
別置 記号

911.3 蕎麦湯が来ない せきしろ マガジンハウス 3-0500768432

ティーン
ズ 911.3

１７音の青春　五七五で
綴る高校生のメッセージ
２０２０

神奈川大学広報
委員会／編

角川文化振興財団 3-0500768610

文庫本 913.6 ア 旋律月下 綾崎隼 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500771999

文庫本 913.6 ア
これは経費で落ちませ
ん！　７

青木祐子 集英社 3-0500784868

913.6 イ よその島 井上荒野 中央公論新社 3-0500767473

913.6 イ
茶聖　Ｓｅｎ　ｎｏ　Ｒ
ｉｋｙｕ

伊東潤 幻冬舎 3-0500762663

913.6 イ じんかん 今村翔吾 講談社 3-0500786242

文庫本 913.6 ウ 決別　禁裏付雅帳　１０ 上田秀人 徳間書店 3-0500777482

文庫本 913.6 カ 潜入味見方同心　１ 風野真知雄 講談社 3-0500769232

913.6 カ
うちの父が運転をやめま
せん

垣谷美雨 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500762722

913.6 カ
漣のゆくえ　とむらい屋
颯太

梶よう子 徳間書店 3-0500789009

913.6 カ 結婚させる家 桂望実 光文社 3-0500784900

文庫本 913.6 サ 大名　鬼役　２９ 坂岡真 光文社 3-0500777880

913.6 サ 家族じまい 桜木紫乃 集英社 3-0500787862

文庫本 913.6 サ 新酒番船 佐伯泰英 光文社 3-0500788982

文庫本 913.6 サ 若君の覚悟 佐々木裕一 講談社 3-0500789319

913.6 サ 幻のオリンピアン 酒本歩 光文社 3-0500772069

913.6 サ 公安狼 笹本稜平 徳間書店 3-0500773443

913.6 シ
鬼棲むところ　知らぬ火
文庫

朱川湊人 光文社 3-0500772065

文庫本 913.6 タ 会社蘇生 高杉良 講談社 3-0500721823

913.6 チ
十字架のカルテ　ＴＨＥ
ＰＳＹＣＨＩＡＴＲＩＳ
Ｔ

知念実希人 小学館 3-0500768630

913.6 ツ 奈落で踊れ 月村了衛 朝日新聞出版 3-0500788187

913.6 ト 北条氏康　二世継承篇 富樫倫太郎 中央公論新社 3-0500770262

文庫本 913.6 ト
居合の女　はぐれ長屋の
用心棒

鳥羽亮 双葉社 3-0500778628
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913.6 ナ 帝都地下迷宮 中山七里 ＰＨＰ研究所 3-0500762625

ティーン
ズ 913.6 ナ

Ｒｅ：ゼロから始める異
世界生活　２２

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500772035

ティーン
ズ 913.6 ナ

Ｒｅ：ゼロから始める異
世界生活　２３

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500792791

913.6 ナ
つながりません　スクリ
プター事件Ｆｉｌｅ

長岡弘樹 角川春樹事務所 3-0500790190

913.6 ハ あしたの華姫 畠中恵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500788849

文庫本 913.6 ヒ
おとぼけ兵庫と姫将軍
書下ろし長編時代小説
〔３〕

聖龍人 コスミック出版 3-0500767881

913.6 フ 東京ホロウアウト 福田和代 東京創元社 3-0500770638

913.6 ホ 桜の園
チェーホフ／原
作

光文社 3-0500772074

913.6 ム 天下取 村木嵐 光文社 3-0500772068

913.6 ム 魔女たちは眠りを守る 村山早紀 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500778901

913.6 ユ 永遠の夏をあとに 雪乃紗衣 東京創元社 3-0500779587

文庫本 913.6
１日１０分のごほうび
ＮＨＫ国際放送が選んだ
日本の名作

赤川次郎 双葉社 3-0500768527

文庫本 913.6 注文の多い料理小説集 柚木麻子 文藝春秋 3-0500776205

914 イ 老いてこそ生き甲斐 石原慎太郎 幻冬舎 3-0500772617

914 カ
できることならスティー
ドで

加藤シゲアキ 朝日新聞出版 3-0500766423

914 ナ
そして、みんなバカに
なった

橋本治 河出書房新社 3-0500780624

別置指定
資料 914 ヒ 絆創膏日記 東田直樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500773567

914
徒然草　無常観を超えた
魅力

川平敏文 中央公論新社 3-0500770159

923 三体　２〔下〕 劉慈欣 早川書房 3-0500791443

文庫本 933 ウ 鳥の歌いまは絶え
ケイト・ウィル
ヘルム

東京創元社 3-0500781244

文庫本 933 オ
ブルックリン・フォリー
ズ

ポール・オース
ター

新潮社 3-0500786375

936
パトリックと本を読む
絶望から立ち上がるため
の読書会

ミシェル・クオ 白水社 3-0500782622

943 シ オルガ
ベルンハルト・
シュリンク

新潮社 3-0500780382

文庫本 943 シ
みずうみ／三色すみれ／
人形使いのポーレ

シュトルム 光文社 3-0500783169

943 セ 移民たち　四つの長い物語
Ｗ・Ｇ・ゼーバ
ルト

白水社 3-0500783819

文庫本 943 ヒ ほら吹き男爵の冒険 ビュルガー 光文社 3-0500789787

文庫本 943 マ 魔の山　上巻 トーマス・マン 新潮社 3-0205059676

文庫本 943 マ 魔の山　下巻 トーマス・マン 新潮社 3-0205059677
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944 地獄は克服できる
ヘルマン・ヘッ
セ

草思社 3-0500787669

953 カ 凧 ロマン・ガリ 共和国 3-0500764489

953 フ シャルロッテ
ダヴィド・フェ
ンキノス

白水社 3-0500785542

974

「これから」の時代（と
き）を生きる君たちへ
イタリア・ミラノの校長
先生からのメッセージ

ドメニコ・スキ
ラーチェ

世界文化社 3-0500782095

文庫本 983 戦争と平和　２ トルストイ 光文社 3-0500783170

別置 記号

ティーン
ズ 002

探究に役立つ！学校司書
と学ぶレポート・論文作
成ガイド

東京都立高等学
校学校司書会
ラーニングスキ
ルガイドプロ
ジェクトチーム
／編著

ぺりかん社 3-0500740676

情報科学 007.6
初心者からちゃんとした
プロになるＪａｖａＳｃ
ｒｉｐｔ基礎入門

西畑一馬／共著
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500772257

情報科学 007.6
大きな字でわかりやすい
エクセル２０１９入門

ＡＹＵＲＡ 技術評論社 3-0500760298

情報科学 007.6
大きな字でわかりやすい
ワード２０１９入門

ＡＹＵＲＡ 技術評論社 3-0500760300

情報科学 007.6
今すぐ使えるかんたん
ぜったいデキます！ｉＰ
ａｄ超入門

門脇香奈子 技術評論社 3-0500756856

情報科学 007.6

世界一わかりやすいパソ
コン入門テキスト　ベテ
ラン講師がつくりました
オールカラー

川上恭子 技術評論社
3-0500756357

情報科学 007.6

留学生のためのかんたん
Ｗｏｒｄ／Ｅｘｃｅｌ／
ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ入
門

楳村麻里子 技術評論社
3-0500758983

情報科学 007.6
いちばんやさしい６０代
からのｉＰａｄ

増田由紀 日経ＢＰ 3-0500763506

016 移動図書館ひまわり号 前川恒雄 夏葉社 3-0500402851

017
学校司書研修ガイドブッ
ク　現場で役立つ２３の
プログラム

学校図書館まな
びの会

玉川大学出版部 3-0500728366

児童書研
究 017

司書と先生がつくる学校
図書館

福岡淳子 玉川大学出版部 3-0500327332

児童書研
究 019

この本読んで！　第７５
号（２０２０夏）

出版文化産業振興財
団

3-0500788957

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令
和２年４月号

日本経済新聞社 3-0500786940

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令
和２年５月号

日本経済新聞社 3-0500793991

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和２
年４月号

毎日新聞社 3-0500786943

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和２
年５月号

毎日新聞社 3-0500793988

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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102 世界哲学史　１
伊藤邦武／責任
編集

筑摩書房 3-0500751885

102 世界哲学史　２
伊藤邦武／責任
編集

筑摩書房 3-0500759764

102 世界哲学史　３
伊藤邦武／責任
編集

筑摩書房 3-0500767445

102 世界哲学史　５
伊藤邦武／責任
編集

筑摩書房 3-0500782623

104
哲学のやさしく正しい使
い方　叡智への道

フレデリック・
ルノワール

中央公論新社 3-0500779640

141
「繊細さん」の本　「気
がつきすぎて疲れる」が
驚くほどなくなる

武田友紀 飛鳥新社 3-0500609722

172
神道の中世　伊勢神宮・
吉田神道・中世日本紀

伊藤聡 中央公論新社 3-0500767479

183 日本仏教の基本経典 大角修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500773105

文庫本 210.2 前方後円墳の時代 近藤義郎 岩波新書 3-0500761803

210.4 日本の中世国家 佐藤進一 岩波新書 3-0500761804

210.4 中世史講義　戦乱篇 高橋典幸／編 筑摩書房 3-0500776346

210.7
五・一五事件　海軍青年
将校たちの「昭和維新」

小山俊樹 中央公論新社 3-0500779629

210.7
昭和史がわかるブックガ
イド

文春新書／編 文藝春秋 3-0500784605

233 イギリス史　上 川北稔／編 山川出版社 3-0500783879

233 イギリス史　下 川北稔／編 山川出版社 3-0500783880

235
一冊でわかるフランス史
世界と日本がわかる国ぐ
にの歴史

福井憲彦／監修 河出書房新社 3-0500763535

288
皇室ＴＨＥ　ＩＭＰＥＲ
ＩＡＬ　ＦＡＭＩＬＹ
８６号（令和２年春）

扶桑社 3-0500784836

289 イ
ならずもの　井上雅博伝
－ヤフーを作った男

森功 講談社 3-0500786697

290
プレミアムアトラス世界
地図帳

平凡社／編 平凡社 3-0500763120

カウン
ター 291.3

ブルーマップ　横浜市青
葉区　住居表示地番対照
住宅地図　２０２００２

ゼンリン 3-0500768714

カウン
ター 291.3

ゼンリン住宅地図　町田
市１（南部）　２０１９
１２

ゼンリン 3-0500766741

カウン
ター 291.3

ゼンリン住宅地図　町田
市２（北部）　２０１９
１２

ゼンリン 3-0500766743

291.3
歩く地図鎌倉・横浜散歩
２０２１

成美堂出版 3-0500778829

291.3
日帰りウォーキング関東
周辺　〔２０２０〕－１

ＪＴＢパブリッシン
グ

3-0500783798

291.3
東京発日帰り山さんぽ５
０

交通新聞社 3-0500779540

291.3
東京・横浜新名所　２０
２０

ぴあ 3-0500775058
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295 ニューヨーク 実業之日本社 3-0500774483

295
地球の歩き方　Ｂ　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

3-0500777340

別置 記号

302.2
地図で見る中東ハンド
ブック

ピエール・ブラ
ン

原書房 3-0500769848

302.2
中国が世界を攪乱する
ＡＩ・コロナ・デジタル
人民元

野口悠紀雄 東洋経済新報社 3-0500785618

302.3
リトアニアを知るための
６０章

櫻井映子／編著 明石書店 3-0500765978

302.3
地図で見るドイツハンド
ブック

ミシェル・デ
シェ

原書房 3-0500755628

302.3
ワイルドサイドをほっつ
き歩け　ハマータウンの
おっさんたち

ブレイディみか
こ

筑摩書房 3-0500787683

302.3
現代ドイツを知るための
６７章

浜本隆志／編著 明石書店 3-0500763648

302.4
リビアを知るための６０
章

塩尻和子／編著 明石書店 3-0500774855

304
日本の宿題　令和時代に
解決すべき１７のテーマ

竹中平蔵 東京書籍 3-0500781035

304 言語道断 櫻井よしこ 新潮社 3-0500786158

304
完本・哲学への回帰　人
類の新しい文明観を求め
て

稲盛和夫 ＰＨＰ研究所 3-0500764954

312.2 よくわかる現代中国政治 川島真／編著 ミネルヴァ書房 3-0500777584

312.2 わが敵「習近平」 楊逸 飛鳥新社 3-0500791859

312.3 よくわかるＥＵ政治 坂井一成／編著 ミネルヴァ書房 3-0500777585

312.5
それを、真の名で呼ぶな
らば　危機の時代と言葉
の力

レベッカ・ソル
ニット

岩波書店 3-0500757271

319
目に見えぬ侵略　中国の
オーストラリア支配計画

クライブ・ハミ
ルトン

飛鳥新社 3-0500787031

319
歴史に残る外交三賢人
ビスマルク、タレーラ
ン、ドゴール

伊藤貫 中央公論新社 3-0500759660

319.8
キャンプ座間と相模総合
補給廠

栗田尚弥 有隣堂 3-0500755960

321
はじめての法律学　Ｈと
Ｊの物語

松井茂記 有斐閣 3-0500771486

326 現代刑法入門 浅田和茂 有斐閣 3-0500765717

326
アメリカン・プリズン
潜入記者の見た知られざ
る刑務所ビジネス

シェーン・バウ
アー

東京創元社 3-0500781241

326
ゴーンショック　日産カ
ルロス・ゴーン事件の真
相

朝日新聞取材班 幻冬舎 3-0500783323

327 はじめての破産法 尾崎哲夫 自由国民社 3-0500766171

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

5



327 民事執行・保全法 上原敏夫 有斐閣 3-0500770039

ティーン
ズ 327 行政書士になるには 三田達治／編著 ぺりかん社 3-0500756394

331 行動ゲーム理論入門 川越敏司 ＮＴＴ出版 3-0500756459

332.1
コロナショック・サバイ
バル　日本経済復興計画

冨山和彦 文藝春秋 3-0500782975

332.1 進化する里山資本主義 藻谷浩介／監修
ジャパンタイムズ出
版

3-0500781665

333
はじめて学ぶＥＵ　歴
史・制度・政策

井上淳 法律文化社 3-0500769257

334
移民と日本社会　データ
で読み解く実態と将来像

永吉希久子 中央公論新社 3-0500762288

335.2
業界破壊企業　第二のＧ
ＡＦＡを狙う革新者たち

斉藤徹 光文社 3-0500784613

335.5
ベーシック経済法　独占
禁止法入門

川濵昇 有斐閣 3-0500771490

336 財務諸表分析 桜井久勝 中央経済社 3-0500767776

336
勝者の思考回路　成功率
１００％のブランドプロ
デューサーの秘密

柴田陽子 幻冬舎 3-0500762667

336.1

企業研究者のための人生
設計ガイド　進学・留
学・就職から自己啓発・
転職・リストラ対策まで

鎌谷朝之 講談社 3-0500753616

336.1
大前研一ポスト・コロナ
時代の稼ぎ方

大前研一／編著 プレジデント社 3-0500790069

別置指定
資料 336.4

知的障害・発達障害の人
たちのための新・見てわ
かるビジネスマナー集

「新・見てわか
るビジネスマ
ナー集」企画編
集委員会／編著

ジアース教育新社 3-0500753430

336.9
基本　簿記　簿記の基礎
から実務までのエッセン
ス

蛭川幹夫／執筆 実教出版 3-0500776706

337

テクノロジー・バブル
なぜ「熱狂」が生まれる
のか〈生まれないの
か〉？

ブレント・ゴー
ルドファーブ

日経ＢＰ 3-0500761560

338

最新暗号資産の基本と仕
組みがよ～くわかる本
仕組みから関連法・制
度、売買、税務まで

堀龍市 秀和システム 3-0500748009

338

いちばんやさしいキャッ
シュレス決済の教本　人
気講師が教える新たな経
済圏のビジネス

川野祐司 インプレス 3-0500748961

338
９９％の人が気づいてい
ないお金の正体

堀江貴文 宝島社 3-0500760729

338
地銀の次世代ビジネスモ
デル　押し寄せる業界再
編の波を乗り越える

大和総研／編著 日経ＢＰ 3-0500783053

345 よくわかる税法入門 三木義一／編著 有斐閣 3-0500770947

349 新しい地方財政論 中井英雄 有斐閣 3-0500770038
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参考書 349
地方財政白書　令和２年
版

総務省／編 日経印刷 3-0500780393

参考書 351
日本国勢図会　日本がわ
かるデータブック　２０
２０／２１

矢野恒太記念会
／編集

矢野恒太記念会 3-0500786089

361.4
批判力　フェイクを見抜
く最強の武器

えらいてんちょ
う

実業之日本社 3-0500786717

361.7
首都圏大予測　これから
伸びるのはクリエイティ
ブ・サバーブだ！

三浦展 光文社 3-0500762281

364
はじめての社会保障　福
祉を学ぶ人へ

椋野美智子 有斐閣 3-0500771487

366.2
科学的な適職　４０２１
の研究データが導き出す
最高の職業の選び方

鈴木祐
クロスメディア・パ
ブリッシング

3-0500746533

366.2

１０年後に食える仕事食
えない仕事　ＡＩ、ロ
ボット化で変わる職のカ
タチ

渡邉正裕 東洋経済新報社 3-0500765221

別置指定
資料 366.2

障がい者だからって、稼
ぎがないと思うなよ。
ソーシャルファームとい
う希望

姫路まさのり 新潮社 3-0500769687

366.9
産業・組織心理学　経営
とワークライフに生かそ
う！

山口裕幸 有斐閣 3-0500768424

369.1 社会福祉政策　原理と展開 坂田周一 有斐閣 3-0500771965

369.2

イラスト・写真でよくわ
かる力の要らない介助術
介護に携わるすべての人
に役立つ！

福辺節子／監修 ナツメ社 3-0500753715

369.2

がんばらなくても誤嚥は
減らせる！シンプル食サ
ポート　誰でもできる毎
日できる高齢者の食事支
援

佐藤彰紘 医歯薬出版 3-0500724438

369.2
民生委員活動の基礎知識
おさえておきたい３０の
ポイント

小林雅彦 中央法規出版 3-0500757373

369.2 障害者差別を問いなおす 荒井裕樹 筑摩書房 3-0500776356

369.2
少人数で盛り上がるシニ
アの１，２分体操＆ゲー
ム５０

斎藤道雄 黎明書房 3-0500763530

369.2 よくわかる　障害者福祉 小澤温／編 ミネルヴァ書房 3-0500776608

369.2

高齢者と家族のための暮
らしを守る制度とサービ
ス　介護、病気からお
金、成年後見まで

鈴木四季 技術評論社 3-0500782381

369.2
よくある場面から学ぶ疾
患・症状への対応

安西順子／編著 中央法規出版 3-0500776341

375
フィンランド人はなぜ
「学校教育」だけで英語
が話せるのか

米崎里 亜紀書房 3-0500771140

376.1
乳幼児期の感覚統合遊び
保育士と作業療法士のコ
ラボレーション

加藤寿宏／監修 クリエイツかもがわ 3-0500394233
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376.1
子どもたちの階級闘争
ブロークン・ブリテンの
無料託児所から

ブレイディみか
こ

みすず書房 3-0500481059

376.4
伝統高校１００　東日本
篇

猪熊建夫 武久出版 3-0500745387

377

大学教授が、「研究だ
け」していると思った
ら、大間違いだ！　「不
人気学科教授」奮闘記

斎藤恭一 イースト・プレス 3-0500782056

378 よくわかる　障害児教育 石部元雄／編 ミネルヴァ書房 3-0500777587

378
スイッチ製作とおもちゃ
の改造入門　障がいのあ
る子の力を生かす

金森克浩／編著 明治図書出版 3-0500223638

別置指定
資料 378

ストレングス・トーク
行動の問題をもつ子ども
を支え・育てる

井上祐紀 日本評論社 3-0500770199

別置指定
資料 378

知的障害／発達障害のあ
る子の育て方

徳田克己／監修 講談社 3-0500780011

387 日本の民俗宗教 松尾恒一 筑摩書房 3-0500736044

389
アイヌをもっと知る図鑑
歴史を知り、未来へつな
ぐ

平凡社 3-0500780547

カウン
ター 390 防衛年鑑　２０２０

防衛年鑑刊行会
／編

防衛メディアセン
ター

3-0500790590

別置 記号

404

科学技術の失敗から学ぶ
ということ　リスクとレ
ジリエンスの時代に向け
て

寿楽浩太 オーム社 3-0500789412

414 フラクタル
ケネス・ファル
コナー

岩波書店 3-0500755939

417 統計学入門
東京大学教養学
部統計学教室／
編

東京大学出版会 3-0190372101

427
「ファインマン物理学」
を読む　電磁気学を中心
として

竹内薫 講談社 3-0500761150

453 火山の科学 西川有司 日刊工業新聞社 3-0500772530

454
絵でわかる世界の地形・
岩石・絶景

藤岡達也 講談社 3-0500773009

479 たんぽぽの秘密 森乃おと 雷鳥社 3-0500769320

487
見つけて検索！日本のカ
エルフィールドガイド

カエル探偵団／
編

文一総合出版 3-0500777225

488 ツバメのひみつ
長谷川克
森本元／監修

緑書房 3-0500763578

491
解剖学の基本　オールカ
ラー

松村讓兒／監修 マイナビ出版 3-0500765361

491
生理学の基本　オールカ
ラー

中島雅美／監修 マイナビ出版 3-0500758704

491 空気を読む脳 中野信子 講談社 3-0500763034

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
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492
病気がみえる　ｖｏｌ．
１

医療情報科学研
究所／編集

メディックメディア 3-0500775516

493.1

血糖値がみるみる下が
る！７秒スクワット　１
回７秒薬に頼らずヘモグ
ロビンＡ１ｃが下がる！

宇佐見啓治 文響社 3-0500778377

493.2
大動脈瘤と大動脈解離が
よくわかる本

大木隆生／監修 講談社 3-0500772440

別置指定
資料 493.7

ＡＤＨＤの正体　その診
断は正しいのか

岡田尊司 新潮社 3-0500778223

493.8
新型コロナウイルス　脅
威を制する正しい知識

水谷哲也 東京化学同人 3-0500784411

493.8
感染症　広がり方と防ぎ
方

井上栄 中央公論新社 3-0500779633

493.9
子どもの発達障害誤診の
危機

榊原洋一 ポプラ社 3-0500760746

495
東洋医学式女性のカラダ
とココロの「不調」を治
す５０の養生訓

若林理砂 原書房 3-0500769850

498.1
医療ミスでは？と思った
ら読む本

医療事故研究会 日本評論社 3-0500767389

498.1

最新医療事務のすべてが
わかる本　医療事務の仕
事と魅力を徹底紹介！
〔２０２０〕

青地記代子／監
修

日本文芸社 3-0500772247

498.1

イラスト図解　医療費の
しくみ　診療報酬と患者
負担がわかる　２０２０
－２０２１年度版

木村憲洋 日本実業出版社 3-0500779047

498.1
病気にかかるお金がわか
る本　いざというときに
困らない、損しない

畠中雅子 主婦の友社 3-0500765355

498.5
なにをどれだけ食べたら
いいの？　バランスのよ
い食事ガイド

香川明夫／監修 女子栄養大学出版部 3-0500765989

参考書 498.5 食品成分表　２０２０ 香川明夫／監修 女子栄養大学出版部 3-0500761995

498.5 基礎栄養学 木戸康博／編 講談社 3-0500773005

ティーン
ズ 499 薬剤師になるには

井手口直子／編
著

ぺりかん社 3-0500759000

502
中国、科学技術覇権への
野望　宇宙・原発・
ファーウェイ

倉澤治雄 中央公論新社 3-0500788729

504

いつになったら宇宙エレ
ベーターで月に行けて、
３Ｄプリンターで臓器が
作れるんだい！？　気に
なる最先端テクノロジー
１０のゆくえ

ケリー・ウィー
ナースミス

化学同人 3-0500780992

521 古写真で見る幕末の城 來本雅之／編著 山川出版社 3-0500787327
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523
誰かに教えたくなるレト
ロ建築の話

門井慶喜 潮出版社 3-0500766161

524
目からウロコの木のはな
し

林知行 技報堂出版 3-0500772994

527

住宅改修アセスメントの
すべて　介護保険「理由
書」の書き方・使い方マ
ニュアル

加島守 三和書籍 3-0500789491

533
トコトンやさしい冷凍空
調技術の本

日本冷凍空調学
会／編著

日刊工業新聞社 3-0500781025

534
油圧バルブのメカニズム
カラー図解メカトロニク
ス入門

西海孝夫 秀和システム 3-0500767954

537
最新ＣＡＳＥがよくわか
る本　ＡＩとネットワー
クで変わる自動車と社会

神崎洋治 秀和システム 3-0500765813

537
クルマの本箱　絵本から
ミニカーまで

内野安彦 郵研社 3-0500761237

540
クロトンビル　世界最高
のリーダーを育てる組織

田口力 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500787355

情報科学 547.4
Ｇｏｏｇｌｅサービスプ
ロ技ＢＥＳＴセレクショ
ン

リンクアップ 技術評論社 3-0500783269

547.4 ＺＯＯＭはじめました 秋田稲美 ＷＡＶＥ出版 3-0500788311

情報科学 547.4

みんなのＡＷＳ　ＡＷＳ
の基本を最新アーキテク
チャでまるごと理解！
使いどころとポイントが
わかる

菊池修治 技術評論社 3-0500778953

588

日本ワインの図鑑　厳選
した１００本のワインの
特徴とワインを楽しく味
わう基礎知識

日本のワインを
愛する会／監修

マイナビ出版 3-0500784659

588
世界お酒ＭＡＰＳ　イラ
ストでめぐる８０杯の図
鑑

ジュール・ゴ
ベール＝テュル
パン

グラフィック社 3-0500782965

590
ちょっとフレンチなおう
ち仕事

タサン志麻 ワニブックス 3-0500785239

別置 記号

591
５０代からの老後のお金
のつくり方　まだ間に合
う！

深田晶恵 日経ＢＰ 3-0500699908

593.3
新定番手ぬいで作って長
く着たい大人服

高橋恵美子 ブティック社 3-0500773753

594.2
イングリッシュガーデン
と少女　オノエ・メグミ
のクロスステッチ

オノエメグミ
アップルミンツ（Ｅ
＆Ｇクリエイツ）

3-0500785569

594.3
ちょっとの毛糸ですぐで
きるかぎ針編みの動物ブ
ローチ

おおまちまき 誠文堂新光社 3-0500776019

594.3

夏糸で編むネットバッグ
コットンやリネンの糸で
作るかぎ針編みの３３作
品

誠文堂新光社／
編

誠文堂新光社 3-0500783284

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
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594.3

かぎ針で編む色づかいが
かわいいモチーフ・レシ
ピ　アクセサリー、バッ
グ、ストール、マーガ
レット、愛らしい小物た
ち

ハマナカウオッ
シュコットン＆
フラックスで編
み物を楽しむ会
／編

日東書院本社 3-0500787061

595
医療記者のダイエット
最新科学を武器に４０キ
ロやせた

朽木誠一郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500787359

596
朝作って、夜仕上げる段
取りごはん

扶桑社 3-0500784179

596
出会いのレシピ　東京ガ
スエコモの〈料理教室〉
からうまれた

東京ガスエコモ
株式会社

神奈川新聞社 3-0500154851

596.2
家庭で楽しむモロッコ料
理

小川歩美 河出書房新社 3-0500768869

596.2 ヴィーガン和食 庄司いずみ 主婦の友社 3-0500784686

596.6
誰も教えてくれなかった
プロに近づくためのパン
の教科書　レシピ作り編

堀田誠 河出書房新社 3-0500785171

597

すごい収納用品、すごい
１００円グッズの使い方
図鑑　家じゅうのプチス
トレスを解消！

ｍｕｊｉｋｋｏ
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500787071

614

一次産業の課題解決へ地
域ＩｏＴ　農業、林業、
畜産業、水産業から始ま
る街づくりへの挑戦

テレコミュニ
ケーション編集
部／編

リックテレコム 3-0500767810

617 ラベンダー 下司高明 ＮＨＫ出版 3-0500770683

619
だれでも起業できる農産
加工実践ガイド

尾崎正利 農山漁村文化協会 3-0500773477

620
もっと咲かせる園芸「コ
ツ」の科学　育てること
がうれしくなる

上田善弘 講談社 3-0500772989

626
野菜の植え合わせベスト
プラン　自然菜園流コン
パニオンプランツ

竹内孝功 学研プラス 3-0500766555

626
江戸東京野菜の物語　伝
統野菜でまちおこし

大竹道茂 平凡社 3-0500769746

626
機能性野菜の教科書　野
菜の栄養素と健康効果・
品種・栽培方法・レシピ

中野明正／編著 誠文堂新光社 3-0500776015

627
花屋さんで人気の４６９
種花図鑑

モンソーフルー
ル／監修

西東社 3-0500769745

627
はじめてでも美しく仕上
がる庭木・花木の剪定

川原田邦彦／監
修

西東社 3-0500768881

627
花屋さんに並ぶ植物がよ
くわかる「花」の便利帖
厳選３２７種

深野俊幸／監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500776387

627
パルダリウム　小さな温
室で楽しむグリーン・イ
ンテリア

小森智之／監修 笠倉出版社 3-0500773523

645
スプーン１杯からはじめ
る猫の手づくり健康食

浴本涼子 山と溪谷社 3-0500757353

645 犬のための家庭の医学 野澤延行 山と溪谷社 3-0500747280

653 縁起のよい樹と日本人 有岡利幸 八坂書房 3-0500772044
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673 百貨店・デパート興亡史 梅咲恵司 イースト・プレス 3-0500777144

674
１億人のインターネット
広告　ヒットを生み出す
最強メソッド

清野奨／共著
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500765821

674
コピーライターじゃなく
ても知っておきたい心を
つかむ超言葉術

阿部広太郎 ダイヤモンド社 3-0500767007

別置 記号

702
原三溪の美術　伝説の大
コレクション

原三溪／〔画〕 求龍堂 3-0500710522

706 東京ミュージアムガイド 朝日新聞出版／編著朝日新聞出版 3-0500762560

706 美術展の不都合な真実 古賀太 新潮社 3-0500784130

708 星を運ぶ舟 前田昌良 求竜堂 3-0211078640

708

Ｍｅｅｔ　ｔｈｅ　Ｃｏ
ｌｌｅｃｔｉｏｎ　アー
トと人と、美術館　横浜
美術館開館３０周年記念

横浜美術館／監
修

ｔｏｒｃｈ　ｐｒｅ
ｓｓ

3-0500688502

709
世界遺産で考える５つの
現在

宮澤光 清水書院 3-0500762227

713 聞耳の森 土屋仁応 求龍堂 3-0212082436

723

ルノワールとパリに恋し
た１２人の画家たち　オ
ランジュリー美術館コレ
クション　横浜美術館開
館３０周年記念

横浜美術館／編 読売新聞東京本社 3-0500728491

723
時代を語る名画たち　絵
画を変えた２２人の天才

木村泰司 ぴあ 3-0500742057

724
はじめての絵手紙百科
基本からよくわかる

小池邦夫 主婦の友社 3-0500765932

726 サザエさんと長谷川町子 工藤美代子 幻冬舎 3-0500772619

748 永遠のソール・ライター
ソール・ライ
ター／〔撮影〕

小学館 3-0500752077

754

籐で作るアクセサリーと
小物　１０種類の飾り結
びで作るバングル、ブ
ローチ、バレッタｅｔ
ｃ．

堀川波 誠文堂新光社 3-0500775288

754.7
かごと器の技法がわかる
竹細工編み方のポイント

田中瑞波／監修
メイツユニバーサル
コンテンツ

3-0500761517

754.9
編んで使って楽しむエコ
クラフトのかご屋さん

古木明美 朝日新聞出版 3-0500784621

762.3
ルドルフ・ディットリヒ
物語　ウィーンから日本
へ近代音楽の道を拓いた

平澤博子 論創社 3-0500738127

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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767 世界の国歌・国旗 弓狩匡純 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500773084

768
よくわかる　日本音楽基
礎講座　雅楽から民謡ま
で

福井昭史 音楽之友社 3-0500772421

773 能面花鏡 大月光勲 求龍堂 3-0500747673

774 歌舞伎に女優がいた時代 小谷野敦 中央公論新社 3-0500767458

別置指定
資料 779

僕が手にいれた発達障害
という止まり木

柳家花緑 幻冬舎 3-0500776394

780
女子栄養大学のスポーツ
栄養教室

上西一弘／監修 女子栄養大学出版部 3-0500772392

780
ラグビーワールドカップ
２０１９　神奈川県・横
浜市開催記録集

横浜市市民局ス
ポーツ統括室
ラグビーワール
ドカップ２０１
９推進部ラグ
ビーワールド
カップ２０１９
推進課／〔編〕

横浜市市民局スポー
ツ統括室ラグビー
ワールドカップ２０
１９推進部ラグビー
ワールドカップ２０
１９推進課

3-0500772891

783.4
横浜Ｆ・マリノス　変革
のトリコロール秘史

藤井雅彦 ワニブックス 3-0500774029

786
無人島冒険図鑑　日常か
ら遠く離れた自然空間を
楽しめ！

梶海斗 秀和システム 3-0500773032

789 忍者学講義 山田雄司／編 中央公論新社 3-0500759642

791
よくわかる茶事　表千家
流

堀内宗心／指導 世界文化社 3-0500784434

795 はじめての囲碁の教科書
吉原由香里／監
修

永岡書店 3-0500773817

796 羽生善治の将棋の教科書 羽生善治 河出書房新社 3-0500764464

807

音読で外国語が話せるよ
うになる科学　科学的に
正しい音読トレーニング
の理論と実践

門田修平 ＳＢクリエイティブ 3-0500770216

809 山根基世の朗読読本 山根基世 評論社 3-0500262640

818 初級沖縄語 花薗悟 研究社 3-0500768931

829.4
ニューエクスプレス＋
フィリピノ語

山下美知子 白水社 3-0500760329

830
桂三輝の英語落語　世界
１５カ国で大絶賛の極上
エンターテインメント

桂三輝／演者 アルク 3-0500769264

833
オックスフォード　現代
英英辞典

Ａ　Ｓ　Ｈｏｒ
ｎｂｙ／〔編〕

オックスフォード大
学出版局

3-0500768421

833
ウェブスター辞書あるい
は英語をめぐる冒険

コーリー・スタ
ンパー

左右社 3-0500776431

834
英単語類義語事典　ビ
ミョウな違いがイラスト
でわかる！

佐藤誠司 西東社 3-0500777270

837
英会話１０００本ノック
初級編

スティーブ・ソ
レイシィ

コスモピア 3-0500773046

849
ニューエクスプレス＋ア
イスランド語

入江浩司 白水社 3-0500777686
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参考書 873
ベーシッククラウン伊
和・和伊辞典

杉本裕之／監修 三省堂 3-0500767840

893
ニューエクスプレス＋ア
イルランド語

梨本邦直 白水社 3-0500768247

別置 記号

郷土資料 210.2

近代横浜を掘る　洲干島
からひろがる都市のすが
た　横浜市新市庁舎完成
記念

横浜都市発展記
念館／編

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500780463

郷土資料 281
報告書　横浜の昭和を生
きた人びと

横浜市ふるさと
歴史財団近現代
歴史資料課市史
資料室担当／編

横浜市史資料室 3-0500782533

郷土資料 291.3
坂道てくてく　保土ケ谷
区ウォーキングマップ

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

3-0500754789

郷土資料 291.3
横浜の町名　追録〔平成
９年～令和元年１０月〕

〔横浜市市民局
区政支援部窓口
サービス課住居
表示担当／編〕

〔横浜市市民局区政
支援部窓口サービス
課住居表示担当〕

3-0500733685

郷土資料 349 税の知識　令和２年度版
横浜市財政局主
税部税務課／
〔編〕

横浜市財政局主税部
税務課

3-0500787528

郷土資料 351
県勢要覧　統計でみる神
奈川のすがた　令和元年
度版

神奈川県統計セ
ンター統計管理
課／〔編〕

神奈川県統計セン
ター

3-0500785670

郷土青葉 361.4
青葉区区民意識調査調査
結果報告書　令和元年度

青葉区総務部区政推
進課企画調整係

3-0500764493

郷土青葉 369.2

横浜型地域包括ケアシス
テムの構築に向けた青葉
区行動指針　あなたの力
の１％をあおばの未来に

横浜市青葉区役
所高齢・障害支
援課／〔編〕

横浜市青葉区役所高
齢・障害支援課

3-0500759910

郷土資料 369.2
ハートページ　横浜市北
部版　２０２０年

横浜市／監修
プロトメディカルケ
アハートページ編集
部

3-0500788022

郷土資料 369.3
神奈川区防災マップ　地
震火災・土砂災害・津
波・洪水ハザードマップ

神奈川区役所総
務課／〔編〕

神奈川区役所総務課 3-0500733662

郷土青葉 518.8
青葉区都市計画図　平成
３１年４月現在

横浜市建築局／
〔編〕

横浜市建築局 3-0500770788

郷土資料 555
企画展　横浜船渠ドック
物語

横浜みなと博物
館／編

横浜みなと博物館 3-0500716972

郷土資料 683

横浜みなと博物館３０年
のあゆみ　横浜みなと博
物館ボランティア１０年
のあゆみ

横浜みなと博物
館／編

横浜みなと博物館 3-0500777406

郷土資料 685
神奈川県内乗合バス・
ルートあんない　Ｎｏ．
５

神奈川県バス協
会／監修

ＪＴＢパブリッシン
グ

3-0500769871

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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郷土資料 706
美術でつなぐ人とみらい
横浜美術館開館３０周年
記念

横浜美術館／編 河出書房新社 3-0500733430

郷土資料 760
横浜音祭り　事業報告書
２０１９

横浜アーツフェ
スティバル実行
委員会／編

横浜アーツフェス
ティバル実行委員会

3-0500776453

「あたらしく入った本」8月号は、令和2年6月から同年7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。
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