
ラベルの
記号

902 世界物語大事典
ローラ・ミラー／総
合編集

三省堂 3-0500730176

910 最後の一文 半沢幹一 笠間書院 3-0500724310
913.6/ｱ 計策師 赤神諒 朝日新聞出版 3-0500727673
913.6/ｱ どうしても生きてる 朝井リョウ 幻冬舎 3-0500728759
文庫本
913.6/ｱ

夜の署長　２ 安東能明 文藝春秋 3-0500735917

913.6/ｱ 私の家 青山七恵 集英社 3-0500727273
文庫本
913.6/ｲ

黄金雛 今村翔吾 祥伝社 3-0500734730

文庫本
913.6/ｲ

影がゆく 稲葉博一 早川書房 3-0500720724

913.6/ｲ 潮待ちの宿 伊東潤 文藝春秋 3-0500731745
913.6/ｲ 不審者 伊岡瞬 集英社 3-0500724498
文庫本
913.6/ｳ

続揺 上田秀人 徳間書店 3-0500729099

文庫本
913.6/ｳ

竜は動かず　上 上田秀人 講談社 3-0500689601

文庫本
913.6/ｳ

竜は動かず　下 上田秀人 講談社 3-0500689602

913.6/ｵ 小箱 小川洋子 朝日新聞出版 3-0500727670
913.6/ｵ 最果ての決闘者 逢坂剛 中央公論新社 3-0500730361
文庫本
913.6/ｵ

白銀（しろがね）の墟玄（く
ろ）の月　第１巻

小野不由美 新潮社 3-0500728565

913.6/ｵ 歩道橋シネマ 恩田陸 新潮社 3-0500739390

913.6/ｵ 約束された移動 小川洋子 河出書房新社 3-0500737696
ティーンズ
913.6/ｶ

ソードアート・オンライン
２２

川原礫 KADOKAWA 3-0500728009

文庫本
913.6/ｶ

眠れない凶四郎　３ 風野真知雄 文藝春秋 3-0500735922

913.6/ｷ チンギス紀　６ 北方謙三 集英社 3-0500741248
ティーンズ
913.6/ｸ

もえぎ草子 久保田香里／作 くもん出版 3-0500709601

913.6/ｺ スワン 呉勝浩 KADOKAWA 3-0500734335

913.6/ｺ
トリニティ、トリニティ、トリニ
ティ

小林エリカ 集英社 3-0500732633

913.6/ｻ 名残の花 澤田瞳子 新潮社 3-0500724481
文庫本
913.6/ｼ

迷い熊猛る 芝村凉也 双葉社 3-0500697556

ティーンズ
913.6/ﾂ

冒険考古学失われた世界
への時間旅行

堤隆 新泉社 3-0500708465

913.6/ﾄ 奔る男 堂場瞬一 中央公論新社 3-0500728217
913.6/ﾄ 沃野の刑事 堂場瞬一 講談社 3-0500739460

あたらしく入った本
2020年1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/ﾅ

大江戸少女カゲキ団　１ 中島要 角川春樹事務所 3-0500729275

913.6/ﾇ タスキメシ　―箱根― 額賀澪 小学館 3-0500735584
913.6/ﾊ 風神雷神　上 原田マハ ＰＨＰ研究所 3-0500733930
913.6/ﾊ 風神雷神　下 原田マハ ＰＨＰ研究所 3-0500733931

913.6/ﾊ 星と龍 葉室麟 朝日新聞出版 3-0500735950
文庫本
913.6/ﾊ

本所おけら長屋　１３ 畠山健二 ＰＨＰ研究所 3-0500711409

913.6/ﾌ 犯人選挙 深水黎一郎 講談社 3-0500722640
913.6/ﾎ 時空旅行者の砂時計 方丈貴恵 東京創元社 3-0500729219
913.6/ﾏ 三匹の子豚 真梨幸子 講談社 3-0500717302
大活字本
913.6/ﾐ

銀河鉄道の夜 宮沢賢治 三和書籍 3-0500728305

913.6/ﾐ 幽玄の絵師 三好昌子 新潮社 3-0500722639
913.6/ﾑ 生命式 村田沙耶香 河出書房新社 3-0500730373
913.6/ﾕ みちづれの猫 唯川恵 集英社 3-0500734737
913.6/ﾖ 雨に消えた向日葵 吉川英梨 幻冬舎 3-0500722811
文庫本
913.6/ﾜ

手のひらの京（みやこ） 綿矢りさ 新潮社 3-0500676329

914 ベニシアと正、人生の秋に 梶山正 風土社 3-0500721955

914/ｱ
倒れるときは前のめり
ふたたび

有川ひろ KADOKAWA 3-0500734324

914/ｲ 大人の流儀　９ 伊集院静 講談社 3-0500726701

914/ｼ
タピオカミルクティーで死に
かけた土曜日の午後

辛酸なめ子 ＰＨＰ研究所 3-0500717397

914/ﾏ しらふで生きる 町田康 幻冬舎 3-0500736081
920 いま、なぜ魯迅か 佐高信 集英社 3-0500730338

929.7 アンチ
ヨナタン・ヤヴィン
／作

岩波書店 3-0500725005

929.7 千一夜物語　１ ガラン 岩波書店 3-0500707853
929.7 千一夜物語　２ ガラン 岩波書店 3-0500729082
文庫本
933/ｱ

運命のコイン　上巻
ジェフリー・アー
チャー

新潮社 3-0500733410

文庫本
933/ｱ

運命のコイン　下巻
ジェフリー・アー
チャー

新潮社 3-0500733411

ティーンズ
933/ｱ

オリシャ戦記　PART１ トミ・アデイェミ 静山社 3-0500691563

933/ｲ マンハッタン・ビーチ
ジェニファー・イー
ガン

早川書房 3-0500707648

933/ﾌ ヒア・アイ・アム
ジョナサン・サフラ
ン・フォア

NHK出版 3-0500733056

文庫本
943/ﾉ

生者と死者に告ぐ ネレ・ノイハウス 東京創元社 3-0500733853

文庫本
976

溺れるものと救われるもの プリーモ・レーヴィ 朝日新聞出版 3-0500735955

ラベルの
記号

014 地域資料サービスの実践 蛭田廣一 日本図書館協会 3-0500717846
子育て
019

この本読んで！
第７２号（２０１９秋）

出版文化産業振興財
団

3-0500718036

130 哲学の解剖図鑑 小須田健 エクスナレッジ 3-0500727418

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



147 あなたが危ない！ 江原啓之 ホーム社 3-0500732088
159 人生を変える記録の力 ＤａｉＧｏ 実務教育出版 3-0500722818

159
本当の「頭のよさ」ってなん
だろう？

齋藤孝 誠文堂新光社 3-0500696086

193
聖書を原語で読んでみて
はじめてわかること

村岡崇光 いのちのことば社 3-0500721875

204 危機と人類　上
ジャレド・ダイアモ
ンド

日本経済新聞出版社 3-0500733531

204 危機と人類　下
ジャレド・ダイアモ
ンド

日本経済新聞出版社 3-0500733532

209 世界史のミカタ 井上章一 祥伝社 3-0500735121

209
なぜヒトラーはノーベル平
和賞候補になったのか

武田知弘 ビジネス社 3-0500726812

210 渡部昇一歴史への遺言 渡部昇一 ビジネス社 3-0500731770

210.7 昭和史七つの裏側 保阪正康
ＰＨＰエディターズ・グ
ループ

3-0500724576

222
チンギス・ハンとモンゴル帝
国の歩み

ジャック・ウェザー
フォード

パンローリング 3-0500732627

230 産業革命歴史図鑑
サイモン・フォー
ティー

原書房 3-0500722347

288 君主号の世界史 岡本隆司 新潮社 3-0500730341

288
皇室ＴＨＥ　ＩＭＰＥＲＩＡＬ
ＦＡＭＩＬＹ　第８４号

扶桑社 3-0500736441

288 持統天皇 瀧浪貞子 中央公論新社 3-0500730351
文庫本
288

天皇陵 外池昇 講談社 3-0500729675

289/ﾄ 大御所徳川家康 三鬼清一郎 中央公論新社 3-0500730354

292.2
地球の歩き方　Ｄ　１１
（２０２０～２０２１年版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500729359

292.5
地球の歩き方　Ｄ　３０
（２０２０～２０２１年版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500730999

294
地球の歩き方　Ｅ　１２
（２０２０～２０２１年版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500727429

297
地球の歩き方　Ｃ　１０
（２０２０～２０２１年版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500730998

ラベルの
記号

302.2 ２１００年の世界地図 峯陽一 岩波書店 3-0500716260
304 上級国民／下級国民 橘玲 小学館 3-0500710840

316 ヘイトスピーチとは何か
法学セミナー編集
部／編

日本評論社 3-0500716678

319.2 反日種族主義 李栄薫／編著 文藝春秋 3-0500738026
319.9 国連事務総長 田仁揆 中央公論新社 3-0500712614

324
いちばんわかりやすい相
続・贈与の本
’１９～’２０年版

曽根恵子 成美堂出版 3-0500712137

324 新注釈民法　７
大村敦志／編集
代表

有斐閣 3-0500739278

332.1 １９７０年体制 田村賢司 日経ＢＰ 3-0500733022

334 人口で語る世界史
ポール・モーラン
ド

文藝春秋 3-0500717314

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



336
ネイティブにほめられる英
語

西真理子 ダイヤモンド社 3-0500713157

336.1 野生化するイノベーション 清水洋 新潮社 3-0500714851

336.4 Ｔｈｉｎｋ　CIVILITY
クリスティーン・ポ
ラス

東洋経済新報社 3-0500702480

361.4 「カッコいい」とは何か 平野啓一郎 講談社 3-0500706977
361.6 サバイバル組織術 佐藤優 文藝春秋 3-0500707516

365
今日からはじめるライフプ
ラン　令和元年度版

地域社会ライフプラン
協会

3-0500707199

ティーンズ
366.2

臨床工学技士になるには 岩間靖典 ぺりかん社 3-0500718194

367.7 時が止まった部屋
小島美羽／ミニ
チュア制作・文

原書房 3-0500714678

368 つけびの村 高橋ユキ 晶文社 3-0500724188
368 本当の貧困の話をしよう 石井光太 文藝春秋 3-0500725168
参考書
371

図説　子ども事典
谷田貝公昭／責
任編集

一藝社 3-0500724311

ティーンズ
376.4

輝けきみの明日　〔２０２０〕

神奈川県教育委
員会教育局指導
部高校教育課／
編

神奈川県厚生福利振
興会

3-0500739519

参考書
376.8

音楽大学・学校案内
２０２０

音楽之友社 3-0500733097

参考書
376.8

全国大学受験年鑑
２０２０年入試対策用

旺文社 3-0500739174

378
子どもが発達障害といわれ
たら

中田洋二郎／監
修

中央法規出版 3-0500715369

391 独ソ戦 大木毅 岩波書店 3-0500708275

392
アメリカはなぜ戦争に負け
続けたのか

ハーラン・ウルマ
ン

中央公論新社 3-0500712613

ラベルの
記号

415 高次元空間を見る方法 小笠英志 講談社 3-0500722603
429 超ひも理論 ニュートンプレス 3-0500732666

440 天文年鑑　２０２０年版
天文年鑑編集委
員会／編

誠文堂新光社 3-0500740191

451 オーロラの日本史 岩橋清美 平凡社 3-0500672872
467 残酷な進化論 更科功 ＮＨＫ出版 3-0500728292
481 生き物の死にざま 稲垣栄洋 草思社 3-0500704433

490
心の持ち方ひとつで人生が
変わる！

髙橋伸忠 ＰＨＰ研究所 3-0500709095

492
あなたもツボ治療の達人に
なれる

土居望 青萠堂 3-0500704157

493.1 疲れない大百科 工藤孝文 ワニブックス 3-0500680920

493.4
大腸がん病後のケアと食
事

上野秀樹／監修 法研 3-0500721021

493.7 痴漢外来 原田隆之 筑摩書房 3-0500728356
493.7 脳卒中の再発を防ぐ本 平野照之／監修 講談社 3-0500720943

493.9
Ｑ＆Ａでわかる子どもの
ネット依存とゲーム障害

樋口進 少年写真新聞社 3-0500729165

502 世界を変える１００の技術 日経ＢＰ／編 日経ＢＰ 3-0500731354

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



507
親子で楽しむかんたんプラ
モデル

廣田恵介 スティングレイ 3-0500720526

509
〈図解〉品質コンプライアン
スのすべて

小林久貴
日本能率協会マネジ
メントセンター

3-0500725553

517
技術者に必要な河川災害・
地形の知識

末次忠司 鹿島出版会 3-0500730926

524
トコトンやさしい建築材料の
本

大垣賀津雄 日刊工業新聞社 3-0500731388

527 家に何を求めるのか 松井修三 創英社／三省堂書店 3-0500724319

531
トコトンやさしい機械力学の
本

三好孝典 日刊工業新聞社 3-0500726062

538 宇宙から帰ってきた日本人 稲泉連 文藝春秋 3-0500737778
547.4 Ａｎｇｕｌａｒ超入門 掌田津耶乃 秀和システム 3-0500699113
情報科学
547.4

ＷｏｒｄＰｒｅｓｓセキリュティ大
全

吉田哲也 秀和システム 3-0500731397

情報科学
547.5

無線LAN技術最強の指南
書

日経ＢＰ 3-0500727933

ラベルの
記号

590 今日も明日も楽しい暮らし 高橋ミナ WAVE出版 3-0500733115
590 私のカントリー　NO．１１１ 主婦と生活社 3-0500739575
文庫本
591

お金の得する情報４００ 長尾義弘 河出書房新社 3-0500737435

593.8 おしゃれ嫌い 米澤泉 幻冬舎 3-0500710538
594 福を招く干支のお針仕事 日本ヴォーグ社 3-0500734346

594.2
クロスステッチで楽しむレト
ロ模様

遠藤佐絵子 河出書房新社 3-0500731414

595 ダイエットの幻想 磯野真穂 筑摩書房 3-0500728364

595
つかむだけ！みるみるお腹
が凹むきくち体操

菊池和子 宝島社 3-0500689671

596 弾丸メシ 堂場瞬一 集英社 3-0500732086
596.2 おうちすし 野本やすゆき 世界文化社 3-0500728043

596.2
レイチェル・クーのスウェー
デンのキッチン

レイチェル・クー 世界文化社 3-0500728780

597
今あるもので「あか抜けた」
部屋になる。

荒井詩万 サンクチュアリ出版 3-0500662105

597
「無印良品ファイルボック
ス」みんなの収納術

主婦の友社 3-0500640831

599
赤ちゃんとママの熟睡ス
イッチ

小林麻利子 Ｇ．Ｂ． 3-0500738566

617 香木のきほん図鑑 山田英夫 世界文化社 3-0500731716

619
ニッポンの地紅茶
《完全ガイド》

藤原一輝／監修 エイ出版社 3-0500724512

文庫本
625

ききりんご紀行 谷村志穂 集英社 3-0500722599

626 トマトの歴史
クラリッサ・ハイマ
ン

原書房 3-0500731776

627 ビザールプランツ 小林浩／監修 主婦の友社 3-0500710612
664 日本捕鯨史　〈概説〉 中園成生 古小烏舎 3-0500722394

673
与儀美容室がお客さまから
学んだ美しい生き方

与儀育子 ベストセラーズ 3-0500720691

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



675
事例で学ぶサブスクリプ
ション

小宮紳一 秀和システム 3-0500721541

685
全国ローカル路線バスベス
トルート１００

風来堂／編 実業之日本社 3-0500706022

686 鉄道ダイヤがつくれる本 高木亮 オーム社 3-0500725147

686
東急電鉄車輌と技術の系
譜

荻原俊夫 かや書房 3-0500715384

686
６０歳からのひとり旅鉄道
旅行術

松本典久 天夢人 3-0500713723

ラベルの
記号

720 自画像のゆくえ 森村泰昌 光文社 3-0500730508

723 ＃名画で学ぶ主婦業　〔２〕
田中久美子／監
修

宝島社 3-0500692931

748 光の田園物語 今森光彦 クレヴィス 3-0500716803
760 クラシック名曲全史 松田亜有子 ダイヤモンド社 3-0500727427
762.3 ラヴェル 井上さつき 音楽之友社 3-0500731398
766 オペラ入門 許光俊 講談社 3-0500730335
774 夢見鳥 中村吉右衛門 日本経済新聞出版社 3-0500711820
778/ｷ この世を生き切る醍醐味 樹木希林 朝日新聞出版 3-0500713095

779 ゴミ清掃員の日常
滝沢秀一／原作・
構成

講談社 3-0500693961

文庫本
779

絶滅危惧職、講談師を生き
る

神田松之丞 新潮社 3-0500733397

779
僕の人生には事件が起き
ない

岩井勇気 新潮社 3-0500724484

780 究極の歩き方
アシックススポー
ツ工学研究所

講談社 3-0500722608

797
もっと夢中になる！トランプ
の本

草場純 主婦の友社 3-0500726448

801 よくわかる言語学 窪薗晴夫／編著 ミネルヴァ書房 3-0500725586

809
ますます心とカラダを整え
るおとなのための１分音読

山口謠司 自由国民社 3-0500730524

817 大人の読解力を鍛える 齋藤孝 幻冬舎 3-0500724639

829.5
ニューエクスプレス＋モン
ゴル語

橋本勝 白水社 3-0500727682

830 東大「ずる勉」英語 ただっち ぱる出版 3-0500718285

835
ヘミングウェイで学ぶ英文
法

倉林秀男 アスク出版 3-0500716684

889
ニューエクスプレス＋リトア
ニア語

櫻井映子 白水社 3-0500727683

ラベルの
記号

郷土
751

博士の愛した中国陶磁
早稲田大学會津
八一記念博物館
／編

早稲田大学會津八一
記念博物館

3-0500687246

郷土
783.7

敗戦から立ち上がった少年
たち

田代昌史 ヨコハマともだち会 3-0500702698

「あたらしく入った本」1月号は、令和１年11月から同1年12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。

(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

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）


