
ラベルの
記号

ティーンズ
904

答えより問いを探して 高橋源一郎 講談社 3-0500717301

児研
909

季刊　子どもと本
Ｎｏ．１４５－１５７

子ども文庫の会 3-0500703476

912 もう少し浄瑠璃を読もう 橋本治 新潮社 3-0500708632
文庫本
913.6

あなたに謎と幸福を 近藤史恵 ＰＨＰ研究所 3-0500705148

913.6/ｱ カインは言わなかった 芦沢央 文藝春秋 3-0500717139
文庫本
913.6/ｱ

トップリーグ　２ 相場英雄 角川春樹事務所 3-0500712526

大活字本
913.6/ｱ

待ってる　上 あさのあつこ 埼玉福祉会 3-0500704112

大活字本
913.6/ｱ

待ってる　下 あさのあつこ 埼玉福祉会 3-0500704113

913.6/ｲ 家康謀殺 伊東潤 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500702091
文庫本
913.6/ｲ

影がゆく 稲葉博一 早川書房 3-0500720724

913.6/ｲ 絶望スクール 石田衣良 文藝春秋 3-0500720685
913.6/ｲ 八本目の槍 今村翔吾 新潮社 3-0500706981
文庫本
913.6/ｲ

浪人奉行　７ノ巻 稲葉稔 双葉社 3-0500705476

文庫本
913.6/ｳ

動揺 上田秀人 光文社 3-0500654304

913.6/ｵ
営繕かるかや怪異譚
その２

小野不由美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500710581

913.6/ｵ 百舌落とし 逢坂剛 集英社 3-0500716058
ティーンズ
913.6/ｶ

顔のない天才 河端ジュン一 新潮社 3-0500709489

ティーンズ
913.6/ｸ

天を掃け 黒川裕子 講談社 3-0500706999

文庫本
913.6/ｻ

生か死か 坂岡真 文藝春秋 3-0500705042

文庫本
913.6/ｻ

月 坂岡真 小学館 3-0500696018

文庫本
913.6/ｻ

鑓騒ぎ 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500711779

913.6/ｼ 絶声 下村敦史 集英社 3-0500711684
913.6/ｼ 待ち遠しい 柴崎友香 毎日新聞出版 3-0500696093
文庫本
913.6/ｽ

突きの鬼一　赤蜻 鈴木英治 小学館 3-0500687866

文庫本
913.6/ｽ

突きの鬼一　岩燕 鈴木英治 小学館 3-0500696019

913.6/ﾀ 虹にすわる 瀧羽麻子 幻冬舎 3-0500712786

あたらしく入った本
2019年11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/ﾂ

酔い待ち草 辻堂魁 角川春樹事務所 3-0500698220

文庫本
913.6/ﾄ

赤鬼の権蔵 鳥羽亮 徳間書店 3-0500704010

文庫本
913.6/ﾄ

幼なじみ 鳥羽亮 双葉社 3-0500712693

文庫本
913.6/ﾄ

成就 鳥羽亮 幻冬舎 3-0500646113

文庫本
913.6/ﾄ

不信の鎖 堂場瞬一 講談社 3-0500713102

913.6/ﾅ 風はずっと吹いている 長崎尚志 小学館 3-0500705071
913.6/ﾅ 神奈川宿雷屋 中島要 光文社 3-0500715325
文庫本
913.6/ﾅ

凶嵐 鳴神響一 双葉社 3-0500697554

913.6/ﾅ 死にゆく者の祈り 中山七里 新潮社 3-0500722637
文庫本
913.6/ﾅ

秘剣の名医　２ 永井義男 コスミック出版 3-0500647818

913.6/ﾅ 流浪の月 凪良ゆう 東京創元社 3-0500717336
文庫本
913.6/ﾉ

家族 野口卓 祥伝社 3-0500681747

文庫本
913.6/ﾊ

あおなり道場始末 葉室麟 双葉社 3-0500697552

913.6/ﾊ ランチ酒　おかわり日和 原田ひ香 祥伝社 3-0500705918
913.6/ﾋ あむんぜん 平山夢明 集英社 3-0500704017
913.6/ﾋ 伊勢佐木町探偵ブルース 東川篤哉 祥伝社 3-0500713097
文庫本
913.6/ﾌ

遠国御用 藤木桂 二見書房 3-0500701302

文庫本
913.6/ﾌ

老中の矜持 藤木桂 二見書房 3-0500667374

大活字本
913.6/ﾓ

お順　１ 諸田玲子 埼玉福祉会 3-0500704190

大活字本
913.6/ﾓ

お順　２ 諸田玲子 埼玉福祉会 3-0500704188

大活字本
913.6/ﾓ

お順　３ 諸田玲子 埼玉福祉会 3-0500704186

大活字本
913.6/ﾓ

お順　４ 諸田玲子 埼玉福祉会 3-0500704168

913.6/ﾖ アンジュと頭獅王 吉田修一 小学館 3-0500725259
913.6/ﾜ 生のみ生のままで　上 綿矢りさ 集英社 3-0500700994
914/ｻ センス・オブ・シェイム 酒井順子 文藝春秋 3-0500712453
914/ﾅ やがて満ちてくる光の 梨木香歩 新潮社 3-0500709845
914/ﾏ かわいい見聞録 益田ミリ 集英社 3-0500709462
914/ﾐ のっけから失礼します 三浦しをん 集英社 3-0500711301

916/ｳ
ストーカーとの七〇〇日戦
争

内澤旬子 文藝春秋 3-0500692495

文庫本
933/ﾃ

フロリクス８から来た友人
フィリップ・Ｋ・
ディック

早川書房 3-0500714655

949 厳寒の町
アーナルデュル・
インドリダソン

東京創元社 3-0500715118

文庫本
953/ｱ

わらの女
カトリーヌ・アル
レー

東京創元社 3-0500709979



文庫本
953/ﾙ

わが母なるロージー
ピエール・ルメート
ル

文藝春秋 3-0500718125

963 七つのからっぽな家
サマンタ・シュウェ
ブリン

河出書房新社 3-0500693200

973 わたしのいるところ ジュンパ・ラヒリ 新潮社 3-0500716038

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
現代編

デイヴィッド・Ｓ・キ
ダー

文響社 3-0500714200

情報科学
007

みんなのコンピュータサイ
エンス

Ｗｌａｄｓｔｏｎ　Ｆｅｒｒ
ｅｉｒａ　Ｆｉｌｈｏ

翔泳社 3-0500654143

情報科学
007.6

Ａｃｃｅｓｓ　ＶＢＡ逆引き大全
６００の極意

Ｅ－Ｔｒａｉｎｅｒ．ｊｐ 秀和システム 3-0500684411

情報科学
007.6

いちばんやさしいＳＱＬ入門
教室

矢沢久雄 ソーテック社 3-0500692547

情報科学
007.6

仕事で役立つ！ＰＤＦ完全
マニュアル

桑名由美 秀和システム 3-0500716787

情報科学
007.6

データベースの基礎 吉川正俊 オーム社 3-0500693279

情報科学
007.6

ＭＥＳＨではじめるＩｏＴプロ
グラミング

上林憲行／編著 オーム社 3-0500692877

情報科学
007.6

ＭＥＳＨをはじめよう 萩原丈博 オライリー・ジャパン 3-0500683521

子育て
019

この本読んで！
第６９号（２０１８冬）

出版文化産業振興財
団

3-0500645588

子育て
019

この本読んで！
第７０号（２０１９春）

出版文化産業振興財
団

3-0500669412

子育て
019

この本読んで！
第７１号（２０１９夏）

出版文化産業振興財
団

3-0500694177

069 協働する博物館 小川義和／編著 ジダイ社 3-0500691815

141 怒らない人の頭の中 金川顕教
サンライズパブリッシ
ング

3-0500693241

141 からだの無意識の治癒力 山口創 さくら舎 3-0500703331

145
イラストレイテッド錯視のし
くみ

北岡明佳 朝倉書店 3-0500721582

159
一瞬で人生を変えるお金の
秘密

Ｋｅｎ　Ｈｏｎｄａ フォレスト出版 3-0500708060

159
年商５０００万起業家ママ
のハッピーリッチな思考法

小桧山美由紀
サンライズパブリッシ
ング

3-0500687074

159 ハッタリの流儀 堀江貴文 幻冬舎 3-0500705177

159
やりたいことを全部やって
みる

米山彩香 総合法令出版 3-0500688849

175 江戸時代の神社 高埜利彦 山川出版社 3-0500702904
210.4 鎌倉幕府の転換点 永井晋 吉川弘文館 3-0500713959
210.4 太閤検地 中野等 中央公論新社 3-0500715095
210.7 昭和史発掘　特別篇 松本清張 文藝春秋 3-0500711796
210.7 ノモンハン責任なき戦い 田中雄一 講談社 3-0500715611
222 中国史　上 尾形勇／編 山川出版社 3-0500711345
222 中国史　下 尾形勇／編 山川出版社 3-0500711346
253 アメリカ史　上 紀平英作／編 山川出版社 3-0500711341

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理



253 アメリカ史　下 紀平英作／編 山川出版社 3-0500711343
ティーンズ
280

東大名誉教授がおしえる
やばい世界史

本村凌二／監修 ダイヤモンド社 3-0500707505

289/ｵ 大隈重信　上 伊藤之雄 中央公論新社 3-0500707898
289/ｵ 大隈重信　下 伊藤之雄 中央公論新社 3-0500707899
289/ｵ マイ・スト－リー ミシェル・オバマ 集英社 3-0500716030
文庫本
289/ﾊ

愛国心を裏切られた天才 宮田親平 朝日新聞出版 3-0500719684

291.4 黒部源流山小屋暮らし やまとけいこ 山と溪谷社 3-0500673101

293.6
地球の歩き方　Ａ　２３
（２０１９～２０２０年版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビック社 3-0500709525

ラベルの
記号

302.1 英語で紹介する日本 松本美江 ナツメ社 3-0500707038

302.3
ウェールズを知るための
６０章

吉賀憲夫／編著 明石書店 3-0500711335

304 思いつきで世界は進む 橋本治 筑摩書房 3-0500662200
文庫本
304

君たちが知っておくべきこと 佐藤優 新潮社 3-0500693485

312.1 天皇の政治史 安田浩 吉川弘文館 3-0500698149

313
天皇という「世界の奇跡」を
持つ日本

ケント・ギルバート 徳間書店 3-0500676040

317 国家公務員の仕事図鑑
公務員試験予備
校ＥＹＥ／編

中央経済社 3-0500700792

318
岐路に立つ指定管理者制
度

松本茂章／編著 水曜社 3-0500701472

334
地図とデータで見る移民の
世界ハンドブック

カトリーヌ・ヴィ
トール・ド・ヴァン
ダン

原書房 3-0500692929

ｶｳﾝﾀｰ
335.4

会社四季報　２０１９年
４集（秋号）

東洋経済新報社 3-0500722517

335.4 倒産の前兆
帝国データバンク
情報部

ＳＢクリエイティブ 3-0500712229

336 福山式仕事術 福山敦士 晶文社 3-0500680325

336
マンガでわかる！入社２年
目の教科書

福山敦士 ぱる出版 3-0500666322

336.2 時間術大全 ジェイク・ナップ ダイヤモンド社 3-0500699943

336.4
高校生からのビジネスマ
ナー

実教出版編修部
／編

実教出版 3-0500701965

338 フィンテック 大平公一郎 創元社 3-0500698150
338 みんなのブロックチェーン 柴田淳 ＳＢクリエイティブ 3-0500699998
参考書
350

世界国勢図会
２０１９／２０年版

矢野恒太記念会
／編集

矢野恒太記念会 3-0500716150

361.5
日本文化ビジュアル解体新
書

山本素子 ＳＢクリエイティブ 3-0500696071

361.8 アンダークラス 橋本健二 筑摩書房 3-0500647024
361.8 差別と弾圧の事件史 筒井功 河出書房新社 3-0500700625

366.8
世界一やさしいフリーラン
スの教科書１年生

高田ゲンキ ソーテック社 3-0500704866

367.3 親を棄てる子どもたち 大山眞人 平凡社 3-0500665000
367.9 ＬＧＢＴと家族のコトバ ＬＧＢＴＥＲ 双葉社 3-0500644174
368 つながりからみた自殺予防 太刀川弘和 人文書院 3-0500662752

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



文庫本
369

幸せを届けるボランティア
不幸を招くボランティア

田中優 河出書房新社 3-0500450081

369
ボランティア・市民活動助
成ガイドブック
２０１９－２０２０

東京ボランティア・市
民活動センター

3-0500713314

369.2 手話通訳者になろう 木村晴美 白水社 3-0500716953
369.2 生活保護と貧困対策 岩永理恵 有斐閣 3-0500650978

369.3
警視庁災害対策課ツイッ
ター防災ヒント１１０

日本経済新聞出
版社／編

日本経済新聞出版社 3-0500713118

369.4
思春期からの子ども虐待
予防教育

森岡満恵 明石書店 3-0500648150

369.4 私は虐待していない 柳原三佳 講談社 3-0500676519
370 学校ハラスメント 内田良 朝日新聞出版 3-0500671866
370 ２０２０年からの新しい学力 石川一郎 ＳＢクリエイティブ 3-0500719947
371 いじめ 村瀬学 ミネルヴァ書房 3-0500677981
371 学校を変えるいじめの科学 和久田学 日本評論社 3-0500681921
371 ９月１日 樹木希林 ポプラ社 3-0500711823

371
登校しぶり・不登校の子に
親ができること

下島かほる／監
修

講談社 3-0500720942

371 不登校支援の手引き 山崎透 金剛出版 3-0500657674

371
暴力を受けていい人はひと
りもいない

阿部真紀 高文研 3-0500646153

374
学校に居場所カフェをつく
ろう！

居場所カフェ立ち
上げプロジェクト
／編著

明石書店 3-0500712220

375 ホワイト部活動のすすめ 佐藤博志 教育開発研究所 3-0500688906

376.1
赤ちゃんはことばをどう学
ぶか

針生悦子 中央公論新社 3-0500712626

379
麹町中学校の型破り校長
非常識な教え

工藤勇一 ＳＢクリエイティブ 3-0500719951

379 祖父母学 大森弘 グッドブックス 3-0500657907

383.1 アンティーク着物万華鏡
岩田ちえ子／スタ
イリング

河出書房新社 3-0500701412

383.8 ダンプリングの歴史
バーバラ・ギャラ
ニ

原書房 3-0500715143

文庫本
389

アイヌの世界観 山田孝子 講談社 3-0500705966

ラベルの
記号

ティーンズ
407

ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ　Ｌａｂ 須貝駿貴 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500707072

410
数学ガールの秘密ノート
ビットとバイナリ―

結城浩 ＳＢクリエイティブ 3-0500708440

ティーンズ
443

１４歳からの宇宙論 佐藤勝彦 河出書房新社 3-0500712188

448
地元を再発見する！手書
き地図のつくり方

手書き地図推進
委員会／編著

学芸出版社 3-0500710929

451
今の空から天気を予想でき
る本

武田康男 緑書房 3-0500711769

472 野の花づくし　秋・冬編 木原浩／写真・文 平凡社 3-0500715632

493.7
「幸せにやせたい人」の心
の教科書

水島広子 さくら舎 3-0500705204

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



493.7
精神医療のゆらぎとひらめ
き

横田泉 日本評論社 3-0500708367

493.7
発達障害の私が夫と普通
に暮らすために書いている
ノート

ななしのうい Ｇ．Ｂ． 3-0500714617

493.9 子どものこころの世界 小倉清 遠見書房 3-0500713175

494 完全図解腎臓病のすべて
川村哲也／医学
監修

主婦の友社 3-0500710602

494 リハビリ 長谷川幹 岩波書店 3-0500708277
498.3 「空腹」こそ最強のクスリ 青木厚 アスコム 3-0500659429

498.8 産業医が診る働き方改革
産業医科大学／
編

西日本新聞社 3-0500683391

499
医者からもらった薬がわか
る実用ガイドブック

立川靖之／監修 宝島社 3-0500713246

507 ＡＩ救国論 大澤昇平 新潮社 3-0500721845

509
中小工場のためのＩｏＴ構築
入門

永山貴久 日刊工業新聞社 3-0500693205

514
高速ジャンクション＆橋梁
の鑑賞法

首都高速道路株
式会社／ほか監
修

講談社 3-0500712617

527
暮らしの快適ＲＥＦＯＲＭ
ｇｕｉｄｅ　ｖｏｌ．７

良質住まいのネット
ワーク

3-0500682579

543
太陽光発電のスマート基幹
電源化

井村順一／編著 日刊工業新聞社 3-0500674576

547.4
ＩｏＴ時代のサイバーセキュ
リティ

技術研究組合制
御システムセキュ
リティセンター／
編

エヌ・ティー・エス 3-0500643294

547.4
最新図解で早わかりＩｏＴビ
ジネスがまるごとわかる本

神谷雅史 ソーテック社 3-0500675169

547.4 知識ゼロからのＩｏＴ入門 高安篤史 幻冬舎 3-0500683580

547.4
日本型ＩｏＴビジネスモデル
の壁と突破口

大野治 日刊工業新聞社 3-0500668444

情報科学
547.5

はじめての今さら聞けない
Ｗｉ-Ｆｉの使い方

小出悠太郎 秀和システム 3-0500713975

548
知能はどこから生まれるの
か？

大須賀公一 近代科学社 3-0500648506

548 ロボットに倫理を教える Ｗ．ウォラック 名古屋大学出版会 3-0500653728
549 ＩｏＴ最強国家ニッポン 南川明 講談社 3-0500715596

ラベルの
記号

590
５８歳から日々を大切に小
さく暮らす

ショコラ すばる舎 3-0500708056

590 私のカントリー　Ｎｏ．１１０ 主婦と生活社 3-0500718825

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　１１
（ｎｏ．１４７）

主婦と生活社 3-0500727503

594
手縫いで作れる和布の小
物

ブティク社 3-0500710773

594.3 やさしさをまとう 川路ゆみこ 主婦の友社 3-0500720738
595 はじめてのやせ筋トレ とがわ愛 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500654931

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



595
ヘアゴム１本で無敵アレン
ジＢＯＯＫ

ｓｗｅｅｔ編集部 宝島社 3-0500706049

596
小泉武夫の味覚極楽舌っ
たけ

小泉武夫 東京堂出版 3-0500713954

596
面倒くさい日も、おいしく食
べたい！

一田憲子 ＳＢクリエイティブ 3-0500642469

597 片づけ脳 加藤俊徳 自由国民社 3-0500693797

598
やさしすぎるあなたがくた
びれないための介護ハンド
ブック

東田勉 大和書房 3-0500684950

子育て
599

僕たちは育児のモヤモヤを
もっと語っていいと思う

常見陽平 自由国民社 3-0500712636

619 麺の科学 山田昌治 講談社 3-0500706991

626
おいしく長く楽しめる！収穫
野菜の保存テク＆レシピ

五十嵐透／監修 ナツメ社 3-0500706394

648 ラム肉の歴史
ブライアン・ヤー
ヴィン

原書房 3-0500709671

ティーンズ
670

高校生からの商学入門
中央大学商学部
／編

中央大学出版部 3-0500710253

672 ４７都道府県・商店街百科 正木久仁／編著 丸善出版 3-0500706121
673 環境再興史 石弘之 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500720004

673
クレーム対応最強の話しか
た

山下由美 ダイヤモンド社 3-0500709516

673
誰も教えてくれない「紹介
営業」の教科書

福山敦士 同文舘出版 3-0500660281

673 はじめよう！移動販売 滝岡幸子 同文舘出版 3-0500711328

673
世界の夢のショッピング
モール＆デパート

パイインターナ
ショナル／編著

パイインターナショナ
ル

3-0500706817

675 サブトクリプション 雨宮寛二 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500705119
675 未来のブランドのつくり方 川島蓉子 ポプラ社 3-0500697272
678 ＷＴＯ　ＦＴＡ　ＣＰＴＰＰ 飯野文 弘文堂 3-0500717766

686
女性のための鉄道旅行入
門

蜂谷あす美 天夢人 3-0500706759

687 日航１２３便墜落の波紋 青山透子 河出書房新社 3-0500706360

ラベルの
記号

701 ルビンのツボ 齋藤亜矢 岩波書店 3-0500700528

702 アール・ブリュット
エミリー・シャンプ
ノワ

白水社 3-0500704057

702
チャートで読み解く美術史
入門

ナカムラクニオ 玄光社 3-0500716811

709 世界遺産 中村俊介 岩波書店 3-0500716263

721
面白いほどよくわかる浮世
絵入門

深光富士男 河出書房新社 3-0500712122

726 ヒグチユウコ 河出書房新社 3-0500711244
726 夜の絵 村山亜土／作 筑摩書房 3-0500706486
726 わたしを支えるもの 益田ミリ 幻冬舎 3-0500717430

733
手作りがうれしい木版画年
賀状

原田裕子 誠文堂新光社 3-0500720786

733 木版画を作ろう　応用編 古谷博子／監修 阿部出版 3-0500711004
753 カザフ刺繍 廣田千恵子 誠文堂新光社 3-0500713914
756 古美術手帖 ナカムラクニオ 玄光社 3-0500700606

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



760 最高の発表会のつくり方 ますこしょうこ 全音楽譜出版社 3-0500710210
760 ライブカルチャーの教科書 宮入恭平 青弓社 3-0500710513

763
シンプル！簡単！すぐに弾
ける保育のうた１２か月

ナツメ社 3-0500696213

769
大人のためのバレエの「食
事と栄養」

村田裕子／監修 メイツ出版 3-0500711403

772 中国京劇小辞典 魯大鳴 駿河台出版社 3-0500707491
774 歌舞伎さんぽ 小田豊二／文 柏書房 3-0500716087
780 オリンピックの輝き 佐藤次郎 東京書籍 3-0500693861

781
一生動けるカラダをつく
る！最高のラジオ体操

青山敏彦 朝日新聞出版 3-0500709622

783.6
５つのチカラで強くなる卓球
のメザトレ！

近藤欽司／監修 高橋書店 3-0500717787

783.7 球数制限 広尾晃 ビジネス社 3-0500712153

787
湘南・西湘・伊豆爆釣！堤
防釣り場ガイド

コスミック出版 3-0500708874

788
ロードバイクライディングの
コツ６０

別府匠／監修 メイツ出版 3-0500707982

798
「ついやってしまう」体験の
つくりかた

玉樹真一郎 ダイヤモンド社 3-0500713160

810
外国人のための英語でわ
かる日本語日常会話

栗田奈美 ナツメ社 3-0500671556

810 知っていますか日本のこと
ＪＡＳＳＯ日本語教
育センター／編集

ＪＡＳＳＯ日本語教育
センター

3-0500688791

810 ゼロからスタート日本語 Ｊリサーチ出版 Ｊリサーチ出版 3-0500693549

811
Ｍｙ　Ｆａｖｏｒｉｔｅ　ＫＡＮＪＩ
Ｂｏｏｋ

ブレット・メイヤー ナツメ社 3-0500689774

816
人もお金も動かす超スゴ
イ！文章術

金川顕教 すばる舎 3-0500684489

825
中国語は英語と比べて学
ぼう！　会話編

船田秀佳 ＩＢＣパブリッシング 3-0500659192

828
ニューエクスプレス＋台湾
語

村上嘉英 白水社 3-0500695113

829.3
ニューエクスプレス＋ビル
マ語

加藤昌彦 白水社 3-0500663427

829.3
ニューエクスプレス＋ラオ
ス語

鈴木玲子 白水社 3-0500695114

829.4
ニューエクスプレス＋マ
レー語

ファリダ・モハメッ
ド

白水社 3-0500663428

829.4 はじめてのマレーシア語
欧米・アジア語学
センター

明日香出版社 3-0500706839

829.6
ニューエクスプレス＋グル
ジア語

児島康宏 白水社 3-0500689416

831 英語スタイルブック 石井隆之
クロスメディア・ラン
ゲージ

3-0500707995

857 フランス語 ＪＴＢパブリッシング 3-0500689410
869 ポルトガルのポルトガル語 内藤理佳 白水社 3-0500669219

870
ニューエクスプレス＋イタリ
ア語

入江たまよ 白水社 3-0500679360

879
ニューエクスプレス＋ルー
マニア語

鈴木信吾 白水社 3-0500654855



880
基礎からのレッスンはじめ
てのロシア語

柚木かおり ナツメ社 3-0500690778

889
ニューエクスプレス＋ウクラ
イナ語

中澤英彦 白水社 3-0500689417

889
ニューエクスプレス＋セル
ビア語・クロアチア語

中島由美 白水社 3-0500654857

889
ニューエクスプレス＋チェコ
語

保川亜矢子 白水社 3-0500704079

893
ニューエクスプレス＋バス
ク語

吉田浩美 白水社 3-0500704080

ラベルの
記号

郷土青葉
369.4

あおばこそだてＢｏｏｋ
青葉区こども家庭
支援課／編

青葉区こども家庭支
援課

3-0500707195

郷土
175

御朱印でめぐる神奈川の
神社

『地球の歩き方』
編集室

ダイアモンド・ビッグ社 3-0500650875

郷土
376.1

びーのびーの幼稚園・認定
こども園・保育園ガイド
２０２０年入園版

びーのびーの　地
域ｒｅｍｉｘ／編集・
制作

びーのびーの 3-0500717240

郷土
596.3

ガチハンバーグ！
横浜市商店街総
連合会／編

横浜市商店街総連合
会

3-0500705340

「あたらしく入った本」11月号は、令和1年9月から同1年10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）


