-0500557186

547.4
Ｅｘｃｅｌでできる！Ｗｅｂデー
タの自動収集＆分析実践
入門

土屋和人 技術評論社 3-0500666350

547.4
図解まるわかりサーバーの
しくみ

西村泰洋 翔泳社 3-0500679372

情報科学
547.4

ＹｏｕＴｕｂｅの時代 ケヴィン・アロッカ ＮＴＴ出版 3-0500667912

565
レアメタル・レアアースの驚
くべき能力

齋藤勝裕
シーアンドアール研究
所

3-0500684935

588 野菜保存のアイデア帖 島本美由紀
パイインターナショナ
ル

3-0500683145

ラベルの
記号

590
心と住まいが整う「家事時
間」

井田典子 マガジンハウス 3-0500665548

590 人生楽しく仕切り直し 江崎美惠子 講談社エディトリアル 3-0500685267

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　７
（ｎｏ．１４５）

主婦と生活社 3-0500695914

594.2 刺し子の愉しみ 日本文芸社／編 日本文芸社 3-0500686534

595
はじめてでもキレイにでき
るセルフジェルネイル教室

ｎａｉｌｓｔｅｐｓリップ ソーテック社 3-0500684973

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



595 見た目はすぐに変えられる 山口遊子 大和書房 3-0500685819
596 旨し、うるわし、京都ぐらし 大原千鶴 世界文化社 3-0500684867
596 おいしさと泡 畑江敬子 光生館 3-0500667394

596
京都寺子屋料理塾のおば
んざい

谷岡瑞穂
京都新聞出版セン
ター

3-0500655973

596 定年からの男メシの作法 東海林さだお ＳＢクリエイティブ 3-0500687685
596 厨房から台所へ タサン志麻 ダイヤモンド社 3-0500664346
596.2 最後の料理人 徳岡孝二 飛鳥新社 3-0500673104
596.2 読む寿司 河原一久 文藝春秋 3-0500684092

596.9 伊藤まさこの器えらび 伊藤まさこ
ＰＨＰエディターズ・グ
ループ

3-0500675130

645
一緒に作って食べられる犬
のごはん

須﨑恭彦／監修 マイナビ出版 3-0500667459

647 養蜂大全 松本文男 誠文堂新光社 3-0500678780

673
「ありえない」をブームにす
るつながりの仕事術

佐谷恭 ソーシャルキャピタル 3-0500664420

673
美しくありたい。私たちの時
代だから、

日本エステティッ
ク協会

マガジンハウス 3-0500673918

673 営業の基本 横山信弘 日本実業出版社 3-0500684967
673 俺か、俺以外か。 ＲＯＬＡＮＤ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500671471

673
改正労働者派遣法がわか
る本

加藤利昭 成美堂出版 3-0500677994

673
ｍｉｎｎｅが教える売れるきほ
ん帖

和田まお インプレス 3-0500679368

673
レンタルなんもしない人の
なんもしなかった話

レンタルなんもし
ない人

晶文社 3-0500683099

674
最新ネット広告の基本と仕
組みがすべてがわかる本

佐藤和明 秀和システム 3-0500677532

675
なぜ崎陽軒のシウマイは冷
たいのに売れるのか？

中山マコト みらいパブリッシング 3-0500658018

681
運転をあきらめないシニア
の本音と新・対策

岩越和紀 ＪＡＦメディアワークス 3-0500650322

686 駅の文字、電車の文字 中西あきこ 鉄道ジャーナル社 3-0500623388
686 ここがすごい！東京メトロ 土屋武之 交通新聞社 3-0500682232
689 観光亡国論 アレックス・カー 中央公論新社 3-0500670505

689
昭和の品格クラシックホテ
ルの秘密

山口由美 新潮社 3-0500677021

689 中国人富裕層のトリセツ 夏川浩 三栄書房 3-0500649668

689
ビジホの朝メシを語れるほ
ど食べてみた

カベルナリア吉田 ユサブル 3-0500654836

699
テレビが映し出した平成と
いう時代

川本裕司
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500668318

ラベルの
記号

702 レオナルド・ダ・ヴィンチ　上
ウォルター・アイ
ザックソン

文藝春秋 3-0500677065

702 レオナルド・ダ・ヴィンチ　下
ウォルター・アイ
ザックソン

文藝春秋 3-0500677066

708
猪熊弦一郎展　馬と女性た
ち

馬の博物館学芸
部／編

馬事文化財団 3-0500654252

718 見仏記　道草篇 いとうせいこう ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500687154

(NDC700-899）
芸術・スポーツ・趣味・言語

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



721
美し、をかし、和名由来の
江戸花図鑑

田島一彦／著
アートディレクショ
ン

パイインターナショナ
ル

3-0500671484

751 色彩豊かに楽しむ陶芸 高橋奈己 マガジンランド 3-0500685207

751
レジン魔法のテクニック
ＢＯＯＫ

ａ．ｋ．ｂ． 河出書房新社 3-0500682700

755 レザークラフト入門
スタジオタッククリエイ
ティブ

3-0500684381

757
クラウス・ハーパニエミ夢の
風景

クラウス・ハーパ
ニエミ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500670007

757
世界が変わる「視点」の見
つけ方

佐藤可士和 集英社 3-0500682986

763
知識ゼロからのジャズ・
サックス教本　〔２０１９〕

河原塚ユウジ 3-0500684881

764
私たちは洋楽とどう向き
合ってきたのか

南田勝也／編著 花伝社 3-0500674745

773 能楽ことはじめ 松村栄子 淡交社 3-0500684813

780
子どもとスポーツのイイ関
係

山田ゆかり 大月書店 3-0500683088

783.8
世界標準のスイングが身に
つく科学的ゴルフ上達法

板橋繁 講談社 3-0500683414

文庫本
797

カジノの歴史と文化 佐伯英隆 中央公論新社 3-0500666509

807 笑う回文教室 せとちとせ 創元社 3-0500682758

816
「伝える力」と「地頭力」が
いっきに高まる東大作文

西岡壱誠 東洋経済新報社 3-0500675185

829.1
韓国語まる覚えキーフレー
ズ４０

張銀英 白水社 3-0500672773

830 ５０歳から始める英語 清涼院流水 幻冬舎 3-0500676530

835
学校では教えてくれない！
英文法の新常識

鈴木希明 ＮＨＫ出版 3-0500662233

854
例文で覚えるフランス基本
単語２６００

内藤陽哉 白水社 3-0500673996

889
ニューエクスプレス＋ブル
ガリア語

寺島憲治 白水社 3-0500679359

ラベルの
記号

郷土
288

ある正金銀行員家族の記
憶

八木和子 港の人 3-0500672988

郷土
596

からだを思い、味わうヨコハ
マレシピ

横浜市立市民病
院

神奈川新聞社 3-0500667328

郷土
596.7

横濱野毛昼酒場１００ ぴあ 3-0500671666

「あたらしく入った本」7月号は、令和1年5月から同1年6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）


