
別置

901 感情類語辞典
アンジェラ・アッ
カーマン

フィルムアート社 3-0500778008

911.3 わたしの芭蕉 加賀乙彦 講談社 3-0500757427

913.6 ア 海の十字架 安部龍太郎 文藝春秋 3-0500761574

913.6 ア さいはての家 彩瀬まる 集英社 3-0500755995

913.6 ア 迷宮の月 安部龍太郎 新潮社 3-0500778922

913.6 ア 輪舞曲（ロンド） 朝井まかて 新潮社 3-0500778921

文庫本 913.6 ア 紅蓮館の殺人 阿津川辰海 講談社 3-0500723252

913.6 イ あたしたち、海へ 井上荒野 新潮社 3-0500741599

913.6 イ 眠りの神 犬塚理人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500764923

913.6 イ 逆ソクラテス 伊坂幸太郎 集英社 3-0500779988

ティー
ンズ

913.6 オ
ぬいぐるみとしゃべる人はや
さしい

大前粟生 河出書房新社 3-0500769460

ティー
ンズ

913.6 カ
ソードアート・オンライン
２４

川原礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500782308

913.6 キ フラウの戦争論 霧島兵庫 新潮社 3-0500762190

913.6 キ まむし三代記 木下昌輝 朝日新聞出版 3-0500759611

913.6 ク 怖い患者 久坂部羊 集英社 3-0500775133

913.6 コ
君はるか　古関裕而と金子の
恋

古関正裕
集英社インターナショ
ナル

3-0500763833

913.6 コ 任侠シネマ 今野敏 中央公論新社 3-0500784629

文庫本 913.6 サ おこん春暦　新・居眠り磐音 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500775885

913.6 サ 言の葉は、残りて 佐藤雫 集英社 3-0500763836

913.6 サ わかれ縁 西條奈加 文藝春秋 3-0500762687

913.6 サ 春、死なん 紗倉まな 講談社 3-0500764484

913.6 シ ダーク・ブルー 真保裕一 講談社 3-0500771775

913.6 タ 地に這うものの記録 田中慎弥 文藝春秋 3-0500772078

913.6 テ 迷子のままで 天童荒太 新潮社 3-0500784647

913.6 ト チーム　３ 堂場瞬一 実業之日本社 3-0500767407

913.6 ト 空の声 堂場瞬一 文藝春秋 3-0500776821

913.6 ナ 合唱　岬洋介の帰還 中山七里 宝島社 3-0500779027

913.6 ナ カインの傲慢 中山七里 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500786530

文庫本 913.6 ニ ドールハウスの人々 二宮敦人 ＴＯブックス 3-0500754577

文　学
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913.6 ニ
「競技ダンス」へようこそ
紳士と淑女のコロシアム

二宮敦人 新潮社 3-0500769685

913.6 ニ 掟上今日子の設計図 西尾維新 講談社 3-0500770097

文庫本 913.6 ハ 私はスカーレット　２ 林真理子 小学館 3-0500775567

913.6 ミ 欺瞞の殺意 深木章子 原書房 3-0500761990

913.6 ミ カケラ 湊かなえ 集英社 3-0500783481

文庫本 913.6 ミ
ヅカメン！　お父ちゃんたち
の宝塚

宮津大蔵 祥伝社 3-0500768826

913.6 ヨ 流卵 吉村萬壱 河出書房新社 3-0500764256

913.6 ヨ 誘拐屋のエチケット 横関大 講談社 3-0500772215

914 オ
草むらにハイヒール　内から
外への欲求

小倉千加子 いそっぷ社 3-0500757153

914 オ 旅ごはん 小川糸 白泉社 3-0500767119

文庫本 914 オ ぷかぷか天国 小川糸 幻冬舎 3-0500759633

914 カ 晴れの日散歩 角田光代 オレンジページ 3-0500765262

914 ソ
長生きしたいわけではないけ
れど。

曽野綾子 ポプラ社 3-0500761280

929.1 黒山 金薫 クオン 3-0500760382

929.2 アイヌの物語世界 中川裕 平凡社 3-0500777985

929.7 千一夜物語　ガラン版　５ ガラン 岩波書店 3-0500769178

933 ア 空のあらゆる鳥を
チャーリー・
ジェーン・アン
ダーズ

東京創元社 3-0500782637

933 オ ザリガニの鳴くところ
ディーリア・オー
エンズ

早川書房 3-0500767002

文庫本 933 ク ハーリー・クィンの事件簿
アガサ・クリス
ティ

東京創元社 3-0500779556

933 ノ 銀をつむぐ者　下 ナオミ・ノヴィク 静山社 3-0500771011

936
わたしはナチスに盗まれた子
ども　隠蔽された〈レーベン
スボルン〉計画

イングリット・
フォン・エール
ハーフェン
ティム・テイト

原書房　 3-0500762329

936
今日のわたしは、だれ？　認
知症とともに生きる

ウェンディ・ミッ
チェル

筑摩書房 3-0500771684

973
新しい名字　ナポリの物語
２

エレナ・フェッラ
ンテ

早川書房 3-0500595693

文庫本 983 戦争と平和　１ トルストイ 光文社 3-0500752083

別置

002 教養の書 戸田山和久 筑摩書房 3-0500765426

情報科
学

007

教養としてのコンピューター
サイエンス講義　今こそ知っ
ておくべき「デジタル世界」
の基礎知識

ブライアン・カー
ニハン

日経ＢＰ 3-0500763511

情報・思想・歴史・地理
（NDC000-299）

ラベルの記号
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情報科
学

007.1
量子コンピュータが本当にわ
かる！　第一線開発者がやさ
しく明かすしくみと可能性

武田俊太郎 技術評論社 3-0500762219

情報科
学

007.3
未来をつくる言葉　わかりあ
えなさをつなぐために

ドミニク・チェン 新潮社 3-0500755142

情報科
学

007.6
たった１日で即戦力になるＥ
ｘｃｅｌの教科書

吉田拳 技術評論社 3-0500766182

情報科
学

007.6
できるＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ
パーフェクトブック困った！
＆便利ワザ大全

井上香緒里 インプレス 3-0500764488

情報科
学

007.6
はじめてのＷｉｎｄｏｗｓ１
０

戸内順一 秀和システム 3-0500757902

情報科
学

007.6
Ｐｙｔｈｏｎ超入門　モン
ティと学ぶはじめてのプログ
ラミング

及川えり子 オーム社 3-0500758656

情報科
学

007.6
できるＡｃｃｅｓｓ　２０１
９

広野忠敏 インプレス 3-0500771160

情報科
学

007.6
Ｌｉｎｕｘコマンドブックビ
ギナーズ

川口拓之 ＳＢクリエイティブ 3-0500771727

014 図書の修理とらの巻
書物の歴史と保存
修復に関する研究
会／編

澪標 3-0500517205

015
図書館活用術　検索の基本は
図書館に

藤田節子 日外アソシエーツ 3-0500762611

子育て 019
この本読んで！　第７４号
（２０２０春）

出版文化産業振興財団 3-0500766879

019 つくるたべるよむ
本の雑誌編集部／
編

本の雑誌社 3-0500765831

019 人生の１冊の絵本 柳田邦男 岩波書店 3-0500765184

102 世界哲学史　４
伊藤邦武／責任編
集

筑摩書房 3-0500776349

文庫本 134 存在と時間　７ ハイデガー 光文社 3-0500778139

141 自己分析論 高橋昌一郎 光文社 3-0500770101

141
「自分だけの答え」が見つか
る１３歳からのアート思考

末永幸歩 ダイヤモンド社 3-0500763048

141
実力発揮メソッド　パフォー
マンスの心理学

外山美樹 講談社 3-0500760621

159
鴻上尚史のほがらか人生相談
息苦しい「世間」を楽に生き
る処方箋

鴻上尚史 朝日新聞出版 3-0500723242

159 漫画バビロン大富豪の教え
ジョージ・Ｓ・ク
レイソン

文響社 3-0500726070

159
修造流脳内変換術　ネガティ
ブが人を強くする！

松岡修造 集英社 3-0500775136

159 なんで僕に聞くんだろう。 幡野広志 幻冬舎 3-0500759314

167
日本のイスラーム　歴史・宗
教・文化を読み解く

小村明子 朝日新聞出版 3-0500745187

180
図解はじめての仏教　これだ
けは知っておきたい

長田幸康 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500770722

203 世界史年表・地図 亀井高孝／編 吉川弘文館 3-0500763903
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204
３６５日でわかる世界史　世
界２００カ国の歴史を「読む
事典」

八幡和郎 清談社 3-0500777565

204
１日１実況歴史に学ぶ３６５
日の教訓

青木裕司 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500771069

209 人類５０００年史　３ 出口治明 筑摩書房 3-0500767443

209 知識ゼロからの戦争史入門 祝田秀全 幻冬舎 3-0500766228

209
図解でスッと頭に入る世界と
日本近現代並列年表

祝田秀全／監修 昭文社 3-0500766127

210
日本史を学ぶための図書館活
用術

浜田久美子 吉川弘文館 3-0500765883

210 暮らしの中の古文書 浅井潤子 吉川弘文館 3-0500763112

210 日本史年表・地図 児玉幸多／編 吉川弘文館 3-0500763902

210.3
渡来系移住民　半島・大陸と
の往来

岩波書店 3-0500770476

文庫本 210.4
南朝全史　大覚寺統から後南
朝へ

森茂暁 講談社 3-0500760615

210.5 お殿様の人事異動 安藤優一郎 日本経済新聞出版社 3-0500760381

230
百年戦争　中世ヨーロッパ最
後の戦い

佐藤猛 中央公論新社 3-0500770156

288
エリザベス女王　史上最長・
最強のイギリス君主

君塚直隆 中央公論新社 3-0500762286

288 世界の国旗の「えっ！」 吹浦忠正 主婦の友社 3-0500773558

ティー
ンズ

288
世界の国旗図鑑　２０８　Ｎ
ａｔｉｏｎａｌ　Ｆｌａｇｓ
＆　Ｅｐｉｓｏｄｅｓ

吹浦忠正 主婦の友社 3-0500761552

288 名字の話　日本の家族の歴史 柳田國男 土曜社 3-0500773379

289 キ
ドナルド・キーンわたしの日
本語修行

ドナルド・キーン 白水社 3-0500761214

文庫本 290 旅人の表現術 角幡唯介 集英社 3-0500762502

290
あれもこれも地理学　文化・
社会・経済を地理学で読み解
く

富田啓介 ベレ出版 3-0500760575

291
旅地図日本　旅ネタ満載！超
ビジュアルマップ

昭文社 3-0500772005

291
プレミアムアトラス日本地図
帳

平凡社／編 平凡社 3-0500763119

291.3 歩く地図東京散歩　２０２１ 成美堂出版 3-0500766342

293.4

地球の歩き方　Ａ　２６（２
０２０～２０２１年版）チェ
コ　ポーランド　スロヴァキ
ア

地球の歩き方編集
室／編集

ダイヤモンド・ビッグ
社

3-0500783581

293.4
地球の歩き方　Ａ　１８（２
０２０～２０２１年版）スイ
ス

地球の歩き方編集
室／編集

ダイヤモンド・ビッグ
社

3-0500783580

293.6 スペイン 実業之日本社 3-0500781216

別置

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

記号
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302
一気にわかる！池上彰の世界
情勢　２０２０

池上彰 毎日新聞出版 3-0500752536

304 遅いインターネット 宇野常寛 幻冬舎 3-0500762669

312.1
日本の政治をダメにしたのは
誰だ！

氷川貴之 ワック 3-0500771631

312.1 髙橋洋一、安倍政権を叱る！ 髙橋洋一 悟空出版 3-0500772135

312.1 売国保守 森口朗 育鵬社 3-0500750911

319.5 
アメリカは中国を破産させる
最新軍事情報＆世界戦略

日高義樹 悟空出版 3-0500740631

320 重要判例解説　令和元年度 有斐閣 3-0500777853

324
相続・遺産分け・遺言の法律
相談Ｑ＆Ａ　相続トラブルか
ら相続税対策・遺言信託まで

村田恒夫 法学書院 3-0500746901

324
弁護士が教える実は危ない契
約書　実践的リーガルチェッ
クのすすめ

櫻井喜久司 清文社 3-0500756907

326 ビギナーズ犯罪学 守山正／編著 成文堂 3-0500757130

327
裁判官失格　法と正義の間で
揺れ動く苦悩と葛藤

高橋隆一 ＳＢクリエイティブ 3-0500744633

327 民事執行・保全判例百選 上原敏夫／編 有斐閣 3-0500758888

332.2
ざんねんな中国　髙橋洋一＆
石平のデータとファクトで読
み解く

髙橋洋一 ビジネス社 3-0500738941

332.5
スティグリッツＰＲＯＧＲＥ
ＳＳＩＶＥ　ＣＡＰＩＴＡＬ
ＩＳＭ

ジョセフ・Ｅ・ス
ティグリッツ

東洋経済新報社 3-0500748812

333
なぜ貧しい国はなくならない
のか　正しい開発戦略を考え
る

大塚啓二郎 日本経済新聞出版社 3-0500769801

335
見るだけでわかる！ビジネス
書図鑑　これからの教養編

荒木博行
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

3-0500756515

336.1
次のテクノロジーで世界はど
う変わるのか

山本康正 講談社 3-0500753747

336.1
反逆の戦略者　ＤＩＳＲＵＰ
ＴＯＲＳ

デイビッド・ロー
ワン

ダイヤモンド社 3-0500748470

336.1
本気のセキュリティ対策ガイ
ド　中小企業のＩＴ担当者必
携

佐々木伸彦 技術評論社 3-0500755510

336.1 
ＬＯＯＮＳＨＯＴＳ　クレイ
ジーを最高のイノベーション
にする

サフィ・バーコー
ル

日経ＢＰ 3-0500756092

336.3
他者と働く　「わかりあえな
さ」から始める組織論

宇田川元一 ニューズピックス 3-0500726757

336.4 アンガーマネジメント 戸田久実 日本経済新聞出版社 3-0500769808

336.5
“シェアリング”のオフィス
戦略　ビジネス・経営・働き
方を変える

大西紀男 日本経済新聞出版社 3-0500758595

336.8
日本企業変革のためのコーポ
レートファイナンス講義

幸田博人 金融財政事情研究会 3-0500765689
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336.8 
図解でわかる会社の数字　株
価を動かす財務データの見方

花岡幸子 筑摩書房 3-0500744920

336.8  花王の経理パーソンになる 吉田栄介 中央経済社 3-0500754848

336.9 はじめてまなぶ監査論 盛田良久／編著 中央経済社 3-0500769653

338 金融入門
日本経済新聞社/
編

日本経済新聞出版社 3-0500769809

339
保険ぎらい　「人生最大の資
産リスク」対策

荻原博子 ＰＨＰ研究所 3-0500754221

339 はじめて学ぶ保険のしくみ 家森信善／編著 中央経済社 3-0500766123

360 ほんのちょっと当事者 青山ゆみこ ミシマ社 3-0500743678

361.4
人を傷つける話し方ほっとさ
せる話し方

渋谷昌三 新講社 3-0500759699

366.3
これが私の生きる道！　彼女
がたどり着いた愛すべき仕事
たち

世界文化社 3-0500756926

366.7
フィンランド人はなぜ午後４
時に仕事が終わるのか

堀内都喜子 ポプラ社 3-0500752575

367.2 舌を抜かれる女たち
メアリー・ビアー
ド

晶文社 3-0500752131

367.7
定年後のお金　貯めるだけの
人、上手に使って楽しめる人

楠木新 中央公論新社 3-0500754522

367.7
老～い、どん！　７０～９０
代あなたにも「ヨタヘロ期」
がやってくる

樋口恵子 婦人之友社 3-0500744872

368

あなたのスマホがとにかく危
ない　元捜査一課が教えるＳ
ＮＳ、デジタル犯罪から身を
守る方法

佐々木成三 祥伝社 3-0500758550

368

毒薬の手帖　クロロホルムか
らタリウムまで捜査官はいか
にして毒殺を見破ることがで
きたのか

デボラ・ブラム 青土社 3-0500750398

ティー
ンズ

369.1 福祉業界で働く 戸田恭子 ぺりかん社 3-0500771581

369.2
高齢者に「キレない」技術
家庭介護看護で実力発揮の
「アンガーマネジメント」

川上淳子 小学館 3-0500746795

369.2

高齢者に喜ばれる「マジッ
ク」レクリエーション　現場
で使える手品ネタ＆実演のコ
ツ

沢しんや／監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500744545

369.3
孤塁　双葉郡消防士たちの
３・１１

吉田千亜 岩波書店 3-0500757743

369.4
ジソウのお仕事　５０の物語
で考える子ども虐待と児童相
談所

青山さくら フェミックス 3-0500752973

372
２２世紀を見る君たちへ　こ
れからを生きるための「練習
問題」

平田オリザ 講談社 3-0500770566

375 小学校英語のジレンマ 寺沢拓敬 岩波書店 3-0500763434

376.1
子ども理解からはじめる感覚
統合遊び　保育者と作業療法
士のコラボレーション

加藤寿宏／監修 クリエイツかもがわ 3-0500697309
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376.8
早慶ＭＡＲＣＨに入れる中
学・高校　親が知らない受験
の新常識

矢野耕平／著
武川晋也／著

朝日新聞出版 3-0500746431

376.8
ただの主婦が東大目指してみ
た　家事を捨て、夫を巻き込
んだ無謀な挑戦と結末

ただっち フォレスト出版 3-0500759791

376.8
超難関中学のおもしろすぎる
入試問題

松本亘正 平凡社 3-0500754212

376.8 

中学受験小６になってグンと
伸びる子、ガクンと落ちる子
６年生で必ず成績の上がる学
び方７つのルール

ａｋｉｒａ
ダイヤモンド・ビッグ
社

3-0500723400

377
危機に立つ東大　入試制度改
革をめぐる葛藤と迷走

石井洋二郎 筑摩書房 3-0500751888

別置指
定資料

378
発達障害の人の会話力がぐん
ぐん伸びるアイスブレイク＆
ワークショップ

冠地情 講談社 3-0500747915

別置指
定資料

378
発達障害の子を育てる本　ス
マホ・タブレット活用編

中邑賢龍／監修 講談社 3-0500747913

別置指
定資料

378
ちょっとしたことでうまくい
く発達障害の人が上手にお金
と付き合うための本

村上由美 翔泳社 3-0500747305

379
自己肯定感で子どもが伸びる
１２歳までの心と脳の育て方

古荘純一 ダイヤモンド社 3-0500757808

383.8
懐かしいお菓子　武井武雄の
『日本郷土菓子図譜』を味わ
う

伴田良輔 新潮社 3-0500757321

383.8
ビスケットとクッキーの歴史
物語

アナスタシア・エ
ドワーズ

原書房 3-0500747378

別置

403
竹内薫の「科学の名著」案内
文系でも面白い！世の中の見
方が変わる９０冊！

竹内薫 徳間書店 3-0500765381

410
集合・位相・圏　数学の言葉
への最短コース

原啓介 講談社 3-0500756770

411 応用がみえる線形代数 高松瑞代 岩波書店 3-0500764193

417
君にもできる！使える統計分
析　理系学生が最低限身につ
けておきたい

長谷川英祐
ＰＨＰエディターズ・
グループ

3-0500768623

417
Ｒ・Ｐｙｔｈｏｎによる統計
データ科学

杉山髙一／監修 勉誠出版 3-0500761302

421
時間はどこから来て、なぜ流
れるのか？　最新物理学が解
く時空・宇宙・意識の「謎」

吉田伸夫 講談社 3-0500753615

421
トコトンやさしい相対性理論
の本

山﨑耕造 日刊工業新聞社 3-0500754882

421
「ファインマン物理学」を読
む　力学と熱力学を中心とし
て

竹内薫 講談社 3-0500770737

424 音と音楽の科学 岩宮眞一郎 技術評論社 3-0500766184

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

記号
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426
トコトンやさしいエントロ
ピーの本

石原顕光 日刊工業新聞社 3-0500765325

427 電磁場の発明と量子の発見 筒井泉 丸善出版 3-0500757345

430
身のまわりのありとあらゆる
ものを化学式で書いてみた

山口悟 ベレ出版 3-0500756294

443
星を楽しむ星座の見つけかた
夜空にかがやく星の中から見
たい星座をさがす

大野裕明 誠文堂新光社 3-0500753679

445
地球は特別な惑星か？　地球
外生命に迫る系外惑星の科学

成田憲保 講談社 3-0500770738

450
地磁気逆転と「チバニアン」
地球の磁場は、なぜ逆転する
のか

菅沼悠介 講談社 3-0500770736

451
日本の七十二候を楽しむ　旧
暦のある暮らし

白井明大／文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500764376

460 幸福感に関する生物学的随想 本庶佑 祥伝社 3-0500774327

467
進化のからくり　現代のダー
ウィンたちの物語

千葉聡 講談社 3-0500761152

470
持ち歩き！野草・雑草の事典
５３２種

金田初代／文 西東社 3-0500759679

470 美しき小さな雑草の花図鑑 多田多恵子／文 山と溪谷社 3-0500559906

490
医者のトリセツ　最善の治療
を受けるための２０の心得

尾藤誠司／監修 世界文化社 3-0500757439

490 図解世界一やさしい東洋医学 頼建守 エクスナレッジ 3-0500764430

491
世界一やさしいトリガーポイ
ントの探し方・押し方

大谷素明 エクスナレッジ 3-0500757385

491
人は、なぜ他人を許せないの
か？

中野信子 アスコム 3-0500756779

491
痛み・鎮痛の教科書しくみと
治療法　カラー図解

上野博司／監修 ナツメ社 3-0500758736

491 はじめの一歩の薬理学 石井邦雄 羊土社 3-0500753701

491
図解眠れなくなるほど面白い
自律神経の話

小林弘幸 日本文芸社 3-0500765760

493.4
膵臓がん・胆道がん　知る治
す共に生きるがん

神澤輝実／監修 主婦の友社 3-0500773556

493.7
アルツハイマー病のことがわ
かる本

新井平伊／監修 講談社 3-0500755664

494
最新医学で一番正しいアト
ピーの治し方　世界最高のエ
ビデンスでやさしく伝える

大塚篤司 ダイヤモンド社 3-0500757807

498
公衆衛生がみえる　２０２０
－２０２１

医療情報科学研究
所／編集

メディックメディア 3-0500768059

498.3
絶対に疲れない体をつくる関
節ストレッチ

酒井慎太郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500771073

498.3
首・肩・腰・ひざ痛くないカ
ラダの使いかた

宮本晋次 学研プラス 3-0500774861
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498.5
７０歳からのらくらく家ごは
ん　冷凍食品・市販品・レト
ルト・缶詰をフル活用

中村育子 女子栄養大学出版部 3-0500767145

498.5
女子栄養大学栄養クリニック
が教える内臓脂肪を落とす健
康レシピ

蒲池桂子／監修 学研プラス 3-0500766565

498.5 応用栄養学 木戸康博／編 講談社 3-0500773006

501 ヒューマンエラー 小松原明哲 丸善出版 3-0500734775

509
製造現場の見える化の基本と
実践がよ～くわかる本　現場
改善のための実践プログラム

石川秀人 秀和システム 3-0500762223

511
トコトンやさしい地盤工学の
本

安田進 日刊工業新聞社 3-0500773984

519.1 環境法入門 交告尚史 有斐閣 3-0500773858

519.4 追いつめられる海 井田徹治 岩波書店 3-0500777859

521
山に立つ神と仏　柱立てと懸
造の心性史

松﨑照明 講談社 3-0500783598

523 建築の東京 五十嵐太郎 みすず書房 3-0500779767

526 地下鉄の駅はものすごい 渡部史絵 平凡社 3-0500784468

526 建築でめぐる日本の美術館 土肥裕司 Ｇ．Ｂ． 3-0500771042

535

図解入門よくわかる最新レン
ズの基本と仕組み　身近な現
象から学ぶレンズの科学と技
術

桑嶋幹 秀和システム 3-0500774395

情報科
学

547.2
図解でよくわかる　ネット
ワークの重要用語解説

きたみりゅうじ 技術評論社 3-0500778369

情報科
学

547.4
今すぐ使えるかんたんぜった
いデキます！インターネット
＆メール超入門

門脇香奈子 技術評論社 3-0500780036

情報科
学

547.4
Ｏｆｆｉｃｅ　３６５　Ｔｅ
ａｍｓ即効活用ガイド　テレ
ワークの切り札！

岩元直久 日経ＢＰ 3-0500780308

情報科
学

547.4

５０代からのＬＩＮＥ入門
ＬＩＮＥの「わからない」を
やさしく解説。これ１冊でＬ
ＩＮＥの機能が一通り使える
ようになります。

メディアックス 3-0500773756

情報科
学

547.4
ＩｏＴソフトウェア無線の教
科書　ＩｏＴシステムに潜む
脅威と対策

上松亮介 データハウス 3-0500773940

547.4
不可能を可能にせよ！　ＮＥ
ＴＦＬＩＸ成功の流儀

マーク・ランドル
フ

サンマーク出版 3-0500762636

547.5
５Ｇ　次世代移動通信規格の
可能性

森川博之 岩波書店 3-0500779480

549
次世代半導体素材ＧａＮ（ガ
ン）の挑戦　２２世紀の世界
を先導する日本の科学技術

天野浩 講談社 3-0500778227

578
トコトンやさしいシリコーン
の本

池野正行／監修 日刊工業新聞社 3-0500739324
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588
ビジネス教養としてのウイス
キー　なぜ今、高級ウイス
キーが２億円で売れるのか

土屋守 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500771074

別置

590
私のカントリー　ナチュラル
な暮らしを楽しむ　ＮＯ．１
１２

主婦と生活社 3-0500779161

593.3
型紙いらずの浴衣リメイク
ブラウスからチュニック、パ
ンツ、小物まで

松下純子 河出書房新社 3-0500779529

593.5
日本一の洗濯屋が教える間違
いだらけの洗濯術

洗濯ブラザーズ アスコム 3-0500733520

593.8 着せる女 内澤旬子 本の雑誌社 3-0500761221

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　７
（ｎｏ．１５１）

主婦と生活社 3-0500788372

ティー
ンズ

594
はじめての「ぬう」と「あ
む」＋おさいほう

ミカ 主婦の友社 3-0500756156

595
たるみはメイクでなくせま
す！　「３本の線」で顔を建
て直す

山本浩未 小学館 3-0500771501

596
シネマ＆フード　映画を食卓
に連れて帰ろう

ＣＵＥＬ／料理 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500772579

596
フランス式おいしい調理科学
の雑学　料理にまつわる７０
０の楽しい質問

アルテュール・
ル・ケンヌ

パイインターナショナ
ル

3-0500778988

596

手作りミールキットで平日夜
ラクごはん　かんたん準備、
夜仕上げで、あったか料理が
すぐできる！

武蔵裕子 家の光協会 3-0500769753

596.2 町中華名店列伝 町中華探検隊 自由国民社 3-0500783040

596.4
ゆーママの毎朝ラクする冷凍
作りおきのお弁当　“小分け
冷凍おかず”を詰めるだけ！

松本有美 扶桑社 3-0500671683

596.4 駅弁大百科　完全保存版
「旅と鉄道」編集
部／編

山と溪谷社 3-0500777933

596.6
卵、牛乳、白砂糖、小麦粉な
し。でも「ちゃんとおいし
い」しあわせお菓子

岡村淑子 河出書房新社 3-0500760396

597
帰りたくなる家　家の整理は
心の整理

山﨑美津江 婦人之友社 3-0500733579

598
大切な親を家で看取るラクゆ
る介護

井上雅樹
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500765984

子育て 599
子どもが育つ魔法の言葉　世
界中の親が共感した子育ての
知恵１００

ドロシー・ロー・
ノルト

ＰＨＰ研究所 3-0206073757

子育て 599
フリージングで作りおき離乳
食　５カ月～１歳半まで

松尾みゆき 新星出版社 3-0500750904

611
「土地と財産」で読み解く日
本史

大村大次郎 ＰＨＰ研究所 3-0500742611

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

記号
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614
図解よくわかるスマート農業
デジタル化が実現する儲かる
農業

三輪泰史 日刊工業新聞社 3-0500773983

619
乾物便利帖　栄養と料理の小
百科

星名桂治 里文出版 3-0500747261

619

Ｑ＆Ａでよくわかる知識ゼロ
からの農産加工入門　立ち上
げ　製造　販売　運営　地域
活性

尾崎正利 家の光協会 3-0500747312

文庫本 629 大名庭園　江戸の饗宴 白幡洋三郎 筑摩書房 3-0500768239

645 知りたい！ネコごころ 髙木佐保 岩波書店 3-0500760265

673
レンタルなんもしない人の
“もっと”なんもしなかった
話

レンタルなんもし
ない人

晶文社 3-0500776014

673 酒場の京都学 加藤政洋 ミネルヴァ書房 3-0500760698

675
１億人のＳＮＳマーケティン
グ　バズを生み出す最強メ
ソッド

敷田憲司
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500765822

678
図解よくわかるこれからの貿
易

高橋靖治 同文舘出版 3-0500775212

686
日本貨物鉄道地図鑑　日本を
運ぶ美しき車両たち

木村雄一 平凡社 3-0500774658

686 日本の路線図 宮田珠己 三才ブックス 3-0500770204

686
鉄道のドイツ史　帝国の形成
からナチス時代、そして東西
統一へ

【バン】澤歩 中央公論新社 3-0500770157

686
首都圏鉄道事情大研究　将来
篇

川島令三 草思社 3-0500748963

686 日本鉄道歴史紀行 三栄 3-0500766912

686 駅名学入門 今尾恵介 中央公論新社 3-0500767461

689
派遣添乗員ヘトヘト日記　当
年６６歳、本日も“日雇い派
遣”で旅に出ます

梅村達 三五館シンシャ 3-0500762673

699
必聴ラジオ１００　今、オス
スメしたい全国のラジオ番組

ラジオ番組表／編 三才ブックス 3-0500754822

別置

702 もっと知りたい薬師寺の歴史 薬師寺／監修 東京美術 3-0500765841

702
日本美術の底力　「縄文×弥
生」で解き明かす

山下裕二 ＮＨＫ出版 3-0500776761

723 画家とモデル　宿命の出会い 中野京子 新潮社 3-0500772088

724
７日でうまくなる油絵初級
レッスン　１２色でここまで
できる静物画・風景画

小屋哲雄 誠文堂新光社 3-0500752685

724
花と植物を描く水彩の教科書
かたちのとり方色と技法画材
から作品手順まで

中村愛 グラフィック社 3-0500776631

726
北澤楽天と岡本一平　日本漫
画の二人の祖

竹内一郎 集英社 3-0500778876

748 光と虹と神話 高砂淳二 山と溪谷社 3-0500765818

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
記号
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751
バーナード・リーチとリーチ
工房の１００年　海とアート
の街セントアイヴスをめぐる

加藤節雄 河出書房新社 3-0500764254

761 実践コード・ワーク　理論編 篠田元一 リットーミュージック 3-0500769308

761
実践コード・ワーク　アレン
ジ編

篠田元一 リットーミュージック 3-0500769309

別置指
定資料

762.1
カイルが輝く場所へ　発達障
害のわが子がピアニストとし
て羽ばたくまで

紀平由起子 ＮＨＫ出版 3-0500762602

762.3
ベートーヴェン革新の舞台裏
創作現場へのタイムトラベル

平野昭 音楽之友社 3-0500772049

764
オーケストラ　知りたかった
ことのすべて

クリスチャン・メ
ルラ

みすず書房 3-0500762317

775
浅利慶太－叛逆と正統－劇団
四季をつくった男

梅津齊 日之出出版 3-0500778518

780
ドイツのスポーツ都市　健康
に暮らせるまちのつくり方

高松平藏 学芸出版社 3-0500770717

780
超筋トレが最強のソリュー
ションである　筋肉が人生を
変えるマル超科学的な理由

Ｔｅｓｔｏｓｔｅ
ｒｏｎｅ

文響社 3-0500585198

780
一生勝負　マスターズ・オ
ブ・ライフ

髙橋秀実 文藝春秋 3-0500772558

780

子どもの健全な成長のための
スポーツのすすめ　スポーツ
をする子どもの父母に伝えた
いこと

田崎篤 岩崎書店 3-0500761568

780
姿勢と運動の力学がやさしく
わかる本　イラストで学ぶバ
イオメカニクスの基本

勝平純司 ナツメ社 3-0500760689

780
アナザー１９６４　パラリン
ピック序章

稲泉連 小学館 3-0500770318

781
おうちは遊びのワンダーラン
ド

木村研 いかだ社 3-0500781308

783.2
バレーボールの戦い方　攻守
に有効なプレーの選択肢を広
げる

高橋宏文
ベースボール・マガジ
ン社

3-0500750317

783.2
ソフトバレーボールの教科書
しっかり学んで絶対にうまく
なる！

日本ソフトバレー
ボール連盟／監修

日本文芸社 3-0500756356

783.5
テニスの筋力トレーニング
競技力が上がる体づくり

浜浦幸広
ベースボール・マガジ
ン社

3-0500750325

783.5
バドミントンダブルス必勝テ
クニック

藤井瑞希／監修 実業之日本社 3-0500754208

783.7
少年野球スコアのつけ方　親
子でいっしょに始める覚える

日本野球機構／監
修

日本文芸社 3-0500761884

783.7 ザ・スコアラー 三井康浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500760034

786
ＩＴ時代の山岳遭難　安全登
山のための最新テクノロジー

木元康晴 山と溪谷社 3-0500770190

786
キャンプの本　これからアウ
トドアを始める人の新しい
キャンプの教科書。

エイ出版社 3-0500771412

787
海釣り安全ＢＯＯＫ　基礎と
上達がまるわかり！

山口充／監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500757068
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796
羽生善治の実戦詰将棋　戦術
眼を極める超難問１００選

羽生善治／監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500750344

809 話すチカラ 齋藤孝 ダイヤモンド社 3-0500763049

809 山根基世の朗読読本　２ 山根基世 評論社 3-0500767462

809
１０歳でもわかる伝え方の授
業

苅野進 ＷＡＶＥ出版 3-0500755295

814
漢語の謎　日本語と中国語の
あいだ

荒川清秀 筑摩書房 3-0500759769

816
「分かりやすい表現」の技術
意図を正しく伝えるための１
６のルール

藤沢晃治 文響社 3-0500753353

816 文章を彩る表現技法の辞典 中村明 東京堂出版 3-0500756818

816
一目でわかる文章術　文章は
「見た目」で決まる

石黒圭／編著 ぱる出版 3-0500767456

826
大人なら使いたい中国語表現
メールやビジネスシーンで恥
をかかないために

林松濤 三修社 3-0500764812

829.3
たったの７２パターンでこん
なに話せるタイ語会話

欧米・アジア語学
センター

明日香出版社 3-0500768094

830 あぶない英語 岩田雅彦 幻冬舎 3-0500772618

835
英語の複数と冠詞　ネイティ
ブの感覚を読む

小泉賢吉郎 ジャパンタイムズ出版 3-0500765349

別置

郷土青
葉

213
恩古知新隊活動記録　古き恩
田を探し、新しき街を知る

横浜市恩田地域ケ
アプラザ／〔編〕

横浜市恩田地域ケアプ
ラザ

3-0500759890

郷土資
料

210.2 かながわの考古学
かながわ考古学財
団／〔編〕

かながわ考古学財団 3-0500775413

郷土資
料

498.5
かんたん時短レシピ　おいし
く食べて幸せカモ

横浜市保土ケ谷福
祉保健センター福
祉保健課／〔編〕

横浜市保土ケ谷福祉保
健センター福祉保健課

3-0500754784

郷土資
料

596.2
かながわ定食紀行　第６巻特
盛編

今柊二 神奈川新聞社 3-0500763097

郷土資
料

780
横浜国際総合競技場２０年史
ＮＩＳＳＡＮ　ＳＴＡＤＩＵ
Ｍ

横浜市体育協会・
管理ＪＶ共同事業
体／編

横浜市体育協会・管理
ＪＶ共同事業体

3-0500766865

「あたらしく入った本」7月号は、令和２年5月から同年6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。

※「別置指定資料」は「りんごの棚」に配架しています。

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
記号
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