
別置 記号

904
文学こそ最高の教養せあ
る

駒井稔 光文社 3-0500798244

910 文豪と借金
「文豪と借金」
編集部

方丈社 3-0500778884

910 入門平安文学の読み方 保科恵 新典社 3-0500776332

910 ミ
宮沢賢治『銀河鉄道の
夜』と宇宙の旅

谷口義明 光文社 3-0500798245

913.6 ア
まだ温かい鍋を抱いてお
やすみ

彩瀬まる 祥伝社 3-0500783744

913.6 ア あの子の殺人計画 天弥涼 文藝春秋 3-0500785161

913.6 ア
湯けむり食事処ヒソップ
亭

秋川滝美 講談社 3-0500786100

913.6 イ 雪と心臓 生馬直樹 集英社 3-0500775134

913.6 イ 銀色の国 逸木裕 東京創元社 3-0500786744

913.6 イ おっぱい先生 泉ゆたか 光文社 3-0500784898

文庫本 913.6 ウ 総力 上田秀人 光文社 3-0500796136

ティーン
ズ 913.6 オ ロミオとジュリエット

ウィリアム・
シェイクスピア

光文社 3-0500784904

文庫本 913.6 カ 潜入味見方同心　2 風間真知雄 講談社 3-0500778511

文庫本 913.6 キ 水族館ガール 木宮条太郎 実業之日本社 3-0500168633

913.6 キ チンギス記　8 北方謙三 集英社 3-0500797619

913.6 ク 生かさず、殺さず 久坂部洋 朝日新聞出版 3-0500788186

913.6 コ 黙示 今野敏 双葉社 3-0500790838

913.6 サ 駆け入りの寺 澤田瞳子 文藝春秋 3-0500780349

文庫本 913.6 サ 鼠異聞　上 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500795536

文庫本 913.6 サ 鼠異聞　下 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500796148

913.6 シ イエロー・サブマリン 小路幸也 集英社 3-0500780012

文庫本 913.6 ス 江戸湊の軛 鈴木英治 双葉社 3-0500778633

913.6 チ 透明な夜の香り 千早茜 集英社 3-0500775132

913.6 ツ サキの忘れ物 津村記久子 新潮社 3-0500793706

913.6 ト ダブル・トライ 堂場瞬一 講談社 3-0500786243

文　学

あたらしく入った本
2020年9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
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913.6 ト 破局 遠野遥 河出書房新社 3-0500795939

913.6 ナ 商う狼 永井紗耶子 新潮社 3-0500790704

913.6 ナ 毒島刑事最後の事件 中山七里 幻冬舎 3-0500800109

文庫本 913.6 ナ 明暗 夏目漱石 新潮社 3-0210008498

913.6 ハ いちねんかん 畠中恵 新潮社 3-0500798840

文庫本 913.6 ヒ おとぼけ兵庫と姫将軍 聖龍人 コスミック出版 3-0500696921

文庫本 913.6 ヒ
おとぼけ兵庫と姫将軍
2

聖龍人 コスミック出版 3-0500737344

文庫本 913.6 ヒ カエルの楽園2020 百田尚樹 新潮社 3-0500789810

文庫本 913.6 フ 破れ傘 藤井邦夫 祥伝社 3-0210053441

913.6 フ ピエタとトランジ 藤野可織 講談社 3-0500768629

913.6 フ 新任警視 古野まほろ 新潮社 3-0500786152

913.6 マ 持続可能な魂の利用 松田青子 中央公論新社 3-0500784630

913.6 マ またね家族 松居大悟 講談社 3-0500784652

913.6 マ 縄紋 真梨幸子 幻冬舎 3-0500787421

文庫本 913.6 ミ 武商諜人 宮本昌考 中央公論新社 3-0500771482

913.6 ミ きたきた捕物帖 宮部みゆき PHP研究所 3-0500787054

913.6 ミ いのちの停車場 南杏子 幻冬舎 3-0500786250

913.6 ミ 夢をかなえるゾウ　4 水野敬也 文響社 3-0500796223

文庫本 913.6 ミ
ビブリア古書堂の事件手
帳2
扉子と空白の時

三上延 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500799084

大活字本 913.6 ミ 春と修羅 宮沢賢治 三和書籍 3-0500776436

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 ム 一人称単数 村上春樹 文藝春秋 3-0500798174

文庫本 913.6 モ
幽霊を創出したのは誰
か？

森博嗣 講談社 3-0500791145

913.6 モ おいしくて泣くとき 森沢明夫 角川春樹事務所 3-0500787428

913.6 ヤ 告解 薬丸岳 講談社 3-0500779853

913.6 リ ポラリスが降り注ぐ夜 李琴峰 筑摩書房 3-0500765359

913.6 ワ 津波にのまれた病院で 和山史穏 ライティング 3-0500770096

文庫本 913.6 誠の旗がゆく 細谷正充 集英社 3-0500779205

914 ウ サルデーニャの蜜蜂 内田洋子 小学館 3-0500786245
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914 ク 「あの人」のこと 久世光彦 河出書房新社 3-0500772097

914 ハ 美女ステイホーム 林真理子 マガジンハウス 3-0500792782

914 ヤ いつでも母と 山口恵以子 小学館 3-0500766457

914 ム 村上T 村上春樹 マガジンハウス 3-0500787837

914 死という最後の未来 石原慎太郎 幻冬舎 3-0500792283

916 猫を棄てる 村上春樹 文藝春秋 3-0500779880

916 カ 疫病2020 門田隆将 産経新聞出版 3-0500794166

923 三体　2　上 劉慈欣 早川書房 3-0500791442

929.1 アーモンド
ソン・ウォン
ピョン

祥伝社 3-0500705920

931 アメリカ現代詩入門 原成吉 勉誠出版 3-0500761862

933 エ 月のケーキ
ジョーン・エイ
キン

東京創元社 3-0500777220

文庫本 933 キ 呪われた町　上
スティーブン・
キング

文藝春秋 3-0500788713

文庫本 933 キ 呪われた町　下
スティーブン・
キング

文藝春秋 3-0500788714

933 ク
わたしの全てのわたした
ち

サラ・クロッサ
ン

ハーパーコリンズ・
ジャパン

3-0500789031

文庫本 933 ク 鉄の時代
J・M・クッ
ツェー

河出書房新社 3-0500782073

文庫本 933 へ 老人と海 ヘミングウェイ 新潮社 3-0500792117

933 レ キッズライクアス
ヒラリー・レイ
ル

サウザンブックス社 3-0500790573

文庫本 933 ハ 小公子
フランシス・ホ
ジソン・バー
ネット

新潮社 3-0500792116

943 シ
失われたいくつかの物の
目録

ユーディット・
シャランスキー

河出書房新社 3-0500773014

943 よそ者たちの愛
テレツィア・
モーラ

白水社 3-0500772540

949 特捜部Ｑ
ユッシ・エーズ
ラ・オールスン

早川書房 3-0500796173

953 コ 彼女たちの部屋
レティシア・コ
ロンバニ

早川書房 3-0500791437

文庫 969 白の闇
ジョゼ・サラ
マーゴ

河出書房新社 3-0500766994

974 コロナの時代の僕ら
パオロ・ジョル
ダーノ

早川書房 3-0500780749

別置 記号

情報科学 007.1
量子コンピューターの衝
撃

深田萌絵 宝島社 3-0500783551

情報科学 007.1
高校数学からはじめる
ディープラーニング

金丸隆志 講談社 3-0500778563

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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情報科学 007.6

Ｗｏｒｄ　＆　Ｅｘｃｅ
ｌでできる営業・経理・
総務ですぐに使えるビジ
ネス書類のつくり方　実
例満載

稲村暢子 技術評論社 3-0500768169

情報科学 007.6
スラスラ読めるＪａｖａ
ふりがなプログラミング

谷本心 インプレス 3-0500770781

情報科学 007.6 Scratchの絵本 アンク 翔泳社 3-0500771634

016 児童サービス論 堀川照代 日本図書館協会 3-0500775739

児童書研
究 019

本よんで　よんでもらっ
てうれしいさん

東京子ども図書
館

東京子ども図書館 3-0500725804

102 世界哲学史　6 伊藤邦武 筑摩書房 3-0500789100

102 世界哲学史　7 伊藤邦武 筑摩書房 3-0500796227

143
女と男なぜわかりあえな
いのか

橘玲 文藝春秋 3-0500791391

146 よくわかる臨床心理学 岩壁茂 ナツメ社 3-0500790140

146.3
心理アサスメントの理論
と実践

高瀬由嗣 岩崎学術出版社 3-0500782270

159
あやうく一生懸命生きる
ところだった

ハワン ダイヤモンド社 3-0500754144

164 世界の神様解剖図鑑 平藤喜久子 エクスナレッジ 3-0500769672

175 図解伊勢神宮 神宮司庁 小学館 3-0500778225

188.5 坊さん、ぼーっとする。 白川密成 ミシマ社 3-0500765255

210 日本史ひと模様 本郷和人
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部

3-0500796968

210 日本史の定説を疑う 本郷和人 宝島社 3-0500792878

文庫本 210.3 日本書紀　下 井上光貞 中央公論新社 3-0500792461

289 ユ 女帝小池百合子 石井妙子 文藝春秋 3-0500786825

290
今こそもっと自由に、気
軽に行きたい！海外テー
マ旅

小林希 幻冬舎 3-0500789484

290 世界一夢の映画旅行
パイインターナ
ショナル

パイインターナショナ
ル

3-0500791053

ティーン
ズ 290 旅が好きだ！ 河出書房新社 河出書房新社 3-0500790781

291 東京からの週末小さな旅 昭文社 3-0500779440

291.3
ハイキングと温泉ガイド
ＢＯＯＫ

エイ出版社 3-0500774639

291.3
こどもと遊ぶ！首都圏の
遊び場ベストガイド

コスミック出版 3-0500774641
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297 地球の歩き方　C　01
地球の歩き方編
集室

ダイヤモンド・ビッ
ク社

3-0500783582

別置 記号

302
感染爆破・新型コロナ危
機

田中宇 花伝社 3-0500784676

302.2 現代中国ゼミナール
東大社研現代中
国研究拠点

東京大学出版会 3-0500784921

302.2 上海フリータクシー
フランク・ラン
グフィット

白水社 3-0500783821

302.5 地図で読むアメリカ
ジェームス・
Ｍ・バーダマン

朝日新聞出版 3-0500779245

304
データでわかる2030年地
球のすがた

夫馬賢治
日経ＢＰ社日本経済
新聞出版本部

3-0500796969

304 日本人よ強かになれ 髙山正之 ワック 3-0500793386

304
大前研一世界の潮流2020
～21

大前研一 プレジデント社 3-0500786743

304 ウイルスと内向の時代 佐藤優 徳間書店 3-0500794792

304 時代の抵抗者たち 青木理 河出書房新社 3-0500786102

312.1 官邸コロナ敗戦 乾正人 ビジネス社 3-0500782091

312.2
われわれが習近平体制と
命がけで戦う13の理由

金文字 ビジネス社 3-0500795625

316 みんな大好き陰謀論 内藤陽介 ビジネス社 3-0500795623

316 白人ナショナリズム 渡辺靖 中央公論新社 3-0500784649

317 歴史秘話外務省研修所 片山和之 光文社 3-0500784608

317 公安調査庁 手嶋龍一 中央公論新社 3-0500796600

319
新型コロナウイルスが世
界を滅ぼす

古森義久 ビジネス社 3-0500782093

319
ポスト・コロナ「新しい
世界」の教科書

髙橋洋一 徳間書店 3-0500786964

319.1 歴史の教訓 兼原信克 新潮社 3-0500784131

321 あぶない法哲学 住吉雅美 講談社 3-0500784894

326 はじめての刑法学 佐久間修 三省堂 3-0500783302

326 刑法総論 内田幸隆 有斐閣 3-0500740856

326 堀の中の事情 清田浩司 平凡社 3-0500784467

327 はじめての民事手続法 川嶋四郎 有斐閣 3-0500778032

331 データで見る行動経済学
キャス・サンス
ティーン

日経BP 3-0500779267

331 日本経済学新論 中野剛志 筑摩書房 3-0500782627

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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331
絶望を希望に変える経済
学

アビジット・
Ｖ・バナジー

日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部

3-0500783299

333
アウターコロナV字回復
する世界経済

武者陵司 ビジネス社 3-0500789150

333 危機の時代
ジム・ロジャー
ズ

日経ＢＰ 3-0500785277

333 マネー消失 若林栄四 ビジネス社 3-0500785621

333 コロナ時代の経済危機 池上彰 ポプラ社 3-0500796201

334 ルポ外国人ぎらい 宮下洋一 PHP研究所 3-0500791056

335.1
SDGｓが生み出す未来の
ビジネス

水野雅弘 インプレス 3-0500791560

335.1
ディズニーCEOが実践す
る10の原則

ロバート・アイ
ガー

早川書房 3-0500776088

335.1 経営者の教科書
ハーバード・ビ
ジネス・レ
ビュー編集部

ダイヤモンド社 3-0500777337

参考書 335.3
中小企業白書小規模企業
白書　2020年版上

中小企業庁 日経印刷 3-0500795999

カウン
ター 335.4

会社四季報　2020年3集
（夏号）

東洋経済新報社 3-0500793447

336
プログラミングとロジカ
ルシンキングが一気にわ
かる本

木田知廣 翔泳社 3-0500764861

336.1
ひと目で伝わるプレゼン
資料の全知識

日比海里 インプレス 3-0500769867

336.1
コーポレート・トランス
フォーメーション

冨山和彦 文藝春秋 3-0500792598

336.1 脱自己流の資料作成術 山橋美穂 ナツメ社 3-0500784164

336.3
「わがまま」がチームを
強くする。

青野慶久 朝日新聞出版 3-0500784618

336.4
会社の事務手続き＜社会
保険・労務・経理・登記
＞と書式実務マニュアル

小島彰/監修 三修社 3-0500763563

336.4
「労務管理」の実務がま
るごとわかる本

望月建吾 日本実業出版社 3-0500731311

情報科学 336.5
ＵｉＰath業務自動化最
強レシピ

小佐井宏之 翔泳社 3-0500785572

338
未来イノベーションに投
資しよう

野村証券投資情
報部

日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部

3-0500784746

338
キャッシュレス決済がこ
れ一冊でしっかりわかる
教科書

キャッシュレス
決済研究会

技術評論社 3-0500763973

338 SDGｓ投資 渋澤健 朝日新聞出版 3-0500783197

338 「郵便局」が破綻する 荻原博子 朝日新聞出版 3-0500783199

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

348 私は真実が知りたい 赤木雅子 文藝春秋 3-0500798254

6



361.1 もうダメかも
マイケル・ブラ
ストランド

みすず書房 3-0500777912

364
図解いちばん親切な年金
の本

清水典子 ナツメ社 3-0500783586

366
ミッシングワーカーの衝
撃

NHKスペシャル取
材班

ＮＨＫ出版 3-0500767341

366.1 労働法　第6版 浅倉むつ子 有斐閣 3-0500777334

366.4
図解わかる　会社をやめ
るときの手続きのすべて
2020/2021年版

中尾幸村 新星出版社 3-0500784101

367.2
炎上ＣＭでよみとくジェ
ンダー論

瀬地山角 光文社 3-0500784612

367.2 男社会がしんどい 田房永子 竹書房 3-0500786437

文庫本 367.3
「居場所」のない男、
「時間」がない女

水無田気流 筑摩書房 3-0500783262

367.4 不倫の流儀
ホイチョイ・プ
ロダクションズ

小学館 3-0500796912

367.6
いまこそ語ろう、それぞ
れのひきこもり

林恭子 日本評論社 3-0500784846

367.7 還暦からの底力 出口治明 講談社 3-0500784895

367.7
死を想え（メメント・モ
リ）！多死社会ニッポン
の現場を歩く

中日新聞社会部 ヘウレーカ 3-0500781091

367.9 性転師 伊藤元輝 柏書房 3-0500784386

ティーン
ズ 371 「さみしさ」の力 榎本博明 筑摩書房 3-0500782630

371 絵で読む教育学入門 広岡義之 ミネルヴァ書房 3-0500778213

378
「うちの子は字が書けな
いかも」と思ったら

宇野彰 ポプラ社 3-0500765954

379 「超」勉強力 中野信子 プレジデント社 3-0500785244

382
図説ヴィクトリア朝の暮
らし

CｈaTea紅茶教室 河出書房新社 3-0500763886

385
「育ちがいい人」だけが
知っていること

諏内えみ ダイヤモンド社 3-0500763052

388 遠野奇談 佐々木喜善 河出書房新社 3-0500761158

389 カムイの世界 堀内みさ 新潮社 3-0500772093

別置 記号

407 理系の文章術 更科功 講談社 3-0500784922

410 とてつもない数学 永野裕之 ダイヤモンド社 3-0500788298

情報科学 417
ゼロからはじめるデータ
サイエンス

Joel Grus
オライリー・ジャパ
ン

3-0500781680

421 量子論 ニュートンプレス 3-0500783690

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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443 アインシュタインの影 セス・フレッチャー 三省堂 3-0500784674

443
宇宙の始まりに何が起き
たのか

杉山直 講談社 3-0500791018

451 激甚気象はなぜ起こる 坪木和久 新潮社 3-0500786163

参考書 451 気象年鑑2020年版
気象業務支援セ
ンター

気象業務支援セン
ター

3-0500795373

452 見えない絶景 藤岡換太郎 講談社 3-0500784925

455 宅地の防災学 釜井俊孝 京都大学学術出版会 3-0500780993

460 はずれ者が進化をつくる 稲垣栄洋 筑摩書房 3-0500789109

468 えげつない！寄生生物 成田聡子 新潮社 3-0500769686

471 タネはどこからきたか？ 鷲谷いづみ 山と溪谷社 3-0500788766

476 くらべてわかるシダ 桶川修 山と溪谷社 3-0500777928

484 考えるナメクジ 松尾亮太 さくら舎 3-0500784658

491 ＩＰＳ細胞の研究室 志田あやか 東京書籍 3-0500774429

492 不調と美容のからだ地図 市野さおり 日経BP 3-0500715125

子育て 492
子どものツボ押しマッ
サージ

鵜沼宏樹
メイツユニバーサル
コンテンツ

3-0500765288

493.7 自由というサプリ いとうせいこう リトルモア 3-0500774404

493.7 よくわかる依存症 榎本稔 主婦の友社 3-0500785288

493.9
はじめての在宅小児リハ
ビリテーション

齋藤大地 三輪書店 3-0500786187

498.3 心穏やかに。 小林弘幸 プレジデント社 3-0500785505

ティーン
ズ 498.3

イラスト版13歳からのメ
ンタルケア

安川禎亮 合同出版 3-0500790455

498.5
運動ゼロ空腹ゼロでもみ
るみる痩せるガチ速”
脂”ダイエット

金森重樹 扶桑社 3-0500797059

498.6
性感染症からの子どもを
守るために大切なこと

奥田研爾 現代書林 3-0500782386

子育て 498.7 乳幼児健診ハンドブック 平岩幹夫 診断と治療社 3-0500685671

499 生薬と漢方薬の事典 田中耕一郎 日本文芸社 3-0500774816

参考書 502
科学技術白書　令和2年
版

文部科学省 日経印刷 3-0500793362

507 知的財産法 角田政芳 有斐閣 3-0500778697
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517 ダム大百科 萩原雅紀 実業之日本社 3-0500787012

519 ＳＤＧｓを考える 高井亨 ナカニシヤ出版 3-0500777119

参考書 519.1
環境白書　循環型社会白
書/生物多様性白書　令
和2年版

環境省大臣官房
環境計画課

日経印刷 3-0500795374

520
世界で一番やさしい建築
基準法

谷村広一 エクスナレッジ 3-0500773076

526
入居者が集まる職員がイ
キイキ働く介護施設設計

長屋榮一 幻冬舎メディア 3-0500789904

528 電気設備の疑問解決 石井理仁 オーム社 3-0500787880

537 相克のイデア 前田育男 日経BP 3-0500788236

540
電気火災はなぜ起きるの
か

井澤義仁 近代消防社 3-0500797715

ティーン
ズ 547.4

ネットとＳＮＳを安全に
使いこなす方法

ルーイ・スト
ウェル

東京書籍 3-0500776724

情報科学 547.4 はじめてのGmail入門 桑名由美 秀和システム 3-0500790517

情報科学 547.4
「明日からSlack使っ
て」と言われたら読む本

向井領治 ラトルズ 3-0500773081

情報科学 547.4
はじめての今さら聞けな
いインスタグラム

吉岡豊 秀和システム 3-0500787077

情報科学 547.4
作って学ぶAndroidアプ
リ開発

有山圭二 技術評論社 3-0500778955

情報科学 548
カラー図解最新
RaspberryPiで学ぶ電子
工作

金丸隆志 講談社 3-0500791016

576
最新　化粧品業界の動向
とカラクリがよ～くわか
る本

梅本博史 秀和システム 3-0500792930

576 漆　2 農村漁村文化協会 3-0500770686

583 刃物たるべく 土田昇 みすず書房 3-0500777632

588 食材保存大全 沼津りえ 主婦の友社 3-0500772636

590 100歳までパリジェンヌ 弓・シャロー 扶桑社 3-0500772609

590
毎日、無理なく、機嫌よ
く。

香菜子 すばる舎 3-0500784989

590
暮らしの中に終わりと始
まりをつくる

一田憲子 幻冬舎 3-0500778684

591
本当の自由を手に入れる
お金の大学

両＠リベ大学長 朝日新聞出版 3-0500791404

593.8 原由美子の大人のゆかた 原由美子
ＣＣＣメディアハウ
ス

3-0500786635

593.8 きものが着たい 群ようこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500786868

596
ツレハナ亭の家飲みごは
ん

ツレヅレハナコ エイ出版 3-0500785425

596.2 東京の美しい洋食屋 井川直子 エクスナレッジ 3-0500794120

596.2
おもてなしのシンプルフ
レンチ

狐野扶実子 世界文化社 3-0500681876
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596.3
京大カレー部秘伝のスパ
イスカレーレシピ

京大カレー部 河出書房新社 3-0500792590

子育て 599
小児科医が伝えるオン
リーワンの花を咲かせる
子育て

松永正訓 文藝春秋 3-0500786268

別置 記号

626 花を楽しむ野菜図鑑 岩槻秀明 いかだ社 3-0500784110

629 心地よい庭づくりQ＆A 平井孝幸 主婦の友社 3-0500773533

646 老鳥との暮らしかた 細川博昭 誠文堂新光社 3-0500782604

657
農家が教える痛快キノコ
つくり

農文協 農山漁村文化協会 3-0500781673

673
6か国語で貼って伝わる
文例200

ユーキャンイン
バウンド研究会

ユーキャン学び出版 3-0500770218

673 バーテンダーの流儀 城アキラ 集英社 3-0500778874

678
貿易実務の基礎がわかる
本

曽我しのぶ
シーアンドアール研
究所

3-0500769380

685
バスと歩んだ昭和～平成
の駅前風景

日本バス友の会/
監修

3-0500750742

686
きっぷのルールハンド
ブック

土屋武之 実業之日本社 3-0500778977

689
東京ディズニーシー完全
ガイド2020-2021

講談社 講談社 3-0500780863

別置 記号

ティーン
ズ 702

レオナルド・ダ・ヴィン
チ

池上英洋 筑摩書房 3-0500782631

723 図説モネ「睡蓮」の世界 安井裕雄 創元社 3-0500780268

725
多様な顔の造形を描き分
ける顔と頭部のデッサン

イムマウクン マール社 3-0500776700

726 日本マンガ全史 澤村修治 平凡社 3-0500790724

726 赤羽末吉
コロナ・ブック
ス編集部

平凡社 3-0500785229

727 ストリートアートの素顔
大山エンリコイ
サム

青土社 3-0500756341

750 世界を歩く、手工芸の旅 青幻舎編集部 青幻舎 3-0500794023

754.9
楽しい箱と入れ物の折り
紙

永田紀子 日貿出版社 3-0500777668

760 Spotify
スベン・カール
ソン

ダイヤモンド社 3-0500791567

763
超入門これなら弾ける！
アコースティックギター
の弾き方

中原健太郎 成美堂出版 3-0500774828

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

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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772 拾われた男 松尾諭 文藝春秋 3-0500793571

778
死ぬまでに観たい映画
100本

スティーブン・
ジェイ・シュナ
イダー

ネコ・パブリッシン
グ

3-0500771922

783.4 平尾誠二を語る 橋野薫 草思社 3-0500780044

783.8
世界標準のスイングが身
につく科学的ゴルフ上達
法　実践編

板橋繁 講談社 3-0500791017

785
健康なカラダをつくる水
泳のポイントゆったり長
く泳ぐ

己抄呼
メイツユニバーサル
コンテンツ

3-0500790728

785
DVDで差がつく！競泳平
泳ぎタイムを縮める50の
コツ

藤森善弘
メイツユニバーサル
コンテンツ

3-0500765850

786
レスキュー・ハンドブッ
ク

藤原尚雄 山と溪谷社 3-0500782383

809 問いのデザイン 安斎勇樹 学芸出版社 3-0500787875

818
神奈川県の方言アクセン
ト

坂本薫 春風社 3-0500769642

829.5 ステップアップトルコ語 大川博 白水社 3-0500745970

829.9 ペルシア語 竹原新 大阪大学出版会 3-0500775601

830 伝わる短い英語 浅井満知子 東洋経済新報社 3-0500775718

834
大学留学を成功させる英
語キーフレーズ600+

岡本茂紀 コスモピア 3-0500777231

837
英語の本を読むためのガ
イドブック

穴倉隆矢
講談社エディトリア
ル

3-0500775644

別置 記号

郷土資料 015
第二次横浜市民読書活動
推進計画

横浜市教育委員
会事務局　生涯
学習文化財課

横浜市教育委員会 3-0500762777

郷土資料 069
ぐるりかながわミュージ
アムマップ2019/2020

神奈川県博物館
協会

神奈川県博物館協会 3-0500775406

郷土資料 291.3
瀬谷の史跡めぐりガイド
ブック

瀬谷の史跡めぐ
りガイドブック
編集委員会

横浜市瀬谷区役所地
域振興課

3-0500738684

郷土資料 291.3 保土ヶ谷ガイドマップ
横浜市保土ヶ谷
区役所

横浜市保土ヶ谷区役
所

3-0500772318

郷土資料 291.3
やまなみ五湖イベントガ
イド　2020　SPRIG-
SUMMER

神奈川県政策局
政策部土地水資
源対策課

神奈川県政策局政策
部土地水資源対策課

3-0500770419

郷土資料 291.3
神奈川県立愛川ふれあい
の村

神奈川県教育委員会
子ども教育支援課

3-0500775415

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 291.3
子ども向け　家族向け
大人向け　自然いっぱい
のキャンプ

神奈川県教育委員会
教育局支援部子ども
教育支援課

3-0500775416

郷土資料 291.3
三浦YMCAグローバル・エ
コ・ヴィレッジ

横浜YMCA 3-0500775414

郷土資料 317 会計検査院　令和2年度
会計検査院事務
総長官房総務課
渉外広報室

会計検査院事務総長
官房総務課渉外広報
室

3-0500774550

郷土資料 318 泉区生活・防災マップ
横浜市泉区役所
総務課

横浜市泉区役所総務
課

3-0500759905

郷土資料 318
みどり区ガイド・防災
マップ令和2年3月

横浜市緑区役所 横浜市緑区役所 3-0500772319

郷土資料 318.1
横浜市組織図　令和2年
版

横浜市役所
横浜市総務局人事部
人事課

3-0500800199

郷土資料 318.3 ヨ
横浜市職員録　令和2年
度版

横浜市総務局人
事部人事課

横浜市総務局人事部
人事課

3-0500804336

郷土資料 318.5
泉区生活便利帳　令和2
年度版

横浜市泉区区役
所区政推進課広
報相談係

横浜市泉区区役所区
政推進課広報相談係

3-0500773187

郷土資料 318.7
第2期「横浜市まち・ひ
と・しごと創生総合戦
略」

横浜市政策局政
策課

横浜市政策局政策課 3-0500773174

郷土資料 334 令和2年地価公示　資料1 神奈川県政策局 神奈川県政策局 3-0500770405

郷土資料 334 令和2年地価公示　資料2 神奈川県政策局 神奈川県政策局 3-0500770407

郷土資料 349
県財政のあらまし　2020
1

神奈川県政策局
政策部政策法務
課

神奈川県政策局政策
部政策法務課

3-0500795483

郷土資料 351 区勢便覧　IZUMI　2020
横浜市泉区総務
部総務課

横浜市泉区総務部総
務課

3-0500774590

郷土資料 351
横浜市ハンディ統計　令
和2年

横浜市政策局総
務部統計情報課

横浜市政策局総務部
統計情報課

3-0500775023

郷土資料 351
統計で知るほどがや
2020年

横浜市保土ヶ谷
区役所総務課

横浜市保土ヶ谷区役
所総務課

3-0500775341

郷土資料 351
データで見る戸塚　令和
元年度版

横浜市戸塚区役
所総務課

横浜市戸塚区役所総
務課

3-0500775342

郷土資料 361.4
泉区区民意識調査　令和
元年度　概要版

横浜市泉区区政
推進課企画調整
係

横浜市泉区区政推進
課企画調整係

3-0500761364

郷土資料 361.4
泉区区民意識調査　令和
元年度

横浜市泉区区政
推進課企画調整
係

横浜市泉区区政推進
課企画調整係

3-0500761356

郷土資料 366.2
横浜市社会福祉職・心理
職紹介　2020

横浜市人事委員
会事務局

横浜市人事委員会事
務局

3-0500773239

郷土資料 366.2 横浜市保健師紹介　2020
横浜市人事委員
会事務局

横浜市人事委員会事
務局

3-0500773238

12



郷土資料 366.3
パパと会社のＩＫＵＫＹ
Ｕ
ＧＵＩＤＥ　2019年度版

神奈川県立かな
がわ男女共同参
画センターかな
テラス

神奈川県立かながわ
男女共同参画セン
ターかなテラス

3-0500773745

郷土資料 367.6
ひきこもりかな？と思っ
たら

横浜市こども青少年
局青少年育成課

3-0500772301

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

横浜市青葉区役
所高齢・障害支
援課

横浜市青葉区役所高
齢・障害支援課

3-0500759910

郷土資料 369.3 横浜市の災害　平成30年
横浜市総務局危
機管理室緊急対
策課

横浜市総務局危機管
理室緊急対策課

3-0500788023

郷土資料 369.3
共助による災害時要援護
者支援の活動事例集

横浜市健康福祉
局福祉保健課

横浜市健康福祉局福
祉保健課

3-0500777772

郷土資料 370
よこはま教師塾アイ・カ
レッジ募集案内　令和2
年度

横浜市教育委員
会事務局教職員
育成課

横浜市教育委員会事
務局教職員育成課

3-0500777381

郷土資料 372
横浜の教育　令和2年度
版

横浜市教育委員
会事務局教育政
策推進課

横浜市教育委員会事
務局教育政策推進課

3-0500774587

郷土資料 375
かながわ「いのちの授
業」ハンドブック

神奈川県教育委
員会

神奈川県教育委員会 3-0500769610

郷土資料 486
トンボのめがねで見てみ
ると

トンボはドコまで飛
ぶかフォーラム

3-0500728414

郷土資料 493.7 あなたに知ってほしい
かながわ自殺対
策会議

かながわ自殺対策会
議事務局

3-0500769609

郷土資料 498.5
横浜市食品衛生監視指導
計画　令和2年度

横浜市健康福祉
局健康安全部食
品衛生課

横浜市健康福祉局健
康安全部食品衛生課

3-0500775429

郷土資料 514
横浜北西線事業の概要・
路線マップ

横浜市道路局横
浜環状北西線建
設課

横浜市道路局横浜環
状北西線建設課

3-0500773267

郷土資料 517
第41回「全日本中学生水
の作文コンクール」神奈
川県優秀作文集

神奈川県政策局政策
部土地水資源対策課
水政室

3-0500769098

郷土資料 518.1 横浜水道ガイド
横浜市水道局総
務課

横浜市水道局総務課 3-0500772313

郷土資料 518.1
横浜水道中期経営計画
令和2年度～5年度

横浜市水道局経
営企画課

横浜市水道局経営企
画課

3-0500792010

郷土青葉 518.8
ヨコハマ市民まち晋請事
業整備事例集　vol.13

横浜市都市整備
局地域まちづく
り課

横浜市都市整備局地
域まちづくり課

3-0500765429

郷土資料 518.8 カ
ガーデンネックレス横浜
2020公式ガイドブック

ガーデンネックレス
横浜実行委員会

3-0500775398

郷土資料 518.8 栄区まちづくり方針
横浜市栄区区政
推進課

横浜市栄区区政推進
課

3-0500773189

郷土資料 556 船の上でよーい、ドン！
日本郵船歴史博
物館

日本郵船歴史博物館 3-0500776502

郷土資料 689
IR（統合型リゾート）の
実現にむけて

横浜市都市整備
局IR推進課

横浜市都市整備局IR
推進課

3-0500798128

郷土資料 689
横浜の輝く未来のために
～横浜イノベーションIR

横浜市都市整備
局IR推進課

横浜市都市整備局IR
推進課

3-0500799359
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郷土資料 706
ハマキッズ・アートクラ
ブ
2020年度

横浜市民ギャラ
リー

横浜市民ギャラリー 3-0500769905

郷土青葉 706
子どものためのプログラ
ム2020年4月-2021年3月

横浜市民ギャラ
リーあざみ野

横浜市民ギャラリー
あざみ野

3-0500767656

郷土青葉 706
あざみ野親子のフリー
ゾーンガイド　2020　4-
2021.3

横浜市民ギャラ
リーあざみ野

横浜市民ギャラリー
あざみ野

3-0500767657

郷土資料 709
ヨコハマアートサイト
2019

STスポット横浜
ヨコハマアートサイ
ト事務局

3-0500776181

郷土資料 760 横浜音祭り
横浜アーツフェ
スティバル実行
委員会

横浜アーツフェス
ティバル実行委員会

3-0500776455

「あたらしく入った本」9月号は、令和2年7月から同年8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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