
ラベルの
記号

901
お砂糖とスパイスと爆発的
な何か

北村紗衣 書肆侃侃房 3-0500701919

911.1 大伴旅人 中西進／編 祥伝社 3-0500718530
文庫本
911.3

季語うんちく事典 新海均／編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500723723

911.4 シルバー川柳　９
全国有料老人
ホーム協会／編

ポプラ社 3-0500719790

文庫本
913.6

警官の目 今野敏 双葉社 3-0500705467

913.6 白い濁流
小薮浩二郎／監
修

マガジンランド 3-0500722345

913.6/ｱ カナダ金貨の謎 有栖川有栖 講談社 3-0500723253
文庫本
913.6/ｱ

帰郷 浅田次郎 集英社 3-0500700541

文庫本
913.6/ｱ

黄緑のネームプレート 赤川次郎 光文社 3-0500720619

913.6/ｱ グッドバイ 朝井まかて 朝日新聞出版 3-0500735952
913.6/ｱ 灼熱 秋吉理香子 ＰＨＰ研究所 3-0500709088
913.6/ｱ 飛雲のごとく あさのあつこ 文藝春秋 3-0500715646
913.6/ｱ 人を乞う あさのあつこ 祥伝社 3-0500729126
913.6/ｱ 私の『曽我物語』 新井恵美子 展望社 3-0500682805
913.6/ｲ 逢瀬 石井希尚 徳間書店 3-0500718271
文庫本
913.6/ｲ

双風神 今村翔吾 祥伝社 3-0500705929

913.6/ｲ
天保十四年のキャリーオー
バー

五十嵐貴久 ＰＨＰ研究所 3-0500724271

文庫本
913.6/ｳ

破綻の音 上田秀人 幻冬舎 3-0500722816

913.6/ｴ 二人のカリスマ　上 江上剛 日経ＢＰ 3-0500724454

913.6/ｴ 二人のカリスマ　下 江上剛 日経ＢＰ 3-0500724455
913.6/ｵ 祝祭と予感 恩田陸 幻冬舎 3-0500726801
文庫本
913.6/ｵ

父の海 岡本さとる 光文社 3-0500689230

913.6/ｵ 夜明けまで眠らない 大沢在昌 双葉社 3-0500650396
913.6/ｵ ライオンのおやつ 小川糸 ポプラ社 3-0500728325
913.6/ｵ 楽園の真下 荻原浩 文藝春秋 3-0500720415
913.6/ｶ 菊花の仇討ち 梶よう子 文藝春秋 3-0500725177
913.6/ｶ スワロウテイルの消失点 川瀬七緒 講談社 3-0500708799
913.6/ｶ たそがれダンサーズ 桂望実 中央公論新社 3-0500719934
913.6/ｶ 定価のない本 門井慶喜 東京創元社 3-0500723314
913.6/ｶ 某 川上弘美 幻冬舎 3-0500721133
913.6/ｶ 熱源 川越宗一 文藝春秋 3-0500717140

あたらしく入った本
2019年12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

ちょっと今から人生かえてく
る

北川恵海 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500708634

913.6/ｸ トリニティ 窪美澄 新潮社 3-0500677016

913.6/ｺ Ｍ 小松成美 幻冬舎 3-0500710938
913.6/ｺ 逃避行 小杉健治 双葉社 3-0500722677
913.6/ｻ 愛と追憶の泥濘 坂井希久子 幻冬舎 3-0500708801
文庫本
913.6/ｻ

十手長屋物語　２ 坂岡真 角川春樹事務所 3-0500682257

文庫本
913.6/ｻ

まよい道 佐伯泰英 光文社 3-0500729094

913.6/ｼ ノワールをまとう女 神護かずみ 講談社 3-0500722800

913.6/ｼ 犯人に告ぐ　３ 雫井脩介 双葉社 3-0500714862
文庫本
913.6/ｼ

三日月邸花図鑑 白川紺子 講談社 3-0500723251

913.6/ｼ 盲剣楼奇譚 島田荘司 文藝春秋 3-0500716971
913.6/ｽ 太陽はひとりぼっち 鈴木るりか 小学館 3-0500730386

913.6/ｿ 腸詰小僧 曽根圭介 光文社 3-0500715617
913.6/ﾂ 欺（だま）す衆生 月村了衛 新潮社 3-0500716739
913.6/ﾂ ツナグ想い人の心得 辻村深月 新潮社 3-0500730866
913.6/ﾃ 巡礼の家 天童荒太 文藝春秋 3-0500726552
文庫本
913.6/ﾄ

提灯斬り 鳥羽亮 講談社 3-0500705949

913.6/ﾄ 廃墟の白墨 遠田潤子 光文社 3-0500722643
913.6/ﾅ 昭和天皇の声 中路啓太 文藝春秋 3-0500712713
ティーンズ
913.6/ﾅ

Ｒｅ：ゼロから始める異世界
生活　２１

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500724131

文庫本
913.6/ﾆ

恋のヒペリカムでは悲しみ
が続かない　上

二宮敦人 ＴＯブックス 3-0500727368

文庫本
913.6/ﾆ

恋のヒペリカムでは悲しみ
が続かない　下

二宮敦人 ＴＯブックス 3-0500727369

913.6/ﾇ 競歩王 額賀澪 光文社 3-0500722647
913.6/ﾊ 消えない星々との短い接触 原田マハ 幻冬舎 3-0500713711
文庫本
913.6/ﾊ

弧篷のひと 葉室麟 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500714845

文庫本
913.6/ﾊ

最高のオバハン 林真理子 文藝春秋 3-0500711479

913.6/ﾊ なめらかな世界と、その敵 伴名練 早川書房 3-0500715099
文庫本
913.6/ﾊ

野伏間の治助 長谷川卓 祥伝社 3-0500729137

文庫本
913.6/ﾋ

危険なビーナス 東野圭吾 講談社 3-0500713103

文庫本
913.6/ﾋ

恋のゴンドラ 東野圭吾 実業之日本社 3-0500727237

913.6/ﾎ 背中の蜘蛛 誉田哲也 双葉社 3-0500730404
913.6/ﾏ トリガー　上 真山仁 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500717487
913.6/ﾏ トリガー　下 真山仁 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500717488
913.6/ﾏ 人間 又吉直樹 毎日新聞出版 3-0500726699
913.6/ﾏ 初恋さがし 真梨幸子 新潮社 3-0500690766
913.6/ﾐ カエルの小指 道尾秀介 講談社 3-0500732641
文庫本
913.6/ﾐ

三鬼 宮部みゆき ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500698078



文庫本
913.6/ﾐ

絶唱 湊かなえ 新潮社 3-0500699003

913.6/ﾑ また明日 群ようこ 幻冬舎 3-0500722810
文庫本
913.6/ﾓ

神はいつ問われるのか？ 森博嗣 講談社 3-0500731489

ティーンズ
913.6/ﾕ

まじなう柱に忍び侘べ 結城光流 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500725039

913.6/ﾖ Ｉの悲劇 米澤穂信 文藝春秋 3-0500724349
913.6/ﾖ 逃亡小説集 吉田修一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500727383

914/ｷ
「捨てなきゃ」と言いながら
買っている

岸本葉子 双葉社 3-0500714863

914/ｷ
ドナルド・キーンの東京下
町日記

ドナルド・キーン 東京新聞 3-0500723832

914/ｾ 寂聴先生、ありがとう。 瀬尾まなほ 朝日新聞出版 3-0500696138
文庫本
914/ﾎ

よみがえる変態 星野源 文藝春秋 3-0500718121

914/ﾑ ヤットコスットコ女旅 室井滋 小学館 3-0500720366
文庫本
914/ﾖ

１０１歳。ひとり暮らしの心
得

吉沢久子 中央公論新社 3-0500715087

916/ｺ ＴＨＥ３０才男白血病！ 今象久傘 リーダーズノート出版 3-0500704859
916/ﾂ 潜行三千里 辻政信 毎日ワンズ 3-0500707110

916/ﾌ
ぼくはイエローでホワイト
で、ちょっとブルー

ブレイディみかこ 新潮社 3-0500699818

文庫本
923

折りたたみ北京 ケン・リュウ／編 早川書房 3-0500726844

933/ｵ 戦下の淡き光
マイケル・オン
ダーチェ

作品社 3-0500721567

933/ｸ レス
アンドリュー・
ショーン・グリア

早川書房 3-0500714856

933/ﾃ カッティング・エッジ
ジェフリー・ディー
ヴァー

文藝春秋 3-0500728772

933/ﾍ 掃除婦のための手引き書 ルシア・ベルリン 講談社 3-0500705055
文庫本
933/ﾎ

メインテーマは殺人
アンソニー・ホロ
ヴィッツ

東京創元社 3-0500725574

933/ﾓ
アウシュヴィッツのタトゥー
係

ヘザー・モリス 双葉社 3-0500721026

文庫本
949

ボーダー二つの世界
ヨン・アイヴィデ・
リンドクヴィスト

早川書房 3-0500723375

ラベルの
記号

情報科学
007.6

親子で学べるいちばんやさ
しいプログラミングおうちで
スタートＢＯＯＫ

熊谷基継 すばる舎 3-0500689744

情報科学
007.6

知識ゼロからはじめるＧＩＭ
Ｐの教科書

ソシムデザイン編
集部

ソシム 3-0500719261

情報科学
007.6

ネットで勝つ情報リテラシー 小木曽健 筑摩書房 3-0500719995

著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理



014 図書の修理とらの巻　続
書物の歴史と保
存修復に関する
研究会／編

澪標 3-0500712086

049 ギネス世界記録　２０２０
クレイグ・グレン
ディ／編

角川アスキー総合研
究所

3-0500717929

114 生死の覚悟 髙村薫 新潮社 3-0500689923

116 論理学超入門
グレアム・プリー
スト

岩波書店 3-0500691108

121 徂徠学の思想圏 中村春作 ぺりかん社 3-0500712144
文庫本
131

パイドン プラトン 光文社 3-0500689216

141 もの忘れと記憶の科学 五日市哲雄 日刊工業新聞社 3-0500717183

146
公認心理師のための臨床
心理学

大野博之／編 福村出版 3-0500710869

146.8
精神科医の話の聴き方１０
のセオリー

小山文彦 創元社 3-0500691186

186 四国八十八か所　〔２０１９〕 昭文社 3-0500715501
192 キリスト教と死 指昭博 中央公論新社 3-0500722213

207
歴史学で卒業論文を書くた
めに

村上紀夫 創元社 3-0500722030

209
大人のための「世界史」ゼ
ミ

鈴木菫 山川出版社 3-0500725244

210.1 「日本国紀」の天皇論 百田尚樹 産経新聞出版 3-0500730210

210.2
世界遺産百舌鳥・古市古
墳群をあるく

久世仁士 創元社 3-0500713917

210.4 戦国入門 二木謙一／監修 河出書房新社 3-0500721902

210.4
もし関ヶ原の戦いが１年続
いたら伊達政宗が天下を
統一した

井沢元彦 宝島社 3-0500720414

210.6 日本近現代史講義 山内昌之／編著 中央公論新社 3-0500714854

210.7 平成世相風俗史年表
世相風俗監察会
／編

河出書房新社 3-0500716758

233 一冊でわかるイギリス史 小林照夫／監修 河出書房新社 3-0500715318
281 お札に描かれる偉人たち 楠木誠一郎 講談社 3-0500730366

288
皇室ＴＨＥ　ＩＭＰＥＲＩＡＬ　Ｆ
ＡＭＩＬＹ　第８３号（令和元
年夏号）

扶桑社 3-0500712045

288 中世紋章史
ゲオルク・シャイ
ベルライター

八坂書房 3-0500714202

289/ｵ 織田信忠 和田裕弘 中央公論新社 3-0500715093
289/ｷ 海峡に立つ 許永中 小学館 3-0500717072
289/ｽ 菅原道真 滝川幸司 中央公論新社 3-0500722211

289/ﾅ
中村裕東京パラリンピック
をつくった男

岡邦行 ＫＴＣ中央出版 3-0500717149

291
４７都道府県の歴史と地理
がわかる事典

伊藤賀一 幻冬舎 3-0500724638

291.3
神奈川の山登り＆ハイキン
グ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500718461

291.3 昭和の東京さんぽ 旅行読売出版社 3-0500688128
291.3 横浜・鎌倉　〔２０１９〕 昭文社 3-0500718035

292.1
地球の歩き方　Ｄ　３８
（２０１９～２０２０２年版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500723401



ラベルの
記号

318.1 この国のたたみ方 佐々木信夫 新潮社 3-0500721846

319.1
朝鮮戦争と日本・台湾「侵
略」工作

江崎道朗 ＰＨＰ研究所 3-0500713981

参考書
320

模範六法　２０２０
判例六法編修委
員会／編

三省堂 3-0500732995

324 新注釈民法　１９
大村敦志／編集
代表

有斐閣 3-0500729813

332 未来への大分岐
マルクス・ガブリエ
ル

集英社 3-0500713111

332.1 日本への警告 ジム・ロジャーズ 講談社 3-0500707887

333
グローバル・バリューチェー
ン

猪俣哲史 日本経済新聞出版社 3-0500703253

333 日中未来遺産 岡田実 拓殖大学 3-0500705998
336.4 自分のことは話すな 吉原珠央 幻冬舎 3-0500710537

338 ビッグミステイク
マイケル・バトニッ
ク

日経ＢＰ 3-0500723761

338 ＷＨＹ　ＢＬＯＣＫＣＨＡＩＮ 坪井大輔 翔泳社 3-0500705972
360 ８０５０問題の深層 川北稔 ＮＨＫ出版 3-0500717318

361.4
コミュ障でも５分で増やせる
超人脈術

ＤａｉＧｏ マキノ出版 3-0500668432

文庫本
361.6

中世ヨーロッパの結婚と家
族

ジョゼフ・ギース 講談社 3-0500713523

ティーンズ
366.2

消防官になるには 益田美樹 ぺりかん社 3-0500712150

367.3 夫のトリセツ 黒川伊保子 講談社 3-0500731320

369.2
椅子に座ってできるシニア
の１，２分筋トレ体操５５

斎藤道雄 黎明書房 3-0500691595

369.2 グループホームで暮らす
すずきのぶよし／
ぶん

Ｓプランニング 3-0500724982

369.2 こわいこともあるけれど
すずきのぶよし／
ぶん

Ｓプランニング 3-0500724981

374 同窓会に行けない症候群 鈴木信行 日経ＢＰ 3-0500715132
ティーンズ
376.8

外国語学部 元木裕 ぺりかん社 3-0500713936

378
大人になった発達障害の
仲間たち

森マミ いのちのことば社 3-0500682995

ラベルの
記号

ティーンズ
404

カガク力を強くする！ 元村有希子 岩波書店 3-0500708279

412 数の女王 川添愛 東京書籍 3-0500706539
413 宇宙と宇宙をつなぐ数学 加藤文元 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500685779

451
「地球温暖化」の不都合な
真実

マーク・モラノ 日本評論社 3-0500699507

491 人体、なんでそうなった？ ネイサン・レンツ 化学同人 3-0500714018

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

自然科学・技術・工学



492
命を守る、救える！応急手
当〈イラスト図解〉事典

横田裕行／監修 主婦と生活社 3-0500714875

493.4 新しい腸の教科書 江田証 池田書店 3-0500696973

493.6
腰痛解消！「神の手」を持
つ１２人

現代書林特別取
材班／編

現代書林 3-0500703227

493.7
ウルトラ図解不安障害・パ
ニック

福西勇夫／監修 法研 3-0500721019

ティーンズ
493.7

心の病気ってなんだろう？ 松本卓也 平凡社 3-0500707616

文庫本
493.7

やめられない 帚木蓬生 集英社 3-0500715590

493.7 老化と脳科学 山本啓一
集英社インターナショ
ナル

3-0500712398

493.9
最新図解ＡＤＨＤの子ども
たちをサポートする本

榊原洋一 ナツメ社 3-0500663738

494 「痛み」も「コリ」も首次第 島崎広彦 清流出版 3-0500690799

494
後悔のない前立腺がん治
療

藤野邦夫 潮出版社 3-0500703317

495
４０代以上の女性がやって
はいけないこと

大塚邦明 春秋社 3-0500666708

496
聞こえているのに聞き取れ
ないＡＰＤがラクになる本

平野浩二 あさ出版 3-0500716935

498.3 筋肉は若返る！ 太田博明 さくら舎 3-0500712687

498.5
あらゆる不調をなくす毒消
し食

小垣佑一郎 アチーブメント出版 3-0500702929

498.9 DNA鑑定 梅津和夫 講談社 3-0500722604

501 精密への果てなき道
サイモン・ウィン
チェスター

早川書房 3-0500715098

509
ＩＯＳ　９００１の規格と審査
がこれ１冊でしっかりわか
る教科書

福西義晴 技術評論社 3-0500718625

517 禹王と治水の地域史 植村善博 古今書院 3-0500718217
518.8 人が集まる場所をつくる 国分裕正 白夜書房 3-0500717954

519
プラスチックの現実と未来
へのアイデア

高田秀重／監修 東京書籍 3-0500716812

519.5 土壌の汚染を知る 田中修三 技報堂出版 3-0500713885

520
すぐに役立つ最新建築基
準法と私道・境界・日照権
の法律とトラブル解決法

森公任／監修 三修社 3-0500722855

521 奈良の寺々 太田博太郎 吉川弘文館 3-0500723814

526 まちの居場所
日本建築学会／
編

鹿島出版会 3-0500721976

527
芸術家（アーティスト）のす
まいぶり

中村好文 ＬＩＸＩＬ出版 3-0500729166

531
わかる！使える！ばね入
門

日本ばね学会／
編

日刊工業新聞社 3-0500718235

537 昭和思い出バス点描 小林愉／写真 ネコ・パブリッシング 3-0500719895
538 月はすごい 佐伯和人 中央公論新社 3-0500722212
565 銅のはなし 吉村泰治 技報堂出版 3-0500714621
文庫本
566

鉄に聴け鍛冶屋列伝 遠藤ケイ 筑摩書房 3-0500720768

588 味の素「残業ゼロ」改革 石塚由紀夫 日本経済新聞出版社 3-0500731013



588
すべてはミルクから始まっ
た

高橋浩夫 同文舘出版 3-0500719767

ラベルの
記号

590 これからの暮らし計画 柳沢小実 大和書房 3-0500708035

590 日々ものさし１００ 後藤由紀子
パイインターナショナ
ル

3-0500720725

593
フォーマルウェアの教科書
〈洋装・和装〉

横山宗生
日本フォーマルウェア
文化普及協会

3-0500725603

593.3
発表会の手作りコスチュー
ム

ブティック社 3-0500718464

子育て
594.3

デイリーからお出かけまで
毎日着せたいベビー・ニット

岡本啓子 日東書院本社 3-0500723801

594.9
ニードルフェルトで作る不
思議などうぶつ

須佐沙知子 日東書院本社 3-0500722308

596
女子栄養大学栄養のなる
ほど実験室

吉田企世子／監
修

女子栄養大学出版部 3-0500720060

りんご
596

たのしい、わかりやすい料
理の本

枝元なほみ
全国手をつなぐ育成
会連合会

3-0500729593

596.3 まいにち湯豆腐 小田真規子 ダイヤモンド社 3-0500723395

597 ミニマリストな暮らし方
すばる舎編集部
／編

すばる舎 3-0500664674

598 やさしく知る産前・産後ケア 松峯寿美 高橋商店 3-0500723190

611
農で輝く！ホームレスや引
きこもりが人生を取り戻す
奇跡の農園

小島希世子 河出書房新社 3-0500713545

615 タネの未来 小林宙 家の光協会 3-0500722226

629
しかけに感動する「東京名
庭園」

烏賀陽百合 誠文堂新光社 3-0500727411

645
ドッグマッサージ実践テク
ニックＢＯＯＫ

山田りこ／監修 メイツ出版 3-0500695030

652 絶望の林業 田中淳夫 新泉社 3-0500712502

653 木々は歌う
デヴィッド・ジョー
ジ・ハスケル

築地書館 3-0500690463

673
商店経営者のためのスマ
ホ決済ＰａｙＰａｙ超入門

イトウジュンコ 商業界 3-0500715108

674 デザイン力の基本 ウジトモコ 日本実業出版社 3-0500713105
674 モダン図案 佐野宏明／編 光村推古書院 3-0500710854

675
伊藤まさこの買いものバン
ザイ！

伊藤まさこ 集英社 3-0500716727

675
日本の消費者は何を考え
てるのか？

野村総合研究所 東洋経済新報社 3-0500716297

文庫本
678

交易の世界史　上
ウィリアム・バーン
スタイン

筑摩書房 3-0500713663

文庫本
678

交易の世界史　下
ウィリアム・バーン
スタイン

筑摩書房 3-0500713664

681
図解「ペダルの踏み間違
い」はこれで防ぐ

高齢者安全運転
支援研究会／監
修

講談社 3-0500710850

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



681 免許返納セラピー
志堂寺和則／監
修

講談社 3-0500710851

686 明暗分かれる鉄道ビジネス 佐藤充 彩図社 3-0500725046

686
横浜線街と鉄道の歴史探
訪

山田亮 フォト・パブリッシング 3-0500708014

686 北朝鮮と観光 磯﨑敦仁 毎日新聞出版 3-0500709594

694
アンドロイドは初期設定で
使うな　２０１９年最新版

日経ＰＣ２１／編 日経ＢＰ社 3-0500661434

ラベルの
記号

文庫本
704

藝術のパトロン 矢代幸雄 中央公論新社 3-0500700169

704 独裁者のデザイン 松田行正 平凡社 3-0500719752
723 もっと知りたい岸田劉生 蔵屋美香 東京美術 3-0500718181
723 欲望の名画 中野京子 文藝春秋 3-0500714662
724 水墨画表現を磨く５０のコツ 鈴木昇岳 メイツ出版 3-0500716958

726 ボタニカル・カラーパレット
ビリー・ショーウェ
ル

マール社 3-0500716040

759 日本懐かしい駄玩具大全 堤哲哉 辰巳出版 3-0500688760

761 作曲の科学
フランソワ・デュボ
ワ

講談社 3-0500722602

762.3
革命と戦争のクラシック音
楽史

片山杜秀 ＮＨＫ出版 3-0500719978

764 スタン・ゲッツ
ドナルド・Ｌ・マギ
ン

新潮社 3-0500716741

775
学芸会・発表会・行事・部
活に使える！すっごくもりあ
がる児童劇シナリオ

福田哲男 学陽書房 3-0500712227

778 インフラグラム 港千尋 講談社 3-0500688872
780 「地元チーム」がある幸福 橘木俊詔 集英社 3-0500721837
ティーンズ
780

スポーツと君たち 佐藤善人／編著 大修館書店 3-0500714627

780 ＷＨＯ　Ｉ　ＡＭ 木村元彦／編著 集英社 3-0500716306
783.4 はじめてのラグビー 大野均／監修 世界文化社 3-0500690825

783.5
テニス・ダブルス勝つため
のポジショニング

高田充／監修 ナツメ社 3-0500705505

783.7 ドラフト最下位 村瀬秀信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500723341

785
５つのチカラで強くなる水泳
のメザトレ

奥野景介／監修 高橋書店 3-0500717786

785 水球必勝バイブル 塩田義法 メイツ出版 3-0500702955

786
山小屋ガールの癒されな
い日々

吉玉サキ 平凡社 3-0500699977

789
古武術でカラダがみるみる
蘇る

高橋佳三／監修 宝島社 3-0500714242

817
ＡＩに負けない子どもを育て
る

新井紀子 東洋経済新報社 3-0500719940

文庫本
818

方言の地図帳 佐藤亮一／編 講談社 3-0500713524

829.7
ニューエクスプレス＋現代
ヘブライ語

山田恵子 白水社 3-0500720074

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



830 「英語の学び方」入門 新多了 研究社 3-0500714227
834 英単語の語源図鑑　続 清水建二 かんき出版 3-0500718992

837
英語で説明する日本の歴
史人物

植田一三 語研 3-0500717262

849
ニューエクスプレス＋オラ
ンダ語

川村三喜男 白水社 3-0500714606

860
ニューエクスプレス＋スペ
イン語

福嶌教隆 白水社 3-0500704081

870
基礎からレッスンはじめて
のイタリア語

アンドレア・フィオ
レッティ

ナツメ社 3-0500707036

889
ニューエクスプレス＋ポー
ランド語

石井哲士朗 白水社 3-0500720072

ラベルの
記号

郷土
291.3

やまなみ五湖イベントガイ
ド　　２０１９
ＡＵＴＵＭＮ－ＷＩＮＴＥＲ

神奈川県政策局
政策部土地水源
対策課／編

神奈川県政策局政策
部土地水源対策課

3-0500721372

郷土
704

創造都市横浜ｍａｇａｚｉｎｅ
ｖｏｌ．１

アーツコミッショ
ン・ヨコハマ／編

アーツコミッション・ヨ
コハマ

3-0500700503

郷土
706

ヨコハマ・ギャラリー・マップ
２０１９－２０２０

横浜市民ギャラ
リー／編

横浜市民ギャラリー 3-0500718442

「あたらしく入った本」12月号は、令和1年10月から同1年11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）


