
ラベルの
記号

908 須賀敦子の本棚　７ 池澤夏樹／監修 河出書房新社 3-0500680404
910 作家と楽しむ古典　〔５〕 松浦寿輝 河出書房新社 3-0500687169
910/ﾓ 森瑤子の帽子 島﨑今日子 幻冬舎 3-0500667481

911.4 超シルバー川柳
みやぎシルバー
ネット／編

河出書房新社 3-0500684452

ティーンズ
913.6

説明がつかない現象と私
が生徒会に入った説明（ワ
ケ）

葵日向子 西東社 3-0500678847

913.6 平成ストライク 青崎有吾 南雲堂 3-0500684868
913.6/ｱ キッド 相場英雄 幻冬舎 3-0500670069
913.6/ｲ 台風家族 市井点線 キノブックス 3-0500690896
913.6/ｲ ノーサイド・ゲーム 池井戸潤 ダイヤモンド社 3-0500697512
913.6/ｵ それからの四十七士 岡本さとる 祥伝社 3-0500681772
文庫本
913.6/ｵ

天冥の標　１０　〔ＰＡＲＴ３〕 小川一水 早川書房 3-0500665686

文庫本
913.6/ｵ

蜜蜂と遠雷　上 恩田陸 幻冬舎 3-0500681090

文庫本
913.6/ｵ

蜜蜂と遠雷　下 恩田陸 幻冬舎 3-0500681091

913.6/ｶ
姑の遺品整理は、迷惑で
す

垣谷美雨 双葉社 3-0500665580

913.6/ｶ とむらい屋颯太 梶よう子 徳間書店 3-0500696469
913.6/ｷ 金剛の塔 木下昌輝 徳間書店 3-0500690840
文庫本
913.6/ｺ

同胞の契り 小杉健治 光文社 3-0500698079

913.6/ｻ 山海記 佐伯一麦 講談社 3-0500674948
文庫本
913.6/ｻ

春淡し 佐伯泰英 光文社 3-0500697182

文庫本
913.6/ｻ

日の昇る国へ 佐伯泰英 新潮社 3-0500693487

913.6/ｼ 人類最年長 島田雅彦 文藝春秋 3-0500681828
913.6/ﾀ ほとほと 髙樹のぶ子 毎日新聞出版 3-0500662216
913.6/ﾂ 悪の五輪 月村了衛 講談社 3-0500689918
文庫本
913.6/ﾄ

鬼女と賊 鳥羽亮 角川春樹事務所 3-0500698219

913.6/ﾄ 帰還 堂場瞬一 文藝春秋 3-0500678879
913.6/ﾄ 動乱の刑事 堂場瞬一 講談社 3-0500691606
913.6/ﾅ サバティカル 中村航 朝日新聞出版 3-0500679439
913.6/ﾅ 笑え、シャイロック 中山七里 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500694340
913.6/ﾊ 暁天の星 葉室麟 ＰＨＰ研究所 3-0500692476
文庫本
913.6/ﾊ

まことの華姫 畠中恵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500697493

あたらしく入った本
2019年8月

電話045(901)1225
文　学

（NDC900-999）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



ティーンズ
913.6/ﾋ

火狩りの王　１ 日向理恵子／作 ほるぷ出版 3-0500650084

ティーンズ
913.6/ﾋ

火狩りの王　２ 日向理恵子／作 ほるぷ出版 3-0500694297

文庫本
913.6/ﾏ

無頼旅 牧秀彦 徳間書店 3-0500654329

913.6/ﾓ カザアナ 森絵都 朝日新聞出版 3-0500704132
913.6/ﾓ 旅は道づれきりきり舞い 諸田玲子 光文社 3-0500692506
913.6/ﾕ 検事の信義 柚月裕子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500684409
文庫本
913.6/ﾕ

慈雨 柚月裕子 集英社 3-0500684701

914 私がオバサさんになったよ ジェーン・スー 幻冬舎 3-0500672214
914/ｻ おやつが好き 坂木司 文藝春秋 3-0500678439
文庫本
914/ｻ

不良少年とキリスト 坂口安吾 新潮社 3-0500693479

914/ｻ もう一度花咲かせよう 残間里江子 中央公論新社 3-0500680294
914/ﾊ 女の偏差値 林真理子 マガジンハウス 3-0500691850
914/ﾊ 女はいつも四十雀 林真理子 光文社 3-0500693767

914/ﾑ じじばばのるつぼ 群ようこ 新潮社 3-0500699043
914/ﾖ 思わず考えちゃう ヨシタケシンスケ 新潮社 3-0500677020

929.8
インド神話物語マハーバー
ラタ　上

デーヴァダッタ・パ
トナーヤク／文・
画

原書房 3-0500685812

929.8
インド神話物語マハーバー
ラタ　下

デーヴァダッタ・パ
トナーヤク／文・
画

原書房 3-0500685835

ティーンズ
933

さらわれたオレオマーガリ
ン王子

マーク・トウェイン
／作

福音館書店 3-0500656395

933 短編画廊
ローレンス・ブロッ
ク／編

ハーパーコリンズ・
ジャパン

3-0500698211

ティーンズ
933/ｸ

どこまでも亀
ジョン・グリーン／
作

岩波書店 3-0500683826

文庫本
933/ﾊ

終わりなき道　下 ジョン・ハート 早川書房 3-0500599956

文庫本
933/ﾊ

秘密の花園
フランシス・ホジソ
ン・バーネット

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500698123

933/ﾌ ある作家の夕刻
スコット・フィッツ
ジェラルド

中央公論新社 3-0500696060

933/ﾌ ぼくを忘れないで
ネイサン・ファイ
ラー

東京創元社 3-0500694293

933/ﾘ 生まれ変わり ケン・リュウ 早川書房 3-0500665691

936 ひとの気持ちが聴こえたら
ジョン・エルダー・
ロビソン

早川書房 3-0500684052

943/ｼ 刑罰
フェルディナント・
フォン・シーラッハ

東京創元社 3-0500697219

943/ﾊ 僕が神さまと過ごした日々
アクセル・ハッケ
／作

講談社 3-0500685797

文庫本
949

地下道の少女
アンデシュ・ルー
スルンド

早川書房 3-0500665689

953/ｺ 三つ編み
レティシア・コロン
バニ

早川書房 3-0500684053



文庫本
983

大尉の娘 プーシキン 光文社 3-0500681756

ラベルの
記号

情報科学
007.1

よくわかる　生体認証
日本自動認識シ
ステム協会／編

オーム社 3-0500685721

情報科学
007.3

米中ハイテク覇権のゆくえ
ＮＨＫスペシャル
取材班

ＮＨＫ出版 3-0500696393

007.5 バレットジャーナル
ライダー・キャロ
ル

ダイヤモンド社 3-0500684073

情報科学
007.6

ビジネスＰｙｔｈｏｎ超入門 中島省吾 日経ＢＰ 3-0500696111

情報科学
007.6

留学生のためのかんたん
Ｅｘｃｅｌ入門

楳村麻里子 技術評論社 3-0500652198

情報科学
007.6

留学生のためのＰｏｗｅｒＰｏ
ｉｎｔ　２０１６ワークブック

相澤裕介 カットシステム 3-0500665107

情報科学
007.6

留学生のためのかんたん
Ｗｏｒｄ入門

楳村麻里子 技術評論社 3-0500652199

015 図書館多読のすすめかた 西澤一／編著 日本図書館協会 3-0500672711
児研
019

スポーツするえほん 中川素子 岩波書店 3-0500660686

019 二度読んだ本を三度読む 柳広司 岩波書店 3-0500685110

021 パクリの技法 藤本貴之 オーム社 3-0500663215
113 人生の正解 勢古浩爾 幻冬舎 3-0500693940
114 死体は誰のものか 上田信 筑摩書房 3-0500688066
文庫本
134

モナドロジー ライプニッツ 岩波書店 3-0500683306

141 柔軟的思考
レナード・ムロディ
ナウ

河出書房新社 3-0500689268

159
あらゆるストレスが消えて
いく５０の神習慣

矢作直樹 ワニブックス 3-0500692477

159
アンミカ流ポジティブ脳の
作り方

アンミカ 宝島社 3-0500669940

159 悩む人 髙橋秀実 文藝春秋 3-0500693840

159 ブチ抜く力 与沢翼 扶桑社 3-0500668868

159
学びを結果に変えるアウト
プット大全

樺沢紫苑 サンクチュアリ出版 3-0500611762

162 アメリカの恩寵
ロバート・Ｄ・パット
ナム

柏書房 3-0500663099

186 全国御朱印大事典
日本の神社仏閣
研究会

宝島社 3-0500691969

210 世渡りの日本史 本郷和人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500692453

210.2
発掘された日本列島
２０１９

文化庁／編 共同通信社 3-0500693547

210.4
図説地図とあらすじでスッ
キリわかる！動乱の室町
時代と１５人の足利将軍

山田邦明／監修 青春出版社 3-0500687681

文庫本
210.4

本能寺の変 藤田達生 講談社 3-0500697203

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



210.7
なぜ必敗の戦争を始めた
のか

半藤一利／編・解
説

文藝春秋 3-0500665264

210.7 平成史 小熊英二／編著 河出書房新社 3-0500691866
210.7 平成史 保阪正康 平凡社 3-0500673703
210.7 平成時代 吉見俊哉 岩波書店 3-0500691804
222 漢帝国 渡邉義浩 中央公論新社 3-0500691673
230 超約ヨーロッパの歴史 ジョン・ハースト 東京書籍 3-0500684801
244 物語ナイジェリアの歴史 島田周平 中央公論新社 3-0500691676
253 一冊でわかるアメリカ史 関眞興 河出書房新社 3-0500693297
281 昭和の怪物七つの謎　続 保阪正康 講談社 3-0500681205
文庫本
288

名字の歴史学 奥富敬之 講談社 3-0500681803

文庫本
289/ｷ

このひとすじにつながりて ドナルド・キーン 朝日新聞出版 3-0500688955

289/ｼ 渋沢栄一 今井博昭 幻冬舎 3-0500695649
文庫本
289/ﾖ

楊貴妃 村山吉廣 講談社 3-0500688870

291
一度は行きたい！日本の
世界遺産

ぴあ 3-0500674440

291
さあ、バリアフリー温泉旅
行に出かけよう！

山崎まゆみ 河出書房新社 3-0500684447

ティーンズ
291

早わかり都道府県Ｄａｔａ
Ｂｏｏｋ　２０１９

日本食糧新聞社 3-0500695296

291.6
暮らすように街を歩く、京都
ガイド。

マガジンハウス 3-0500697134

291.9 福岡　’２０ 昭文社 3-0500692287

ラベルの
記号

302.3
旅するパリより住みたいパ
リ

今井干美 ごま書房新社 3-0500694648

302.3
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ
を知るための６０章

柴宜弘／編著 明石書店 3-0500694756

302.4
地図で見るアフリカハンド
ブック

ジェロー・マグラン 原書房 3-0500675503

304 三度目の日本 堺屋太一 祥伝社 3-0500687479

304
ド文系ではわからない日本
復活へのシナリオ

高橋洋一 三交社 3-0500690805

文庫本
311

トクヴィル 宇野重規 講談社 3-0500688873

311 教養としての政治学入門
成蹊大学法学部
／編

筑摩書房 3-0500670009

311 マキｱヴェッリ 鹿子生浩輝 岩波書店 3-0500691806

312.1 「安倍晋三」大研究
望月衣塑子＆特
別取材班

ベストセラーズ 3-0500692833

312.1 官邸官僚 森功 文藝春秋 3-0500694286
313 「平成の天皇」論 伊藤智永 講談社 3-0500683351
315 秘録・自民党政務調査会 田村重信 講談社 3-0500698380

319
知らないと恥をかく世界の
大問題　１０

池上彰 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500696439

323 東大法学部という洗脳 倉山満 ビジネス社 3-0500692950
329 知っておきたい入管法 浅川晃広 平凡社 3-0500673701

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



330
父が娘に語る美しく、深く、
壮大で、とんでもなくわかり
やすい経済の話。

ヤニス・バルファ
キス

ダイヤモンド社 3-0500670601

331 ゲーム理論入門の入門 鎌田雄一郎 岩波書店 3-0500684690

331
世界をダメにした１０の経
済学

ビョルン・ヴァフル
ロース

日本経済新聞出版社 3-0500681829

332.1 平成の経済 小峰隆夫 日本経済新聞出版社 3-0500683523
332.1 平成はなぜ失敗したのか 野口悠紀雄 幻冬舎 3-0500662198
335.1 社長の条件 中西宏明 文藝春秋 3-0500693618
カウン
ター
335.4

会社四季報　２０１９年
３集（夏号）

東洋経済新報社 3-0500698967

336
６０分でわかる！ビジネス
フレームワーク

ビジネスフレーム
ワーク研究会

技術評論社 3-0500688902

336.1 数字で話せ 斎藤広達 ＰＨＰ研究所 3-0500681907
ｶｳﾝﾀｰ
336.1

小さな会社が大きく伸びる
５５の最強ビジネスモデル

藤村しゅん 3-0500678042

336.4
業界と職種がわかる本
’２１年版

岸健二／編 成美堂出版 3-0500690395

336.4
こう動く！就職活動オール
ガイド　’２１年度

高嶌悠人／監修 成美堂出版 3-0500690394

336.4
採用に強い会社は何をして
いるか

青田努 ダイヤモンド社 3-0500681931

336.4
人事が直面する職場トラブ
ル

樋口ユミ／編著 第一法規 3-0500667802

336.4 ハラスメントの境界線 白河桃子 中央公論新社 3-0500688051

336.8
アルバイトから学ぶ仕事入
門

佐野薫／編著 中央経済社 3-0500683562

336.9
会計リテラシーで見えない
お金が見えてくる

渡辺俊之 総合法令出版 3-0500688844

ティーンズ
338

証券・保険業界で働く 生島典子 ぺりかん社 3-0500696505

338
ビジネスパーソンのための
ＥＳＧの教科書

黒田一賢 日経ＢＰ 3-0500692489

338 未来の銀行 ブレット・キング 東洋経済新報社 3-0500682316

351
なぜ、男子は突然、草食化
したのか

本川裕 日本経済新聞出版社 3-0500691887

参考書
351

日本国勢図会
２０１９／２０

矢野恒太記念会
／編集

矢野恒太記念会 3-0500691644

文庫本
361.4

伝達の整理学 外山滋比古 筑摩書房 3-0500654943

361.5 １９７９年の奇跡 南信長 文藝春秋 3-0500683911
365 団地と移民 安田浩一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500675075
ティーンズ
366.2

学芸員になるには 横山佐紀 ぺりかん社 3-0500680904

366.2
キャリアコンサルタントにな
りたいと思ったらはじめに
読む本

津田裕子 中央経済社 3-0500669296

366.2
職場の発達障害　自閉症
スペクトラム症編

太田晴久／監修 講談社 3-0500681209

ティーンズ
366.2

通訳者・通訳ガイドになる
には

鑓田浩章 ぺりかん社 3-0500666327

368 熊谷正敏　稼業 向谷匡史 青志社 3-0500666697

369.2
高齢者のためのおやつレク
リエーション

鈴木恵／監修 成美堂出版 3-0500688600



369.2 尊厳ある介護 里村佳子 岩波書店 3-0500690747

369.3
全災害対応！子連れ防災
ＢＯＯＫ

ママプラグ 祥伝社 3-0500668730

370 精読学問のすゝめ 橋本治 幻冬舎 3-0500685806

376.1
登園から降園までをフルサ
ポート！３・４・５歳児の心
に響く魔法の言葉かけ

山本直美 明治図書出版 3-0500681228

376.1
保育に役立つ０・１・２歳の
手作りおもちゃ

矢野真 成美堂出版 3-0500670892

376.3
学校の「当たり前」をやめ
た。

工藤勇一 時事通信出版局 3-0500645864

ティーンズ
376.8

経済学部・商学部 大岳美帆 ぺりかん社 3-0500680379

376.8
小中高・・不登校生の居場
所探し　２０１９～２０２０年
版

学びリンク 3-0500662782

377 キャリアデザインの教科書 北浦正行／編著 労働調査会 3-0500682683

378
どうして僕は勉強ができな
いの？

鴻月美里
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500682339

378 発達障害グレーゾーン 姫野桂 扶桑社 3-0500652244

378
保育者のための発達障が
い相談室

橋場隆 小学館 3-0500657984

379 『賢い子』は図鑑で育てる 瀧靖之 講談社 3-0500621322

379
世界で一番カンタンな投資
とお金の話

村上世彰 文藝春秋 3-0500697602

385 親子でまなぶ礼儀と作法 小笠原敬承斎 淡交社 3-0500667790
387 江島詣 鈴木良明 有隣堂 3-0500664586

ラベルの
記号

404 ルポ人は科学が苦手 三井誠 光文社 3-0500691500
431 しっかり学ぶ化学熱力学 石原顕光 裳華光 3-0500692301
454 奇跡の地形 藤原治／監修 洋泉社 3-0500659441

467
若い読者のための『種の起
源』

チャールズ・ダー
ウィン

あすなろ書房 3-0500692536

子育て
470

子どもと一緒に見つける草
花さんぽ図鑑

自然観察大学／
監修

永岡書店 3-0500685113

475 コケはなぜに美しい 大石善隆 ＮＨＫ出版 3-0500696392
481 深海ー極限の世界 藤倉克則／編著 講談社 3-0500690027

484
フィールド図鑑日本のウミ
ウシ

中野理枝 文一総合出版 3-0500691173

486 セミハンドブック 税所康正 文一総合出版 3-0500690903
486 人を襲うハチ 小川原辰雄 山と溪谷社 3-0500690793

488
世界で一番美しいフクロウ
の図鑑

マイク・アンウィン エクスナレッジ 3-0500456545

489
クジラ博士のフィールド戦
記

加藤秀弘 光文社 3-0500691499

490 安楽死を遂げた日本人 宮下洋一 小学館 3-0500695399

493.1
イラストで学ぶ高齢者リハ
ビリテーション栄養

若林秀隆 講談社 3-0500685316

493.7
アスペルガータイプの夫と
生きていく方法がわかる本

宮尾益知／監修 大和出版 3-0500690105

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



494
頑固なかゆみもアトピーも
１分肌活で必ずよくなる

豊田雅彦 三笠書房 3-0500648381

496
あぶない！聞こえの悪さが
ボケの始まり

坂田英明 小学館 3-0500689776

498.5
疲れた日のスープ頑張る
日のスープ

山田奈美 文化学園文化出版局 3-0500690859

510 インフラメンテナンス 山崎エリナ／撮影 グッドブックス 3-0500683001

519.4
海洋プラごみ問題解決へ
の道

重化学工業通信
社・石油化学新報
編集部／編

重化学工業通信社 3-0500691818

537 マツダ 山中浩之 日経ＢＰ 3-0500687502

537 Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　３．０

アクセンチュア戦
略コンサルティン
グ本部モビリティ
チーム

東洋経済新報社 3-0500694747

情報科学
548

ゼロからよくわかる！ラズ
ベリー・パイで電子工作入
門ガイド

タトラエディット 技術評論社 3-0500687546

577 天然染料の科学 青木正明 日刊工業新聞社 3-050675574

ラベルの
記号

590 大人になってやめたこと 一田憲子 扶桑社 3-0500687168
590 しあわせのつくり方 引田かおり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500693877

590
シンプルで心地いいパリの
暮らし

イザベル・ボワノ ポプラ社 3-0500697271

590 私のカントリー　ＮＯ．１０９ 主婦と生活社 3-0500698679

593.1
はじめてでもきちんと作れ
るゆかた、甚平、作務衣

日本ヴォーグ社 3-0500695031

593.8 はじめてのゆかた 主婦の友社／編 主婦の友社 3-0500695353

596
世界一美味しい手抜きごは
ん

はらぺこグリズ
リー

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500669621

596.3
スパイスでおいしくなるａｎｄ
ＣＵＲＲＹのカレーレッスン

阿部由希奈 立東舎 3-0500692392

596.6 フルーツパトロール 伊藤まさこ マガジンハウス 3-0500698092
597 ガラクタのない家 井田典子 婦人之友社 3-0500671448

597 掃除道入門 松本紹圭
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500688969

597
ＰＬＵＳ１　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｎｏ１０６
（２０１９　Ｓｐｒｉｎｇ）

主婦の友社 3-0500669792

597
ＰＬＵＳ１　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｎｏ１０７
（２０１９　Ｓｕｍｍｅｒ）

主婦の友社 3-0500695908

616 イネという不思議な植物 稲垣栄洋 筑摩書房 3-0500679855

673
「ホットケーキの神さまた
ち」に学ぶビジネスで成功
する１０のヒント

遠藤功 東洋経済新報社 3-0500684493

675
ストーリーで学ぶ介護事業
共感マーケティング

藤田直
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500650891

686
どう変わったか？平成の鉄
道

松本典久 交通新聞社 3-0500682231

689
１時間でわかるインバウン
ド対策

訪日ラボ 技術評論社 3-0500684036

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



699
オカルト番組はなぜ消えた
のか

高橋直子 青弓社 3-0500661536

ラベルの
記号

702
レオナルド・ダ・ヴィンチを
旅する

池上英洋／監修 平凡社 3-0500686930

720 絵を見る技術 秋田麻早子 朝日出版社 3-0500687675
723 ギュスターヴ・モロー 隠岐由紀子 東京美術 3-0500689288

723
熊谷守一いのちを見つめ
て

熊谷守一 青幻舎 3-0500688814

724
絵手紙線を鍛える９つのヒ
ント

桜井幸子 日貿出版社 3-0500684470

724 掛軸 藤井弘之／監修 メイツ出版 3-0500687128

725
人体の描き方実践トレーニ
ング

広田稔 芸術出版社 3-0500694419

726 手塚治虫とトキワ荘 中川右介 集英社 3-0500692351

740
ぼくたちが選べなかったこ
とを、選びなおすために。

幡野広志 ポプラ社 3-0500693588

743
カメラど素人が、プロのカメ
ラマンに撮影のテクニック
を教わってきました。

永峰英太郎 技術評論社 3-0500688084

743 ピントの決め方ぼかし方 日本カメラ社 3-0500686965
751 エミール・ガレのガラス 山根郁信／編 河出書房新社 3-0500687432

754.9
お花いっぱいのペーパーク
イリング

なかたにもとこ ブティック社 3-0500688749

757 日本の色彩百科 城一夫 青幻舎 3-0500694644
759 手作り万華鏡入門 山見浩司 誠文堂新光社 3-0500690441

760 成功する音楽家の新習慣
ジェラルド・クリッ
クスタイン

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

3-0500624715

763
思い道りに演奏できる！オ
カリナ上達のポイント５０

小棚木恵美子／
監修

メイツ出版 3-0500683480

763
初心者のためのエレキ・ギ
ター講座　〔２０１９〕

自由現代社編集
部／編著

3-0500690117

763 パーカッション 冨田篤 音楽之友社 3-0500659042
763 ホロヴィッツ・ピアノの秘密 髙木裕 音楽之友社 3-0500694316

763
やさしい音と音楽のプログ
ラミング

横山真男 森北出版 3-0500687971

778 天才の思考 鈴木敏夫 文藝春秋 3-0500690846

778/ｷ 樹木希林さんからの手紙
ＮＨＫ『クローズ
アップ現代＋』＋
『知るしん』制作班

主婦の友社 3-0500677618

779 教養としての平成お笑い史 ラリー遠田
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500674038

779
冗談音楽の怪人・三木鶏
郎

泉麻人 新潮社 3-0500691495

文庫本
780

三島由紀夫スポーツ論集 三島由紀夫 岩波書店 3-0500691111

782
パラグライダーにチャレン
ジ　　　２０１９－２０２０

イカロス出版 3-0500681054

783.4
ポジティブ・レフェリング
２０１９年改訂版

松崎康弘 デコ 3-0500688495

(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



783.6 卓球の勝ち方 松下浩二／監修 成美堂出版 3-0500687553
783.7 アンタッチャブル・レコード 柳本元晴 彩流社 3-0500682815

783.8
ゴルフベストインパクトを生
む「逆モーション」理論

植村啓太 河出書房新社 3-0500687516

786 低山手帖 大内征 日東書院本社 3-0500684870
789 合気道入門 植芝充央 内外出版社 3-0500687694
789 間接護身入門 葛西眞彦 日貿出版社 3-0500688932
798 ゲームプランナー入門 吉冨賢介 技術評論社 3-0500684035
816 伝わる文章を書く技術 向後千春 技術評論社 3-0500684038

835
英語の歴史から考える英
文法の「なぜ」

朝尾幸次郎 大修館書店 3-0500671784

837
思ったことが自然に言え
る！英語の日常フレーズ
６０００

藤田英時 主婦の友インフォス 3-0500686591

837
名訳を生み出す翻訳トレー
ニング

山本史郎 秀和システム 3-0500668529

ラベルの
記号

郷土青葉
706

あざみ野親子のフリーゾー
ンガイド
２０１９．４－２０２０．３

横浜市民ギャラ
リーあざみ野／編

横浜市民ギャラリーあ
ざみ野

3-0500672366

郷土
291.3

やまなみ五湖イベントガイ
ド　　　　２０１９
ＳＰＲＩＮＧ－ＳＵＭＭＥＲ

水源地域交流の
里づくり推進協議
会／編

水源地域交流の里づ
くり推進協議会

3-0500678068

郷土
365

若葉台団地 根本幸江
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500656085

「あたらしく入った本」8月号は、令和1年6月から同1年7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）


