
ラベルの
記号

904 本当の翻訳の話をしよう 村上春樹
スイッチ・パブリッシン
グ

3-0500687949

児研
909

河合隼雄と子どもの目 河合隼雄 創元社 3-0500706753

911.1 歌枕の聖地 山本啓介 平凡社 3-0500641030
911.1 百人一首に絵はあったか 寺島恒世 平凡社 3-0500641028
ティーンズ
911.3

１７音の青春　２０１９
神奈川大学広報
委員会／編

角川文化振興財団 3-0500671834

913.6
あとは切手を、一枚貼るだ
け

小川洋子 中央公論新社 3-0500699048

913.6 掌篇歳時記　春夏 瀬戸内寂聴 講談社 3-0500685180
文庫本
913.6/ｱ

これは経費で落ちません！
６

青木祐子 集英社 3-0500707872

913.6/ｱ ボダ子 赤松利市 新潮社 3-0500683897

913.6/ｱ
むかしむかしあるところに、
死体がありました。

青柳碧人 双葉社 3-0500683460

913.6/ｱ 烈風ただなか あさのあつこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500711379
913.6/ｲ お江戸けもの医毛玉堂 泉ゆたか 講談社 3-0500708772
文庫本
913.6/ｲ

サブマリン 伊坂幸太郎 講談社 3-0500682658

文庫本
913.6/ｲ

冬晴れの花嫁 今村翔吾 角川春樹事務所 3-0500712664

913.6/ｳ 剣樹抄 冲方丁 文藝春秋 3-0500705135
913.6/ｵ 渦 大島真寿美 文藝春秋 3-0500670920

913.6/ｵ 川っぺりムコリッタ 荻上直子 講談社 3-0500701289

913.6/ｵ 傾城徳川家康 大塚卓嗣 光文社 3-0500692508

913.6/ｵ 罪の轍 奥田英朗 新潮社 3-0500714565

913.6/ｶ アタラクシア 金原ひとみ 集英社 3-0500692349
913.6/ｶ いつかの岸辺に跳ねていく 加納朋子 幻冬舎 3-0500701132
913.6/ｶ 夏物語 川上未映子 文藝春秋 3-0500705199
913.6/ｶ 氷獄 海堂尊 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500710405

913.6/ｸ
ぬるくゆるやかに流れる黒
い川

櫛木理宇 双葉社 3-0500699386

913.6/ｸ 老父よ、帰れ 久坂部羊 朝日新聞出版 3-0500712407
大活字本
913.6/ｺ

怪談　上 小池真理子 埼玉福祉会 3-0500704149

大活字本
913.6/ｺ

怪談　下 小池真理子 埼玉福祉会 3-0500704150

文庫本
913.6/ｺ

火影 小杉健治 祥伝社 3-0500630519

文庫本
913.6/ｻ

赤い刀身 佐々木裕一 講談社 3-0500713848

913.6/ｻ 亥子ころころ 西條奈加 講談社 3-0500700988

あたらしく入った本
2019年10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/ｻ

公方 坂岡真 光文社 3-0500712384

文庫本
913.6/ｻ

十手長屋物語　１ 坂岡真 角川春樹事務所 3-0500672831

913.6/ｻ 将軍の子 佐藤巖太郎 文藝春秋 3-0500707057

913.6/ｻ へぼ侍 坂上泉 文藝春秋 3-0500704855

913.6/ｼ 刑事の慟哭 下村敦史 双葉社 3-0500691520
文庫本
913.6/ﾀ

あきない世傳金と銀　７
碧流篇

髙田郁 角川春樹事務所 3-0500712665

913.6/ﾀ 格闘 髙樹のぶ子 新潮社 3-0500709842
ティーンズ
913.6/ﾂ

探偵はぼっちじゃない 坪田侑也 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500676422

文庫本
913.6/ﾂ

天満橋まで 辻堂魁 祥伝社 3-0500713089

913.6/ﾄ 決断の刻（とき） 堂場瞬一 東京創元社 3-0500709969
文庫本
913.6/ﾄ

凍結捜査 堂場瞬一 集英社 3-0500707446

913.6/ﾅ 119 長岡弘樹 文藝春秋 3-0500696195
ティーンズ
913.6/ﾅ

ネッシーはいることにする 長薗安浩 ゴブリン書房 3-0500708335

913.6/ﾅ 夢見る帝国図書館 中島京子 文藝春秋 3-0500689435

913.6/ﾊ
美しき愚かものたちのタブ
ロー

原田マハ 文藝春秋 3-0500693969

文庫本
913.6/ﾊ

死神とエプロン 秦本幸弥 双葉社 3-0500689950

大活字本
913.6/ﾊ

蒼天見ゆ　上 葉室麟 埼玉福祉会 3-0500704201

大活字本
913.6/ﾊ

蒼天見ゆ　下 葉室麟 埼玉福祉会 3-0500704200

913.6/ﾊ てんげんつう 畠中恵 新潮社 3-0500706983

913.6/ﾊ 店長がバカすぎて 早見和真 角川春樹事務所 3-0500706054

913.6/ﾌ 綾峰音楽堂殺人事件 藤谷治 ポプラ社 3-0500697264

913.6/ﾌ 偽りの春 降田天 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500686519
文庫本
913.6/ﾌ

隠密旗本　〔２〕 福原俊彦 光文社 3-0500647270

913.6/ﾏ 栄光へのノーサイド 増田久雄 河出書房新社 3-0500708319

913.6/ﾐ いかれころ 三国美千子 新潮社 3-0500701273
913.6/ﾐ いけない 道尾秀介 文藝春秋 3-0500704905
913.6/ﾐ 落日 湊かなえ 角川春樹事務所 3-0500718617
文庫本
913.6/ﾓ

水族館ガール　６ 木宮条太郎 実業之日本社 3-0500707614

913.6/ﾔ ジョン・マン　７　邂逅編 山本一力 講談社 3-0500707499
913.6/ﾔ ひと喰い介護 安田依央 集英社 3-0500709461

913.6/ﾜ 生のみ生のままで　下 綿矢りさ 集英社 3-0500700995
文庫本
913.6/ﾜ

十手婆文句あるかい　２ 和久田正明 二見書房 3-0500667375

914 みらいめがね 荻上チキ 暮しの手帖社 3-0500691522
914/ｷ ぱくりぱくられし 木皿泉 紀伊國屋書店 3-0500710502

914/ｻ 友情について 佐藤優 講談社 3-0500685115
914/ｿ 「人生最期」の処方箋 曽野綾子 三笠書房 3-0500659884
914/ﾅ いくつになっても 中野翠 文藝春秋 3-0500697648



914/ﾌ 菅見妄語失われた美風 藤原正彦 新潮社 3-0500690417

915/ｶ
いきたくないのに出かけて
いく

角田光代
スイッチ・パブリッシン
グ

3-0500701968

916/ﾊ もう逃げない。
林眞須美死刑囚
長男

ビジネス社 3-0500708449

923 黄 雷鈞 文藝春秋 3-0500708790
文庫本
933/ﾊ

カリ・モーラ トマス・ハリス 新潮社 3-0500709491

ティーンズ
933/ﾌ

わたしがいどんだ戦い
１９４０年

キンバリー・ブル
ベイカー・ブラッド
リー／作

評論社 3-0500706050

936 ボブが教えてくれたこと
ジェームズ・ボー
エン

辰巳出版 3-0500710364

943/ｾ ある一生
ローベルト・ゼー
ターラー

新潮社 3-0500701275

951 ルネ・シャール詩集 ルネ・シャール 河出書房新社 3-0500707509

ラベルの
記号

情報科学
007.1

人工知能〈ＡＩ〉／ＩｏＴ／ロ
ボットを活用した産業別ＩＣ
Ｔ導入事例がサクッとわか
る本

神崎洋治 日刊工業新聞社 3-0500679893

情報科学
007.3

グーグルが消える日
ジョージ・ギル
ダー

ＳＢクリエイティブ 3-0500691251

情報科学
007.3

地域で活きる実践ＩｏＴ
テレコミュニケー
ション編集部／編

リックテレコム 3-0500645747

ティーンズ
007.3

弁護士ＹｏｕＴｕｂｅｒクボタに
聞く「これって犯罪です
か？」

久保田康介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500665338

情報科学
007.6

今すぐ使えるかんたん
Ｏｕｔｌｏｏｋ　２０１９

リブロワークス 技術評論社 3-0500689426

情報科学
007.6

今すぐ使えるかんたん
Ｅｘｃｅｌ関数

日花弘子 技術評論社 3-0500689425

情報科学
007.6

今すぐ使えるかんたんＥｘｃ
ｅｌマクロ＆ＶＢＡ

門脇香奈子 技術評論社 3-0500689424

情報科学
007.6

ゲーム作りで学ぶはじめて
のプログラミング

うえはら 技術評論社 3-0500687585

情報科学
007.6

新・明解Ｐｙｔｈｏｎ入門 柴田望洋 ＳＢクリエイティブ 3-0500692541

情報科学
007.6

ゼロからはじめるｉＰａｄス
マートガイド

技術評論社編集
部

技術評論社 3-0500689641

情報科学
007.6

プロ直伝　伝わるデータ・ビ
ジュアル術

小林寿 技術評論社 3-0500687601

ティーンズ
019

答えは本の中に隠れてい
る

岩波ジュニア新書
編集部／編

岩波書店 3-0500700536

019 まなの本棚 芦田愛菜 小学館 3-0500707104

061
日本財団は、いったい何を
しているのか　第５巻

鳥海美朗 木楽舎 3-0500681240

ティーンズ
104

ひとりで、考える 小島俊明 岩波書店 3-0500691807

114 「死」とは何か？ シェリー・ケーガン 文響社 3-0500705438

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
131

ニコマコス倫理学　下 アリストテレス 光文社 3-0500337651

文庫本
134

存在と時間　５ ハイデガー 光文社 3-0500647258

文庫本
134

存在と時間　６ ハイデガー 光文社 3-0500705412

141 ＫＧＢスパイ式記憶術 デニス・ブーキン 水王舎 3-0500660283
141 キレる！ 中野信子 小学館 3-0500694267
141 ヒューマンエラーの心理学 一川誠 筑摩書房 3-0500704413

159
ほどよい“居場所”のつくり
かた

菅原圭 朝日新聞出版 3-0500714168

164
いきもので読む、日本の神
話

平藤喜久子 東洋館出版社 3-0500709965

169 「カルト」はすぐに隣に 江川紹子 岩波書店 3-0500700535
文庫本
210

なぜ一流ほど歴史を学ぶ
のか

童門冬二 青春出版社 3-0500705571

210.6
脱藩大名・林忠崇の戊辰
戦争

中村彰彦 ワック 3-0500709009

210.6 明治維新の敗者たち マイケル・ワート みすず書房 3-0500699104
222 始皇帝中華統一の思想 渡邉義浩 集英社 3-0500682987
289/ｴ 伝える人、永六輔 井上一夫 集英社 3-0500669183
291.3 るるぶ群馬　’２０ ＪＴＢパブリッシング 3-0500705377

291.4
るるぶ石川　能登　輪島
金沢　加賀温泉郷　’２０

ＪＴＢパブリッシング 3-0500705898

291.5 るるぶ伊勢志摩　’２０ ＪＴＢパブリッシング 3-0500678145
291.6 城崎・天橋立　’２０ 昭文社 3-0500705895
291.9 るるぶ九州ベスト　’２０ ＪＴＢパブリッシング 3-0500706301

ラベルの
記号

302.6 チリを知るための６０章 細野昭雄／編著 明石書店 3-0500706391
311 ハンナ・アーレント 森分大輔 筑摩書房 3-0500696199
312.1 安倍「一強」の秘密 石橋文登 飛鳥新社 3-0500704350
312.1 昭和政争　１ 中村慶一郎 講談社 3-0500705443

312.1
世界一わかりやすい日本
憲政史　明治自由民権激
闘編

倉山満 徳間書店 3-0500708019

312.2 文在寅という厄災 武藤正敏 悟空出版 3-0500708386

316 人権の世界地図 Ａｎｄｒｅｗ　Ｆａｇａｎ 丸善出版 3-0500702006

316
ユダヤ人を命がけで救った
人びと

キャロル・リトナー
／編

河出書房新社 3-0500706996

317 内閣調査室秘録 志垣民郎 文藝春秋 3-0500707519
319 国家を食べる 松本仁一 新潮社 3-0500706327
319.2 北朝鮮外交秘録 太永浩 文藝春秋 3-0500697598
322 海辺を行き交うお触れ書き 水本邦彦 吉川弘文館 3-0500707945

324 変わる相続 曽根惠子
サンライズパブリッシ
ング

3-0500675959

325 会計と犯罪 細野祐二 岩波書店 3-0500694245
326 バブル経済事件の深層 奥山俊宏 岩波書店 3-0500684689

332.2
世界から追い出され壊れ
始めた中国

宮崎正弘 徳間書店 3-0500709703

333 「反緊縮！」宣言 松尾匡／編 亜紀書房 3-0500692514

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



335 人脈起業 青木宏樹
サンライズパブリッシ
ング

3-0500675962

336 ニュータイプの時代 山口周 ダイヤモンド社 3-0500704040

336.1
いちばんやさしいビジネス
モデルの教本

山口高弘 インプレス 3-0500708325

336.1 「伝わる」のはどっち？ 渡辺克之 ソーテック社 3-0500698868
336.1 日本経営哲学史 林廣茂 筑摩書房 3-0500696196

336.9
入門図解会社の税金〈法
人税・消費税〉しくみと手続
き

武田守／監修 三修社 3-0500691274

338 金融ダークサイド 猫組長 講談社 3-0500709826
361.4 呪いの言葉の解きかた 上西充子 晶文社 3-0500692788

365
必携！認知症の人にやさ
しいマンションガイド

日本意思決定支
援推進機構／監
修

クリエイツかもがわ 3-0500706791

366.2 転職と副業のかけ算 ｍｏｔｏ 扶桑社 3-0500713136

366.8
改正入管法で大きく変わる
外国人労働者の雇用と労
務管理

布施直春 中央経済社 3-0500677236

367.2 女に生まれてモヤってる！ ジェーン・スー 小学館 3-0500701287

367.3 父親の科学
ポール・レイバー
ン

白揚社 3-0500698517

368
虐待された少年はなぜ、事
件を起こしたのか

石井光太 平凡社 3-0500690525

368
ケーキの切れない非行少
年たち

宮口幸治 新潮社 3-0500706324

368 自殺会議 末井昭 朝日出版社 3-0500649218

369.3 ナガサキ
スーザン・サザー
ド

みすず書房 3-0500703254

370 いま、ここで輝く。 おおたとしまさ エッセンシャル出版社 3-0500688630

371
学校司書のための学校教
育概論

野口武悟／編著 樹村房 3-0500686375

371
スクールカウンセリングの
「困った」を解決するヒント
４８

菅野純／監修 大修館書店 3-0500661565

371
弁護士秘伝！教師もできる
いじめ予防授業

真下麻里子 教育開発研究所 3-0500672847

372
フィンランドの教育はなぜ
世界一なのか

岩竹美加子 新潮社 3-0500698382

376.1
すぐにできる！保育者のた
めの紙芝居活用ガイドブッ
ク

浅井拓久也／編
著

明治図書出版 3-0500642425

376.4 名門高校はここが違う 永井隆 中央公論新社 3-0500704771
ティーンズ
376.8

栄養学部 佐藤成美 ぺりかん社 3-0500705508

ティーンズ
376.8

高認があるじゃん！
２０１９－２０２０年版

学びリンク 3-0500691279

378 これでわかる学習障がい 小池敏英／監修 成美堂出版 3-0500701054

378
知的障害の子をもつお母さ
んお父さんの笑顔のため
に

井原裕／監修 日本評論社 3-0500682561

379
非認知能力を育てるあそび
のレシピ

大豆生田啓友 講談社 3-0500701237



379
敏感っ子を育てるママの不
安がなくなる本

長岡真意子 秀和システム 3-0500700281

383.8 下戸の夜
本の雑誌編集部
下戸班／編

本の雑誌社 3-0500701024

383.8 「食べること」の進化史 石川伸一 光文社 3-0500691501

383.8
マリー・アントワネットは何
を食べていたのか

ピエール＝イヴ・
ボルペール

原書房 3-0500697319

389
めぐりながれるものの人類
学

石井美保 青土社 3-0500699140

ラベルの
記号

404
未来の科学者との対話
１７

神奈川大学広報
委員会全国高校
生理科・科学論文
大賞専門委員会
／編

日刊工業新聞社 3-0500694394

410
日常にひそむうつくしい数
学

冨島佑允 朝日新聞出版 3-0500707598

410
世にも美しき数学者たちの
日常

二宮敦人 幻冬舎 3-0500681326

442
星を楽しむ天体望遠鏡の
使いかた

大野裕明 誠文堂新光社 3-0500705109

486 昆虫たちのすごい筋肉 岩本裕之 裳華房 3-0500703241

491
４０℃越えの日本列島でヒ
トは生きていけるのか

永島計 化学同人 3-0500706787

493 「助けて」が言えない 松本俊彦／編 日本評論社 3-0500706057
493.1 医者が教える熱中症対策 エイ出版社 3-0500702744

493.1
５０歳を過ぎても体脂肪率
１０％の名医が教える内臓
脂肪を落とす最強メソッド

池谷敏郎 東洋経済新報社 3-0500682317

493.7 うつと発達障害 岩波明 青春出版社 3-0500703283

493.7
最新図解女性の発達障害
サポートブック

本田秀夫 ナツメ社 3-0500663168

493.7
自分でできる境界性パーソ
ナリティ障害〈ＢＰＤ〉克服
法

ブレイズ・アギー
レ

星和書店 3-0500706832

493.7 自閉症という知性 池上英子 ＮＨＫ出版 3-0500670527
493.7 「ほころび」の精神病理学 鈴木國文 青土社 3-0500708982

493.7
事例でわかる思春期・おと
なの自閉スペクトラム症

大島郁葉 金剛出版 3-0500707117

493.7 トラウマのことがわかる本
白川美也子／監
修

講談社 3-0500701236

493.7
なかなか治らない難治性の
うつ病を治す本

田島治／監修 講談社 3-0500706978

494
抗がん剤の世界的権威が
伝授！最強の野菜スープ
活用レシピ

前田浩 マキノ出版 3-0500631590

494
１００歳まで自分の力で歩
ける「ひざ」のつくり方

戸田佳孝 アルファポリス 3-0500648901

498.1 徳田虎雄病院王外伝 大平誠 ＰＨＰ研究所 3-0500623424

498.3
鎌田式「スクワット」と「かか
と落とし」

鎌田實 集英社 3-0500692352

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



498.3
認知症予防におすすめ図
書館利用術　３

日外アソシエーツ 3-0500699411

498.5 医者が教える食事術　２ 牧田善二 ダイヤモンド社 3-0500713162

498.5
ついた脂肪が即スッキリ！
医師が考案おかずみそ汁
ダイエット

工藤孝文 学研プラス 3-0500660200

501
これからはじめるＡｕｔｏＣＡ
Ｄの本

稲葉幸行 技術評論社 3-0500704812

509 品質保証におけるＩｏＴ活用 山田浩貢 日科技連出版社 3-0500675150
517 水害列島 土屋信行 文藝春秋 3-0500707518
518.8 電鉄は聖地をめざす 鈴木勇一郎 講談社 3-0500688871
523 リノベーション名建築の旅 常松祐介 講談社 3-0500691476

527
これならできる！ＤＩＹでリ
フォーム＆メンテナンス

山田芳照 ナツメ社 3-0500706861

527 住まいの基本を考える 堀部安嗣 新潮社 3-0500685623
536 鉄道車両陸送 菅野照晃 イカロス出版 3-0500705085

537
きちんと知りたい！バイクメ
ンテとチューニングの実用
知識

小川直紀 日刊工業新聞社 3-0500702170

543
暮らしを返せ！！ふるさと
を返せ！！

福島原発かなが
わ訴訟団資料集
編集委員会／編
著

福島原発かながわ訴
訟原告団

3-0500693681

情報科学
547.4

あなたのワークシートがイ
ンターネットにつながる　Ｅｘ
ｃｅｌ　ＶＢＡでクローリング＆
スクレイピング

五十嵐貴之 ソシム 3-0500637989

547.4
ＳＯＲＡＣＯＭプラットフォー
ム

ソラコム 日経ＢＰ社 3-0500675098

情報科学
547.4

独習Ｒｕｂｙ　ｏｎ　Ｒａｉｌｓ 小餅良介 翔泳社 3-0500698906

情報科学
547.4

Ｐｙｔｈｏｎスクレイピングの基
本と実践

Ｓｅｐｐｅ　ｖａｎｄｅｎ
Ｂｒｏｕｃｋｅ

インプレス 3-0500649581

548 超ロボット化社会 新山龍馬 日刊工業新聞社 3-0500687608
548 データ・ドリブン・エコノミー 森川博之 ダイヤモンド社 3-0500679468

548
Ｐｙｔｈｏｎによる制御工学入
門

南裕樹 オーム社 3-0500691672

576
泡立てて作るスイーツ石け
ん

木下和美 グラフィック社 3-0500704763

576
企業存続のために知って
おいてほしいこと

池森賢二 ＰＨＰ研究所 3-0500696458

576
わかる！使える！工業塗
装入門

坪田実 日刊工業新聞社 3-0500691908

578 プラスチック・フリー生活
シャンタル・プラモ
ンドン

ＮＨＫ出版 3-0500692426

ラベルの
記号

590
心、お金、時間の巡りがよく
なる「暮らしのサイクル」の
作り方

井田典子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500688012

591 荻原博子の貯まる家計 荻原博子 毎日新聞出版 3-0500699876

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　９
（ｎｏ．１４６）

主婦と生活社 3-0500713421

594.9 時間（とき）の花束 三浦百惠 日本ヴォーグ社 3-0500709580

596
帰りが遅くてもかんたん仕
込みですぐごはん

上田淳子 世界文化社 3-0500669272

596 何が「いただく」ぢゃ！ 姫野カオルコ プレジデント社 3-0500709585
596.2 アイヌのごはん 藤村久和／監修 デーリィマン社 3-0500706667

596.2 おもてなしタイ料理
シリワン・ピタウェ
イ

誠文堂新光社 3-0500704801

596.6 パウンドケーキの本 田中博子 東京書籍 3-0500691199

597
少ない物で「家族みんな」
がすっきり暮らす

やまぐちせいこ ワニブックス 3-0500665047

617 カラー図鑑スパイスの秘密
ジル・デイヴィー
ズ

西村書店東京出版編
集部

3-0500699148

673
ネット予約時代の困ったお
客のトリセツ

飯野たから 自由国民社 3-0500703299

682 東海道・中山道 新田時也／編著 静岡新聞社 3-0500704819
686 ふしぎな鉄道路線 竹内正浩 ＮＨＫ出版 3-0500704789
687 成田空港のひみつ 秋本俊二 ＰＨＰ研究所 3-0500709087
689 観光公害 佐滝剛弘 祥伝社 3-0500702805

ラベルの
記号

702 ケルトの魂 鶴岡真弓 平凡社 3-0500686589

702 美術の物語
エルンスト・Ｈ・ゴ
ンブリッチ

河出書房新社 3-0500705563

718 密教像のすべて エイ出版社 3-0500634394
720 長寿と画家 河原啓子 フィルムアート社 3-0500709542
723 原田マハの印象派物語 原田マハ 新潮社 3-0500695648
726 秋本治の仕事術 秋本治 集英社 3-0500711687
726 大家さんと僕とこれから 矢部太郎 新潮社 3-0500708939
726 セミ ショーン・タン 河出書房新社 3-0500689267
726 中川李枝子 中川李枝子 平凡社 3-0500688509
726 宮西達也の世界 平凡社 3-0500710822
727 日本の文様解剖図鑑 筧菜奈子／文・絵 エクスナレッジ 3-0500702083
728 入門日本書道史 杉浦妙子 芸術新聞社 3-0500686504
743 デジタルカメラで昆虫観察 海野和男 誠文堂新光社 3-0500703629

748
絶対に住めない世界の
ゴーストタウン

クリス・マクナブ
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

3-0500711388

751 永遠なれ魯山人 山田和／監修 平凡社 3-0500702306

754.9
お菓子の箱だけで作る空
箱工作

はるきる ワニブックス 3-0500708366

762.1 吉田秀和 河出書房新社 3-0500691077
文庫本
762.3

カラヤン 吉田秀和 河出書房新社 3-0500704390

763
もっと美しく奏でる複音ハー
モニカ１０の奏法をマスター
する本

田邊峯光／監修 メイツ出版 3-0500699890

767
基礎力で差がつくヴォイス
トレーニング

大本京／監修 メイツ出版 3-0500710363

768 日本の伝統楽器 若林忠宏 ミネルヴァ書房 3-0500711342
778 時代劇でござる 柏田道夫 春陽堂書店 3-0500707556

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

(NDC700-899）
芸術・スポーツ・趣味・言語



ティーンズ
778

新海誠の世界を旅する 津堅信之 平凡社 3-0500706733

778/ﾀ
パリの「赤いバラ」といわれ
た女

遠藤突無也 さくら舎 3-0500712689

779 昭和の落語名人列伝
今岡謙太郎／監
修執筆

淡交社 3-0500703337

783.4 サッカーの戦い方 小井土正亮
ベースボール・マガジ
ン社

3-0500696523

783.4 ラグビー語辞典 斉藤健仁 誠文堂新光社 3-0500709037
783.7 新しい少年野球の教科書 川村卓 カンゼン 3-0500707107

785
発達が気になる子への水
泳の教え方

酒井泰葉 合同出版 3-0500704426

789 ＤＶＤで上達！弓道 松尾牧則 ナツメ社 3-0500706876

810
日本語を学ぶ外国人のた
めのこれで覚える！漢字辞
典２５００

秋元美晴／監修 ナツメ社 3-0500706870

831
基本にカエル英語の本発
音ＡＢＣ

松澤喜好
スリーエーネットワー
ク

3-0500704451

837 おもてなしの基礎英語　上 井上逸兵 ＮＨＫ出版 3-0500657459
837 おもてなしの基礎英語　下 井上逸兵 ＮＨＫ出版 3-0500691410
837 する英語感じる英語 光藤京子 ジャパンタイムズ 3-0500702860

837
ちょい足しで丁寧に！英語
のクッションことば

デイビッド・セイン ジャパンタイムズ 3-0500687562

ラベルの
記号

郷土青葉
210.2

開発と考古学 田中義昭 新泉社 3-0500702513

郷土作家
557

揺れる鉄の箱 中条大祐 中条大祐 3-0500698343

郷土
069

ぐるりかながわミュージア
ムマップ　２０１８－２０１９

神奈川県博物館
協会／編

神奈川県博物館協会 3-0500678105

郷土
213

『神奈川新聞』に見る昔の
本牧

丹羽和子／編 丹羽和子 3-0500697795

「あたらしく入った本」10月号は、令和1年8月から同1年9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）


