
別置 記号

902
ＳＦが読みたい！　２０
２０年版

ＳＦマガジン編
集部／編

早川書房 3-0500759658

児童書研
究 909

石井桃子論ほか　現代日
本児童文学への視点

竹長吉正 てらいんく 3-0500756137

910 ハ
原民喜　死と愛と孤独の
肖像

梯久美子 岩波書店 3-0500609018

910 ミ
綴る女　評伝・宮尾登美
子

林真理子 中央公論新社 3-0500762307

911.5
今日は誰にも愛された
かった

谷川俊太郎 ナナロク社 3-0500753300

文庫本 913.6
２０１０年代ＳＦ傑作選
１

大森望／編 早川書房 3-0500759652

文庫本 913.6
２０１０年代ＳＦ傑作選
２

大森望／編 早川書房 3-0500759653

913.6 ア 発注いただきました！ 朝井リョウ 集英社 3-0500766149

913.6 ア 流人道中記　上 浅田次郎 中央公論新社 3-0500767463

913.6 ア 流人道中記　下 浅田次郎 中央公論新社 3-0500767464

文庫本 913.6 イ 七つの会議 池井戸潤 集英社 3-0500349745

913.6 エ 去年の雪 江國香織 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500764918

ティーン
ズ 913.6 オ

ツインスター・サイクロ
ン・ランナウェイ

小川一水 早川書房 3-0500770612

文庫本 913.6 オ
さようなら、私（わた
し）

小川糸 幻冬舎 3-0500019675

文庫本 913.6 カ 空中庭園 角田光代 文藝春秋 3-0205049038

913.6 キ 罪人の選択 貴志祐介 文藝春秋 3-0500773019

913.6 キ チンギス紀　７ 北方謙三 集英社 3-0500772079

913.6 キ 静かなる太陽 霧島兵庫 中央公論新社 3-0500770263

ティーン
ズ 913.6 サ 犬と私と１０の約束 サイトウアカリ 毎日新聞社 3-0208003658

文庫本 913.6 サ
赤い雨　新・吉原裏同心
抄　２

佐伯泰英 光文社 3-0500768438

913.6 サ 砂上 桜木紫乃 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500525565

ティーン
ズ 913.6 サ サマータイム 佐藤多佳子 新潮社 3-0203061713

文庫本 913.6 シ
スマホを落としただけな
のに

志駕晃 宝島社 3-0500476329

913.6 シ ひこばえ　上 重松清 朝日新聞出版 3-0500766956

913.6 シ ひこばえ　下 重松清 朝日新聞出版 3-0500766957

（NDC900-999）
ラベルの記号

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号
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913.6 シ
花咲小路一丁目の髪結い
の亭主

小路幸也 ポプラ社 3-0500744905

913.6 ス
嵐を呼ぶ男！　ＮＯＢＵ
ＮＡＧＡ

杉山大二郎 徳間書店 3-0500741011

913.6 タ 涙香迷宮 竹本健治 講談社 3-0500356370

913.6 ツ 傲慢と善良 辻村深月 朝日新聞出版 3-0500669287

文庫本 913.6 ツ 富豪刑事 筒井康隆 新潮社 3-0190120373

文庫本 913.6 ト
疾風の河岸　はぐれ長屋
の用心棒

鳥羽亮 双葉社 3-0211048541

文庫本 913.6 ナ くちびるに歌を 中田永一 小学館 3-0500114867

913.6 ナ 夜がどれほど暗くても 中山七里 角川春樹事務所 3-0500768928

文庫本 913.6 ニ サムのこと　猿に会う 西加奈子 小学館 3-0500767273

文庫本 913.6 ハ 流れ星が消えないうちに 橋本紡 新潮社 3-0208046375

913.6 ハ
〈あの絵〉のまえで　Ａ
Ｐｉｅｃｅ　ｏｆ　Ｙｏ
ｕｒ　Ｌｉｆｅ

原田マハ 幻冬舎 3-0500770273

913.6 ヒ クスノキの番人 東野圭吾 実業之日本社 3-0500769333

913.6 ヒ 礼儀正しい空き巣の死 樋口有介 祥伝社 3-0500768829

913.6 フ 背高泡立草 古川真人 集英社 3-0500755996

文庫本 913.6 ミ 山女日記 湊かなえ 幻冬舎 3-0500404683

913.6 ム
ＭＩＳＳＩＮＧ失われて
いるもの

村上龍 新潮社 3-0500770152

文庫本 913.6 モ
キャサリンはどのように
子供を産んだのか？

森博嗣 講談社 3-0500762654

文庫本 913.6 ヤ ミレニアム・レター 山田宗樹 文藝春秋 3-0500767257

913.6 ヨ 天使も怪物も眠る夜 吉田篤弘 中央公論新社 3-0500704749

文庫本 914 ケ 異端者の快楽 見城徹 幻冬舎 3-0500681141

文庫本 914 ユ 人生は一度だけ。 唯川恵 新潮社 3-0205045885

923 自転車泥棒 呉明益 文藝春秋 3-0500637772

文庫本 933 オ 幻影の書
ポール・オース
ター

新潮社 3-0211067132

文庫本 933 ク Ｙの悲劇
エラリー・ク
イーン

東京創元社 3-0190472338

933 ケ おちび
エドワード・ケ
アリー

東京創元社 3-0500742568

文庫本 933 ト アダムとイヴの日記
マーク・トウェ
イン

河出書房新社 3-0500756322

文庫本 933 ヒ 失われた地平線
ジェイムズ・ヒ
ルトン

河出書房新社 3-0500751835

文庫本 933 フ 消されかけた男 フリーマントル 新潮社 3-0190028502

文庫本 933 ホ 星を継ぐもの
ジェイムズ・
Ｐ．ホーガン

東京創元社 3-0190044032
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934
暇なんかないわ大切なこ
とを考えるのに忙しくて
ル＝グウィンのエッセイ

アーシュラ・
Ｋ・ル＝グウィ
ン

河出書房新社 3-0500756804

941
ブレヒトの詩　しなやか
に鋭く時代を穿つ

内藤洋子 績文堂出版 3-0500752629

953 ウ 十五少年漂流記
ジュール・ヴェ
ルヌ

新潮社 3-0500300718

953 サ ２０８４　世界の終わり
ブアレム・サン
サル

河出書房新社 3-0500516546

954 つれづれ草
ジェラール・マ
セ

水声社 3-0500749974

別置 記号

情報科学 007.1

ディープラーニング　人
工知能を劇的に進化させ
た革新的技術のすべてが
わかる！

ジョン・Ｄ・ケ
レハー

ニュートンプレス 3-0500754892

情報科学 007.3

インターネット権利侵害
削除請求・発信者情報開
示請求”後”の法的対応
Ｑ＆Ａ

深澤諭史 第一法規 3-0500758192

007.3
シン・ニホン　ＡＩ×
データ時代における日本
の再生と人材育成

安宅和人 ニューズピックス 3-0500762530

情報科学 007.3
図解コレ１枚でわかる最
新ＩＴトレンド

斎藤昌義 技術評論社 3-0500756381

情報科学 007.6
Ｌｉｎｕｘの絵本　サー
バーＯＳが楽しくわかる
９つの扉

アンク 翔泳社 3-0500754561

情報科学 007.6
これからはじめるＰｈｏ
ｔｏｓｈｏｐの本　２０
２０最新版

宮川千春 技術評論社 3-0500755174

参考書 010
日本の図書館　統計と名
簿　２０１９

日本図書館協会
図書館調査事業
委員会日本の図
書館調査委員会
／編集

日本図書館協会 3-0500772273

010 図書館魔女は不眠症 大島真理 郵研社 3-0500755985

参考書 059 世界年鑑　２０２０
共同通信社／編
著

共同通信社 3-0500767904

参考書 059 読売年鑑　２０２０年版 読売新聞東京本社 3-0500766613

061
世道人心に質す！　「日
本財団」理事長の活動記
録

尾形武寿
リベラルタイム出版
社

3-0500741735

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和２
年１月号

毎日新聞社 3-0500765179

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令
和２年１月号

日本経済新聞社 3-0500765181

文庫本 135
ドゥルーズの哲学　生
命・自然・未来のために

小泉義之 講談社 3-0500313236

141
メタ思考トレーニング
発想力が飛躍的にアップ
する３４問

細谷功 ＰＨＰ研究所 3-0500380781

ティーン
ズ 150 １３歳からの道徳教科書

道徳教育をすす
める有識者の会
／編

育鵬社 3-0212009329

情報・思想・歴史・地理
（NDC000-299）

ラベルの記号
書　名 著者・編者 出版社 書誌番号
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159 科学者と中国古典名言集 藤嶋昭 朝日学生新聞社 3-0500440501

159
理系のための中国古典名
言集

藤嶋昭 朝日学生新聞社 3-0500375004

文庫本 209
世界史・１０の「都市」
物語

出口治明 ＰＨＰ研究所 3-0500759294

210 日本人の歴史教科書
「日本人の歴史
教科書」編集委
員会／編

自由社 3-0209038435

文庫本 210.3
こんなに面白かった古代
史「謎解き」入門

関裕二 ＰＨＰ研究所 3-0500759283

210.4
戦国のコミュニケーショ
ン　情報と通信

山田邦明 吉川弘文館 3-0500756499

210.5 地図と読む新撰組顛末記 永倉新八 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500758269

210.6 学び直す日本史　近代編 近現代史研究室 ＰＨＰ研究所 3-0211017770

210.6
明治の教養　変容する
〈和〉〈漢〉〈洋〉

鈴木健一／編 勉誠出版 3-0500756010

210.7
日本はなぜ、「基地」と
「原発」を止められない
のか

矢部宏治
集英社インターナ
ショナル

3-0500208967

281
明智光秀と戦国の名将た
ち

ホビージャパン 3-0500755921

文庫本 289 ア
角栄の「遺言」　「田中
軍団」最後の秘書朝賀昭

中澤雄大 講談社 3-0500333659

289 オ 大間違いの織田信長 倉山満 ベストセラーズ 3-0500513622

ティーン
ズ 289 キ キュリー夫人伝

エーヴ・キュ
リー

白水社 3-0500182188

290
世界から消えゆく場所
万里の長城からグレー
ト・バリア・リーフまで

トラビス・エル
ボラフ

日経ナショナルジオ
グラフィック社

3-0500763505

290
めくれば始まる世界一周
Ａ　ＧＵＩＤＥ　ＴＯ
ＴＨＥ　ＷＯＲＬＤ

Ｒｙｏｈｅｉ
Ｋｕｒｉｈａｒ
ａ／[写真]

リベラル社 3-0500054472

291
誇れる郷土データ・ブッ
ク　２０２０年版

古田陽久
シンクタンクせとう
ち総合研究機構

3-0500754439

291.3 箱根　‘２１ 昭文社 3-0500754809

291.5 伊豆ｍｉｎｉ　‘２１ 昭文社 3-0500753268

292.1 プサン　〔２０２０〕
ＪＴＢパブリッシン
グ

3-0500757791

292.4
地球の歩き方　Ｄ　２５
（２０２０～２０２１
年）　インドネシア

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッ
グ社

3-0500757804

292.5
スリランカトラベルブッ
ク　紅茶の聖地を巡る旅

中永美津代 サンサンサン 3-0500706395

293.4
スイス　歩いて楽しむア
ルプス絶景ルート

「地球の歩き
方」編集室

ダイヤモンド・ビッ
グ社

3-0500756120

293.7
イタリアｍｉｎｉ　‘２
１

昭文社 3-0500754813

別置 記号

304
世界の未来　ギャンブル
化する民主主義、帝国化
する資本主義

エマニュエル・
トッド

朝日新聞出版 3-0500562572

社会科学
（NDC300-399）

ラベルの記号
書　名 著者・編者 出版社 書誌番号
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312.2
文在寅の謀略　すべて見
抜いた

武藤正敏 悟空出版 3-0500767891

316.9
アンケートデータの分析
すべてがわかる

菅民郎 現代数学社 3-0500763854

参考書 317 消防白書　令和元年版 消防庁／編 日経印刷 3-0500769285

319
外交戦　日本取り巻く
「地理」と「貿易」と
「安全保障」の真実

髙橋洋一 あさ出版 3-0500745922

319.1
密漁の海で　正史に残ら
ない北方領土

本田良一 凱風社 3-0204047569

カウン
ター 320

六法全書　令和２年版１
（公法　刑事法　条約）

中里実／編集代
表

有斐閣 3-0500772338

カウン
ター 320

六法全書　令和２年版２
（民事法　社会法　産業
法）

中里実／編集代
表

有斐閣 3-0500772339

324

絶対に知らないとヤバ
イ！家族信託の手続きの
進め方　司法書士・税理
士・行政書士が教える

赤津寛紀 彩図社 3-0500756752

326 刑法各論講義 前田雅英 東京大学出版会 3-0500758651

文庫本 333 タ 妖精族のむすめ　短篇集
ロード・ダンセ
イニ

筑摩書房 3-0190256272

335

まだ間に合う！定年まで
に複数収入をつくる「お
金改革」　５０歳からの
稼ぎの新習慣

船ヶ山哲 きずな出版 3-0500747313

カウン
ター 335.4

会社四季報　２０２０年
２集（春号）

東洋経済新報社 3-0500769070

336
人真似は、自分の否定だ
クリエイターの６０訓

高橋宣行
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

3-0500199333

336
日本企業復活の戦略　先
が読みにくい時代の５つ
の定石

ベイン・アン
ド・カンパニー
／編

日本経済新聞出版社 3-0500763150

361.9
地域とゆるくつながろ
う！　サードプレイスと
関係人口の時代

石山恒貴／編著 静岡新聞社 3-0500733562

364

はじめて手続きする人に
もよくわかる障害年金の
知識と請求手続ハンド
ブック

高橋裕典 日本法令 3-0500744548

365
不動産を相場の３割増し
で売る方法

平田明
幻冬舎メディアコン
サルティング

3-0500126707

366
平和を欲すれば正義を培
え　写真で見る国際労働
機関（ＩＬＯ）の歴史

国際労働機関
（ＩＬＯ）／
[編]

国際労働機関（ＩＬ
Ｏ）

3-0500748180

375
算数教育の基礎がわかる
本

土屋修／編著 学術図書出版社 3-0500744945

参考書 376.1
幼稚園入園情報　有名幼
稚園ガイドブック　２０
２１

教育図書２１ 3-0500767920

377 愛すべき音大生の生態 辛酸なめ子
ＰＨＰエディター
ズ・グループ

3-0500768864

383.8 戦国、まずい飯！ 黒澤はゆま
集英社インターナ
ショナル

3-0500759602

386.1
日本の祭り　年刊　〔平
成３１年～令和元年版〕

日本の祭りネッ
トワーク／監修

日本の祭りネット
ワーク

3-0500763781
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文庫本 388 妖精の国の住民
キャサリン・ブ
リッグス

筑摩書房 3-0190379496

392
ドキュメント自衛隊と東
日本大震災

瀧野隆浩 ポプラ社 3-0212034232

別置 記号

402
高校世界史でわかる科学
史の核心

小山慶太 ＮＨＫ出版 3-0500752236

417
事例で学ぶ！あたらしい
データサイエンスの教科
書

岩崎学 翔泳社 3-0500747335

418
カンタン電卓操作術　資
格の学校ＴＡＣが送る最
強の電卓ガイド

ＴＡＣ電卓研究
会

ＴＡＣ株式会社出版
事業部

3-0500748883

443 宇宙に果てはあるか 吉田伸夫 新潮社 3-0207004070

451 オーロラ　その謎と魅力 赤祖父俊一 岩波書店 3-0202053136

480
野生動物の人為繁殖への
挑戦　野生動物から実験
動物へ

松﨑哲也 実験動物中央研究所 3-0500368377

481
美の進化　性選択は人間
と動物をどう変えたか

リチャード・
Ｏ・プラム

白揚社 3-0500761896

490
ビジュアル医学全史　魔
術師からロボット手術ま
で

クリフォード・
ピックオーバー

岩波書店 3-0500756742

491
免疫力を強くする　最新
科学が語るワクチンと免
疫のしくみ

宮坂昌之 講談社 3-0500747971

491
からだと病気のしくみ講
義

仲野徹 ＮＨＫ出版 3-0500750727

492

ナースが知っておく認知
症病態・疾患・検査・予
防・治療・ケアこれだけ
ガイド

長田乾／編著
学研メディカル秀潤
社

3-0500724290

493.7
心の傷をいやすというこ
と　大災害と心のケア

安克昌 作品社 3-0500749341

493.7

脳科学者の母が、認知症
になる　記憶を失うと、
その人は”その人”でな
くなるのか？

恩蔵絢子 河出書房新社 3-0500632173

ティーン
ズ 493.7

ぼくらの中の「トラウ
マ」　いたみを癒すとい
うこと

青木省三 筑摩書房 3-0500751892

493.9

どうする？保育園＆小さ
な子どものいる家庭での
食物アレルギー　事故を
防ぐためにコレだけは

金子光延 かもがわ出版 3-0500758591

494
透析療法　腹膜透析・血
液透析・腎移植

石橋由孝 主婦の友社 3-0500749903

494

免疫療法を超えるがん治
療革命　１５センチ大の
乳がん、末期の直腸が
ん、卵巣がんが切らずに
治った

小川恭弘 光文社 3-0500693768

494
股関節痛の９４％に効い
た！奇跡の自力療法　整
形外科医が効果を実証！

大谷内輝夫 マキノ出版 3-0500339614

自然科学・技術・工学
（NDC400-589）

ラベルの記号
書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

6



498.3
生涯健康脳　こんなカン
タンなことで脳は一生、
健康でいられる！

瀧靖之 ソレイユ出版 3-0500282092

498.5 健康食品の基礎知識 芝紀代子／編著 じほう 3-0500758236

501
「再エネ大国日本」への
挑戦　ＳＤＧｓ時代の環
境問題最前線

山口豊 山と渓谷社 3-0500760639

510

グローバル・グリーン・
ニューディール　２０２
８年までに化石燃料文明
は崩壊、大胆な経済プラ
ンが地球上の生命を救う

ジェレミー・リ
フキン

ＮＨＫ出版 3-0500762700

517
江戸水没　寛政改革の水
害対策

渡辺浩一 平凡社 3-0500741717

518.5
科学的にみるＳＤＧｓ時
代のごみ問題

松藤敏彦 丸善出版 3-0500749857

523
図説　ヴェルサイユ宮殿
太陽王ルイ１４世とブル
ボン王朝の建築遺産

中島智章 河出書房新社 3-0500756321

527
暮らし快適ＲＥＦＯＲＭ
ｇｕｉｄｅ　首都圏版
ｖｏｌ．８

良質住まいのネット
ワーク

3-0500729987

537

つくりたいんは世界一の
エンジンじゃろぅが！
機能エンジニアリングの
すすめ

羽山信宏 日刊工業新聞社 3-0500201614

588

ジンのすべて　イギリス
伝統のジン、各国のクラ
フトジン、国産ジン…
の、楽しみ方、知識。家
飲み、カクテルからペア
リングも。

きたおかろっき 旭屋出版 3-0500756450

別置 記号

594

フェルトで作る四季の和
花　オールカラーでわか
りやすい写真プロセス解
説つき

ｆｕｍｉｅｍｏ
ｎ

ブティック社 3-0500754396

594.4

革ひもの手作りアクセサ
リー　ブレスレット・
ネックレス・ベルト・
ウォレットチェーン・ス
トラップｅｔｃ．

ブティック社 3-0209087961

595 冨永愛　美の法則 冨永愛 ダイヤモンド社 3-0500768987

596 考えない台所 高木ゑみ サンクチュアリ出版 3-0500271263

596.2 フランス郷土料理
アンドレ・パッ
ション

河出書房新社 3-0500759670

617
香木三昧　大自然の叡智
にあそぶ

山田眞裕 淡交社 3-0500749412

619
ビジュアルスペシャル
ティコーヒー大事典

ジェームズ・ホ
フマン

日経ナショナルジオ
グラフィック社

3-0500756085

生活科学・産業
(NDC590-699）

ラベルの記号
書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

7



627

育て方がよくわかる世界
の食虫植物図鑑　アジ
ア、アメリカ、アフリ
カ、オーストラリア、
ヨーロッパ各国の特徴あ
る食虫植物の育て方

田辺直樹 日本文芸社 3-0500751362

627
シクラメン　ガーデンシ
クラメン原種シクラメン

吉田健一 ＮＨＫ出版 3-0500754556

645 猫の手 板東寛司／写真 ネスコ 3-0198073100

645 名馬と武将
馬事文化財団／
編

馬事文化財団 3-0500736700

675

世界的優良企業の実例に
学ぶ「あなたの知らな
い」マーケティング大原
則

足立光 朝日新聞出版 3-0500754480

687.3 客室乗務員は見た！ 伊集院憲弘 新潮社 3-0207038320

別置 記号

702
すぐわかる正倉院の美術
見方と歴史

米田雄介 東京美術 3-0500729841

723
名画で味わうギリシャ神
話の世界　神々・美女・
英雄たちの愛の物語

有地京子 大修館書店 3-0500766232

726
僕の姉ちゃん的生活　明
日は明日の甘いもの

益田ミリ マガジンハウス 3-0500768431

728 百歳の力 篠田桃紅 集英社 3-0500171698

761
できるゼロからはじめる
楽典超入門　いちばんや
さしい音楽理論の本

侘美秀俊
リットーミュージッ
ク

3-0500755492

763
〈チェロ〉初歩の初歩入
門　初心者に絶対！！
〔２０１９〕

黄原亮司 ドレミ楽譜出版社 3-0500747857

763

初心者のチェロ基礎教本
基本をしっかり学んで、
確実に上達できる入門
書！　〔２０２０〕

大澤久／編著 自由現代社 3-0500765315

767
すぐに歌えるボサノヴァ
ポルトガル語カタカナ付
き歌詞集

ヴィウマ・ジ・
オリヴェイラ

中央アート出版社 3-0500756478

文庫本 778 モ
マリリン・モンローの言
葉

山口路子 大和書房 3-0500459957

779
太神楽　寄席とともに歩
む日本の芸能の原点

鏡味仙三郎 原書房 3-0500749529

780

綾瀬はるかｍｅｅｔｓ
Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ａ
ｔｈｌｅｔｅｓ　パナソ
ニック「ビューティフル
ジャパン」プロジェクト

パナソニック株
式会社／編

ＰＨＰ研究所 3-0500760044

781
伝統ゲーム大事典　子供
から大人まであそべる世
界の遊戯

高橋浩徳 朝倉書店 3-0500760363

芸術・スポーツ・趣味・言語

(NDC700-899）
ラベルの記号

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号
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783.4
Ｊ．ＬＥＡＧＵＥ　ＰＵ
Ｂ　ＲＥＰＯＲＴ　２０
１９

日本プロサッ
カーリーグ／制
作・編集

日本プロサッカー
リーグ（Ｊリーグ）

3-0500762043

783.4

ＴＲＩＣＯＬＯＲＥ　横
浜Ｆ・マリノスオフィ
シャルマガジン　２０１
９

横浜マリノス 3-0500751989

783.8
一生に一度旅してみたい
ゴルフコース　世界の名
門２２コース

伊集院静 日本経済新聞出版社 3-0500747337

791
軍師千利休　秀吉暗殺計
画とキリシタン大名

加治将一 祥伝社 3-0500758551

792 香道の作法と組香　図解
香道文化研究会
／編

雄山閣 3-0500756841

793
源氏物語といけばな　源
氏流いけばなの軌跡

岩坪健 平凡社 3-0500741716

829.8
ニューエクスプレス＋ヒ
ンディー語

町田和彦 白水社 3-0500754154

830 心にとどく英語
マーク・ピー
ターセン

岩波書店 3-0199016993

869
必携ポルトガル語文法総
まとめ

市之瀬敦 白水社 3-0500755151

別置 記号

郷土資料 213
横浜今昔散歩　彩色絵は
がき・古地図から眺める

原島広至 中経出版 3-0209039371

郷土資料 213.7
開港前後の横浜　１８５
８～１８６０

横浜開港資料館
／編

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500762077

郷土青葉 291.3
Ｃｏｃｏｔｉｚｕ　青葉
区　令和元年版

ゼンリン横浜営業所 3-0500754012

郷土青葉 318.2
青葉区制２５周年記念誌
地域活動の中心となる自
治会・町内会の紹介

青葉区役所地域
振興課／[編]

青葉区役所地域振興
課

3-0500748741

郷土青葉 351
なるほどあおば　データ
で見る青葉区　２０１９

[横浜市]青葉区
役所総務課／編

[横浜市]青葉区役所
総務課

3-0500758828

郷土青葉 369 かもめ　私たちの四十年
朗読・録音奉仕会
「かもめ」

3-0500754021

郷土資料 518.1 横浜水道１３０年史
横浜水道１３０
年史編集委員会
／編

横浜市水道局 3-0500771385

郷土資料 543
暮らしを返せ！！ふるさ
とを返せ！！

福島原発かなが
わ訴訟団資料集
編集委員会／編
著

福島原発かながわ訴
訟原告団

3-0500738587

郷土資料 672
馬車道　１５０周年記念
誌

馬車道１５０周
年記念誌編集委
員会／編

馬車道商店街協同組
合

3-0500760193

郷土作家 914 ニ 徒然花 丹羽和賀美 イースト・プレス 3-0500727648

「あたらしく入った本」5月号は、令和2年3月から同年4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。

郷土に関する本

（青葉区、横浜市、神奈川県）
ラベルの記号

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号
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