
別置

文庫本 908 猫の扉 江坂遊／選 扶桑社 3-0500758669

910 ミ 宿命の物語を創造する 真銅正宏
追手門学院大学出版
会

3-0500754161

910 ム
マイノリティーとしての
村上春樹論

梅川康輝 アメージング出版 3-0500756384

911.5 茨木のり子 平凡社 3-0500742449

911.5 恋人たちはせーので光る 最果タヒ リトルモア 3-0500717887

文庫本 912 キ くらげが眠るまで 木皿泉 河出書房新社 3-0500735593

文庫本 913.6
ＮＨＫ国際放送が選んだ
日本の名作

朝井リョウ 双葉社 3-0500705472

文庫本 913.6
まんぷく　〈料理〉時代
小説傑作選

畠中恵 ＰＨＰ研究所 3-0500753081

文庫本 913.6 ねこだまり 諸田玲子 ＰＨＰ研究所 3-0500759296

913.6
てしごと　おんな職人日
乗

あさのあつこ 徳間書店 3-0500754124

文庫本 913.6 ア 境内ではお静かに 天祢涼 光文社 3-0500752092

文庫本 913.6 ア 消えた警官 安東能明 新潮社 3-0500757038

913.6 ア
三世代探偵団　枯れた花
のワルツ

赤川次郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500757885

文庫本 913.6 イ 死神の浮力 伊坂幸太郎 文藝春秋 3-0500395908

文庫本 913.6 イ
花唄の頃へ　くらまし屋
稼業　６

今村翔吾 角川春樹事務所 3-0500758686

文庫本 913.6 イ
機巧のイヴ　帝都浪漫
篇

乾緑郎 新潮社 3-0500757036

文庫本 913.6 イ
すみれ野　立場茶屋おり
き

今井絵美子 角川春樹事務所 3-0500357230

913.6 イ 明日の僕に風が吹く 乾ルカ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500725636

913.6 イ コイコワレ 乾ルカ 中央公論新社 3-0500696059

913.6 イ
ねなしぐさ　平賀源内の
殺人

乾緑郎 宝島社 3-0500760008

913.6 イ 雲を紡ぐ 伊吹有喜 文藝春秋 3-0500755479

913.6 イ 御社のチャラ男 絲山秋子 講談社 3-0500755613

913.6 イ 童の神 今村翔吾 角川春樹事務所 3-0500627120

913.6 ウ 梅と水仙 植松三十里 ＰＨＰ研究所 3-0500749915

913.6 ウ 展望塔のラプンツェル 宇佐美まこと 光文社 3-0500722644
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913.6 オ 平蔵の母 逢坂剛 文藝春秋 3-0500755674

913.6 オ ドミノｉｎ上海 恩田陸 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500758328

913.6 オ 縁 小野寺史宜 講談社 3-0500722803

913.6 カ
トヨトミの逆襲　小説・
巨大自動車企業

梶山三郎 小学館 3-0500741611

文庫本 913.6 キ 遠い唇 北村薫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500739604

文庫本 913.6 キ
身代わりの娘　大江戸木
戸番始末　１２

喜安幸夫 光文社 3-0500758933

913.6 キ 占 木内昇 新潮社 3-0500754518

913.6 ク まったく、青くない 黒田小暑 小学館 3-0500753398

913.6 コ タイガー理髪店心中 小暮夕紀子 朝日新聞出版 3-0500751282

文庫本 913.6 サ
酒合戦　新・酔いどれ小
籐次　１６

佐伯泰英 文藝春秋 3-0500758913

913.6 サ エンド・オブ・ライフ 佐々涼子
集英社インターナ
ショナル

3-0500758928

913.6 サ 山岳捜査 笹本稜平 小学館 3-0500754232

913.6 シ 野守虫 柴田哲孝 光文社 3-0500755237

913.6 シ
かんばん娘　居酒屋とも
え繁盛記

志川節子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500757877

913.6 シ
君がいないと小説は書け
ない

白石一文 新潮社 3-0500754516

913.6 シ
母さんは料理がへたすぎ
る

白石睦月 ポプラ社 3-0500752245

913.6 シ コープス・ハント 下村敦史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500757878

913.6 シ 国道食堂　1st season 小路幸也 徳間書店 3-0500754123

913.6 ス ブラック・マリア 鈴木紗似 幻冬舎 3-0500748059

文庫本 913.6 タ あきない世傳金と銀　８ 髙田郁 角川春樹事務所 3-0500760727

913.6 タ 如何様 高山羽根子 朝日新聞出版 3-0500744466

913.6 タ 狐火の辻 竹本健治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500757880

913.6 タ 女神 太宰治 小鳥遊書房 3-0500752217

文庫本 913.6 ト 幽鬼の剣 鳥羽亮 双葉社 3-0500746028

文庫本 913.6 ナ 文鳥 夏目漱石 新潮社 3-0203012171

文庫本 913.6 ナ 翼がなくても 中山七里 双葉社 3-0500746017

文庫本 913.6 ナ うき世櫛 中島要 双葉社 3-0500753661

913.6 ナ わたしの美しい庭 凪良ゆう ポプラ社 3-0500743757

文庫本 913.6 ニ 魔王の子、鬼の娘 仁木英之 徳間書店 3-0500753008

913.6 ニ 終の盟約 楡周平 集英社 3-0500758579
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913.6 ノ 赤い部屋異聞 法月綸太郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500743730

913.6 ハ 猫君 畠中恵 集英社 3-0500755614

913.6 ホ 月の落とし子 穂波了 早川書房 3-0500740163

文庫本 913.6 マ 私設・日本合戦譚 松本清張 文藝春秋 3-0208049474

大活字 913.6 ミ 十力の金剛石 宮沢賢治 三和書籍 3-0500759815

大活字 913.6 ミ 注文の多い料理店 宮沢賢治 三和書籍 3-0500753119

文庫本 913.6 ミ しあわせのパン 三島有紀子 ポプラ社 3-0211085495

文庫本 913.6 ミ 草花たちの静かな誓い 宮本輝 集英社 3-0500754051

913.6 ム
箱とキツネと、パイナッ
プル

村木美涼 新潮社 3-0500757316

913.6 モ ぷくぷく 森沢明夫 小学館 3-0500741609

913.6 ヤ 悲劇週間 矢作俊彦 文藝春秋 3-0205092707

913.6 ヤ 桔梗の旗 谷津矢車 潮出版社 3-0500743715

文庫本 913.6 ユ ＢＵＴＴＥＲ 柚木麻子 新潮社 3-0500757035

ティーン
ズ 913.6 ヨ 巴里マカロンの謎 米澤穂信 東京創元社 3-0500757332

913.6 ヨ
捜査一課ドラキュラ分室
大阪刑務所襲撃計画

吉田恭教 南雲堂 3-0500744497

914 カ
「作家」と「魔女」の集
まっちゃった思い出

角野栄子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500724575

914 キ 聡明な女は愉しく老いる 桐島洋子 海竜社 3-0500758614

914 キ
５０代、足していいも
の、引いていいもの

岸本葉子 中央公論新社 3-0500759641

914 シ これでもいいのだ ジェーン・スー 中央公論新社 3-0500752252

914 タ 知の旅は終わらない 立花隆 文藝春秋 3-0500754583

文庫本 914 フ
どこでもいいからどこか
へ行きたい

ｐｈａ 幻冬舎 3-0500759228

914 ヨ 思わず考えちゃう
ヨシタケシンス
ケ

新潮社 3-0500677020

915 シ 毎朝ちがう風景があった 椎名誠 新日本出版社 3-0500748835

916 オ
トリカブト「本庄保険金
殺人事件」元捜査一課刑
事の回想

大澤良州 宝島社 3-0500739418

926 サハラの歳月 三毛 石風社 3-0500753590

929.1
誰にでも親切な教会のお
兄さんカン・ミノ

イギホ 亜紀書房 3-0500756480

929.7
千一夜物語　ガラン版
４

ガラン 岩波書店 3-0500754835

931 さよならのあとで
ヘンリー・ス
コット・ホラン
ド

夏葉社 3-0212008163
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933 ア フライデー・ブラック
ナナ・クワメ・
アジェイ＝ブレ
ニヤー

駒草出版 3-0500758222

933 シ サンアントニオの青い月
サンドラ・シス
ネロス

白水社 3-0500750266

933 ス 白い悪魔
ドメニック・ス
タンズベリー

早川書房 3-0500759656

933 テ ブラック・スクリーム
ジェフリー・
ディーヴァー

文藝春秋 3-0500632662

933 ト 無罪
スコット・トゥ
ロー

文藝春秋 3-0212070588

933 ヌ 友だち
シーグリッド・
ヌーネス

新潮社 3-0500757320

文庫本 933 フ キル・リスト　上
フレデリック・
フォーサイス

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500755132

文庫本 933 フ キル・リスト　下
フレデリック・
フォーサイス

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500755133

文庫本 933 マ
七王国の騎士　氷と炎の
歌

ジョージ・Ｒ・
Ｒ・マーティン

早川書房 3-0500756104

943 ハ 不安
ペーター・ハン
トケ

三修社 3-0500755193

文庫本 949 見習い警官殺し　上
レイフ・ＧＷ・
ペーション

東京創元社 3-0500755184

文庫本 949 見習い警官殺し　下
レイフ・ＧＷ・
ペーション

東京創元社 3-0500755186

954
帝国の地図　つれづれ草
２

ジェラール・マ
セ

水声社 3-0500749975

文庫本 963 ヴェサリウスの秘密
ジョルディ・ヨ
ブレギャット

集英社 3-0500427777

983 旅に出る時ほほえみを
ナターリヤ・ソ
コローワ

白水社 3-0500755150

文庫本 989 完全な真空
スタニスワフ・
レム

河出書房新社 3-0500751834

別置

情報科学 007.1 ＬＩＦＥ３．０
マックス・テグ
マーク

紀伊國屋書店 3-0500751266

情報科学 007.3 アルゴリズムフェアネス 尾原和啓 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500757894

情報科学 007.3
エンジニアが「働き方」
で困ったときに読む本

成澤紀美 技術評論社 3-0500753421

情報科学 007.6
はじめてのWindows7→10
引っ越し乗り換え

村松茂 秀和システム 3-0500749910

情報科学 007.6
ゲームを動かす技術と発
想Ｒ

堂前嘉樹 ボーンデジタル 3-0500751301

情報科学 007.6
できるＷｉｎｄｏｗｓ
10

法林岳之／著
他

インプレス 3-0500750133

情報科学 007.6
基礎からしっかり学ぶＣ
＃の教科書

髙江賢 日経ＢＰ 3-0500748849

情報科学 007.6

実践ビッグデータ分析基
盤開発ストーリーで学ぶ
Ｇｏｏｇｌｅ　ＢｉｇＱ
ｕｅｒｙ

トップゲート 秀和システム 3-0500743373

情報科学 007.6
かんたん合格ＩＴパス
ポート教科書　令和2年
度

坂下夕里 インプレス 3-0500752949

（NDC000-299）
情報・思想・歴史・地理
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情報科学 007.6
これからはじめるＩｌｌ
ｕｓｔｒａｔｏｒの本
2020年最新版

ロクナナワーク
ショップ

技術評論社 3-0500755176

情報科学 007.6
グラフィックスプログラ
ミング入門

杉本雅広 技術評論社 3-0500754558

情報科学 007.6
かんたん合格基本情報技
術者教科書　令和２年度

五十嵐順子 インプレス 3-0500752950

情報科学 007.6
スマホの中身も「遺品」
です

古田雄介 中央公論新社 3-0500752159

児童書研
究 015 おはなし聞いて語って

東京子ども図書
館／編集

東京子ども図書 3-0500754839

文庫本 024
本屋、はじめました　新
刊書店Ｔｉｔｌｅの冒険

辻山良雄 筑摩書房 3-0500753090

024 本を売る技術 矢部潤子 本の雑誌社 3-0500756045

069
行きたい！企業ミュージ
アム

イカロス出版 3-0500748757

070
「反権力」は正義ですか
ラジオニュースの現場か
ら

飯田浩司 新潮社 3-0500754113

070
ジャーナリズムなき国
の、ジャーナリズム論

大石泰彦／編著 彩流社 3-0500753449

070 朝日新聞への論理的弔辞 西村幸祐 ワニ・プラス 3-0500756443

159
どんな時でも人は笑顔に
なれる

渡辺和子 ＰＨＰ研究所 3-0500470403

159 メンタルの強化書 佐藤優
クロスメディア・パ
ブリッシング

3-0500757908

175
東京周辺神社仏閣どうぶ
つ案内

川野明正／監修
メイツユニバーサル
コンテンツ

3-0500748957

186
御朱印さんぽ神奈川横
浜・鎌倉の寺社

ＪＴＢパブリッシン
グ

3-0500745912

201 歴史の真贋 西尾幹二 新潮社 3-0500757318

201 歴史とは靴である 磯田道史 講談社 3-0500757428

209
オイシい場面（ところ）
がつながるつまみ食い世
界史

歴史の謎研究会
／編

青春出版社 3-0500755256

209
世界史としての第一次世
界大戦

飯倉章／ほか著 宝島社 3-0500756091

210 空白の日本史 本郷和人 扶桑社 3-0500750914

210 「馬」が動かした日本史 蒲池明弘 文藝春秋 3-0500754585

210 実録・天皇記 大宅壮一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500728735

210 日本史でたどるニッポン 本郷和人 筑摩書房 3-0500759771

210
歴史に向きあう　未来に
つなぐ近現代の歴史

黒沢文貴 東京大学出版会 3-0500756411

210.4
信長の革命と光秀の正義
真説本能寺

安部龍太郎 幻冬舎 3-0500757412

210.4 武蔵の武士団 安田元久 吉川弘文館 3-0500755168

210.5 近世史講義 高埜利彦／編 筑摩書房 3-0500751890
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210.5
最新研究でここまでわ
かった江戸時代通説のウ
ソ

日本史の謎検証
委員会／編

彩図社 3-0500756754

210.6 明治史研究の最前線 小林和幸／編著 筑摩書房 3-0500753735

210.7 米軍が記録した日本空襲 平塚柾緒／編著 草思社 3-0500755481

222 中国古代の神がみ 林巳奈夫 吉川弘文館 3-0500756811

223 東南アジアの歴史 桐山昇 有斐閣 3-0500748827

文庫本 230
ヨーロッパとイスラーム
世界

Ｒ．Ｗ．サザン 筑摩書房 3-0500753093

文庫本 230
地中海世界　ギリシア・
ローマの歴史

弓削達 講談社 3-0500753041

文庫本 280 自分史の書き方 立花隆 講談社 3-0500753040

281
日本史を変えた八人の将
軍

本郷和人 祥伝社 3-0500758546

288 徳川家臣団の系図 菊地浩之 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500752706

289 オ
虚像の織田信長　覆され
た九つの定説

渡邊大門 柏書房 3-0500756037

文庫本 289 カ
ガロア　天才数学者の生
涯

加藤文元 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500755470

289 ト 徳川家康 藤井讓治 吉川弘文館 3-0500755558

289 ワ 渡辺錠太郎伝 岩井秀一郎 小学館 3-0500757277

文庫本 291 ふしぎ地名巡り 今尾恵介 筑摩書房 3-0500753091

291 日本の名城紀行 原口茂樹 長崎文献社 3-0500754094

291
日本百名山山あるきガイ
ド　〔２０２０〕上

ＪＴＢパブリッシン
グ

3-0500755981

291 日本百名山を描く旅 豊島明 山と溪谷社 3-0500756925

291.2
秋田’２１　角館・乳頭
温泉郷

昭文社 3-0500755078

291.2
仙台・松島　宮城　’２
１

昭文社 3-0500755913

291.3
大人の日帰り旅　首都圏
２０２１

ＪＴＢパブリッシン
グ

3-0500760238

291.3
ソロタビ鎌倉・江の島
ひとり旅って、こんなに
楽しい！

ＪＴＢパブリッシン
グ

3-0500757348

291.3
お散歩もお泊まりもペッ
トといっしょ！　首都圏
発　’２１

昭文社 3-0500755080

291.3
横浜’２１　中華街・み
なとみらい

昭文社 3-0500753269

291.3
群馬’２１　草津　伊香
保・みなかみ

昭文社 3-0500754808

291.5
山梨’２１　富士五湖・
勝沼・甲府・清里

昭文社 3-0500755915

291.6 奈良　’２１ 昭文社 3-0500755079
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291.9
石垣・宮古　竹富島・西
表島　’２１

昭文社 3-0500753273

291.9 沖縄本島周辺１５離島
ダイヤモンド・ビッ
グ社

3-0500754138

291.9
屋久島・奄美　種子島
’２１

昭文社 3-0500754811

292.3
地球の歩き方　Ｄ　１７
タイ

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッ
グ社

3-0500759753

292.6
地球の歩き方ａｒｕｃｏ
４　トルコ

ダイヤモンド・ビッ
グ社

3-0500756123

293.4 ワルシャワ、文化、今日
小倉聖子／企
画・制作

マーメイドフィルム 3-0500754491

293.8
子どもと旅する北欧フィ
ンランド

ナシエ
ジュウ・ドゥ・ポゥ
ム

3-0500757910

文庫本 293.9 エーゲ 立花隆 筑摩書房 3-0500753088

295
地球の歩き方　Ｂ　１４
ダラス　ヒューストン
デンバー

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッ
グ社

3-0500754135

295 ハバナ観光案内 伊東淳史 イカロス出版 3-0500749361

295
ニューヨークでしたい１
００のこと

仁平綾 自由国民社 3-0500759680

295
地球の歩き方　Ｂ　０７
ボストン

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッ
グ社

3-0500756122

別置

302.2 中国の正体 黄文雄 徳間書店 3-0500758151

304 新日本人道 北野幸伯 育鵬社 3-0500754867

335.1 ケースに学ぶ　経営学
東北大学経営学グ
ループ

有斐閣 3-0500749333

335.3
創業家一族　ＦＯＵＮＤ
ＩＮＧ　ＦＡＭＩＬＹ
４４

有森隆
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500757404

336.1 ＬＥＡＰ ハワード・ユー プレジデント社 3-0500742931

336.1
ベストプラクティスを吹
き飛ばせ

ジェフ・タフ ファーストプレス 3-0500743524

336.3 １兆ドルコーチ
エリック・シュ
ミット

ダイヤモンド社 3-0500738612

336.3
座右の書『貞観政要』
中国古典に学ぶ「世界最
高のリーダー論」

出口治明 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500744943

336.8

経営や会計のことはよく
わかりませんが、儲かっ
ている会社を教えてくだ
さい！

川口宏之 ダイヤモンド社 3-0500754145

338 入門・証券投資論 岸本直樹 有斐閣 3-0500746425

338
バリュー投資家のための
「米国株」データ分析

ひろめ 技術評論社 3-0500756378

338
高配当・連続増配株投資
の教科書

藤本壱 自由国民社 3-0500750306

ラベルの記号
書　名 著者・編者 出版社

社会科学
（NDC300-399）

記号
書誌番号
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361.4
さらに不思議なイング
リッシュネス　英国人の
ふるまいのルール　２

ケイト・フォッ
クス

みすず書房 3-0500756875

367.9
知らないでは済まされな
い！ＬＧＢＴ実務対応Ｑ
＆Ａ

帯刀康一／編著 民事法研究会 3-0500748966

371 いじめを生む教室 荻上チキ ＰＨＰ研究所 3-0500607135

376.1
年齢別行事ことばかけハ
ンドブック

世界文化社 3-0500746004

376.1 保育学用語辞典
秋田喜代美／監
修

中央法規出版 3-0500744076

378
怠けてなんかない！　３
（サードシーズン）

品川裕香 岩崎書店 3-0500757113

383.8 図説デザートの歴史
ジェリ・クィン
ジオ

原書房 3-0500755632

384 京都の流儀　もてなし篇 徳力龍之介 木楽舎 3-0500202817

392 教養としての帝国陸海軍
別冊宝島編集部
／編

宝島社 3-0500745765

別置

407
子どもにウケる科学手品
ベスト版

後藤道夫 講談社 3-0500747970

ティーン
ズ 410

「数」はいかに世界を変
えたか

トム・ジャクソ
ン

創元社 3-0500753013

417
Ｒで学ぶ確率統計学　多
変量統計編

神永正博／著 内田老鶴圃 3-0500745653

420 大学基礎の物理学 金子敏明／共著 培風館 3-0500747551

421 時間は存在しない
カルロ・ロ
ヴェッリ

ＮＨＫ出版 3-0500717108

430 化学 ニュートンプレス 3-0500748525

431
アトキンス　物理化学要
論

Ｐｅｔｅｒ　Ａ
ｔｋｉｎｓ／
〔著〕

東京化学同人 3-0500750422

451
地球温暖化で雪は減るの
か増えるのか問題

川瀬宏明 ベレ出版 3-0500749708

451
地球温暖化「ＣＯ２犯人
説」は世紀の大ウソ

丸山茂徳／ほか
著

宝島社 3-0500757909

452
失われたサンゴ礁が警告
する沖縄の未来

千葉日比魚
幻冬舎メディアコン
サルティング

3-0500638315

460
若い読者に贈る美しい生
物学講義

更科功 ダイヤモンド社 3-0500742672

461 対論！生命誕生の謎 山岸明彦
集英社インターナ
ショナル

3-0500744502

468
実践で学ぶ〈生物多様
性〉

鷲谷いづみ 岩波書店 3-0500752516

486 大衆文化のなかの虫たち 保科英人 論創社 3-0500747716

486 日本の水生昆虫 中島淳 文一総合出版 3-0500754987

ティーン
ズ 491 どこからが病気なの？ 市原真 筑摩書房 3-0500751893

491
図解眠れなくなるほど面
白い病理学の話

志賀貢／監修 日本文芸社 3-0500701944

出版社

（NDC400-589）

書誌番号
ラベルの記号

書　名 著者・編者
記号

自然科学・技術・工学
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491
「人間とは何か」はすべ
て脳が教えてくれる

カーヤ・ノーデ
ンゲン

誠文堂新光社 3-0500752626

ティーン
ズ 492 生き抜くための整体 片山洋次郎 河出書房新社 3-0500751843

493.7
ボクはやっと認知症のこ
とがわかった

長谷川和夫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500750915

493.9
わからなくても、こころ
はある

山登敬之 日本評論社 3-0500747318

494
私の手はなぜ痛いのか、
しびれるのか、曲がって
いるのか

平瀬雄一 幻冬舎 3-0500752251

494
ちゃんと知りたい下肢静
脈瘤

森末淳 現代書林 3-0500752599

494 脊柱管狭窄症 文響社 3-0500751807

494
国がん東病院発抗がん
剤・放射線治療をしてい
る人のための食事

後藤功一／監修 ナツメ社 3-0500752666

498.3 ウォーキングの科学 能勢博 講談社 3-0500730379

498.3
１０１歳現役医師の死な
ない生活

田中旨夫 幻冬舎 3-0500745719

498.5
武庫川女子大学おとなダ
イエット教室

武庫川女子大学
栄養科学研究所
栄養クリニック

幻冬舎 3-0500752249

498.5
健康になる食べ物と栄養
素の教科書

藤原大美 現代書林 3-0500747646

498.9
奇妙な死体のとんでもな
い事情

巽信二 河出書房新社 3-0500748865

498.9
女性の死に方　解剖台か
ら見えてくる「あなたの
未来」

西尾元 双葉社 3-0500747980

509
デジタルファースト・ソ
サエティ

福本勲／編著 日刊工業新聞社 3-0500745991

509
２０３０年の第４次産業
革命

尾木蔵人 東洋経済新報社 3-0500758155

518.8
臨場　渋谷再開発工事現
場

真壁智治 平凡社 3-0500754206

521 イラスト京都御所
下間正隆／絵と
文

京都新聞出版セン
ター

3-0500756412

521 図説　日本建築の歴史 玉井哲雄 河出書房新社 3-0500754939

521 首里城 沖縄タイムス社 3-0500752951

526 看板建築図鑑 宮下潤也 大福書林 3-0500753329

526
劇場建築とイス　客席か
ら見た小宇宙１９１１－
２０１８

コトブキシー
ティング・アー
カイブ／企画・
監修

ブックエンド 3-0500748798

537 世界クルマ文化史
ジャイルズ・
チャップマン／
編集長

スタジオタッククリ
エイティブ

3-0500746821

情報科学 547.4
ＰＨＰフレームワークＬ
ａｒａｖｅｌ入門

掌田津耶乃 秀和システム 3-0500751356
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547.4

ジンドゥークリエイター
仕事の現場で使える！カ
スタマイズとデザイン教
科書

服部雄樹 技術評論社 3-0500754911

547.4
Ｄｊａｎｇｏビギナーズ
ブック

滝澤成人 カットシステム 3-0500749351

情報科学 548
インタフェースデザイン
の教科書

井上勝雄 丸善出版 3-0500750894

549
図解入門　よくわかる最
新有機ＥＬ＆液晶パネル
の基本と仕組み

齋藤勝裕 秀和システム 3-0500754167

556
Ｑｕｅｅｎ　Ｅｌｉｚａ
ｂｅｔｈ　豪華客船ク
イーン・エリザベス

光齋昇馬 新潮社図書編集室 3-0500749384

576
トコトンやさしい　化粧
品の本

福井寛 日刊工業新聞社 3-0500754883

581

日本の刃物研ぎの技法
この１冊を読めば和の刃
物の知識と研ぎ方がわか
る

大工道具研究会
／編

誠文堂新光社 3-0500753451

582
ピアノの近代史　技術革
新、世界市場、日本の発
展

井上さつき 中央公論新社 3-0500759643

別置

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ
3　（ｎｏ．１４９）

主婦と生活社 3-0500759430

594.7
超カンタン！手づくりの
通園・通学グッズ

寺西恵里子 朝日新聞出版 3-0500754489

594.7 がま口がいっぱい 日本ヴォーグ社 3-0500754790

596
自分で作れるデパ地下＆
デリごはん

牛尾理恵 主婦の友社 3-0210045067

596.2
眺めの良い店　横浜・湘
南

ぴあ 3-0500755075

596.3 ヴィーガン・レシピ 米澤文雄 柴田書店 3-0500749455

596.4

作りおき＆レンチンで簡
単！糖質オフのやせる！
ラクうま弁当３５０　決
定版！

江部康二 ナツメ社 3-0500753669

596.4
おかんと反抗期息子の海
苔文字弁当

ｓｕｐｅｒｂｂ
ａ８７４７

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500756075

596.4
にっぽん全国１００駅弁
鹿児島中央駅から稚内駅
まで

櫻井寛 双葉社 3-0500753654

596.6 ようかん 虎屋文庫 新潮社 3-0500733797

626
だれでもできるベランダ
で野菜づくり

麻生健洲 家の光協会 3-0500753690

653
樹木の葉　実物スキャン
で見分ける１３００種類

林将之 山と溪谷社 3-0500746962

656 ダムと緑のダム 虫明功臣／監修 日経ＢＰ 3-0500744581

675
２０２５年、人は「買い
物」をしなくなる

望月智之
クロスメディア・パ
ブリッシング

3-0500738497

生活科学・産業
(NDC590-699）

出版社 書誌番号
ラベルの記号

書　名 著者・編者

芸術・スポーツ・趣味・言語

記号
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別置

721 水墨画入門 島尾新 岩波書店 3-0500749295

723
ヴィルヘルム・ハマスホ
イ

ヴィルヘルム・
ハマスホイ／
〔画〕

平凡社 3-0500756821

748 読売報道写真集　2020 読売新聞東京本社 3-0500757770

757 色彩・配色・混色
ベティ・エド
ワーズ

河出書房新社 3-0500754868

762.3
フレデリック・ショパン
全仕事

小坂裕子
アルテスパブリッシ
ング

3-0500740700

764
生誕２５０年ベートー
ヴェンの交響曲・協奏曲

音楽の友／編 音楽之友社 3-0500746378

文庫本 765 マタイ受難曲 礒山雅 筑摩書房 3-0500745729

772 まあまあふうふう。 八千草薫 主婦と生活社 3-0500702116

774 忠臣蔵の起源 柿崎輝彦
幻冬舎メディアコン
サルティング

3-0500746080

775
タカラヅカの解剖図鑑
深く楽しく面白く！夢の
世界を徹底探求

中本千晶／文 エクスナレッジ 3-0500746564

779
人生、オチがよければす
べてよし！

立川談慶 晶文社 3-0500758659

779
２１世紀落語史　すべて
は志ん朝の死から始まっ
た

広瀬和生 光文社 3-0500753771

780 脱トップダウン思考 福富信也 東京法令出版 3-0500677181

782 最高の走り方 弘山勉 小学館 3-0500740034

786
十大事故から読み解く山
岳遭難の傷痕

羽根田治 山と溪谷社 3-0500755503

786 北岳山小屋物語 樋口明雄 山と溪谷社 3-0500754150

788 覚悟の競馬論 国枝栄 講談社 3-0500730332

817
「頭がいい」の正体は読
解力

樋口裕一 幻冬舎 3-0500741984

829.1
絵で学ぶ上級への韓国語
文法

金京子／著 白水社 3-0500747278

837

ゼロからスタート英会話
これを知っていれば、コ
ミュニケーションがとっ
てもうまくいく！　英語
の気くばり・マナーがわ
かる編

山崎祐一 Ｊリサーチ出版 3-0500748489

856
フランス語でつづる私の
毎日

杉山利恵子 三修社 3-0500752221

889 古代スラヴ語の世界史 服部文昭 白水社 3-0500754978

別置

記号

記号
ラベルの記号

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）

ラベルの記号
(NDC700-899）
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郷土資料 016
神奈川県立川崎図書館６
０年史

神奈川県立川崎
図書館／編

神奈川県立川崎図書
館

3-0500745502

郷土資料 324
わたしノート　青葉区版
エンディングノート

青葉区役所／
〔編〕

青葉区役所 3-0500741876

郷土資料 596.3 あおば野菜のレシピ帖 森ノオト／編 青葉区区政推進課 3-0500741880

郷土資料 686
一枚の切符から昭和のあ
の頃へ

横浜都市発展記
念館／編

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500741890

郷土資料 686
徹底解剖！！横浜市営地
下鉄　第４巻

青線 横浜交通研究所 3-0500762781

郷土資料 715 日高頼子彫刻作品記録集 日高頼子／作
アトリエｋｕｄｏｕ
－ｈｉｄａｋａ

3-0500741867

「あたらしく入った本」4月号は、令和２年2月から同年3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。
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