
別置 記号

910 カ 開高健思考する人 谷沢永一 ロングセラーズ 3-0500764058

910 タ
太宰を読んだ人が迷い込む
場所

齋藤孝 PHP研究所 3-0500769398

913.6 ア
境内ではお静かに　七夕祭
りの事件帖

天祢涼 光文社 3-0500762536

文庫本 913.6 オ 刺客請け負います 沖田正午 二見書房 3-0500047025

913.6 カ 東京、はじまる 門井慶喜 文藝春秋 3-0500763656

913.6 ク アパレル興亡 黒木亮 岩波書店 3-0500762484

913.6 ク たおやかに輪をえがいて 窪美澄 中央公論新社 3-0500762308

913.6 コ 七度笑えば、恋の味 古矢永塔子 小学館 3-0500761165

文庫本 913.6 サ 鎖国 上田秀人 集英社 3-0500770516

文庫本 913.6 サ 帝の刀匠 佐々木裕一 講談社 3-0500761819

913.6 シ 三兄弟の僕らは 小路幸也 PHP研究所 3-0500770760

913.6 シ ＜銀の鰊亭＞の御挨拶 小路幸也 光文社 3-0500762534

文庫本 913.6 ツ 酔い待ち草 辻堂魁 角川春樹事務所 3-0500698220

文庫本 913.6 ト 迷路の始まり 堂場瞬一 文藝春秋 3-0500768276

文庫本 913.6 ハ 秋霜 葉室麟 祥伝社 3-0500681752

913.6 ホ 流浪の大地 本城雅人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500764937

913.6 マ 神域　上 真山仁 毎日新聞出版 3-0500764749

913.6 マ 神域　下 真山仁 毎日新聞出版 3-0500764750

913.6 ミ 宝の山 水生大海 光文社 3-0500762535

913.6 ミ 東京普請日和 湊ナオ 日本経済新聞出版社 3-0500763991

大活字本 913.6 ミ 雨ニモマケズ 宮沢賢治 三和書籍 3-0500767499

913.6 モ 嫁ぐ日 諸田玲子 集英社 3-0500766150

913.6 ナ 夢見る帝国図書館 中島京子 文藝春秋 3-0500689435

913.6 ナ 新・紫式部日記 夏山かほる 日本経済新聞出版社 3-0500763993

文　学

あたらしく入った本
2020年6月

電話045(901)1225

（NDC900-999）
ラベルの記号

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号



913.6 ナ 緋色の残響 長岡弘樹 双葉社 3-0500770659

913.6 ユ BUTTER 柚月麻子 新潮社 3-0500481703

913.6 イ 親方と神様 伊集院静 あすなろ出版 3-0500762016

913.6 ア 空貝 赤神諒 講談社 3-0500757114

914 ソ 介護の流儀 曾野綾子 河出書房新社 3-0500689270

914 ナ 風と双眼鏡、膝掛け毛布 梨木香歩 筑摩書房 3-0500770295

914 ハ 夜明けのＭ 林真理子 文藝春秋 3-0500767957

914 ム いかがなものか 群ようこ 集英社 3-0500772080

914 ヤ 4　Ｕnique Girls 山田詠美 幻冬舎 3-0500762664

933 ウ チェリー ニコ・ウォーカー 文藝春秋 3-0500762679

933 エ メモリーブック
ハワード・エンゲ
ル

柏艪舎 3-0210051899

文庫本 933 コ レイトショー　上
マイケル・コナ
リー

講談社 3-0500761435

文庫本 933 コ レイトショー　下
マイケル・コナ
リー

講談社 3-0500761440

文庫本 933 賢者の贈りもの O.ヘンリー 新潮社 3-0500219503

933 ノ 銀をつむぐ者　上 ナオミ・ノヴィク 静山社 3-0500771010

933 サンセット・パーク
ポール・オールス
ター

新潮社 3-0500764271

973 汚れた雪
アントニオ・マン
ジーニ

東京創元社 3-0500764865

別置 記号

情報科学 007.1
ディープラーニング活用の
教科書　実践編

日経クロストレン
ド

日経BP 3-0500733010

情報科学 007.6 Outlook最速時短術 鈴木眞里子 日経BP 3-0500723758

019
死ぬほど読めて忘れない高
速読書

上岡正明 アスコム 3-0500715365

文庫本 023 瓦礫から本を生む 土方正志 河出書房新社 3-0500759212

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和2年2
月号

毎日新聞社 3-0500773326

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令和2
年2月号

日本経済新聞社 3-0500773328

111 世界史の針が巻き戻るとき
マルクス・ガブリ
エル

PHP研究所 3-0500762189

116 まったくゼロからの論理学 野矢茂樹 岩波書店 3-0500764744

123
一億三千万人のための『論
語』教室

高橋源一郎 河出書房新社 3-0500733424

141 フロー体験喜びの現象学
M・チクセントミ
ハイ

世界思想社 3-0196044582

159 異端のすすめ 橋本徹 SBクリエイティブ 3-0500759691

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



159
人生は苦である、でも死ん
ではいけない

岸見一郎 講談社 3-0500761137

159 時間革命 堀江貴文 朝日新聞出版社 3-0500723245

159 心。 稲盛和夫 サンマーク出版 3-0500699909

159 期待値を超える 松浦弥太郎 光文社 3-0500770099

210.4 日本中世への招待 呉座勇一 朝日新聞出版社 3-0500760571

280 週刊読書人追悼文選
「週刊読書人」編
集部

読書人 3-0500754550

289 キ 木戸幸一 川田稔 文藝春秋 3-0500762565

ティーン
ズ 289 ハ 最後の授業

ランディ・パウ
シュ

ランダムハウス講談社 3-0208044017

290 ダークツーリスト 丸山ゴンザレス 講談社 3-0500761818

291.3 鎌倉 実業之日本社 3-0500764873

別置 記号

302.1 THIS　IS　JAPAN ブレイディみかこ 新潮社 3-0500749749

文庫本 304
速すぎるニュースをゆっく
り解説します

池上彰 文藝春秋 3-0500670417

312.3 自由なき世界　上
ティモシー・スナ
イダー

慶應義塾大学出版会 3-0500769682

312.3 自由なき世界　下
ティモシー・スナ
イダー

慶應義塾大学出版会 3-0500769683

317
優位に立てる「刑事力」コ
ミュニケーション

佐々木成三 小学館 3-0500774377

319.2 韓国人、韓国を叱る 赤石晋一朗 小学館 3-0500774799

324 最強の相続 荻原博子 文藝春秋 3-0500762562

335
誰でも無理なく継続的にお
客様が集まる企業1年目の集
客の教科書

今井考 かんき出版 3-0500683177

335.2 日本企業の勝算
デービット・アトキ
ンソン

東洋経済新報社 3-0500773374

336.3 組織 横山禎徳 ダイヤモンド社 3-0500770994

338 HOW　FINANCE　WORKS
ミヒル・A・デサ
イ

ダイヤモンド社 3-0500759748

338
なぜ支店長は飛ばされたの
か

加藤直樹 廣済堂出版 3-0500774491

388
みずほ銀行システム統合、
苦闘の19年史

山端宏実 日経BP 3-0500761555

361.4 ハーバード流「聞く」技術
パトリック・ハー
ラン

KADOKAWA 3-0500767430

361.3 交渉力 橋下徹 PHP研究所 3-0500769399

367.2
上野先生、フェミニズムに
ついてゼロから教えてくだ
さい！

上野千鶴子 大和書房 3-0500753417

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



367.6 夜を彷徨う 琉球新報取材班 朝日新聞出版 3-0500770583

374 先生も大変なんです 江澤隆輔 岩波書店 3-0500767253

参考書 376.8
全国大学学部・学科案内号
2021年入試対策用

旺文社 3-0500774528

参考書 376.8
首都圏高校受験案内
2021年度用

晶文社学校案内編
集部

晶文社 3-0500775296

参考書 376.8 首都圏中学受験案内2021
晶文社学校案内編
集部

晶文社 3-0500775297

376.8
読める・わかる・解ける超
読解力

善方威 かんき出版 3-0500722833

338
東大生を待ち受ける不愉快
な現実とそれを乗り越える
ために必要なこと

中村拓也 とりい書房 3-0500751391

別置 記号

410
数学的思考ができる人に世
界はこう見えている

齋藤孝 祥伝社 3-0500765708

421 無とは何か ニュートンプレス 3-0500755073

469 サピエンス日本上陸 海部陽介 講談社 3-0500761154

493.7 睡眠障害 西野精治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500767432

493.9
東大医学部卒ママ医師が伝
える科学的に正しい子育て

森田麻里子 光文社 3-0500753768

498.1 マトリ　厚労省麻薬取締官 瀬戸晴海 新潮社 3-0500754114

498.3
最高のパフォーマンスを実
現する超健康法

DaiGo PHP研究所 3-0500724259

498.3
病に好かれる人病に嫌われ
る人

小林弘幸 講談社 3-0500572795

498.5 月曜断食 関口賢 文藝春秋 3-0500558377

498.5
脳科学者が教える本当に痩
せる食事法

スーザン・Ｐ・ト
ンプソン

幻冬舎 3-0500715620

517 暗渠パラダイス！ 髙山英男 朝日新聞出版 3-0500762549

526 銭湯空間 今井健太郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500765371

537 トヨタの未来 日本経済新聞社 日本経済新聞社出版 3-0500763994

情報科学 547.4 IoTセキュリティ技術入門 松井俊浩 日刊工業新聞社 3-0500757369

別置 記号

590.4 捨てる贅沢
ドミニック・ロー
ホー

幻冬舎 3-0500741728

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　5
（ｎｏ．１50）

主婦と生活社 3-0500775810

594.2 刺繍でABC Kanae Entani 文化学園文化出版 3-0500762002

594.7
Ｐｏｐ‐Ｕｐ　Ａｐｐｌｉ
ｑｕe　フェルトで作る立体
的な絵のバッグ

岩野知美 文化学園文化出版 3-0500761984

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

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



596 アガワ家の危ない食卓 阿川佐和子 新潮社 3-0500772090

597
タスカジseaさんの「リセッ
ト5分」の収納術

sea 主婦と生活者 3-0500567769

616 日本の品種はすごい 竹下大学 中央公論新社 3-0500747680

670 はじめての英文契約書 山田勝重 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500765372

648 クリーンミート ポール・シャピロ 日経BP 3-0500751731

689
東京ディズニーランド＆
シー裏技ガイド　2019～
2020

クロロ 廣済堂出版 3-0500687201

694
いちばんやさしい60代から
のiPhone
11/11Pro/11ProMax

増田由紀 日経BP 3-0500748844

別置 記号

762.1 クラッシクへの挑戦状 大友直人 中央公論新社 3-0500754569

764
ページをめくるとジャズが
聞こえる

村井康司
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

3-0500771081

767
Ｓｔａｇｅ　Ｆｏｒ～

堀ちえみ 扶桑社 3-0500731418

772 俳優原田芳雄 原田章代 キネマ旬報社 3-0500766141

772 役者ほど素敵な商売はない 市村正親 新潮社 3-0500756315

778 コ 小林麻美第二幕 延江浩 朝日新聞出版 3-0500770582

778
映画講義ロマンティック・
コメディ

瀬川裕司 平凡社 3-0500769747

779 ひょうげもん 小松政夫 さくら舎 3-050066984

文庫本 779 新・魔法のコンパス 西野亮廣 KADOKAWA 3-0500691819

文庫本 779
志の輔・宗久風流らくご問
答

立川志の輔 文藝春秋 3-0208087259

783.7 イチローフィールド 丹羽政善 日本経済新聞出版社 3-0500771658

783.7 金足農業、燃ゆ 中村計 文藝春秋 3-0500763949

文庫本 788 北の富士流 村松友視 文藝春秋 3-0500695281

807 総理通訳の外国語勉強法 中川浩一 講談社 3-0500753748

別置 記号

郷土資料 291.3
Yokohama Express　2017年
度版

横浜市教育委員会 横浜市教育委員会 3-0500768039

郷土資料 291.3
Yokohama Express　2018年
度版

横浜市教育委員会 横浜市教育委員会 3-0500768040

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

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



郷土資料 291.3
Yokohama Express　2019年
度版

横浜市教育委員会 横浜市教育委員会 3-0500768041

郷土資料 318 緑区制50周年記念誌
株式会社タウン
ニュース社

緑区制50周年記念事業
実行委員会

3-0500772317

郷土資料 318.4
横浜市会常任委員会記録
令和元年　第3回　定例会

横浜市会〔編〕 横浜市会議会局 3-0500769606

郷土資料 318.4
横浜市会常任委員会記録
令和元年　第4回　定例会

横浜市会〔編〕 横浜市会議会局 3-0500774591

郷土資料 318.4
横浜市会特別委員会記録
令和元年

横浜市会〔編〕 横浜市会議会局 3-0500774592

郷土資料 333 第7回アフリカ開発会議
横浜市国際局国際
政策部国際連携化

横浜市国際局国際政策
部国際連携化

3-0500766308

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

3-0500760532

郷土資料 368 横浜市自殺対策計画
横浜市健康福祉局
障害企画課依存症
対策担当

横浜市健康福祉局障害
企画課依存症対策担当

3-0500769611

郷土資料 498 カ
神奈川県厚生統計　平成29
年

神奈川県健康医療
局保険医療部健康
増進課

神奈川県健康医療局保
険医療部健康増進課

3-0500766283

郷土資料 527
なっとく！省エネ住宅を選
ぶべき6つの理由

横浜市建築局建築企画
課

3-0500764161

「あたらしく入った本」6月号は、令和２年4月から同年5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。


