
別置

901 新・時代小説が書きたい！ 鈴木輝一郎 河出書房新社 3-0500785829

908 須賀敦子の本棚　８ 池澤夏樹／監修 河出書房新社 3-0500805515

文庫本 909 もうひとつの空の飛び方 荻原規子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500798190

910 ナ
荷風と戦争　断腸亭日乗に残
された戦時下の東京

百足光生 国書刊行会 3-0500770688

912
夏の雲は忘れない　ヒロシ
マ・ナガサキ一九四五年

夏の会／編 大月書店 3-0500799303

912 ナ 新陽だまりの樹 手塚治虫／原作 論創社 3-0500779851

913.6
芥川賞候補傑作選　戦前・戦
中編

鵜飼哲夫／編 春陽堂書店 3-0500776760

ティー
ンズ

913.6 鬼滅の刃　しあわせの花 吾峠呼世晴 集英社 3-0500661108

ティー
ンズ

913.6 鬼滅の刃　片羽の蝶　〔２〕 吾峠呼世晴 集英社 3-0500727254

ティー
ンズ

913.6 ア ハリネズミは月を見上げる あさのあつこ 新潮社 3-0500806046

文庫本 913.6 ア 白村江 荒山徹 ＰＨＰ研究所 3-0500753080

913.6 ア あめつちのうた 朝倉宏景 講談社 3-0500790706

913.6 ア げいさい 会田誠 文藝春秋 3-0500803601

913.6 ア トツ！ 麻生幾 幻冬舎 3-0500803231

文庫本 913.6 イ 浪人奉行　９ノ巻 稲葉稔 稲葉稔 3-0500789436

913.6 イ 全部ゆるせたらいいのに 一木けい 新潮社 3-0500790702

913.6 イ 江戸のおんな大工 泉ゆたか ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500801164

文庫本 913.6 オ 蜜蜂と遠雷　上 恩田陸 幻冬舎 3-0500681090

文庫本 913.6 オ 蜜蜂と遠雷　下 恩田陸 幻冬舎 3-0500681091

913.6 オ スキマワラシ 恩田陸 集英社 3-0500802850

文庫本 913.6 カ リセット 垣谷美雨 双葉社 3-0500778615

913.6 カ
フィデル出陣　ポーラース
ター

海堂尊 文藝春秋 3-0500800960

913.6 カ 三年長屋 梶よう子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500765370

文庫本 913.6 ク
寄り添い花火　薫と芽衣の事
件帖

倉本由布 早川書房 3-0500789360

913.6 サ 降るがいい 佐々木譲 河出書房新社 3-0500808594

文　学

あたらしく入った本
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電話045(901)1225

（NDC900-999）
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文庫本 913.6 シ お勝手のあん　１ 柴田よしき 角川春樹事務所 3-0500746595

文庫本 913.6 タ 首都感染 高嶋哲夫 講談社 3-0500106782

913.6 タ 首里の馬 高山羽根子 新潮社 3-0500800832

文庫本 913.6 チ 飛燕の簪　神田職人えにし譚 知野みさき 角川春樹事務所 3-0500797691

文庫本 913.6 チ 妻紅　神田職人えにし譚　２ 知野みさき 角川春樹事務所 3-0500803217

913.6 ツ 暗鬼夜行 月村了衛 毎日新聞社 3-0500779071

913.6 ツ あの日の交換日記 辻堂ゆめ 中央公論新社 3-0500779637

913.6 テ 水を縫う 寺地はるな 集英社 3-0500785813

文庫 913.6 ト
空白の家族　警視庁犯罪被害
者支援課　７

堂場瞬一 講談社 3-0500804460

913.6 ト 銀花の蔵 遠田潤子 新潮社 3-0500780378

913.6 ト ホーム 堂場瞬一 集英社 3-0500792812

文庫本 913.6 ナ
それぞれの陽だまり　日本橋
牡丹堂菓子ばなし　５

中島久枝 光文社 3-0500745585

913.6 ナ 逃亡者 中村文則 幻冬舎 3-0500778678

文庫本 913.6 ハ 糸 林民夫 幻冬舎 3-0500751318

文庫本 913.6 ハ 素晴らしき家族旅行　下 林真理子 毎日新聞出版 3-0500786770

913.6 ハ 少年と犬 馳星周 文藝春秋 3-0500783560

913.6 ハ
電話をしてるふり　ＢＫＢ
ショートショート小説集

バイク川崎バイク ヨシモトブックス 3-0500804948

913.6 フ
江戸川西口あやかしクリニッ
ク　４

藤山素心 光文社 3-0500796144

913.6 フ あなたに会えて困った 藤崎翔 双葉社 3-0500784960

文庫本 913.6 マ
魔物を抱く女　生活安全課刑
事・法然隆三

前川裕 新潮社 3-0500786366

文庫本 913.6 モ 水族館ガール　７ 木宮条太郎 実業之日本社 3-0500798855

913.6 モ 四畳半タイムマシンブルース 森見登美彦 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500800958

文庫本 913.6 ユ
凶犬の眼　「孤狼の血」シ
リーズ

柚月裕子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500771941

913.6 ユ 暴虎の牙 柚月裕子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500773114

914 虫とゴリラ 養老孟子 毎日新聞社 3-0500786955

914 漂流者の生きかた 五木寛之 東京書籍 3-0500796566

ティー
ンズ

914 コ 孤独と不安のレッスン 鴻上尚史 大和書房 3-0211008501

914 サ 達人、かく語りき 沢木耕太郎 岩波書店 3-0500768412

914 ソ 夫の後始末　続 曽野綾子 講談社 3-0500806045

914 ハ ママ、遺書かきました 波留雅子
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500794055
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914 モ お金の減らし方 森博嗣 ＳＢクリエイティブ 3-0500776299

916 イ 「山奥ニート」やってます。 石井あらた 光文社 3-0500784903

916 サ 愛と家族を探して 佐々木ののか 亜紀書房 3-0500793352

別置指
定資料

916 タ
文字の読めないパイロット
識字障害の僕がドローンと出
会って飛び立つまで

髙梨智樹 イースト・プレス 3-0500802422

923 死亡通知書暗黒者 周浩暉 早川書房 3-0500803482

文庫本 933 ア
時のみぞ知る　クリフトン年
代記　上巻

ジェフリー・アー
チャー

新潮社 3-0500046952

933 ウ 壊れた世界の者たちよ
ドン・ウィンズロ
ウ

ハーパーコリンズ・
ジャパン

3-0500798705

ティー
ンズ

933 ク オリエント急行殺人事件
アガサ・クリス
ティー

光文社 3-0500477867

文庫本 933 コ 汚名　上
マイクル・コナ
リー

講談社 3-0500805059

文庫本 933 コ 汚名　下
マイクル・コナ
リー

講談社 3-0500805070

ティー
ンズ

933 テ
たったひとつの冴えたやりか
た

ジェイムズ・ティ
プトリー・ジュニ
ア

早川書房 3-0190261046

933 ト 賢者たちの街
エイモア・トール
ズ

早川書房 3-0500791438

文庫本 933 ヒ メインテーマは殺人
アンソニー・ホロ
ヴィッツ

東京創元社 3-0500725574

文庫本 933 ラ 暗殺のアルゴリズム　上
ロバート・ラドラ
ム

新潮社 3-0207054583

文庫本 933 ラ 暗殺のアルゴリズム　下
ロバート・ラドラ
ム

新潮社 3-0207054584

933 ル スパイはいまも謀略の地に ジョン・ル・カレ 早川書房 3-0500798789

936
その名を暴け　＃ＭｅＴｏｏ
に火をつけたジャーナリスト
たちの闘い

ジョディ・カン
ター

新潮社 3-0500801428

983 髪結いの芸術家 レスコフ 群像社 3-0500766554

993 暗い世界　ウェールズ短編集 河野真太郎／編 堀之内出版 3-0500807067

外国語 933 A
Ｔｈｅ　ｔｅｓｔａｍｅｎｔ
ｓ

Ｍａｒｇａｒｅｔ
Ａｔｗｏｏｄ

Ｎａｎ　Ａ．　Ｔａｌ
ｅｓｅ

3-0500799443

外国語 933 C
Ｔｒｕｓｔ　ｅｘｅｒｃｉｓ
ｅ　ａ　ｎｏｖｅｌ

Ｓｕｓａｎ　Ｃｈ
ｏｉ．

Ｈｅｎｒｙ　Ｈｏｌｔ
ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎ
ｙ

3-0500801330

外国語 933 D
Ｔｈｅ　ｓｈｅｌｌ　ｃｏｌ
ｌｅｃｔｏｒｓ　ｓｔｏｒｉ
ｅｓ

Ａｎｔｈｏｎｙ
Ｄｏｅｒｒ

Ｓｃｒｉｂｎｅｒ 3-0500801316

外国語 933 O
Ｗｈｅｒｅ　ｔｈｅ　ｃｒａ
ｗｄａｄｓ　ｓｉｎｇ

Ｄｅｌｉａ　Ｏｗ
ｅｎｓ．

Ｇ．Ｐ．　Ｐｕｔｎａ
ｍ’ｓ　Ｓｏｎｓ

3-0500727026

外国語 933 W
Ｔｈｅ　ｎｉｃｋｅｌ　ｂｏ
ｙｓ　ａ　ｎｏｖｅｌ

Ｃｏｌｓｏｎ　Ｗ
ｈｉｔｅｈｅａｄ

Ｄｏｕｂｌｅｄａｙ 3-0500801337

外国語 943 B Ｏｌｇａ　ｒｏｍａｎ
Ｂｅｒｎｈａｒｄ
Ｓｃｈｌｉｎｋ．

Ｄｉｏｇｅｎｅｓ 3-0500803353

別置

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

記号
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情報科
学

007.3
就活転職の役に立つデジタ
ル・ＩＴ業界がよくわかる本

志村一隆 宣伝会議 3-0500773926

情報科
学

007.6
スペースキーで見た目を整え
るのはやめなさい

四禮静子 技術評論社 3-0500788489

013 新編図書館員への招待 塩見昇／編著 教育史料出版会 3-0500769274

019 本の雑誌の坪内祐三 坪内祐三 本の雑誌社 3-0500791414

070
最後の社主　朝日新聞が秘封
した「御影の令嬢」へのレク
イエム

樋田毅 講談社 3-0500772441

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令和２
年６月号

日本経済新聞社 3-0500801037

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和２年６
月号

毎日新聞出版 3-0500801375

130 哲学大図鑑 アン・ルーニー ニュートンプレス 3-0500784383

139
パンデミック　世界をゆるが
した新型コロナウィルス

スラヴォイ・ジ
ジェク

Ｐヴァイン 3-0500792778

140
その悩み「９割が勘違い」
科学的に不安は消せる

石川幹人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500800397

143
発達科学から読み解く親と子
の心　身体・脳・環境から探
る親子の関わり

田中友香理 ミネルヴァ書房 3-0500784414

146
新・臨床心理士になるために
令和２年版

日本臨床心理士資
格認定協会／監修

誠信書房 3-0500797948

参考書 146.8 カウンセリング辞典 氏原寛／編集 ミネルヴァ書房 3-0500791816

参考書 148 神宮宝暦　令和３年
神宮館編集部／編
著

神宮館 3-0500803114

159 ぜんぶ、すてれば 中野善壽
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

3-0500779067

159
勝間式ネオ・ライフハック１
００　圧倒的に自由で快適な
未来が手に入る！

勝間和代 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500801168

参考書 159 名言・格言・ことわざ辞典 増井金典 ミネルヴァ書房 3-0500334737

180 怖い仏教 平野純 小学館 3-0500774797

文庫本 182 日本の庶民仏教 五来重 講談社 3-0500789350

文庫本 198 ロシア正教の千年 廣岡正久 講談社 3-0500796927

204
人類の選択　「ポスト・コロ
ナ」を世界史で解く

佐藤優 ＮＨＫ出版 3-0500804596

文庫本 209
「覇権」で読み解けば世界史
がわかる

神野正史 祥伝社 3-0500797853

209
若者に伝えたい英雄たちの世
界史

倉山満 ワニブックス 3-0500799685

209
文字世界で読む文明論　比較
人類史七つの視点

鈴木董 講談社 3-0500798218
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210 景観からよむ日本の歴史 金田章裕 岩波書店 3-0500799532

210
妖怪絵草紙と怪談で楽しく学
ぶ！「くずし字」読解のポイ
ント

山本明
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500786772

文庫本 210.3 日本書紀　上 井上光貞／監訳 中央公論新社 3-0500792460

210.6 近現代史からの警告 保阪正康 講談社 3-0500790995

文庫本 210.7 昭和16年夏の敗戦 猪瀬直樹 中央公論新社 3-0500792459

210.7
日本人はなぜ自虐的になった
のか

有馬哲夫 新潮社 3-0500798699

210.7 昭和史講義　戦後篇上 筒井清忠／編 筑摩書房 3-0500804094

210.7 昭和史講義　戦後篇下 筒井清忠／編 筑摩書房 3-0500804095

222 「中国」の形成 岡本隆司 岩波書店 3-0500799530

222
香港の歴史　東洋と西洋の間
に立つ人々

ジョン・Ｍ・キャ
ロル

明石書店 3-0500795351

文庫本 230 ヨーロッパ世界の誕生 アンリ・ピレンヌ 講談社 3-0500796931

文庫本 230 黒死病　ペストの中世史 ジョン・ケリー 中央公論新社 3-0500799944

232 ローマ帝国の衰退
ジョエル・シュ
ミット

白水社 3-0500794744

文庫本 232 ローマ帝国衰亡史　新訳
エドワード・ギボ
ン

ＰＨＰ研究所 3-0500788521

233 中世のジェントリと社会 新井由紀夫 山川出版社 3-0500798778

289 コ 女帝小池百合子 石井妙子 文藝春秋 3-0500786825

290
世界２４４の国と地域　１９
７カ国と４７地域を旅の雑学
とともに解説

『地球の歩き方』
編集室

ダイヤモンド・ビッグ
社

3-0500798871

293.8
地球の歩き方　Ａ　３１（２
０２０～２０２１年版）ロシ
ア

地球の歩き方編集
室／編集

ダイヤモンド・ビッグ
社

3-0500798869

別置

302.2
現代ネパールを知るための６
０章

日本ネパール協会
／編

明石書店 3-0500786391

302.2
世界のエリートはなぜ「イス
ラエル」に注目するのか

新井均 東洋経済新報社 3-0500785619

302.5 「偉大なる後進国」アメリカ 菅谷洋司 現代書館 3-0500783855

304 コロナ後の世界
ジャレド・ダイア
モンド／〔述〕

文藝春秋 3-0500799124

304
コロナ後の世界を生きる　私
たちの提言

村上陽一郎 岩波書店 3-0500800306

304 国家の怠慢 髙橋洋一 新潮社 3-0500806018

304 我、国連でかく戦へり 藤木俊一 ワニ・プラス 3-0500792554

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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311
この不寛容の時代に　ヒト
ラー『わが闘争』を読む

佐藤優 新潮社 3-0500786159

311
カール・シュミット　ナチス
と例外状況の政治学

蔭山宏 中央公論新社 3-0500792277

312.2 シリア獄中獄外
ヤシーン・ハー
ジュ・サーレハ

みすず書房 3-0500790737

312.9
地政学　サクッとわかるビジ
ネス教養

奥山真司／監修 新星出版社 3-0500790430

314 ヤバい選挙 宮澤暁 新潮社 3-0500790690

316.4
テロリズムとは何か　<恐怖>
を読み解くリテラシー

小林良樹 慶應大学出版会 3-0500790497

参考書 317 警察白書　令和２年版
国家公安委員会／
編著

日経印刷 3-0500803599

317
公務員の読み書きそろばん
どんな部署でも必ず役立つ

林誠 学陽書房 3-0500791415

317
シークレットサービス　レー
ガン大統領の命を救った男

ジェリー・パー 中央公論新社 3-0500806314

318.4
地方議員は必要か　3万２千人
の大アンケート

NHKスペシャル取
材班

文藝春秋 3-0500791393

318.6
まちづくりプロジェクトの教
科書　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ
Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ

小地沢将之 森北出版 3-0500786733

318.9 香港デモ戦記 小川善照 集英社 3-0500783758

319.2 朝鮮半島と日本の未来 姜尚中 集英社 3-0500783759

319.8 沖縄米軍基地全史 野添文彬 吉川弘文館 3-0500784935

323
令和の「代替わり」　変わる
皇室、変わらぬ伝統

吉原康和 山川出版社 3-0500784074

324
全図解　わかりやすい借地の
法律

矢島忠純／共著 自由国民社 3-0500784113

324
相続実務に役立つ戸籍の読み
方・調べ方

小林直人／共著 ビジネス教育出版社 3-0500784076

324 離婚を考えたらこの１冊 石原豊昭／共著 自由国民社 3-0500784350

325

入門図解会社の終わらせ方・
譲り方〈解散清算・事業承
継・Ｍ＆Ａ〉の法律と手続き
実践マニュアル　事業者必携

武田守／監修 三修社 3-0500784167

326 ルポ老人受刑者 斎藤充功 中央公論新社 3-0500782324

ティー
ンズ

327 検察官になるには 飯島一孝 ぺりかん社 3-0500780672

327 内容証明を出すならこの１冊 多比羅誠 由国民社 3-0500784111

327
暴走する検察　歪んだ正義と
日本の劣化

郷原信郎 光文社 3-0500799099

329 国際私法　第7版 櫻田嘉章 有斐閣 3-0500785590
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330
ジム・ロジャーズ大予測　激
変する世界の見方

ジム・ロジャーズ 東洋経済新報社 3-0500782709

330
ネオ・エコノミー　世界の知
性が挑む経済の謎

日本経済新聞社／
編

日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500785558

文庫本 331 複雑系経済学入門 塩沢由典 筑摩書房 3-0500783267

332.1
ポストコロナの「日本改造計
画」　デジタル資本主義で強
者となるビジョン

竹中平蔵 ＰＨＰ研究所 3-0500801518

332.1
日本をダメにした財務省と経
団連の欺瞞

三橋貴明 小学館 3-0500794396

332.1
数字でみる「強い」日本経済
「コロナで日本はどうな
る？」をデータで検証！

新宿会計士の政治
経済評論

ビジネス社 3-0500799273

332.5
なぜ中間層は没落したのか
アメリカ二重経済のジレンマ

ピーター・テミン 慶應義塾大学出版会 3-0500786765

333
ソロモン諸島でビブリオバト
ル　ぼくが届けた本との出会
い

益井博史 子どもの未来社 3-0500783538

333
習近平敗北前夜脱中国で繁栄
する世界経済

田村秀男 ビジネス社 3-0500803237

333
米中決戦後の世界地図　日本
再興が始まる

渡邉哲也 徳間書店 3-0500802470

334 移民の世界史 ロビン・コーエン 東京書籍 3-0500783244

335
小さくはじめる起業の教科書
自宅をオフィスに！ひとり起
業の立ち上げ方・続け方

酒井とし夫
日本能率協会マネジメ
ントセンター

3-0500785571

335.3

今日からできる！小さな会社
のＳＤＧｓ　事例がいっぱい
ですぐわかる！アイデアＢＯ
ＯＫ

村尾隆介 青春出版社 3-0500785523

335.8
ＮＰＯは何を変えてきたか
市民社会への道のり

川崎あや 有信堂高文社 3-0500785307

336
ひとりでもすべてこなせる！
小さな会社の総務・人事・経
理の実務

近藤仁 ナツメ社 3-0500783585

336.1
ＢＣＧ次の１０年で勝つ経営
企業のパーパス〈存在意義〉
に立ち還る

ボストンコンサル
ティンググループ
／編著

日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500803540

336.1
オフサイトミーティング　仕
事の価値を高める会議

スコラ・コンサル
ト対話普及チーム

同文舘出版 3-0500788217

336.3
リーダーのためのフィード
バックスキル

服部周作 すばる舎 3-0500791878

336.4
ＨＲプロファイリング　本当
の適性を見極める「人事の科
学」

須古勝志／編著
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500785643

336.4
コーチング・バイブル　人の
潜在力を引き出す協働的コ
ミュニケーション

ヘンリー・キム
ジーハウス

東洋経済新報社 3-0500793742
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336.4
できるテレワーク入門　在宅
勤務の基本が身に付く本

法林岳之 インプレス 3-0500786699

336.4
テレワーク大全　独自調査と
徹底取材で導くアフターコロ
ナ時代の働き方

日経ＢＰ総合研究
所イノベーション
ＩＣＴラボ

日経ＢＰ 3-0500788239

336.4
テレワーク導入の法的アプ
ローチ　トラブル回避の留意
点と労務管理のポイント

末啓一郎 経団連出版 3-0500761484

336.4
これからのテレワーク　新し
い時代の働き方の教科書

片桐あい 自由国民社 3-0500786395

336.4
職場のざんねんな人図鑑
やっかいなあの人の行動に
は、理由があった！

石川幹人 技術評論社 3-0500787285

336.4 人事管理入門 今野浩一郎
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500785853

336.5
時短成功！効率２００％Ｕ
Ｐ！スマホ×ＰＣ仕事術

目代純平 明日香出版社 3-0500783333

336.5
入社１年目ビジネス文書の教
科書　イラストでまるわか
り！

西出ひろ子 プレジデント社 3-0500782941

336.9
時価算定基準の会計入門　図
解でスッキリ

ＥＹ新日本有限責
任監査法人／編

中央経済社 3-0500791413

338
デジタル円　日銀が暗号通貨
を発行する日

井上哲也
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500799707

338
ビジネスエリートになるため
の教養としての投資

奥野一成 ダイヤモンド社 3-0500786833

338
金融業界のしくみとビジネス
がこれ１冊でしっかりわかる
教科書

伊藤亮太 技術評論社 3-0500785833

338
誇りある金融　バリュー・
ベース・バンキングの核心

新田信行 近代セールス社 3-0500781335

338
世界一やさしい米国株の教科
書１年生　再入門にも最適！

はちどう ソーテック社 3-0500787374

338
知識ゼロからのフィンテック
入門

桜井駿／監修 幻冬舎 3-0500786254

338
通貨・租税外交　協調と攻防
の真実

浅川雅嗣
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500798825

338
得する株をさがせ！会社四季
報公式ガイドブック

会社四季報編集部
／編

東洋経済新報社 3-0500791889

345 租税法　第2版 岡村忠生 有斐閣 3-0500765718

350
グラフのウソを見破る技術
マイアミ大学ビジュアル・
ジャーナリズム講座

アルベルト・カイ
ロ

ダイヤモンド社 3-0500788284

350 データ視覚化のデザイン 永田ゆかり ＳＢクリエイティブ 3-0500791892

参考書 350
世界国勢図会　世界がわかる
データブック　２０２０／２
１年版

矢野恒太記念会／
編集

矢野恒太記念会 3-0500807814
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360
コロナショックと昭和おじさ
ん社会

河合薫
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500793660

361 よくわかる　社会学 宇都宮京子／編著 ミネルヴァ書房 3-0500774728

361.1
ナッジ！？　自由でおせっか
いなリバタリアン・パターナ
リズム

那須耕介／編著 勁草書房 3-0500786741

361.2
マックス・ウェーバー　近代
と格闘した思想家

野口雅弘 中央公論新社 3-0500784651

361.4
アウトプットする力　「話
す」「書く」「発信する」が
劇的に成長する８５の方法

齋藤孝 ダイヤモンド社 3-0500788286

361.4
多分そいつ、今ごろパフェと
か食ってるよ。

Ｊａｍ／マンガ・
文

サンクチュアリ出版 3-0500604865

361.4 メンヘラの精神構造 加藤諦三 ＰＨＰ研究所 3-0500791058

361.4
気配りが９割　永田町で４５
年みてきた「うまくいってい
る人の習慣」

田村重信 飛鳥新社 3-0500800089

361.4
身銭を切れ　「リスクを生き
る」人だけが知っている人生
の本質

ナシーム・ニコラ
ス・タレブ

ダイヤモンド社 3-0500746620

361.5 海外オタ女子事情 劇団雌猫／ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500791478

361.8 コロナが加速する格差消費 三浦展 朝日新聞出版 3-0500789821

361.9
コミュニティカフェ　まちの
居場所のつくり方、続け方

齋藤保 学芸出版社 3-0500791434

365 災害に強い住宅選び 長嶋修
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500783026

365
マンション大規模修繕　暮ら
しやすく豊かな生活空間づく
り

竹山清明 クリエイツかもがわ 3-0500784409

366.2
発達障害の人の雇用と合理的
配慮がわかる本

石井京子 弘文堂 3-0500785922

366.8 ルポ技能実習生 澤田晃宏 筑摩書房 3-0500782625

366.8
国家と移民　外国人労働者と
日本の未来

鳥井一平 集英社 3-0500790687

367.2 フェミニズム大図鑑
ハンナ・マッケン
／ほか著

三省堂 3-0500798815

367.2 女性白書　２０２０
日本婦人団体連合
会／編

ほるぷ出版 3-0500807475

367.3
街場の親子論　父と娘の困難
なものがたり

内田樹 中央公論新社 3-0500788728

367.6 子ども白書　２０２０
日本子どもを守る
会／編

かもがわ出版 3-0500802459

368
県警ＶＳ暴力団　刑事が見た
ヤクザの真実

藪正孝 文藝春秋 3-0500784606

369
外国人のための会話で学ぼ
う！介護の日本語　指示がわ
かる、報告ができる

国際交流＆日本語
支援Ｙ／編著

中央法規出版 3-0500783047

369.2 「脳コワさん」支援ガイド 鈴木大介 医学書院 3-0500784361
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369.2
“頑張らない運動”で若返
る！シニアのクルクルトント
ン体操

有吉与志恵 講談社 3-0500790075

369.2
介護とブックトーク　Ｐａｒ
ｔ２

梓加依 素人社 3-0500767711

369.2
看取り犬・文福　人の命に寄
り添う奇跡のペット物語

若山三千彦 宝島社 3-0500791511

別置指
定資料

369.2
光の記憶　見えなくて見える
もの

榎並悦子 光村推古書院 3-0500755136

参考書 369.3 防災白書　令和２年版 内閣府／編集 日経印刷 3-0500805572

370
「生存競争（サバイバル）」
教育への反抗

神代健彦 集英社 3-0500798686

371 よくわかる教育学原論　新版 安彦忠彦／編著 ミネルヴァ書房 3-0500785481

371 ワークで学ぶ教育学 井藤元／編 ナカニシヤ出版 3-0500775925

ティー
ンズ

371
大人になる前に知る命のこと
心と体の変化・思春期・自分
らしく生きる

加納尚美／編著 ぺりかん社 3-0500690890

371
家庭、学校、職場で生かせ
る！自分と相手の非認知能力
を伸ばすコツ

中山芳一 東京書籍 3-0500792505

372
「過干渉」をやめたら子ども
は伸びる

西郷孝彦 小学館 3-0500774800

372
ポスト・コロナショックの学
校で教師が考えておきたいこ
と

東洋館出版社／編 東洋館出版社 3-0500791876

372

こんなに違う！？ドイツと日
本の学校　「自由」と「自
律」と「自己責任」を育むド
イツの学校教育の秘密

和辻龍 産業能率大学出版部 3-0500766527

参考書 373 文部科学白書　令和元年度 文部科学省／編集 サンワ 3-0500809072

374 教師崩壊 瀬尾昌俊 ＰＨＰ研究所 3-0500783188

375
やってみよう！小学校はじめ
てのオンライン授業

樋口万太郎／編著 学陽書房 3-0500788759

376.1
お誕生会パーフェクトブック
飾りも、出し物も、カード
も、これ１冊でＯＫ！

ナツメ社 3-0500769789

376.8 中学受験基本のキ！ 西村則康／共著 日経ＢＰ 3-0500785280

ティー
ンズ

376.8
高認があるじゃん！　高卒認
定試験完全ガイド　２０２０
～２０２１年版

学びリンク 3-0500782718

参考書 376.8
全国大学内容案内号　２０２
１年（令和３年）入試対策用

旺文社 3-0500798904

377
「高学歴ワーキングプア」か
らの脱出

水月昭道 光文社 3-0500784614

378
家庭と保育園・幼稚園で知っ
ておきたいＡＳＤ自閉スペク
トラム症

内山登紀夫／監修 ミネルヴァ書房 3-0500802460
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378
子どもの「コミュ障」　発達
障害のもう一つの顔

大井学 金子書房 3-0500791571

子育て 379
ママ、言わないで！子どもが
自信を失う言葉６６

曽田照子 学研プラス 3-0500784994

379
親子で！おうちで！さくっと
できる！超★簡単音のゲーム
あそび

井上明美

ヤマハミュージックエ
ンタテインメントホー
ルディングスミュー
ジックメディア部

3-0500784421

383.5
化粧にみる日本文化　だれの
ためによそおうのか？

平松隆円 水曜社 3-0500785242

383.8 昆虫食文化事典 三橋淳 八坂書房 3-0500800127

文庫本 384 こども風土記・母の手毬歌 柳田国男 岩波書店 3-0500775084

385
お墓のことを考えたらこの１
冊

石原豊昭 自由国民社 3-0500783338

387
まじないの文化史　見るだけ
で楽しめる！

新潟県立歴史博物
館／監修

河出書房新社 3-0500784355

文庫本 387 民間信仰 桜井徳太郎 筑摩書房 3-0500783264

389 アイヌの真実
北原モコットゥナ
シ／監修

ベストセラーズ 3-0500785167

391
ナチスが恐れた義足の女スパ
イ　伝説の諜報部員ヴァージ
ニア・ホール

ソニア・パーネル 中央公論新社 3-0500784631

文庫本 392 日本軍隊用語集　上 寺田近雄 潮書房光人新社 3-0500780317

文庫本 392 日本軍隊用語集　下 寺田近雄 潮書房光人新社 3-0500785547

396 自衛隊は市街戦を戦えるか 二見龍 新潮社 3-0500806016

別置

404
マンガでわかる今日からドヤ
れる科学リテラシー講座　教
えて！夜子先生

くられ／原案・解
説

化学同人 3-0500797278

410
小学算数の解きかたが１冊で
しっかりわかる本

小杉拓也 かんき出版 3-0500784638

412
有限の中の無限　素数がつく
る有限体のふしぎ

西来路文朗 講談社 3-0500784923

413 多変数の微積分 酒井文雄 共立出版 3-0500796524

413 声に出して学ぶ解析学
ララ・オールコッ
ク

岩波書店 3-0500790429

421
量子とはなんだろう　宇宙を
支配する究極のしくみ

松浦壮 講談社 3-0500791015

421
相対性理論　物理学に革命を
おこした大理論！相対性理論
がゼロからわかる！！

ニュートンプレス 3-0500791868

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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424
「音」の知識と技術　「音
楽」や「オーディオ機器」に
使われている「技術」を解説

中山猛 工学社 3-0500792610

458
観察を楽しむ特徴がわかる岩
石図鑑

西本昌司 ナツメ社 3-0500797256

467
生命はデジタルでできている
情報から見た新しい生命像

田口善弘 講談社 3-0500784924

467
ゲノム編集とはなにか　「Ｄ
ＮＡのハサミ」クリスパーで
生命科学はどう変わるのか

山本卓 講談社 3-0500806601

471
図解よくわかる植物細胞工学
タンパク質操作で広がるバイ
オテクノロジー

富永基樹 日刊工業新聞社 3-0500799716

485 おどろきダンゴムシ図鑑 奥山風太郎 幻冬舎 3-0500789487

486 蛾の生態標本図鑑 今井初太郎
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500778590

491 腸内フローラの科学 野本康二 日刊工業新聞社 3-0500794169

493.1
糖尿病　糖尿病治療の名医が
教える最高の治し方大全

文響社 3-0500803511

493.2
シニアの高血圧　６０歳か
ら、７５歳からの“見直し”
高血圧対策

土橋卓也／監修 ＮＨＫ出版 3-0500781789

493.7 「自閉症」の時代 竹中均 講談社 3-0500784893

493.7 人はなぜ神経症になるのか
アルフレッド・ア
ドラー

アルテ 3-0500786419

別置指
定資料

493.7
悲しいけど、青空の日　親が
こころの病気になった子ども
たちへ

シュリン・ホーマ
イヤー／文・絵

サウザンブックス社 3-0500783239

493.8
ビジュアルパンデミック・
マップ　伝染病の起源・拡
大・根絶の歴史

サンドラ・ヘンペ
ル

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

3-0500761563

文庫本 493.8 感染症の世界史 石弘之 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500557426

495
安心すこやか妊娠・出産ガイ
ド　妊娠・出産のすべてがこ
の１冊でわかる

関沢明彦／監修 メディカ出版 3-0500787320

495
妊娠したら読んでおきたい出
生前診断の本　出生前診断を
“正しく知る”ために

大竹明 ライフサイエンス出版 3-0500775626

497

図解でよくわかる歯のきほん
歯のしくみから病気、予防や
治療、美容、健康、歯科業界
まで

柿本和俊 誠文堂新光社 3-0500797670

498
おひとりさまでも最期まで在
宅　平穏に生きて死ぬための
医療と在宅ケア

中澤まゆみ 築地書館 3-0500790501

498.3

精神科医が教えるストレスフ
リー超大全　人生のあらゆる
「悩み・不安・疲れ」をなく
すためのリスト

樺沢紫苑 ダイヤモンド社 3-0500794881
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498.5
食品添加物はなぜ嫌われるの
か　食品情報を「正しく」読
み解くリテラシー

畝山智香子 化学同人 3-0500788216

498.6 感染症対人類の世界史 池上彰 ポプラ社 3-0500781679

499
くすりの事典　病院からも
らった薬がよくわかる　２０
２１年版

片山志郎／監修 成美堂出版 3-0500787336

参考書 499
医者からもらった薬がわかる
本　２０２０－２０２１年版

医薬制度研究会 法研 3-0500785186

507
知財ノート　四〇年の流れの
中で

佐藤辰彦 新潮社図書編集室 3-0500430528

507
特許調査入門　サーチャーが
教えるＪ－ＰｌａｔＰａｔガ
イド

酒井美里 発明推進協会 3-0500790177

510
現場の最強！熱中症対策
「ファン付き作業服」

田中英登／監修 エクスナレッジ 3-0500797629

510

最新　建設業界の動向とカラ
クリがよ～くわかる本　業界
人、就職、転職に役立つ情報
満載

阿部守 秀和システム 3-0500802898

513
重機図説　世界の極大級・極
小級マシン

グラフィック社編
集部／編

グラフィック社 3-0500784121

519.4
海洋プラスチックごみ問題の
真実　マイクロプラスチック
の実態と未来予測

磯辺篤彦 化学同人 3-0500802430

520 東京 隈研吾 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500801571

521
民家を知る旅　日本の民家見
どころ案内

日本民俗建築学会
／編

彰国社 3-0500786775

523 安藤忠雄建築を生きる 三宅理一 みすず書房 3-0500750334

527
暮らし快適ＲＥＦＯＲＭ　ｇ
ｕｉｄｅ　首都圏版　ｖｏ
ｌ．９

良質住まいのネット
ワーク

3-0500778831

527
やらなければいけない一戸建
てリフォーム

高橋みちる 自由国民社 3-0500796284

531

図面って、どない読むねん！
だれにでもわかりやすくやさ
しくやくにたつ　ＬＥＶＥＬ
００

山田学 日刊工業新聞社 3-0500801494

情報科
学

547.4
＃ライブ配信の教科書　スマ
ホ１台でできる！企業ＰＲと
ファンづくりの「新常識」

ゆうこす 日経ＢＰ 3-0500805700

情報科
学

547.4
ゼロからはじめるＳｋｙｐｅ
スマートガイド

リンクアップ 技術評論社 3-0500798258

情報科
学

547.4
できるホームページ・ビル
ダー２２

広野忠敏 インプレス 3-0500783803
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情報科
学

547.4

よくわかる最新ＩｏＴシステ
ムの導入と運用　デバイス／
ネットワーク／サーバーの３
階層

西村泰洋 秀和システム 3-0500794425

情報科
学

547.4
自分の名前で仕事がひろがる
「普通」の人のためのＳＮＳ
の教科書

徳力基彦 朝日新聞出版 3-0500804029

情報科
学

547.4

脱！ＳＮＳのトラブル　ＬＩ
ＮＥ　フェイスブック　ツ
イッターやって良いこと悪い
こと

佐藤佳弘／編著 武蔵野大学出版会 3-0500776043

情報科
学

547.4
Ｄｊａｎｇｏのツボとコツが
ゼッタイにわかる本

大橋亮太 秀和システム 3-0500802051

情報科
学

547.8

ｉＰｈｏｎｅで作ろうビジネ
ス動画の教科書　見てわか
る！まねして作れる一生使え
るノウハウ満載機材選びか
ら、企画・構成、撮影、編
集、公開まで。

オリカワシュウイ
チ

ペンコム 3-0500797066

559 火縄銃 所荘吉 雄山閣 3-0500780985

559 毒　サリン、ＶＸ、生物兵器
アンソニー・
トゥー

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500797036

588 乳酸菌の疑問５０
日本乳酸菌学会／
編

成山堂書店 3-0500794042

ティー
ンズ

589 ゲーム業界で働く 小杉眞紀 ぺりかん社 3-0500790496

589
まるわかり！ｅスポーツ・ビ
ジネス

ＫＰＭＧコンサル
ティング／監修

日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500793168

別置

ティー
ンズ

591
お金のしくみを知りかしこく
扱う方法

ジェーン・ビンハ
ム

東京書籍 3-0500787847

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　９
（ｎｏ．１５２）

主婦と生活社 3-0500804987

594
ワンコ・ニャンコ・インコ
ピポンのフェルト・チャーム
着せ替え服いっぱい

がなはようこ：ピ
ポン

文化学園文化出版局 3-0500769417

594.3

一年中楽しめる透かし編みの
模様８２　繊細で軽やかな
ショールやソックスも作れる
シェットランドレース模様パ
ターン集

エリザベス・ロ
ヴィック

グラフィック社 3-0500458053

594.7

和布をいかしたバッグ・小
物・飾り物　手さげ、ポ
シェット、ポーチ、額、壁掛
けなど

ブティック社 3-0500796275

594.7

ラクしてエコする直裁ちかん
たんＥＣＯバッグ　型紙不
要！まっすぐ切って縫うだけ
の時短ソーイング

ブティック社 3-0500802249

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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595 髪が女のすべてを決める 木田昌吾 総合法令出版 3-0500804510

595
パリジャンが教えるヒゲの教
科書

ジャン・アルティ
ニャン

パイインターナショナ
ル

3-0500805491

596 美味すぎる！世界グルメ巡礼 サラーム海上 双葉社 3-0500800357

596 カレンの台所
滝沢カレン／文・
料理

サンクチュアリ出版 3-0500776039

596
毎日が最後の晩餐　玉村流レ
シピ＆エッセイ

玉村豊男 天夢人 3-0500759674

596
ゆで卵の殻をツルッとむく方
法

ホームライフ取材
班／編

青春出版社 3-0500805119

596.7
体にうれしい果実酒・野菜
酒・薬用酒２００

福光佳奈子 秀和システム 3-0500784368

597
片づけの基本　モノ　部屋
人間関係　時間全部スッキリ

渡部亜矢
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

3-0500745402

参考書 612
食料・農業・農村白書　令和
２年版

農林水産省／編 日経印刷 3-0500803616

616

アメリカ産ソルガムきびＢＯ
ＯＫ　Ａｎｃｉｅｎｔ　Ｇｒ
ａｉｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｆｕ
ｔｕｒｅ

星澤道代
ブイツーソリューショ
ン

3-0500788578

625
鉢で育てるブルーベリー　植
えつけから摘み取りまで

玉田孝人 創森社 3-0500789023

627
３ポットから作れる寄せ植え
季節の花をセンスアップ！

主婦の友社／編 主婦の友社 3-0500778968

627
四季の景色盆栽　季節の草木
を愉しむアイデアとポイント

小林健二／監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500791834

627
つるバラの選び方・育て方・
仕立て方　憧れのバラのアー
チが作れる

村上敏 誠文堂新光社 3-0500782607

外国語 629

Ｔｒｉｐ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｎ
ａｔｉｏｎａｌ　Ｐａｒｋｓ
ｏｆ　Ｊａｐａｎ　ＢＲＡＮ
Ｄ　ＢＯＯＫ

ＮＨＫ出版／編集 ＮＨＫ出版 3-0500783564

629
国立公園を旅する　ＢＲＡＮ
Ｄ　ＢＯＯＫ

ＮＨＫ出版／編集 ＮＨＫ出版 3-0500781675

633 カイコの科学 日本蚕糸学会／編 朝倉書店 3-0500792483

645 人と共に生きる日本の馬 高草操 里文出版 3-0500773020

645
ペットのトラブル相談Ｑ＆Ａ
基礎知識から具体的解決策ま
で

渋谷寛 民事法研究会 3-0500771151

657
原色　木材大事典２００種
日本で手に入る木材の基礎知
識を網羅した決定版

村山忠親 誠文堂新光社 3-0500783550

参考書 662 水産白書　令和２年版 水産庁／編 農林統計協会 3-0500804490
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670
ネットビジネス進化論　何が
「成功」をもたらすのか

尾原和啓 ＮＨＫ出版 3-0500793296

673
ワークマンは商品を変えずに
売り方を変えただけでなぜ２
倍売れたのか

酒井大輔 日経ＢＰ 3-0500793250

673 手紙社のイベントのつくり方 北島勲 美術出版社 3-0500770183

673
起業をするならこの１冊　は
じめの一歩

馬渡晃 自由国民社 3-0500778897

674
広報担当者のためのプレスリ
リースの書き方

共同通信社／編集 共同通信社 3-0500777498

678
ＷＴＯ・ＦＴＡ法入門　グ
ローバル経済のルールを学ぶ

小林友彦 法律文化社 3-0500775123

680
移動革命　ＭａａＳ、ＣＡＳ
Ｅはいかに巨大市場を生み出
すか

三菱総合研究所／
編著

ＮＨＫ出版 3-0500782377

681
交通事故が労災だったときに
知っておきたい保険の仕組み
と対応

後藤宏／共著 日本法令 3-0500783897

687 飛行機ダイヤのしくみ 杉江弘 交通研究協会 3-0500792134

687
日本の航空産業　国産ジェッ
ト機開発の意味と進化するエ
アライン・空港・管制

渋武容 中央公論新社 3-0500779630

689
ホテル御三家　帝国ホテル、
オークラ、ニューオータニ

山川清弘 幻冬舎 3-0500786415

694
ミニマリスト　スマホの中を
片付ける

飯島彩香 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500792515

694 スマホ料金はなぜ高いのか 山田明 新潮社 3-0500798700

別置

707 もっと知りたいバウハウス 杣田佳穂 東京美術 3-0500776679

709
絵本のようにめくる世界遺産
の物語

村山秀太郎／監修 昭文社 3-0500788160

712 現代彫刻アンソロジー 芸術新聞社／監修 芸術新聞社 3-0500780734

718
細部を美しく仕上げる仏像彫
刻表情・頭部・手・足

関侊雲／監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500786759

718
ぐっとくる仏像ご当地仏真正
面！

みうらじゅん／責
任編集

エイ出版社 3-0500802270

721
世界でいちばん素敵な浮世絵
の教室

岡部昌幸／監修 三才ブックス 3-0500802512

723
名画で学ぶ経済の世界史　国
境を越えた勇気と再生の物語

田中靖浩 マガジンハウス 3-0500801399

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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725
超色鉛筆画レッスン　この１
冊で苦手を克服　基本をやさ
しくマスター

弥永和千
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500794139

740 新写真論　スマホと顔 大山顕 ゲンロン 3-0500782118

ティー
ンズ

740
キャパとゲルダ　ふたりの戦
場カメラマン

マーク・アロンソ
ン

あすなろ書房 3-0500725536

743
マクロ撮影入門講座　基本か
らやさしく解説した接写の教
科書

江口愼一 玄光社 3-0500787559

751

粉引の器その発想と作り方
美しく、使い勝手のよい白化
粧の器をさがす、つくる、つ
かう

陶工房編集部／編 誠文堂新光社 3-0500797218

757 時代別日本の配色事典 城一夫
パイインターナショナ
ル

3-0500778991

760 音楽が聴けなくなる日 宮台真司 集英社 3-0500783760

762.3
ベートーヴェンとバロック音
楽　「楽聖」は先人から何を
学んだか

越懸澤麻衣 音楽之友社 3-0500793642

778 イ ＬＩＬＹ’Ｓ　ＣＬＯＳＥＴ 石田ゆり子 マガジンハウス 3-0500796447

780
徹底活用！バランスボール大
全　決定版！１２５エクササ
イズ

菅原順二／監修 成美堂出版 3-0500785231

780
観るまえに読む大修館スポー
ツルール　２０２０

大修館書店編集部
／編集

大修館書店 3-0500775236

780 よくわかるスポーツ文化論 井上俊／編著 ミネルヴァ書房 3-0500769185

780 筋力強化の教科書 石井直方 東京大学出版会 3-0500799146

782 改革する思考 原晋 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500801496

783.4
ＯＮＥ　ＴＥＡＭはなぜ生ま
れたのか　世界と戦う力

藤井雄一郎 ＰＨＰ研究所 3-0500798275

783.4
基本から応用まで身につく！
サッカーゴールキーパー最強
バイブル　試合を決める！

土肥洋一／監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500786996

783.4
わたしはオオカミ　仲間と手
をつなぎ、やりたいことをや
り、なりたい自分になる

アビー・ワンバッ
ク

海と月社 3-0500797349

783.5
みんなうまくなるバドミント
ン基本と練習

廣瀬栄理子
ベースボール・マガジ
ン社

3-0500799149

787
釣りの名著５０冊　古今東西
の「水辺の哲学」を読み解く

世良康 つり人社 3-0500787662

789
ＤＶＤでもっと優雅に！乗馬
上達のコツ５０

全国乗馬倶楽部振
興協会／監修

メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500786994

791
好日絵巻　季節のめぐり、茶
室のいろどり

森下典子
パルコエンタテインメ
ント事業部

3-0500794156

801
ピジン・クレオル諸語の世界
ことばとことばが出合うとき

西江雅之 白水社 3-0500792558
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文庫本 807 ことばの波止場 和田誠 中央公論新社 3-0500785149

816
レポート・論文をさらによく
する「引用」ガイド

佐渡島紗織 大修館書店 3-0500788487

参考書 829.3
ポータブル日カンボジア英・
カンボジア日英辞典

川村よし子／総監
修

三修社 3-0500777959

参考書 829.4
日本語－フィリピン語実用辞
典

市川恭治／編 日本地域社会研究所 3-0500776404

829.4 マレーシア語 ＪＴＢパブリッシング 3-0500788490

834
英語イディオム語源辞典　語
源とイラストでスラスラ覚え
る

清水建二 講談社 3-0500790993

ティー
ンズ

835
マンガでおさらい中学英語
だいじなとこだけ

フクチマミ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500305583

837
６０歳からはじめられるゆっ
くりていねい英会話

杉本正宣 秀和システム 3-0500771053

891
ニューエクスプレス＋現代ギ
リシア語

木戸雅子 白水社 3-0500787966

別置

郷土青
葉

596.3
青葉区の美味しいお店　ＡＯ
ＢＡ　ＢＲＡＮＤ　ＣＥＲＴ
ＩＦＩＣＡＴＥ　２０２０

横浜市青葉区役所
地域振興課／
〔編〕

横浜市青葉区役所地域
振興課

3-0500786910

郷土 317

みなとみらい２１帰宅困難者
支援ガイド　災害等により帰
宅困難になってしまったとき
の支援ガイド

横浜みなとみらい
２１／〔編〕

みなとみらい２１ 3-0500785676

郷土 318.2
横浜市市民協働推進センター
協働の未来をつくろう。

市民セクターよこ
はま／〔編〕

〔市民セクターよこは
ま・関内イノベーショ
ンイニシアティブ共同
事業体〕

3-0500795706

郷土 683
横浜みなと博物館　帆船日本
丸　柳原良平アートミュージ
アム　展示案内

帆船日本丸記念財
団・ＪＴＢコミュ
ニケーションデザ
イン共同事業体／
編

帆船日本丸記念財団・
ＪＴＢコミュニケー
ションデザイン共同事
業体

3-0500779707

「あたらしく入った本」10月号は、令和２年8月から同年9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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