
ラベルの
記号

902
このミステリーがすごい！
２０２０年版

『このミステリーが
すごい！』編集部
／編

宝島社 3-0500745753

910 芥川賞直木賞秘話 高橋一清 青志社 3-0500752257

ティーンズ
910

このライトノベルがすご
い！ ２０２０

『このライトノベル
がすごい！』編集
部／編

宝島社 3-0500741006

910
平安時代の笑いと日本文
化

金小英 早稲田大学出版部 3-0500747708

911.1 英語で味わう万葉集
ピーター・Ｊ・マクミ
ラン

文藝春秋 3-0500747611

911.3 ＡＩ俳句とこれまでの俳句 渡邊清 東銀座出版社 3-0500747547

911.3
夏井いつきの３６５日季語
手帖　２０２０年版

夏井いつき レゾンクリエイト 3-0500751387

文庫本
911.3

俳句のための基礎用語事
典

角川書店／編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500740001

912/ｸ
ＮＨＫ大河ドラマ「いだてん」
完全シナリオ集　第２部

宮藤官九郎 文藝春秋 3-0500747690

文庫本
913.6

あなたの不幸は密の味 辻村深月 ＰＨＰ研究所 3-0500705152

文庫本
913.6

妖し 恩田陸 文藝春秋 3-0500743981

文庫本
913.6

行きたくない 阿川せんり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500698112

文庫本
913.6

宮辻薬東宮 宮部みゆき 講談社 3-0500738433

913.6/ｱ
居酒屋ぼったくり
おかわり！

秋川滝美 アルファポリス 3-0500742992

913.6/ｱ イマジン？ 有川ひろ 幻冬舎 3-0500755104
913.6/ｱ 女童 赤松利市 光文社 3-0500747958
文庫本
913.6/ｱ

バック・ステージ 芦沢央 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500723704

913.6/ｱ
三毛猫ホームズの裁きの
日

赤川次郎 光文社 3-0500739651

913.6/ｱ 森があふれる 彩瀬まる 河出書房新社 3-0500712641
文庫本
913.6/ｲ

悪寒 伊岡瞬 集英社 3-0500716013

文庫本
913.6/ｲ

お師匠さま、整いました！ 泉ゆたか 講談社 3-0500747205

文庫本
913.6/ｲ

怪盗鼠推参　４ 稲葉稔 幻冬舎 3-0500744754

913.6/ｳ かか 宇佐見りん 河出書房新社 3-0500738478
913.6/ｳ 紙鑑定士の事件ファイル 歌田年 宝島社 3-0500752705

あたらしく入った本
2020年3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/ｳ

急報 上田秀人 光文社 3-0500752097

文庫本
913.6/ｳ

研鑽 上田秀人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500351392

913.6/ｳ 黒鳥の湖 宇佐美まこと 祥伝社 3-0500745893
913.6/ｳ 本意に非ず 上田秀人 文藝春秋 3-0500736596

913.6/ｴ 僕たちの不思議な物語 ＥＩＫＯ
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500743540

913.6/ｵ
あずかりやさん
彼女の青い鳥

大山淳子 ポプラ社 3-0500687719

文庫本
913.6/ｵ

消滅　上 恩田陸 幻冬舎 3-0500658091

文庫本
913.6/ｵ

消滅　下 恩田陸 幻冬舎 3-0500658092

913.6/ｵ
それ以上でも、それ以下で
もない

折輝真透 早川書房 3-0500740141

文庫本
913.6/ｵ

ひだまりに花の咲く 沖田円 スターツ出版 3-0500709081

文庫本
913.6/ｶ

汝（きみ）よさらば　３ 門田泰明 祥伝社 3-0500729135

913.6/ｶ 聖者のかけら 川添愛 新潮社 3-0500733795

ティーンズ
913.6/ｶ

ソードアート・オンライン
２３

川原礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500744778

913.6/ｶ ママ 神津凛子 講談社 3-0500751916
913.6/ｷ 首 北野武 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500748568
文庫本
913.6/ｷ

書楼弔堂 京極夏彦 集英社 3-0500739245

913.6/ｷ 冬子の場所 喜多哲正 同時代社 3-0500731019
913.6/ｷ 万波を翔る 木内昇 日本経済新聞出版社 3-0500716747
文庫本
913.6/ｸ

黒医 久坂部羊 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500750138

913.6/ｺ 歌舞伎座の怪紳士 近藤史恵 徳間書店 3-0500757419
913.6/ｺ コゴロシムラ 木原音瀬 講談社 3-0500742101
913.6/ｺ 清明 今野敏 新潮社 3-0500754515
913.6/ｻ ゴーストアンドポリス 佐野晶 小学館 3-0500747688
913.6/ｻ サンズイ 笹本稜平 光文社 3-0500732002

913.6/ｻ 稚児桜 澤田瞳子 淡交社 3-0500749419
913.6/ｻ 忠臣蔵の姫阿久利 佐々木裕一 小学館 3-0500744965
913.6/ｻ 抵抗都市 佐々木譲 集英社 3-0500746093
文庫本
913.6/ｻ

初午祝言 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500750151

文庫本
913.6/ｻ

ひなげし雨竜剣 坂岡真 光文社 3-0500597421

913.6/ｼ 看守の流儀 城山真一 宝島社 3-0500745370
文庫本
913.6/ｼ

岐山の蝶 篠綾子 集英社 3-0500747893

913.6/ｼ 地面師たち 新庄耕 集英社 3-0500744031
913.6/ｼ 新蔵唐行き 志水辰夫 双葉社 3-0500730400
913.6/ｼ 夏服を着た恋人たち 小路幸也 祥伝社 3-0500729125
913.6/ｽ 里奈の物語 鈴木大介 文藝春秋 3-0500741693

913.6/ﾀ
おとぎカンパニー
日本昔ばなし編

田丸雅智 光文社 3-0500747960



913.6/ﾀ 音に聞く 髙尾長良 文藝春秋 3-0500739726
文庫本
913.6/ﾀ

かっぱ先生ないしょ話 田牧大和 実業之日本社 3-0500744065

913.6/ﾀ
カム・ギャザー・ラウンド・
ピープル

高山羽根子 集英社 3-0500706985

913.6/ﾀ まほり 高田大介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500726203
913.6/ﾁ さんかく 千早茜 祥伝社 3-0500734725
913.6/ﾁ デッドライン 千葉雅也 新潮社 3-0500741596
文庫本
913.6/ﾂ

浮遊霊ブラジル 津村記久子 文藝春秋 3-0500751252

文庫本
913.6/ﾂ

希みの文 辻堂魁 祥伝社 3-0500745890

913.6/ﾄ インタビューズ 堂場瞬一 河出書房新社 3-0500751913
913.6/ﾄ 改良 遠野遥 河出書房新社 3-0500738479
文庫本
913.6/ﾄ

垂れ込み 堂場瞬一 角川春樹事務所 3-0500753348

913.6/ﾅ 青い秋 中森明夫 光文社 3-0500732124
913.6/ﾅ 風間教場 長岡弘樹 小学館 3-0500747689
913.6/ﾅ 騒がしい楽園 中山七里 朝日新聞出版 3-0500751283
913.6/ﾅ 小説「安楽死特区」 長尾和宏 ブックマン社 3-0500747384
文庫本
913.6/ﾅ

秘剣の名医　３ 永井義男 コスミック社 3-0500687982

913.6/ﾅ 恋愛禁止 長江俊和 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500749935
913.6/ﾆ 沈黙の目撃者 西澤保彦 徳間書店 3-0500734868
文庫本
913.6/ﾆ

七丁目まで空が象色 似鳥鶏 文藝春秋 3-0500751251

913.6/ﾊ ザ・ロイヤルファミリー 早見和真 新潮社 3-0500733793
文庫本
913.6/ﾊ

デトロイト美術館の奇跡 原田マハ 新潮社 3-0500749754

913.6/ﾊ まずはこれ食べて 原田ひ香 双葉社 3-0500747726
文庫本
913.6/ﾊ

私はスカーレット　１ 林真理子 小学館 3-0500726689

文庫本
913.6/ﾌ

風よ哭け 藤原緋沙子 祥伝社 3-0500752542

文庫本
913.6/ﾌ

すみれ屋敷の罪人 降田天 宝島社 3-0500752109

913.6/ﾌ 涙をなくした君に 藤野恵美 新潮社 3-0500747595
913.6/ﾌ 奈落 古市憲寿 新潮社 3-0500749375
913.6/ﾌ 老警 古野まほろ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500742092
文庫本
913.6/ﾎ

活版印刷三日月堂　〔６〕 ほしおさなえ ポプラ社 3-0500751343

大活字本
913.6/ﾐ

風の又三郎 宮沢賢治 三和書籍 3-0500747328

文庫本
913.6/ﾐ

この世の春　上巻 宮部みゆき 新潮社 3-0500741583

文庫本
913.6/ﾐ

この世の春　中巻 宮部みゆき 新潮社 3-0500741584

文庫本
913.6/ﾐ

この世の春　下巻 宮部みゆき 新潮社 3-0500741585

大活字本
913.6/ﾐ

セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治 三和書籍 3-0500737045

913.6/ﾑ 思い出の味、つくります。 宗河美幸 ライティング 3-0500738963
913.6/ﾑ 今日もお疲れさま 群ようこ 角川春樹事務所 3-0500753345



913.6/ﾔ 後家殺し 山本一力 小学館 3-0500741386
913.6/ﾔ 太平洋食堂 柳広司 小学館 3-0500755485
913.6/ﾔ 僕は発達凸凹の大学生 山田隆一 星和書店 3-0500714190
913.6/ﾔ リボンの男 山崎ナオコーラ 河出書房新社 3-0500745700
文庫本
913.6/ﾕ

神さま気どりの客はどこか
でそっと死んでください

夕鷺かのう 集英社 3-0500748402

913.6/ﾕ マジカルグランマ 柚木麻子 朝日新聞出版 3-0500679438
文庫本
913.6/ﾕ

臨床真理 柚月裕子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500724111

文庫本
913.6/ﾜ

提灯奉行　〔３〕 和久田正明 小学館 3-0500719133

914 タイトル読本 高橋輝次／編著 左右社 3-0500720382
914/ｳ 生きづらさについて考える 内田樹 毎日新聞出版 3-0500714537

914/ｶ
希望という名のアナログ日
記

角田光代 小学館 3-0500734396

914/ｷ 力をぬいて 銀色夏生 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500740613

914/ｺ
聡乃学習（サトスナワチワ
ザヲナラウ）

小林聡美 幻冬舎 3-0500741723

914/ｻ 気がつけば、終着駅 佐藤愛子 中央公論新社 3-0500744795
914/ｾ くすりになることば 瀬戸内寂聴 光文社 3-0500747966
914/ﾏ べらぼうくん 万城目学 文藝春秋 3-0500728784
914/ﾑ この国は、変われないの？ 室井佑月 新日本出版社 3-0500752200
文庫本
916/ｺ

全盲の弁護士竹下義樹 小林照幸 岩波書店 3-0500747198

916/ｼ
介護のうしろから「がん」が
来た！

篠田節子 集英社 3-0500726761

933/ｳ 銀の仮面
ヒュー・ウォル
ポール

東京創元社 3-0500748091

933/ｵ ただの眠りを
ローレンス・オズ
ボーン

早川書房 3-0500752582

文庫本
933/ｶ

四つの凶器
ジョン・ディクスン・
カー

東京創元社 3-0500748092

933/ｿ 十二月の十日
ジョージ・ソーン
ダーズ

河出書房新社 3-0500746050

文庫本
933/ﾃ

５５
ジェイムズ・デ
ラーギー

早川書房 3-0500748451

933/ﾊ 西への出口 モーシン・ハミッド 新潮社 3-0500749377
文庫本
933/ﾎ

サンタクロース少年の冒険
ライマン・フラン
ク・ボーム

新潮社 3-0500741951

ティーンズ
933/ﾒ

スアレス一家は、今日もに
ぎやか

メグ・メディナ あすなろ書房 3-0500745755

りんご
936

ジョーイ
ジョーイ・ディーコ
ン

高文研 3-0500744568

外国語
943/S

Ｓｔｒａｆｅ
Ｆｅｒｄｉｎａｎｄ　ｖｏｎ
Ｓｃｈｉｒａｃｈ

ｂｔｂ 3-0500746729

949
グレタたったひとりのストラ
イキ

マレーナ・エルン
マン

海と月社 3-0500725662

文庫本
953/ﾐ

ラ・ボエーム
アンリ・ミュル
ジェール

光文社 3-0500745575

963 俺の歯の話 バレリア・ルイセリ 白水社 3-0500751004

973 失われた女の子
エレナ・フェッラン
テ

早川書房 3-0500748442



文庫本
983

賭博者 ドストエフスキー 光文社 3-0500745574

ラベルの
記号

情報科学
007

最新ＩＴトレンドの動向と関
連技術がよ～くわかる本

小宮紳一／監修 秀和システム 3-0500722787

007.1 ＡＩには何ができないか
メレディス・ブル
サード

作品社 3-0500710966

情報科学
007.1

ＡＩの時代と法 小塚荘一郎 岩波書店 3-0500740795

情報科学
007.1

ＡＩフロンティア 保科学世／監修 日本経済新聞出版社 3-0500747159

情報科学
007.1

機械学習しませんか クジラ飛行机 ソシム 3-0500747385

情報科学
007.1

人間のトリセツ 黒川伊保子 筑摩書房 3-0500744915

情報科学
007.1

わが子をＡＩの奴隷にしない
ために

竹内薫 新潮社 3-0500746843

情報科学
007.3

顧客に響くシステム提案メ
ソッド

武町久美子 日経ＢＰ社 3-0500748549

007.3 時間とテクノロジー 佐々木俊尚 光文社 3-0500747613
情報科学
007.6

今すぐ使えるかんたん
Windows　１０

オンサイト 技術評論社 3-0500743967

情報科学
007.6

Ｅｘｃｅｌ文書作成基本＆便
利技

稲村暢子 技術評論社 3-0500741642

情報科学
007.6

数万件の汚いエクセルデー
タに困っている人のための
Ｅｘｃｅｌ多量データクレンジ
ング

村田吉徳 秀和システム 3-0500725135

情報科学
007.6

図解入門　よくわかる最新
データマイニングの基本と
仕組み

若狭直道 秀和システム 3-0500735246

情報科学
007.6

先輩がやさしく教えるセ
キュリティの知識と実務

橋本和則 翔泳社 3-0500721454

情報科学
007.6

できるExcelグラフ きたみあきこ インプレス 3-0500742549

情報科学
007.6

できるExcelピボットテーブ
ル

門脇香奈子 インプレス 3-0500742548

007.6 データ資本主義 野口悠紀雄 日本経済新聞出版社 3-0500722758

情報科学
007.6

知識ゼロから学ぶExcel　Ｖ
ＢＡプログラミングユーザー
フォーム＆コントロール

横山達大 秀和システム 3-0500748507

情報科学
007.6

プログラミングをわが子の
教えられるようになる本

郷和貴 フォレスト出版 3-0500747209

014
水濡れから図書館資料を
救おう！

眞野節雄／編著 日本図書館協会 3-0500733758

015 読書会入門 山本多津也 幻冬舎 3-0500724641
015 レファレンスと図書館 大串夏身 皓星社 3-0500740688

016 炎の中の図書館
スーザン・オーリ
アン

早川書房 3-0500740166

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理



017
「学校図書館ガイドライン」
活用ハンドブック　実践編

堀川照代／編著 悠光堂 3-0500727370

018 専門図書館探訪 青柳英治／共著 勉誠出版 3-0500734305

019
いつだって読むのは目の
前の一冊なのだ

池澤夏樹 作品社 3-0500747376

子育て
019

この本読んで！
第７３号（２０１９冬）

出版文化産業振興財
団

3-0500743271

024 私は本屋が好きでした 永江朗 太郎次郎社エディタス 3-0500741578
070 戦争取材と自己責任 安田純平 ｄZERO 3-0500747582
082 新書　漢文大系　４０ 今井宇三郎 明治書院 3-0500720696

122
中国古典名著の読みどこ
ろ、使いどころ

守屋淳 ＰＨＰ研究所 3-0500749925

141 心にとって時間とは何か 青山拓央 講談社 3-0500745899

141
「発想力」と「想像力」を磨く
東大アイデア

西岡壱誠 マガジンハウス 3-0500745883

147
あなたにいま必要な神様が
見つかる本

桜井識子 ＰＨＰ研究所 3-0500699447

147
亡くなった人と話しません
か

サトミ 幻冬舎 3-0500752250

159 あきらめると、うまくいく 藤野智哉 ワニブックス 3-0500733540
159 ５０代からの人生戦略 佐藤優 青春出版社 3-0500751918
159 人生の諸問題五十路越え 小田嶋隆 日経ＢＰ 3-0500704069
167 イスラム２．０ 飯山陽 河出書房新社 3-0500741290
ティーンズ
164

はじめてのギリシア神話 松村一男 筑摩書房 3-0500712461

175 二十二社 島田裕巳 幻冬舎 3-0500741983
192 女のキリスト教史 竹下節子 筑摩書房 3-0500744921

209
暗記がいらない世界史の
教科書

神野正史 ＰＨＰ研究所 3-0500749913

210.3 人物でわかる日本書紀 古川順弘 山川出版社 3-0500749435
210.3 はじめての日本古代史 倉本一宏 筑摩書房 3-0500744924
210.4 明智家の末裔たち 明智憲三郎 河出書房新社 3-0500749814

文庫本
210.4

学校では教えてくれない戦
国史の授業裏切りの秀吉
誤算の家康

井沢元彦 ＰＨＰ研究所 3-0500743483

210.4
図説一冊で学び直せる戦
国史の本

後藤武士／監修 学研プラス 3-0500747734

文庫本
210.4

なぜ武士は生まれたのか 本郷和人 文藝春秋 3-0500743984

210.5 江戸の家計簿 磯田道史／監修 宝島社 3-0500752687

232 古代ローマ名将列伝
エイドリアン・ゴー
ルズワーシー

白水社 3-0500751005

280 天才たちの人生図鑑 山﨑圭一／監修 宝島社 3-0500752110
文庫本
288

皇帝フリードリッヒ二世の生
涯　上巻

塩野七生 新潮社 3-0500749750

文庫本
288

皇帝フリードリッヒ二世の生
涯　下巻

塩野七生 新潮社 3-0500749751

文庫本
288

残酷な王と悲しみの王妃
２

中野京子 集英社 3-0500747891

288 世界の国旗 日本文芸社 3-0500749395

288 戦国大名北条氏の歴史
小田原城総合管
理事務所／編

吉川弘文館 3-0500744847

288
天皇陛下ご即位３０年記念
両陛下のお歩み

扶桑社『皇室』編
集部／編

日本文化興隆財団 3-0500730281



289/ｱ 明智光秀の生涯 諏訪勝則 吉川弘文館 3-0500739720
289/ｱ 野村克也、明智光秀を語る 野村克也 プレジデント社 3-0500747626
289/ｱ 室町の覇者足利義満 桃崎有一郎 筑摩書房 3-0500751886

289/ｵ
信長「歴史的人間」とは何
か

本郷和人 トランスビュー 3-0500747877

290 エベレストには登らない 角幡唯介 小学館 3-0500743699
文庫本
290

大人の旅じたく 柳沢小実 マイナビ出版 3-0500748537

文庫本
290

図説探検地図の歴史 Ｒ．Ａ．スケルトン 筑摩書房 3-0500745733

290
なるほど知図帳世界
２０２０

昭文社 3-0500740178

291
今がわかる時代がわかる
日本地図　２０２０年版

成美堂出版編集
部／編集

成美堂出版 3-0500743954

291
なるほど知図帳日本　　　２
０２０

昭文社 3-0500740181

291.3 鎌倉街道平成に歩く 塩澤裕 さきたま出版会 3-0500736579

291.3
古地図で大江戸おさんぽ
マップ

山本博文／監修 実業之日本社 3-0500735280

291.3
超詳細！横浜さんぽ地図
〔２０１９〕

昭文社 3-0500739912

291.3 わたしの好きな街
SUUMOタウン編
集部／監修

ポプラ社 3-0500746034

292.2 上海 殿木圭一 岩波書店 3-0500740460
292.2 台北　〔２０２０〕 ＪＴＢパブリッシング 3-0500752129

292.2
台湾ランキング＆マル得テ
クニック！３１０

ダイヤモンド・ビッグ社 3-0500754132

292.3
地球の歩き方　Ｄ　２０
（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 3-0500746615

292.3
地球の歩き方　Ｄ　２２
（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 3-0500746616

292.4
地球の歩き方　Ｄ　２７
（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 3-0500748474

295
地球の歩き方　Ｂ　０２
（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 3-0500738632

295
地球の歩き方　Ｂ　０６
（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 3-0500692381

296
地球の歩き方　Ｂ　２３
（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 3-0500746614

297
地球の歩き方　Ｃ　０４
（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 3-0500738633

ラベルの
記号

302.2 パレスチナを生きる 渡辺丘 朝日新聞出版 3-0500739625
304 とりあたま元年 西原理恵子 新潮社 3-0500749374
304 ２０３０年の世界地図帳 落合陽一 ＳＢクリエイティブ 3-0500738611

304 ルトワックの日本改造論
エドワード・ルト
ワック

飛鳥新社 3-0500746866

313 天皇と戸籍 遠藤正敬 筑摩書房 3-0500738098
319 日韓激突 手嶋龍一 中央公論新社 3-0500747591
319.1 日本が消える日 佐々木類 ハート出版 3-0500735995
331 時間資本主義の時代 松岡真宏 日本経済新聞出版社 3-0500744594

社会科学
（NDC300-399）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



335.1 世界標準の経営理論 入山章栄 ダイヤモンド社 3-0500746624
335.1 孫正義 井上篤夫 日経ＢＰ 3-0500748850

335.1
６０分でわかる！ＳＤＧｓ超
入門

バウンド 技術評論社 3-0500738896

336
ビジョナリーカンパニー弾
み車の法則

ジム・コリンズ 日経ＢＰ 3-0500750941

336.8
経営コンサルタントの教科
書

小宮一慶 日経ＢＰ 3-0500746075

338 新アジアビジネス 松島大輔 日経ＢＰ 3-0500742610
361 超高層のバベル 見田宗介 講談社 3-0500745926
361.4 神トーーク 星渉 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500707632

361.6 スクエア・アンド・タワー　下
ニーアル・ファー
ガソン

東洋経済新報社 3-0500744769

366.2
いちばんやさしい副業の始
め方がわかる本

成美堂出版編集
部／編著

成美堂出版 3-0500730919

366.2
ＶＲが変えるこれからの仕
事図鑑

赤津慧 光文社 3-0500715622

367.7 中高年がひきこもる理由 桝田智彦 青春出版社 3-0500743768

369.4
「孤独な育児」のない社会
へ

榊原智子 岩波書店 3-0500740459

369.9
「国境なき医師団」になろ
う！

いとうせいこう 講談社 3-0500722606
ティーンズ
376.8

不登校・中退生のための進
路相談室　２０２０

学びリンク 3-0500720070

378 Ｌｅｔ’ｓ　Ｔｒｙ国際手話
『Ｌｅｔ’ｓ　Ｔｒｙ国際
手話』編集委員会
／編集

全日本ろうあ連盟 3-0500737953

379 子どもの心はどう育つのか 佐々木正美 ポプラ社 3-0500728750

382
日本のしきたり英語表現事
典

亀田尚己 丸善出版 3-0500749446

383.1 死を招くファッション
アリソン・マシュー
ズ・デーヴィッド

化学同人 3-0500744074

ラベルの
記号

403 科学道１００冊　２０１９
編集工学研究所
／編集・制作

科学道１００冊委員会 3-0500730280

404 １分間サイエンス ヘイゼル・ミュアー ＳＢクリエイティブ 3-0500747649

404 なぜ科学を学ぶのか 池内了 筑摩書房 3-0500728363
407 科学をもっとおもしろく 藤嶋昭／監修 学研プラス 3-0500744134

410
数学ガールの秘密ノート
学ぶための対話

結城浩 ＳＢクリエイティブ 3-0500741387

410
ひとくちサイズの文系のた
めの超わかりやすい数学

クリス・ワーリング ニュートンプレス 3-0500748519

410 離散数学入門 芳沢光雄 講談社 3-0500747972

420
無から生まれた世界の秘
密

ピーター・アトキン
ス

東京化学同人 3-0500745240

420 やりなおし高校物理 永野裕之 筑摩書房 3-0500744916
430 図解ロウソクの科学 市岡元気／監修 宝島社 3-0500745373
431 周期表 ニュートンプレス 3-0500746364
440 なぞとき宇宙と元素の歴史 和南城伸也 講談社 3-0500747607

442
星を楽しむ天体観測のきほ
ん

大野裕明 誠文堂新光社 3-0500740550

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

（NDC400-589）
自然科学・技術・工学



468 プラネットアース
レイチェル・イグノ
トフスキー

創元社 3-0500747310

481 眠れる美しい生き物 関口雄祐 エクスナレッジ 3-0500747586
484 ウニハンドブック 田中颯 文一総合出版 3-0500732717

486
昆虫の図鑑路傍の基本
１０００種

福田晴夫 南方新社 3-0500743666

488 鳥の骨格標本図鑑 川上和人 文一総合出版 3-0500737470

489 家のネコと野生のネコ
澤井聖一／本文・
写真解説

エクスナレッジ 3-0500710298

490
古典から学ぶアーユル
ヴェーダ

クリシュナ・Ｕ・Ｋ 東方出版 3-0500734831

491 悪の脳科学 中野信子 集英社 3-0500738450
ティーンズ
491

よくわかるがんの話　１ 林和彦 保育社 3-0500724614

492 おうちでお灸 佐藤宏子／監修 山と溪谷社 3-0500747653

492 マスクの品格 大西一成
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500742130

493.3
こんなに怖い図解睡眠時
無呼吸症候群

白濱龍太郎／監
修

日東書院本社 3-0500742028

493.3
ＣＯＰＤのことがよくわかる
本

桂秀樹／監修 講談社 3-0500741920

493.7
最新図解女性のＡＤＨＤサ
ポートブック

榊原洋一 ナツメ社 3-0500737718

493.7 認知症 杉山孝博／監修 主婦の友社 3-0500742661

493.7
認知症の親へのイラッとす
る気持ちがスーッと消える
本

榎本睦郎 永岡書店 3-0500739588

493.7
認知症の人と一緒に作るア
ルバム自分史

北林陽児 翔泳社 3-0500729195

493.7
読みやすい、わかりやすい
脳梗塞３５の重要ポイント

森本将史 現代書林 3-0500679338

493.8 おとなのワクチン
中山久仁子／編
集

南山堂 3-0500743112

493.9
わかってほしい！子ども・
思春期の頭痛

藤田光江 南山堂 3-0500740143

494 意識と感覚のない世界
ヘンリー・ジェイ・
プリスビロー

みすず書房 3-0500747634

494 患者よ、医者から逃げろ 夏井睦 光文社 3-0500730509
494 がんになったらまず読む本 保坂隆 朝日新聞出版 3-0500730882
493.7 ネオサピエンス 岡田尊司 文藝春秋 3-0500740129

494
国立がん研究センターの正
しいがん検診

中山富雄／監修 小学館クリエイティブ 3-0500733760

494 知っておきたい「がん講座」 中川恵一 日経サイエンス社 3-0500747338

494 糖尿病腎症の毎日ごはん
長坂昌一郎／病
態監修

女子栄養大学出版部 3-0500741028

494 働く男のクリニック 北村健 現代書林 3-0500736614

494
もしも一年後、この世にい
ないとしたら。

清水研 文響社 3-0500728032

495

新こちら「がん研有明相談
室」子宮頸がん・子宮体が
ん・卵巣がん患者さんへの
ドクターズアドバイス

竹島信宏／監修 振興医学出版社 3-0500738940

495
世界中の女子が読んだ！
からだと性の教科書

エレン・ストッケ
ン・ダール

ＮＨＫ出版 3-0500749416



495 プレ更年期の漢方 杏仁美友／監修 つちや書店 3-0500743027

496
家庭でできる“言葉と飲み
込み”リハビリ全集

ＬＥ在宅・施設訪
問看護リハビリス
テーション

ＢＡＢジャパン 3-0500727410

496
子どもの目を良くする親、
悪くする親

平松類／共著 時事通信出版局 3-0500725677

496
よくわかる最先端白内障治
療

湯川聡 ＪＲＣ 3-0500693316

497
「お口のリハビリ」がよくわ
かる本

日本訪問歯科協
会／監修

現代書林 3-0500739689

498.1
最新治療データで探す名
医のいる病院　２０２０

医療新聞社 3-0500722565

498.3
医師が認めた！究極のきく
ち体操

菊池和子 日経ＢＰ社 3-0500740598

498.3
医者が教える小林式お風
呂健康法

小林弘幸 ダイヤモンド社 3-0500742674

498.5 新しいタンパク質の教科書 上西一弘／監修 池田書店 3-0500732143
498.5 食べる投資 満尾正 アチーブメント出版 3-0500743429

498.8
働く人のこころのケア・ガイ
ドブック

福田真也 金剛出版 3-0500743752

507 ビジュアル　分解大図鑑
クリス・ウッド
フォード

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

3-0500740897

507 レゴブロックの世界
ダニエル・リプコー
ウィッツ

東京書籍 3-0500741295

518.8 ダンチを再考する 技報堂出版 3-0500745997

521
百万都市を俯瞰する江戸
の間取り

安藤優一郎 彩図社 3-0500750831

523
旅する建築家隈研吾の魅
力

田實碧 双葉社 3-0500742071

525
はじめての人でもよく解
る！やさしく学べるビル管
理の法律

石原鉄郎 第一法規 3-0500748083

527 中古住宅×リノベーション 山本武司
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500746086

537 スバル 野地秩嘉 プレジデント社 3-0500746484
538 空飛ぶクルマのしくみ 中野冠／監修 日刊工業新聞社 3-0500749406
540 マーケティングのＳＯＮＹ 立石泰則 岩波書店 3-0500746752
情報科学
547.4

基礎から学ぶＦｌｕｔｔｅｒ 石井幸次
シーアンドアール研究
所

3-0500749517

情報科学
547.4

みんなのＰＨＰ
石田絢一／ほか
著

技術評論社 3-0500744529

548
よくわかる最新スマートデ
バイスのトレンド予測

西垣和紀 秀和システム 3-0500747637

576 ザ・ペンシル・パーフェクト
キャロライン・
ウィーヴァー

学研プラス 3-0500745664

576 日本の香りと室礼 宮沢敏子 八坂書房 3-0500749873

578
トコトンやさしいゴム材料の
本

伊藤眞義 日刊工業新聞社 3-0500748011

588
偏愛的インスタントラーメン
図鑑

大和イチロウ 世界文化社 3-0500743469

ラベルの
記号

生活科学・産業
（NDC590-699）

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



ティーンズ
590

一生ついてまわる家事の
キホンが身につく本

大人の常識研究
会／編著

大和出版 3-0500681312

590 田園都市生活　ｖｏｌ．６７ エイ出版社 3-0500752029

592
庭遊びの達人が教える野
外ＤＩＹ実践術

脇野修平 学研プラス 3-0500742084

593.3 パターン補正バイブル 加藤容子 日本文芸社 3-0500754207

593.8
大草直子のＮＥＷ　ＢＡＳＩＣ
ＳＴＹＬＥ

大草直子 三笠書房 3-0500750890

595
何歳からでも美肌になれ
る！

天野佳代子 小学館 3-0500720984

596
人気アンテナショップ料理
長のとっておき初公開レシ
ピ

世界文化社 3-0500749467

596
レンチン１回で頑張らない
電子レンジのおかず

村上祥子 大和書房 3-0500744608

596.2 人生最高のひと皿 週刊朝日編集部 朝日新聞出版 3-0500744474

596.4
おべんとうの小さなおかず
カタログ３００

市瀬悦子 主婦の友社 3-0500733886

596.6
安心素材で太らないおいし
すぎる糖質オフスイーツ

石橋かおり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500748056

596.6
パリ在住の料理人が教え
てもらって嬉しいチョコレー
トレシピ

えもじょわ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500742078

599
家族そろってぐっすり眠れ
る医者が教える赤ちゃん快
眠メソッド

森田麻里子 ダイヤモンド社 3-0500754142

子育て
599

パパ離乳食はじめます。 本田よう一 女子栄養大学出版部 3-0500742679

616 食用花の歴史
コンスタス・Ｌ・
カーカー

原書房 3-0500739762

627 多肉植物コーデックス 長田研 ＮＨＫ出版 3-0500737725

673
超高齢社会の「困った」を
減らす課題解決ビジネスの
作り方

斉藤徹 翔泳社 3-0500738524

674 お江戸ののれん
鈴木進吾／文・写
真

柘植書房新社 3-0500733445

文庫本
686

東京メトロ 渡部史絵 河出書房新社 3-0500705959

686
秘蔵カラー写真で味わう
６０年前の東京・日本　続

Ｊ。ウォーリー・ヒ
ギンズ

光文社 3-0500747618

693 年賀状のおはなし
日本郵便株式会
社／監修

ゴマブックス 3-0500738920

699 放送の自由 川端和治 岩波書店 3-0500740457

ラベルの
記号

参考書
703

美術名典　２０２０
美術名典編集部
／編集

芸術新聞社 3-0500748971

723 バンクシー 毛利嘉孝 光文社 3-0500747614
726 ものは言いよう ヨシタケシンスケ 白泉社 3-0500745209

743
肖像権時代の最新スナップ
撮影術

朝日新聞出版 3-0500743277

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



754.9 あっぱれ折り紙 フチモトムネジ
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500740990

756 美を見極める力 白洲信哉 光文社 3-0500747617

768 篠笛上達レッスン 佐藤和哉／監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500743025

770 面白い人のことばっかり！ 高田文夫 小学館 3-0500733765
ティーンズ
774

ゼロから分かる！図解歌
舞伎入門

新居典子 世界文化社 3-0500685277

778 映画と黙示録 岡田温司 みすず書房 3-0500749007
779 どこからお話ししましょうか 柳家小三治 岩波書店 3-0500747861

ティーンズ
780

１２の問いから始めるオリ
ンピック・パラリンピック研
究

坂上康博／編著 かもがわ出版 3-0500660234

780
パラスポーツ・ボランティア
入門

松尾哲矢／編 旬報社 3-0500741367

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

795
ＡＩ流思考で強くなる！囲
碁・新時代の上達法

藤澤一就 マイナビ出版 3-0500745692

811 あて字の素姓 田島優 風媒社 3-0500740574
813 『広辞苑』をよむ 今野真二 岩波書店 3-0500749296

814
知っておくと役立つ街の変
な日本語

飯間浩明 朝日新聞出版 3-0500737657

ティーンズ
816

小論文これだけ！模範解
答経済・経営編

樋口裕一 東洋経済新報社 3-0500735118

文庫本
821

漢字のいい話 阿辻哲次 新潮社 3-0500749746

828
ニュースエクスプレス＋広
東語

飯田真紀 白水社 3-0500744848

829.7
ニュースエクスプレス＋ア
ラビア語

竹田敏之 白水社 3-0500744849

829.7
ニュースエクスプレス＋エ
ジプトアラビア語

長渡陽一 白水社 3-0500737389

837 この英語、訳せない！ 越前俊弥 ジャパンタイムズ出版 3-0500743107
840 ドイツのことば図鑑 野口真南 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500743055

ラベルの
記号

郷土
291.3

やまなみ五湖へ出かけよう
神奈川県政策局
政策部土地水質
源対策課／編

神奈川県政策局政策
部土地水質源対策課

3-0500733659

「あたらしく入った本」3月号は、令和2年1月から同2年2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）


