
ラベルの
記号

908 須賀敦子の本棚　９ 池澤夏樹／監修 河出書房新社 3-0500696465

909 世界のシンデレラ 川田雅直
ＰＨＰエディターズ・グ
ループ

3-0500697604

児研
909

ひとりでよめたよ！幼年文
学おすすめブックガイド
２００

大阪国際児童文
学振興財団／編

評論社 3-0500702963

910 全国作家記念館ガイド
作家記念館研究
会／編

山川出版社 3-0500675548

910 文豪たちの悪口本
彩図社文芸部／
編

彩図社 3-0500693331

911.1 １分音読「万葉集」 齋藤孝 ダイヤモンド社 3-0500696160

911.5 普通の人々 谷川俊太郎
スイッチ・パブリッシン
グ

3-0500684368

913.6/ｱ 鬼を待つ あさのあつこ 光文社 3-0500692504

913.6/ｱ
九度目の十八歳を迎えた
君と

浅倉秋成 東京創元社 3-0500699160

ティーンズ
913.6/ｱ

教室が、ひとりになるまで 浅倉秋成 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500668468

913.6/ｱ 逃げ出せなかった君へ 安藤祐介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500677569
ティーンズ
913.6/ｱ

文豪ストレイドッグスＢＥＡＳ
Ｔ

朝霧カフカ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500677936

913.6/ｱ マチのお気楽料理教室 秋川滝美 講談社 3-0500691852

913.6/ｱ
わたし、定時で帰ります。
ハイパー

朱野帰子 新潮社 3-0500677018

913.6/ｲ 愛を知らない 一木けい ポプラ社 3-0500697273
文庫本
913.6/ｲ

秋暮の五人 今村翔吾 角川春樹事務所 3-0500682254

913.6/ｲ アンサーゲーム 五十嵐貴久 双葉社 3-0500691534

913.6/ｲ クジラアタマの王様 伊坂幸太郎 ＮＨＫ出版 3-0500704349

913.6/ｲ コヨーテの翼 五十嵐貴久 双葉社 3-0500650398

913.6/ｲ
父と私の桜尾通りの商店
街

今村夏子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500666232

913.6/ｲ むらさきのスカートの女 今村夏子 朝日新聞出版 3-0500696135
文庫本
913.6/ｳ

抗争 上田秀人 光文社 3-0500705414

文庫本
913.6/ｵ

海の見える理髪店 荻原浩 集英社 3-0500690403

913.6/ｵ ライフ 小野寺史宜 ポプラ社 3-0500693589
913.6/ｶ 赤い白球 神家正成 双葉社 3-0500699384
913.6/ｶ お茶壺道中 梶よう子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500668822

913.6/ｷ 運転者 喜多川泰
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500680197

あたらしく入った本
2019年9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/ｷ

縁結びの罠 喜安幸夫 光文社 3-0500705424

913.6/ｷ チンギス紀　５ 北方謙三 集英社 3-0500708931
913.6/ｺ 炎天夢 今野敏 角川春樹事務所 3-0500698196
文庫本
913.6/ｺ

生還 小杉健治 集英社 3-0500684713

913.6/ｺ 誰そ彼の殺人 小松亜由美 幻冬舎 3-0500691992
913.6/ｻ Ｋ２ 笹本稜平 祥伝社 3-0500697193

913.6/ｻ 月人壮士 澤田瞳子 中央公論新社 3-0500696058
文庫本
913.6/ｻ

木枯らしの 佐伯泰英 光文社 3-0500628994

文庫本
913.6/ｻ

旅仕舞 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500704702

913.6/ｻ 緋の河 桜木紫乃 新潮社 3-0500701270
913.6/ｻ 儲けない勇気 澤上龍 幻冬舎 3-0500681331
文庫本
913.6/ｻ

乱世をゆけ 佐々木功 角川春樹事務所 3-0500672828

913.6/ｼ アンド・アイ・ラブ・ハー 小路幸也 集英社 3-0500685646
913.6/ｼ 旧友再会 重松清 講談社 3-0500700987
ティーンズ
913.6/ｼ

小説天気の子 新海誠 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500705058

文庫本
913.6/ｼ

びいどろ金魚 篠綾子 角川春樹事務所 3-0500689309

文庫本
913.6/ｼ

迷い熊阻む 芝村凉也 双葉社 3-0500663529

文庫本
913.6/ｽ

火付けの槍 鈴木英治 双葉社 3-0500705561

913.6/ﾀ 我らが少女Ａ 髙村薫 毎日新聞出版 3-0500707134
913.6/ﾄ 線は、僕を描く 砥上裕將 講談社 3-0500701290
913.6/ﾂ 或るエジプト十字架の謎 柄刀一 光文社 3-0500692507
文庫本
913.6/ﾄ

恋牡丹 戸田義長 東京創元社 3-0500633130

文庫本
913.6/ﾄ

秘剣龍牙 戸部新十郎 光文社 3-0500681765

文庫本
913.6/ﾅ

伏魔 鳴神響一 双葉社 3-0500663530

ティーンズ
913.6/ﾅ

Ｒｅ：ゼロから始める異世界
生活　２０

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500700582

913.6/ﾆ 育休刑事（デカ） 似鳥鶏 幻冬舎 3-0500691996
913.6/ﾆ 目撃 西村健 講談社 3-0500691853
文庫本
913.6/ﾊ

明屋敷番始末 長谷川卓 祥伝社 3-0500705931

913.6/ﾊ
去にし時より訪人（とぶらい
びと）

蓬生あまね 双葉社 3-0500683458

文庫本
913.6/ﾊ

激昂 浜田文人 角川春樹事務所 3-0500698214

913.6/ﾋ 希望の糸 東野圭吾 講談社 3-0500703582
913.6/ﾋ キャバレー ビートたけし 文藝春秋 3-0500694707
913.6/ﾋ 夏の騎士 百田尚樹 新潮社 3-0500706980

913.6/ﾋ
ハッピーアワーは終わらな
い

東川篤哉 新潮社 3-0500699042

文庫本
913.6/ﾋ

マチネの終わりに 平野啓一郎 文藝春秋 3-0500695631



文庫本
913.6/ﾌ

時をかける眼鏡　魔術師の
金言と眼鏡の決意

椹野道流 集英社 3-0500700553

913.6/ﾌ 百の夜は跳ねて 古市憲寿 新潮社 3-0500701274
913.6/ﾏ ゆりかごに聞く まさきとしか 幻冬舎 3-0500683583
913.6/ﾐ さよならの儀式 宮部みゆき 河出書房新社 3-0500705453
文庫本
913.6/ﾐ

殿さま狸 簑輪諒 祥伝社 3-0500640018

文庫本
913.6/ﾓ

それでもデミアンは一人な
のか？

森博嗣 講談社 3-0500699825

文庫本
913.6/ﾔ

逃亡記 山本周五郎 講談社 3-0500682659

914/ｴ 旅ドロップ 江國香織 小学館 3-0500702175
914/ｵ ４０歳までにコレをやめる 岡田育 サンマーク出版 3-0500693274
914/ｼ 年齢は捨てなさい 下重暁子 幻冬舎 3-0500685805

914/ﾐ
孤独の意味も、女であるこ
との味わいも

三浦瑠麗 新潮社 3-0500690418

916/ﾐ 強迫性障害治療日記 みやざき明日香 星和書店 3-0500678677

914/ﾑ
晴れときどき猫背そして、も
みじへ

村山由佳 ホーム社 3-0500692347

923 三体 劉慈欣 早川書房 3-0500704055
929.1 外は夏 キムエラン 亜紀書房 3-0500700307
929.7 偶然仕掛け人 ヨアブ・ブルーム 集英社 3-0500679333
文庫本
933/ｲ

ＩＱ　２ ジョー・イデ 早川書房 3-0500699970

文庫本
933/ｸ

危険な弁護士　上巻 ジョン・グリシャム 新潮社 3-0500700973

文庫本
933/ｸ

危険な弁護士　下巻 ジョン・グリシャム 新潮社 3-0500700974

文庫本
933/ｹ

壊れやすいもの ニール・ゲイマン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500698373

文庫本
933/ｺ

訣別　上 マイクル・コナリー 講談社 3-0500705934

文庫本
933/ｺ

訣別　下 マイクル・コナリー 講談社 3-0500705935

933/ﾄ モスクワの伯爵 エイモア・トールズ 早川書房 3-0500692526

933/ﾌ 美しく呪われた人たち
Ｆ・スコット・フィッ
ツジェラルド

作品社 3-0500684947

文庫本
933/ﾛ

ドリトル先生航海記
ヒュー・ロフティン
グ

新潮社 3-0500700972

953/ﾝ 三人の逞しい女 マリー・ンディアイ 早川書房 3-0500692527

963 犬を愛した男
レオナルド・パ
ドゥーラ

水声社 3-0500688514

ラベルの
記号

002
一流のビジネスマンなら
知っておきたい！世界の教
養見るだけノート

福田和也／監修 宝島社 3-0500700036

002 京大的アホがなぜ必要か 酒井敏 集英社 3-0500672676

007.5 「超」ＡＩ整理法 野口悠紀雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500702441

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



情報科学
007.6

コンピュータサイエンス図
鑑

クレール・クイグ
リー

創元社 3-0500701314

ティーンズ
007.6

小中学生からはじめるプロ
グラミングの本
２０１９年版

石井英男 日経ＢＰ社 3-0500665232

情報科学
007.6

図解５０代からのプログラミ
ング

高橋与志 リックテレコム 3-0500698278

010 生きるための図書館 竹内悊 岩波書店 3-0500700534

014
図書館のための簡単な本
の修理

高岡容子／原案・
監修

少年写真新聞社 3-0500700285

児研
019

子どもの本のもつ力 清水真砂子 大月書店 3-0500698809

019 書物の愉しみ 井波律子 岩波書店 3-0500699317
児研
019

どの絵本読んだらいいです
か？

向井惇子／述 かもがわ出版 3-0500656042

020 歴史を変えた１００冊の本
スコット・クリス
チャンソン

エクスナレッジ 3-0500688551

文庫本
024

まちの本屋 田口幹人 ポプラ社 3-0500687891

児研
051

かがくのとものもと 福音館書店 3-0500682655

069 現代博物館入門 栗田秀法／編著 ミネルヴァ書房 3-0500683939
104 考える教室 若松英輔 ＮＨＫ出版 3-0500676902
114 人間の本性 丹羽宇一郎 幻冬舎 3-0500693942

134
ウィトゲンシュタイン論理哲
学論考

古田徹也 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500686524

139 〈新訳〉不安の概念
セーレン・キルケ
ゴール

平凡社 3-0500697265

141 Ｔｈｉｎｋ　ｃｌｅａｒｌｙ ロルフ・ドベリ サンマーク出版 3-0500678366
146.1 自分を好きになりたい。 わたなべぽん 幻冬舎 3-0500634242
150 不道徳的倫理学講義 古田徹也 筑摩書房 3-0500688065
159 あり金は全部使え 堀江貴文 マガジンハウス 3-0500699326

159
私は私のままで生きること
にした

キム・ヒョン ワニブックス 3-0500666587

160
イラスト図解社会人として
必要な世界の宗教のことが
３時間でざっと学べる

池上彰 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500699864

172
「あなた担当の神様」のみ
つけかた

真壁辰郎 飛鳥新社 3-0500674705

180 「身軽」の哲学 山折哲雄 新潮社 3-0500691492
181 地獄めぐり 加須屋誠 講談社 3-0500699340
192 キリスト教と日本人 石川明人 筑摩書房 3-0500704414
文庫本
193

書き換えられた聖書
バート・Ｄ・アーマ
ン

筑摩書房 3-0500697303

210.3 寺社が語る秦氏の正体 関裕二 祥伝社 3-0500636915
210.7 令和を生きる 半藤一利 幻冬舎 3-0500693943

210.7
令和を生きるための昭和史
入門

保阪正康 文藝春秋 3-0500699361

210.7 歴史戦と思想戦 山崎雅弘 集英社 3-0500690402
216 なにわことば遺跡　２ 山本正人 清風堂書店 3-0500693850
220 中国・韓国の正体 宮脇淳子 ワック 3-0500696940
288 消えたお妃候補たちはいま 小田桐誠 ベストセラーズ 3-0500692803

290
昨日も世界のどこかでひと
りっぷ　３

ひとりっＰ 集英社 3-0500685467



291.2 会津・磐梯　〔２０１９〕 昭文社 3-0500699282
291.3 新しい東京　２０２０ ぴあ 3-0500694910
291.3 栃木　’２０ 昭文社 3-0500698973
291.6 るるぶ大阪’２０ ＪＴＢパブリッシング 3-0500700141
291.7 山陰　’２０ 昭文社 3-0500697119

291.7
るるぶ広島　宮島　尾道
しまなみ海道　呉　’２０

ＪＴＢパブリッシング 3-0500696822

291.8 高知　〔２０１９〕 昭文社 3-0500701786

291.9
沖縄・離島情報
２０１９ー２０２０

3-0500678805

292.2
地球の歩き方　Ｄ　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 3-0500699938

293.3
地球の歩き方　Ａ　０５
（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 3-0500698152

293.7
地球の歩き方　Ａ　１２
（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 3-0500699935

295
地球の歩き方　Ｂ　１３
（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 3-0500698154

297
地球の歩き方　Ｃ　１１
（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 3-0500699937

ラベルの
記号

302.2
今すぐ国際派になるための
ベトナム・アジア新論

坂場三男 振学出版 3-0500654109

304
大前研一世界の潮流
２０１９～２０

大前研一 プレジデント社 3-0500686433

304
徹底予測ＡＩとＩＴで今後どう
なる！？ニッポン未来年表

洋泉社 3-0500690353

312.1 政界版悪魔の辞典 池上彰 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500706032
312.1 政治を選ぶ力 橋下徹 文藝春秋 3-0500699359

312.1
令和をダメにする１８人の
亡国政治家

乾正人 ビジネス社 3-0500706505

315
日本共産党の最新レトリッ
ク

筆坂秀世 産経新聞出版 3-0500701406

317
Ｑ＆Ａでわかる公文書管理
法入門

岡本信一 ぎょうせい 3-0500699836

317 内閣情報調査室 今井良 幻冬舎 3-0500693937

318.5
絶対に人に見せてはいけ
ない日野市の職員手帳

日野の魅力発見
職員プロジェクト
チーム

東邦出版 3-0500692945

319 世界地図を読み直す 北岡伸一 新潮社 3-0500691493

319 東大白熱ゼミ 小原雅博
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

3-0500687001

319 １４０字の戦争
デイヴィッド・パト
リカラコス

早川書房 3-0500692502

319.2
天井のない監獄ガサの声
を聴け！

清田明宏 集英社 3-0500690400

324
すぐに役立つ最新借地家
の法律と実務書式８７

木島康雄／監修 三修社 3-0500674165

325 商法判例百選 神作裕之／編 有斐閣 3-0500701826

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



331 ゼロからはじめる経済入門

横浜国立大学経
済学部テキスト・
プロジェクトチー
ム／編

有斐閣 3-0500690548

333
チケット不正転売禁止法が
よくわかるＱ＆Ａ

山下貴司 第一法規 3-0500695022

334 日本の異国 室橋裕和 晶文社 3-0500692789
334 未来の地図帳 河合雅司 講談社 3-0500699339

335
黒字へ飛躍！もっと稼げる
自宅教室の集客・成約バイ
ブル

高橋貴子 合同フォレスト 3-0500679862

335 １０年後のＧＡＦＡを探せ 日経ビジネス／編 日経ＢＰ 3-0500699918
335.1 自分の頭で考える 松村謙三 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500690491
336.4 就活成功塾 齋藤孝 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500687123
336.4 連鎖退職 山本寛 日本経済新聞出版社 3-0500697223

336.5
できる仕事がはかどるＰｙｔ
ｈｏｎ自動処理全部入り。

森本哲也 インプレス 3-0500692413

336.9
Ｑ＆Ａ一般社団法人・一般
財団法人の設立・会計・税
務ハンドブック

脇坂誠也 清文堂 3-0500697654

336.9
最新決算書の基本と分析
がよ～くわかる本

金井正義 秀和システム 3-0500644906

338 仮想通貨３．０
マルク・カルプレ
ス

講談社 3-0500693770

338 マネーの魔術史 野口悠紀雄 新潮社 3-0500691494
338 もう銀行はいらない 上念司 ダイヤモンド社 3-0500707500
361.4 ハーバードの日本人論 佐藤智恵 中央公論新社 3-0500696234
361.4 武器としての世論調査 三春充希 筑摩書房 3-0500696197

364
外国人の医療・福祉・社会
保障相談ハンドブック

移住者と連携する
全国ネットワーク
／編

明石書店 3-0500696104

366 日本社会のしくみ 小熊英二 講談社 3-0500706975

366.2
飼い殺しさせないための支
援

髙原浩 河出書房新社 3-0500651479

ティーンズ
366.2

化学のしごと図鑑
近畿化学協会／
編

化学同人 3-0500675965

366.2
発達障害の人の「就労支
援」がわかる本

梅永雄二／監修 講談社 3-0500672075

366.8
外国人労働者・移民・難
民ってだれのこと？

内藤正典 集英社 3-0500675494

367.2
女たちのアンダーグラウン
ド

山崎洋子 亜紀書房 3-0500686586

367.7 ひとり老後、賢く楽しむ 岸本葉子 文響社 3-0500706702

369.2
障害のある子が将来にわ
たって受けられるサービス
のすべて

渡部伸／監修 自由国民社 3-0500683496

369.2 ぷかぷかな物語 高崎明 現代書館 3-0500683464
369.3 シニアのための防災手帖 三平洵／監修 産業編集センター 3-0500690440

369.3
図解よくわかる自治体の地
域防災・危機管理のしくみ

鍵屋一 学陽書房 3-0500698253

369.3 止まった刻（とき）
河北新報社報道
部

岩波書店 3-0500704691

369.4 待機児童対策 八田達夫／編著 日本評論社 3-0500690883



369.4 養子縁組を考えたら読む本
シェリー・エルド
リッジ

明石書店 3-0500694755

372 掃除で心は磨けるのか 杉原里美 筑摩書房 3-0500672206
375 「％」が分からない大学生 芳沢光雄 光文社 3-0500683217
ティーンズ
376.8

獣医学部 斉藤智 ぺりかん社 3-0500696504

参考書
376.8

全国大学内容案内号
２０２０年（令和２年）入試対
策用

旺文社 3-0500706278

377
キャンパスライフサポート
ブック

香月菜々子 ミネルヴァ書房 3-0500690554

377 高校生、とび出せ世界へ！ 遊行社 3-0500696909

378
障害がある子どもへのサ
ポートナビ

松浦俊弥 北樹出版 3-0500684980

子育て
379

子育てのきほん 佐々木正美 ポプラ社 3-0500681909

379 多文化社会の社会教育 渡辺幸倫／編著 明石書店 3-0500682743

379
１人でできる子になるテキ
トー子育て

はせがわわか ＳＢクリエイティブ 3-0500684986

383.1 ニッポン制服百年史 内田静枝／編著 河出書房新社 3-0500676117
383.8 パスタぎらい ヤマザキマリ 新潮社 3-0500682934

ラベルの
記号

410
〈図説〉世界史を変えた数
学

ロバート・スネデン 原書房 3-0500693330

413
高校数学でわかる複素関
数

竹内淳 講談社 3-0500699352

420 学びなおし中学・高校物理 ニュートンプレス 3-0500684661
文庫本
443

１３８億年宇宙の旅　上
クリストフ・ガル
ファール

早川書房 3-0500696125

文庫本
443

１３８億年宇宙の旅　下
クリストフ・ガル
ファール

早川書房 3-0500696126

453 地震予測は進化する！ 村井俊治 集英社 3-0500690401
457 新説恐竜学 平山廉 カンゼン 3-0500700796
489 ゴリラの森、言葉の海 山極寿一 新潮社 3-0500685629
489 わたしは哺乳類です リアム・ドリュー インターシフト 3-0500694743
490 死にゆく人の心に寄りそう 玉置妙憂 光文社 3-0500656866
491 筋肉は本当にすごい 杉晴夫 講談社 3-0500624015
491 胎児のはなし 増﨑英明 ミシマ社 3-0500661616

492 病気がみえる　ｖｏｌ．１２
医療情報科学研
究所／編集

メディックメディア 3-0500702324

493.1
今すぐ始めるアルコール依
存症治療

樋口進 法研 3-0500697255

493.1 完全図解糖尿病のすべて 片山隆司／監修 主婦の友社 3-0500693592
493.4 医師が教える１分腸活 小林弘幸 自由国民社 3-0500695673

493.4
もう通勤電車で下痢になら
ない！

松生恒夫 祥伝社 3-0500694960

493.7 「感情の老化」を防ぐ本 和田秀樹 朝日新聞出版 3-0500676061

498.5
内臓脂肪がストン！と落ち
る食事術

江部康二 ダイヤモンド社 3-0500688556

498.5
長友佑都のファットアダプト
食事法

長友佑都 幻冬舎 3-0500699495

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



496
世界最高医が教える目が
よくなる３２の方法

深作秀春 ダイヤモンド社 3-0500647015

501 つづくをつくる ナガオカケンメイ 日経ＢＰ 3-0500699910

509
工場見学社会科見学首都
圏　　　〔２０１９〕

昭文社 3-0500699751

510
建設分野の外国人材受入
れガイドブック　２０１９

建設技能人材研
究会／編著

大成出版社 3-0500702850

518.1
水道民営化で水はどうなる
のか

橋本淳司 岩波書店 3-0500696011

519 プラスチック汚染とは何か 枝廣淳子 岩波書店 3-0500696010
535 タニタの働き方革命 谷田千里／編著 日本経済新聞出版社 3-0500701028
情報科学
547.4

詳解！Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｓｅｒｖｅｒ
仮想ネットワーク

後藤諭史 日経ＢＰ 3-0500699905

547.4
図解でわかるＬＩＮＥ／Ｔｗｉｔｔ
ｅｒ／Ｉｎｓｔａｇｒａｍ／　ＴｉｋＴｏ
ｋを１時間で使いこなす本

中村有理 秀和システム 3-0500702983

547.4
ゼロからわかるＡｍａｚｏｎ
Ｗｅｂ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ超入門

大澤文孝 技術評論社 3-0500701068

547.4
ＮＥＴＦＬＩＸコンテンツ帝国
の野望

ジーナ・キーティン
グ

新潮社 3-0500701012

557 波濤を越えて 佐藤雄二 文藝春秋 3-0500706115
572 光触媒が一番わかる 高島舞 技術評論社 3-0500701039
589 ２０３０年アパレルの未来 福田稔 東洋経済新報社 3-0500700314

ラベルの
記号

593.3
キレイに縫えるソーイング
の基本

太田順子 ブティック社 3-0500704344

593.8
５０歳からのおしゃれを探し
て

後藤由紀子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500694735

594.2 刺繍博物図 ａｔｓｕｍｉ 小学館 3-0500683319

594.9
「ドライフラワーの名前」
３００がよくわかる図鑑

主婦と生活社 3-0500702042

595
髪型を変えれば若返る！
シニアビューティヘア

テルイタカヒロ 講談社 3-0500699803

596 おつまみミステリー 浅暮三文 柏書房 3-0500700651

596
水野仁輔のスパイスレッス
ン

水野仁輔 中央公論新社 3-0500699050

596.2
東京カラダにいい店うまい
店

文藝春秋 3-0500696194

596.3
アジア料理をカレーにした
ら？

エダジュン 文化学園文化出版局 3-0500702488

596.3
そろそろ、からだにいいこと
を考えてみよう

伊藤まさこ 朝日新聞出版 3-0500704061

596.4 鬼弁 ＴＯＳＨＩ　ＬＯＷ
ぴあ株式会社中部支
社

3-0500691490

文庫本
596.7

酔っぱらいに贈る言葉 大竹聡 筑摩書房 3-0500697299

596.9 幸運を引き寄せる冷蔵庫 ｓｕｍｉｋｏ 講談社 3-0500707492

597
清潔な暮らしは１枚のタオ
ルからはじまる

新津春子 朝日新聞出版 3-0500699431

597
ナチュラルクリーニングの
最強レシピ

佐光紀子 扶桑社 3-0500704087

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



598 やさしく正しい妊活大事典 吉川雄司 プレジデント社 3-0500701930

599 イジェアウェレへ
チママンダ・ンゴ
ズィ・アディーチェ

河出書房新社 3-0500699038

609 「モノの単位」大事典
ホームライフ取材
班／編

青春出版社 3-0500691230

611
食物倫理（フード・エシック
ス）入門

ロナルド・Ｌ・サン
ドラー

ナカニシヤ出版 3-0500683347

611
はっとりさんちの狩猟な毎
日

服部小雪 河出書房新社 3-0500691597

615 草取りにワザあり！ 西尾剛 誠文堂新光社 3-0500690435

626
コップひとつからはじめる
自給自足の野菜づくり百科

はたあきひろ／
文・イラスト

内外出版社 3-0500687696

626
野菜づくりの困った！解決
ハンドブック

野菜だより編集部
／編

学研プラス 3-0500701352

627 バラ図鑑４７５種 入谷伸一郎 ブティック社 3-0500688722

670
英文契約書を読むための
基礎知識と頻出表現

臼井俊雄 べレ出版 3-0500690099

673 遺体と火葬のほんとうの話 佐藤信顕 二見書房 3-0500700240

673
個人事業のはじめ方がす
ぐわかる本　’１９～’２０年
版

ヒューマン・プライ
ム

成美堂出版 3-0500702156

673
スマホ決済の選び方と導入
がズバリわかる本

小宮紳一 秀和システム 3-0500702023

674
インスタグラム商品写真の
撮り方ガイド

６１５１ 技術評論社 3-0500696215

675 サブスクリプション ティエン･ツォ ダイヤモンド社 3-0500634859

681 運転寿命を延ばす 時野学
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500695110

683
ツウになる！クルーズ船の
教本

川崎豊彦 秀和システム 3-0500702384

685
高速道路＆ＳＡ・ＰＡガイド
２０１９－２０２０年最新版

講談社ビーシー 3-0500684669

689 ＩＲで日本が変わる
ジェイソン・ハイラ
ンド

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500696435

ラベルの
記号

706 シェアする美術 洞田普一朗 翔泳社 3-0500697215
721 田中一村 大矢鞆音／監修 平凡社 3-0500694219

723 エゴン・シーレ
エゴン・シーレ／
画と文

八坂書房 3-0500686532

723 もっと知りたい村山槐多 村松和明 東京美術 3-0500696091

723
もっと知りたいラファエル前
派

荒川裕子 東京美術 3-0500674632

725
気になるモノを描いて楽し
む観察スケッチ

檜垣万里子 ホビージャパン 3-0500684336

725
比較でわかる初心者デッサ
ンの教科書

美学館デッサンス
クール

玄光社 3-0500696078

726 「大家さんと僕」と僕 矢部太郎／ほか 新潮社 3-0500701010

727
トラディショナルカリグラ
フィー入門

西村弥生 コスミック出版 3-0500692851

728 書譜を習う 筒井茂徳 二玄社 3-0500695331

(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



740
星野道夫　永遠（とわ）の祈
り

濁川孝志 でくのぼう出版 3-0500674506

748
宮本隆司いまだ見えざると
ころ

宮本隆司／撮影 平凡社 3-0500690551

754
ラタンワークの暮らし小物
とアクセサリー

朝倉あすか 文化学園文化出版局 3-0500673263

766
ドナルド・キーンのオペラへ
ようこそ！

ドナルド・キーン 文藝春秋 3-0500681310

767 井上陽水英訳詞集
ロバート　キャン
ベル

講談社 3-0500689919

778/ｷ 孤独という道づれ 岸惠子 幻冬舎 3-0500687463

780 スポ飯 橋本玲子
ベースボール・マガジ
ン社

3-0500695000

782
海外のいろんなマラソン
走ってみた！

りんみゆき 彩図社 3-0500693326

783.4 友情　２ 山中伸弥／編 講談社 3-0500692366

783.5
バドミントンフットワークレボ
リューション

奈良岡浩
ベースボール・マガジ
ン社

3-0500700681

783.7 ありがとうを言えなくて 野村克也 講談社 3-0500676978

783.8 ゴルフビギナーズＦＩＬＥ
ＥＶＥＮ／責任編
集

エイ出版社 3-0500686277

784 はじめてのスケートボード
Ｈ．Ｌ．Ｎ．Ａ／監
修

成美堂出版 3-0500701043

文庫本
789

剣豪夜話 津本陽 文藝春秋 3-0500652585

791
はじめて学ぶ茶の湯　〈裏
千家茶道〉

阿部宗正／指導 世界文化社 3-0500698837

795
アマ必勝の新作戦！囲碁・
奇襲事典

後藤俊午 マイナビ出版 3-0500705558

795
棋風別！あなたに合った囲
碁上達法

下島陽平 マイナビ出版 3-0500697267

796 さわやか流疾風三間飛車 杉本和陽 マイナビ出版 3-0500697268
796 羽生善治の攻めの教科書 羽生善治 河出書房新社 3-0500701007

798
ｅスポーツのすべてがわか
る本

黒川文雄 日本実業出版社 3-0500700004

801 なぜ人は騙されるのか 岡本真一郎 中央公論新社 3-0500691675

ティーンズ
809

５日で学べて一生使える！
プレゼンの教科書

小川仁志 筑摩書房 3-0500679856

811 ことばのトリセツ 黒川伊保子
集英社インターナショ
ナル

3-0500696027

814 語彙トレ 齋藤孝 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500677581
814 五感を探るオノマトペ 坂本真樹 共立出版 3-0500696493
816 はじめての読書感想文 藤田利江 子どもの未来社 3-0500698157

828
リアルな日常会話を楽しむ
台湾華語６０表現

渡邉豊沢 三修社 3-0500693556

837 英語の速読入門 浅見ベートーベン ＩＢＣパブリッシング 3-0500691636

文庫本
893

フィンランド語は猫の言葉 稲垣美晴 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500685134

ラベルの
記号

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）



郷土
213

相州大山を知る

神奈川県立図書
館企画サービス
部地域情報課／
編

神奈川県立図書館 3-0500683795

郷土
291.5

道志村ガイドマップ
道志村役場産業振興
課

3-0500596444

「あたらしく入った本」9月号は、令和1年7月から同1年8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。


