
別置 記号

910 文豪たちの口説き本
彩図社文芸部／
編

彩図社 3-0500793726

910
プライヴァシーの誕生
モデル小説のトラブル史

日比嘉高 新曜社 3-0500804950

文庫本 910 ヒ
東野圭吾公式ガイド　作
家生活３５周年ｖｅｒ．

東野圭吾作家生
活３５周年実行
委員会／編

講談社 3-0500798182

ティーン
ズ 913.6

鬼滅の刃　風の道しるべ
〔３〕

吾峠呼世晴 集英社 3-0500794365

913.6
ステイホームの密室殺人
コロナ時代のミステリー
小説アンソロジー　１

織守きょうや 星海社 3-0500806044

913.6 ア 白蟻女 赤松利市 光文社 3-0500806021

大活字本 913.6 ア 蜘蛛の糸 芥川龍之介 三和書籍 3-0500796528

913.6 ア 類 朝井まかて 集英社 3-0500807783

913.6 ア えにし屋春秋 あさのあつこ 角川春樹事務所 3-0500813084

913.6 ア
風を結う　針と剣縫箔屋
事件帖

あさのあつこ 実業之日本社 3-0500797046

913.6 イ
半沢直樹アルルカンと道
化師

池井戸潤 講談社 3-0500813698

913.6 イ 囚われの山 伊東潤 中央公論新社 3-0500792127

文庫本 913.6 イ 浪人奉行　８ノ巻 稲葉稔 双葉社 3-0500753662

913.6 イ
邦人奪還　自衛隊特殊部
隊が動くとき

伊藤祐靖 新潮社 3-0500790703

913.6 イ
そこにはいない男たちに
ついて

井上荒野 角川春樹事務所 3-0500797693

913.6 イ 法廷遊戯 五十嵐律人 講談社 3-0500797903

文庫本 913.6 イ
襲大鳳　羽州ぼろ鳶組
１０　上

今村翔吾 祥伝社 3-0500808893

913.6 イ
獣たちのコロシアム　池
袋ウエストゲートパーク

石田衣良 文藝春秋 3-0500810158

913.6 ウ 陽眠る 上田秀人 角川春樹事務所 3-0500797692

文庫本 913.6 ウ
勘定侍柳生真剣勝負　召
喚　１

上田秀人 小学館 3-0500758571

文庫本 913.6 ウ
勘定侍柳生真剣勝負　始
動　２

上田秀人 小学館 3-0500803131

913.6 オ 鏡影劇場 逢坂剛 新潮社 3-0500814666

913.6 オ さよなら願いごと 大崎梢 光文社 3-0500784902

913.6 オ ふるえるからだ 大西智子 光文社 3-0500799094

（NDC900-999）
ラベルの記号

文　学
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書　名 著者・編者 出版社 書誌番号
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913.6 オ
よこどり　小説メガバン
ク人事抗争

小野一起 講談社 3-0500778194

913.6 オ タクジョ！ 小野寺史宜 実業之日本社 3-0500806376

913.6 オ 魯肉飯のさえずり 温又柔 中央公論新社 3-0500806312

913.6 カ 銀閣の人 門井慶喜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500809932

913.6 カ
明治零年　サムライたち
の天命

加納則章 エイチアンドアイ 3-0500784136

913.6 キ 雪月花　謎解き私小説 北村薫 新潮社 3-0500808484

913.6 キ 日没 桐野夏生 岩波書店 3-0500817448

913.6 キ 我々は、みな孤独である 貴志祐介 角川春樹事務所 3-0500813106

913.6 ク 虜囚の犬 櫛木理宇 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500796515

文庫本 913.6 コ 棲月　隠蔽捜査　７ 今野敏 新潮社 3-0500801119

913.6 コ オフマイク 今野敏 集英社 3-0500794741

913.6 コ 帝都争乱 今野敏 角川春樹事務所 3-0500813082

913.6 コ 夜の向こうの蛹たち 近藤史恵 祥伝社 3-0500789802

913.6 サ 蝉かえる 櫻田智也 東京創元社 3-0500797092

913.6 サ 図書館の子 佐々木譲 光文社 3-0500799090

913.6 サ 希望の峰マカルー西壁 笹本稜平 祥伝社 3-0500797887

913.6 サ 心淋（うらさび）し川 西條奈加 集英社 3-0500810843

文庫本 913.6 シ ルビィ 重松清 講談社 3-0500812998

913.6 シ 恋愛未満 篠田節子 光文社 3-0500779755

文庫本 913.6 シ 破戒 島崎藤村 新潮社 3-0205067553

文庫本 913.6 シ 次郎物語　２ 下村湖人 岩波書店 3-0500790969

文庫本 913.6 シ
あんの青春　春を待つこ
ろ　お勝手のあん　２

柴田よしき 角川春樹事務所 3-0500790187

913.6 シ
カレーライス　教室で出
会った重松清

重松清 新潮社 3-0500792112

大活字本 913.6 セ 天国はまだ遠く 瀬尾まいこ 埼玉福祉会 3-0500791793

913.6 タ 愛されなくても別に 武田綾乃 講談社 3-0500808243

913.6 ツ 真夜中のたずねびと 恒川光太郎 新潮社 3-0500813725

913.6 ツ
たかが殺人じゃないか
昭和２４年の推理小説

辻真先 東京創元社 3-0500786746

913.6 テ 希望のゆくえ 寺地はるな 新潮社 3-0500772086

913.6 ト 雨の中の涙のように 遠田潤子 光文社 3-0500806020

913.6 ナ かきあげ家族 中島たい子 光文社 3-0500806023
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913.6 ナ ヒポクラテスの試練 中山七里 祥伝社 3-0500789803

913.6 二 食王 楡周平 祥伝社 3-0500797889

913.6 ノ チーム・オベリベリ 乃南アサ 講談社 3-0500794823

913.6 ハ お父さんはユーチューバー浜口倫太郎 双葉社 3-0500800353

文庫本 913.6 ハ 我らがパラダイス 林真理子 集英社 3-0500770050

913.6 ハ 口福のレシピ 原田ひ香 小学館 3-0500807111

文庫本 913.6 ハ たゆたえども沈まず 原田マハ 幻冬舎 3-0500777081

大活字本 913.6 ハ 散り椿　上 葉室麟 埼玉福祉会 3-0500791791

大活字本 913.6 ハ 散り椿　下 葉室麟 埼玉福祉会 3-0500791792

文庫本 913.6 ヒ 素敵な日本人 東野圭吾 光文社 3-0500778141

913.6 ヒ 立待岬の鴎が見ていた 平石貴樹 光文社 3-0500799095

913.6 フ お誕生会クロニクル 古内一絵 光文社 3-0500814010

913.6 フ アスク・ミー・ホワイ 古市憲寿 マガジンハウス 3-0500808450

913.6 フ 来世の記憶 藤野可織 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500797022

913.6 ホ もう、聞こえない 誉田哲也 幻冬舎 3-0500805160

913.6 ホ あかり野牧場 本城雅人 祥伝社 3-0500812707

913.6 ホ オールドタイムズ 本城雅人 講談社 3-0500797907

913.6 ホ 妖の掟 誉田哲也 文藝春秋 3-0500783559

913.6 マ 江戸の夢びらき 松井今朝子 文藝春秋 3-0500780403

文庫本 913.6 マ
コンビニ兄弟　テンダネ
ス門司港こがね村店

町田そのこ 新潮社 3-0500801121

大活字本 913.6 ミ 望郷　上 湊かなえ 埼玉福祉会 3-0500792125

大活字本 913.6 ミ 望郷　下 湊かなえ 埼玉福祉会 3-0500792124

913.6 ミ 灯台からの響き 宮本輝 集英社 3-0500810842

913.6 ム 風よあらしよ 村山由佳 集英社 3-0500815439

913.6 モ 女だてら 諸田玲子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500796509

913.6 ヤ
小説北里柴三郎　ドンネ
ルの男

山崎光夫 東洋経済新報社 3-0500809453

913.6 ヤ こんぱるいろ、彼方 椰月美智子 小学館 3-0500783600

913.6 ヤ 純喫茶パオーン 椰月美智子 角川春樹事務所 3-0500803205

913.6 ユ 大江戸火龍改 夢枕獏 講談社 3-0500796329

913.6 ヨ 海蝶 吉川英梨 講談社 3-0500810405
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大活字本 913.6 ヨ 横道世之介　上 吉田修一 埼玉福祉会 3-0500791797

大活字本 913.6 ヨ 横道世之介　中 吉田修一 埼玉福祉会 3-0500791798

大活字本 913.6 ヨ 横道世之介　下 吉田修一 埼玉福祉会 3-0500791794

913.6 ヨ ぴりりと可楽！ 吉森大祐 講談社 3-0500806026

913.6 リ 星月夜 李琴峰 集英社 3-0500797895

913.6 ワ 悪い姉 渡辺優 集英社 3-0500808046

914 イ
井上ひさし発掘エッセ
イ・セレクション
〔２〕

井上ひさし 岩波書店 3-0500784309

914 オ
明るい覚悟　こんな時代
に

落合恵子 朝日新聞出版 3-0500811185

914 ス 行った気になる世界遺産 鈴木亮平 ワニブックス 3-0500812178

914 ス
何のため、人は生きるか
人生の礎を求めて９０年

鈴木健二 さくら舎 3-0500810176

914 ツ
なぜ、生きているのかと
考えてみるのが今かもし
れない

辻仁成 あさ出版 3-0500808150

914 ナ
ほんとうのリーダーのみ
つけかた

梨木香歩 岩波書店 3-0500797591

914 ヤ 米寿を過ぎて長い旅 山折哲雄 海風社 3-0500798659

914 わかりやすさの罪 武田砂鉄 朝日新聞出版 3-0500795924

916
仕事本　わたしたちの緊
急事態日記

左右社編集部／
編

左右社 3-0500791820

918 シ
司馬遼太郎全集　第２７
巻

文藝春秋 3-0190157476

933 シ 後見人と被後見人
ヘンリー・ジェ
イムズ

大阪教育図書 3-0500770299

933 ト ラスト・ストーリーズ
ウィリアム・ト
レヴァー

国書刊行会 3-0500804856

933 ヘ 死んだレモン フィン・ベル 東京創元社 3-0500801220

933 マ 心は孤独な狩人
カーソン・マッ
カラーズ

新潮社 3-0500808485

933 ミ ボーン・クロックス
デイヴィッド・
ミッチェル

早川書房 3-0500806331

933 リ パチンコ　上
ミン・ジン・
リー

文藝春秋 3-0500801548

933 リ パチンコ　下
ミン・ジン・
リー

文藝春秋 3-0500801549

文庫本 949 苦悩する男　上
ヘニング・マン
ケル

東京創元社 3-0500809322

文庫本 949 苦悩する男　下
ヘニング・マン
ケル

東京創元社 3-0500809323

別置 記号

002 なんのために学ぶのか 池上彰 ＳＢクリエイティブ 3-0500767380

情報科学 007.1 クオリアと人工意識 茂木健一郎 講談社 3-0500798217

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 007.3

邪悪に堕ちたＧＡＦＡ
ビッグテックは素晴らし
い理念と私たちを裏切っ
た

ラナ・フォルー
ハー

日経ＢＰ 3-0500798821

情報科学 007.3
ネット興亡記　敗れざる
者たち

杉本貴司
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部

3-0500808563

情報科学 007.6
絵でわかるサイバーセ
キュリティ

岡嶋裕史 講談社 3-0500792820

情報科学 007.6

今すぐ使えるかんたんＷ
ｉｎｄｏｗｓ　１０完全
（コンプリート）ガイド
ブック　困った解決＆便
利技　２０２０－２０２
１年最新版

リブロワークス 技術評論社 3-0500799538

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

井上香緒里 技術評論社 3-0500799539

情報科学 007.6

世界でいちばん簡単なＰ
ｙｔｈｏｎプログラミン
グのｅ本　Ｐｙｔｈｏｎ
アプリ作りの考え方が身
に付く

金城俊哉 秀和システム 3-0500787283

情報科学 007.6 独習Ｐｙｔｈｏｎ 山田祥寛 翔泳社 3-0500791871

012 図書館施設論 中井孝幸／共著 日本図書館協会 3-0500781614

014 情報資源組織論 柴田正美 日本図書館協会 3-0500781613

019 本の読める場所を求めて 阿久津隆 朝日出版社 3-0500798265

児童書研
究 019

この本読んで！　第７６
号（２０２０秋）

出版文化産業振興財
団

3-0500811419

070
なぜ日本のジャーナリズ
ムは崩壊したのか

望月衣塑子 講談社 3-0500799950

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令
和２年７月号

日本経済新聞社 3-0500809738

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和２
年７月号

毎日新聞社 3-0500809736

141 思考の整理学 外山滋比古 筑摩書房 3-0500454741

141
性格とは何か　より良く
生きるための心理学

小塩真司 中央公論新社 3-0500806276

146.8
別れに苦しむ、あなた
へ。　失恋、離婚、死別
の処方箋

Ｔｏｍｙ
ＣＣＣメディアハウ
ス

3-0500794462

146.8
心理療法家がみた日本の
こころ　いま、「こころ
の古層」を探る

河合俊雄 ミネルヴァ書房 3-0500808980

148 占いで強運をつかむ 中園ミホ マガジンハウス 3-0500779982

159
他人の期待に応えない
ありのままで生きるレッ
スン

清水研 ＳＢクリエイティブ 3-0500811545

159
不思議とお金に困らない
人の生き方

本田晃一 祥伝社 3-0500810069

159
ひとりでも幸せに生きる
自分がひとりになるとい
うこと

和田秀樹 新講社 3-0500771023
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162
「宗教」で読み解く世界
史　教養として知ってお
きたい

宇山卓栄 日本実業出版社 3-0500808929

163 日本人と山の宗教 菊地大樹 講談社 3-0500798219

209
マウス　アウシュヴィッ
ツを生きのびた父親の物
語

アート・スピー
ゲルマン

パンローリング 3-0500785604

209
イワンの戦争　赤軍兵士
の記録１９３９－４５

キャサリン・メ
リデール

白水社 3-0500783732

文庫本 209
日本人が知らない最先端
の「世界史」

福井義高 祥伝社 3-0500804793

209 歴史の終わり　上
フランシス・フ
クヤマ

三笠書房 3-0500809459

209 歴史の終わり　下
フランシス・フ
クヤマ

三笠書房 3-0500809460

209
一冊でわかるイラストで
わかる図解世界史

成美堂出版編集
部／編

成美堂出版 3-0500802974

210.1 絶対に挫折しない日本史 古市憲寿 新潮社 3-0500814029

210.1
一冊でわかるイラストで
わかる図解日本史

成美堂出版編集
部／編

成美堂出版 3-0500802973

210.4
北朝の天皇　「室町幕府
に翻弄された皇統」の実
像

石原比伊呂 中央公論新社 3-0500799589

222
一冊でわかる中国史　世
界と日本がわかる国ぐに
の歴史

岡本隆司／監修 河出書房新社 3-0500807118

226 ペルシア帝国 青木健 講談社 3-0500806596

232
ローマ帝国の崩壊　文明
が終わるということ

ブライアン・
ウォード＝パー
キンズ

白水社 3-0500809216

232
ローマ史再考　なぜ「首
都」コンスタンティノー
プルが生まれたのか

田中創 ＮＨＫ出版 3-0500808091

242
盗まれたエジプト文明
ナイル５０００年の墓泥
棒

篠田航一 文藝春秋 3-0500805754

253
グローバル時代のアメリ
カ　冷戦時代から２１世
紀

古矢旬 岩波書店 3-0500807318

253
アメリカと銃　銃と生き
た４人のアメリカ人

大橋義輝 共栄書房 3-0500804568

文庫本 281 理系。 川村元気 文藝春秋 3-0500809772

281
反骨のＤＮＡ　時代を映
す人物記

横田喬 同時代社 3-0500809949

289
カエサル　内戦の時代を
駆けぬけた政治家

小池和子 岩波書店 3-0500807319

289 ウ 上杉謙信 山田邦明 吉川弘文館 3-0500809741

289 シ
人生をひらく　渋沢栄一
偉人に学ぶ教養

前田信弘／編著
日本能率協会マネジ
メントセンター

3-0500809831

289 ハ
真実の原敬　維新を超え
た宰相

伊藤之雄 講談社 3-0500806595

290
読んで旅する秘密の地図
帳　フシギな謎と新発
見！

おもしろ地理学
会／編

青春出版社 3-0500806066

290
海外旅行なんて二度と行
くかボケ！！

さくら剛 産業編集センター 3-0500745767
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カウン
ター 291.3

ゼンリン住宅地図　横浜
市都筑区　２０２００８

ゼンリン 3-0500808257

293.4
地球の歩き方　Ａ　１４
（２０２１～２０２２年
版）

地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッ
グ社

3-0500806383

293.8
３日でまわる北欧ｉｎス
トックホルム

森百合子 トゥーヴァージンズ 3-0500785863

295
アメリカ暮らしすぐに使
える常識集　知ってトク
する生活情報ＢＯＯＫ

山本美知子 亜紀書房 3-0500806355

別置 記号

302
池上彰の世界の見方　イ
ンド

池上彰 小学館 3-0500793711

302.1
沖縄から貧困がなくなら
ない本当の理由

樋口耕太郎 光文社 3-0500790463

302.2 世界を動かすイスラエル 澤畑剛 ＮＨＫ出版 3-0500796550

302.4
現代アフリカ文化の今
１５の視点から、その現
在地を探る

ウスビ・サコ／
編著

青幻舎 3-0500787845

304
２０２０年６月３０日に
またここで会おう　瀧本
哲史伝説の東大講義

瀧本哲史 星海社 3-0500781001

304
愛国心　日本、台湾－我
がふたつの祖国への直言

金美齢 ワニ・プラス 3-0500796265

304
リスクの正体　不安の時
代を生き抜くために

神里達博 岩波書店 3-0500792104

304
公　日本国・意思決定の
マネジメントを問う

猪瀬直樹 ニューズピックス 3-0500796924

304
コロナ後の世界を語る
現代の知性たちの視線

養老孟司／ほか
著

朝日新聞出版 3-0500804483

312.1
悪党・ヤクザ・ナショナ
リスト　近代日本の暴力
政治

エイコ・マル
コ・シナワ

朝日新聞出版 3-0500789038

ティーン
ズ 312.1

議会制民主主義の活かし
方　未来を選ぶために

糠塚康江 岩波書店 3-0500786658

312.1
政治改革再考　変貌を遂
げた国家の軌跡

待鳥聡史 新潮社 3-0500786161

313
天皇論　江藤淳と三島由
紀夫

富岡幸一郎 文藝春秋 3-0500786505

316 ロヒンギャ差別の深層 宇田有三 高文研 3-0500804859

317
資格取り方選び方全ガイ
ド　２０２２

高橋書店編集部
／編

高橋書店 3-0500797038

319.2 もしも南北統一したら 辺真一 ワニブックス 3-0500785909

319.3
ミハイル・ゴルバチョフ
変わりゆく世界の中で

ミハイル・セル
ゲービッチ・ゴ
ルバチョフ

朝日新聞出版 3-0500799186

319.5 米中時代の終焉 日高義樹 ＰＨＰ研究所 3-0500805163

319.5
米中激突と日本　そして
世界が中国を断罪する

古森義久 ビジネス社 3-0500808202

323 行政法概説　１ 宇賀克也 有斐閣 3-0500770510

324
伊藤真の民法入門　講義
再現版

伊藤真 日本評論社 3-0500793747

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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324
妻子のためのハッピー相
続対策　いまできるこ
と。知っておくこと。

菊谷正人／監修 税務経理協会 3-0500790730

324
相続税を考慮した遺言書
作成マニュアル　弁護士
×税理士がアドバイス！

坪多聡美／共著 日本法令 3-0500790825

327 刑事訴訟法 田中開 有斐閣 3-0500785589

330
ジム・ロジャーズ世界的
投資家の思考法

ジム・ロジャー
ズ

講談社 3-0500790997

332.1 戦国大名の経済学 川戸貴史 講談社 3-0500790996

332.1
貧乏国ニッポン　ますま
す転落する国でどう生き
るか

加谷珪一 幻冬舎 3-0500786412

332.1 入門・日本経済 浅子和美／編 有斐閣 3-0500772955

332.4
アフリカ経済の真実　資
源開発と紛争の論理

吉田敦 筑摩書房 3-0500796231

334
「２０２０」後　新しい
日本の話をしよう

河合雅司 講談社 3-0500786952

334

日本の少子化対策はなぜ
失敗したのか？　結婚・
出産が回避される本当の
原因

山田昌弘 光文社 3-0500784611

335.1
コンプライアンス実務ハ
ンドブック

長瀨佑志
日本能率協会マネジ
メントセンター

3-0500790195

参考書 335.4
会社四季報　２０２０年
４集（秋号）

東洋経済新報社 3-0500814373

335.5
Ｍ＆Ａコンサルティング
の実務

佐武伸 中央経済社 3-0500789862

336
ＮＩＮＥ　ＬＩＥＳ　Ａ
ＢＯＵＴ　ＷＯＲＫ　仕
事に関する９つの嘘

マーカス・バッ
キンガム

サンマーク出版 3-0500790698

336

図解いちばんやさしく丁
寧に書いた総務・労務・
経理の本　’２０～’２
１年版

片岡宏将／監修 成美堂出版
3-
05004794832

336.1 “秒速”プレゼン術 戸田覚 日経ＢＰ 3-0500791463

336.1
集中講義デジタル戦略
テクノロジーバトルのフ
レームワーク

根来龍之 日経ＢＰ 3-0500713149

336.1
勝ち残る中堅・中小企業
になるＤＸの教科書

野口浩之 日本実業出版社 3-0500771156

336.4
リモートワーク　チーム
が結束する次世代型メ
ソッド

リセット・サ
ザーランド

明石書店 3-0500804826

336.4

業界と職種がわかる本
自分に合った業界・職種
をみつけよう！　’２２
年版

岸健二／編 成美堂出版 3-0500788421

336.4
Ｑ＆Ａでわかるテレワー
クの労務・法務・情報セ
キュリティ

足立昌聰／編著 技術評論社 3-0500795226

336.4
Ｓｌａｃｋ　＆　Ｚｏｏ
ｍ　＆　Ｔｒｅｌｌｏテ
レワーク基本＋活用ワザ

大野浩誠 インプレス 3-0500792935
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336.4
すごいテレワーク　アイ
デア＆成果を２倍にする
方法

福山誠一郎 ＰＨＰ研究所 3-0500787050

336.5

超簡単全部無料Ｃｈａｔ
ｗｏｒｋ　ｏｒ　Ｓｌａ
ｃｋ＋Ｚｏｏｍで今日か
ら始めるテレワーク！！
ビジネスチャット　ビデ
オ会議

小宮紳一／監修 秀和システム 3-0500791396

336.5

失敗を未然に防ぐ仕事の
ミスゼロ１００の法則
ミスをなくして効率を上
げ、信頼される人材にな
る！

藤井美保代
日本能率協会マネジ
メントセンター

3-0500791858

338
行動科学と投資　その努
力がパフォーマンスを下
げる

ダニエル・クロ
スビー

パンローリング 3-0500791828

338
図解わかる住宅ローン
２０２０－２０２１年版

浅井秀一 新星出版社 3-0500788517

338
投資信託選びでいちばん
知りたいこと

朝倉智也 ダイヤモンド社 3-0500788290

338
金融論　市場と経済政策
の有効性

福田慎一 有斐閣 3-0500772374

338
証券会社がなくなる日
ＩＦＡが「株式投資」を
変える

浪川攻 講談社 3-0500814015

339
図解わかる生命保険　２
０２０－２０２１年版

ライフプラン研
究会／編著

新星出版社 3-0500788516

342 欲望の経済を終わらせる 井出英策
集英社インターナ
ショナル

3-0500788164

345

図解いちばん親切な税金
の本　知っておきたい暮
らしのお金　２０－２１
年版

髙橋創 ナツメ社 3-0500790136

参考書 351
数字でみる日本の１００
年　日本国勢図会長期統
計版

矢野恒太記念会
／編集

矢野恒太記念会 3-0500756761

361.2
マックス・ヴェーバー
主体的人間の悲喜劇

今野元 岩波書店 3-0500785119

361.3
同調圧力　日本社会はな
ぜ息苦しいのか

鴻上尚史 講談社 3-0500806597

361.4
大切なあの人に聞けばよ
かった話せばよかった

聞こう話そう委
員会／編

まる出版 3-0500786793

361.6 近代家族の成立と終焉 上野千鶴子 岩波書店 3-0500790972

361.8
大分断　教育がもたらす
新たな階級化社会

エマニュエル・
トッド

ＰＨＰ研究所 3-0500798273

361.9
アクションリサーチの戦
略　住民主体の健康なま
ちづくり

芳賀博／編著
ワールドプランニン
グ

3-0500771049

364
消費税増税と社会保障改
革

伊藤周平 筑摩書房 3-0500796228

365

マンション管理はこうし
て見直しなさい　委託費
見直し８ケース＆マン
ション管理１４社実力比
較！！

廣田晃崇 ダイヤモンド社 3-0500789943
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366.2
働くコンパスを手に入れ
る　〈仕事旅行社〉式・
職業体験のススメ

田中翼 晶文社 3-0500755188

366.3
年次有給休暇制度の解説
とＱ＆Ａ

労働調査会出版
局／編

労働調査会 3-0500785602

366.3
〈パワハラ・セクハラ〉
裁判所の判断がスグわか
る本

中野公義 日本法令 3-0500791426

366.8
元徴用工和解への道　戦
時被害と個人請求権

内田雅敏 筑摩書房 3-0500796230

366.8
外国人材受入れサポート
ブック

杉田昌平 ぎょうせい 3-0500786139

367.3 おやときどきこども 鳥羽和久 ナナロク社 3-0500794354

367.3 ２億円と専業主婦 橘玲 マガジンハウス 3-0500739986

367.3
なぜいま家族のストー
リーが求められるのか
「公私混同」の時代

橋本嘉代 書肆侃侃房 3-0500783462

参考書 367.6
子供・若者白書　令和２
年版

内閣府／編集 日経印刷 3-0500816456

368 ホームレス消滅 村田らむ 幻冬舎 3-0500786414

368
あなたとあなたの大切な
人を守る捜査一課式防犯
ＢＯＯＫ

佐々木成三 アスコム 3-0500785586

369
やさしくわかる社会福祉
法人の経営と運営

平林亮子 税務経理協会 3-0500786753

369.2
認知症の人のイライラが
消える接し方

植賀寿夫 講談社 3-0500786365

369.2 やまゆり園事件
神奈川新聞取材
班

幻冬舎 3-0500800110

参考書 369.2 障害者白書　令和２年版 内閣府／編集 勝美印刷（印刷） 3-0500813564

369.2

ホスピタリティマネジメ
ントが介護を変える
サービス偏重から双方向
の関わり合いへ

吉原敬典／編著 ミネルヴァ書房 3-0500787691

369.2
要支援・要介護の人も
いっしょに楽しめるゲー
ム＆体操

斎藤道雄 黎明書房 3-0500793315

369.2
私たちはふつうに老いる
ことができない　高齢化
する障害者家族

児玉真美 大月書店 3-0500785877

369.2

なぜ、認知症のある人と
うまくかかわれないの
か？　本人の声から学ぶ
実践メソッド

石原哲郎 中央法規出版 3-0500789027

369.2

介護を左右する頼れるケ
アマネ問題なケアマネ
満足いく在宅介護をどう
実現するか

相沢光一 河出書房新社 3-0500785175

369.2
まんがと図解でわかる障
害のある子の将来のお金
と生活　備えて安心

渡部伸 自由国民社 3-0500792860

369.3
動きだした時計　ベトナ
ム残留日本兵とその家族

小松みゆき めこん 3-0500787826

369.3
猫と暮らしている人のや
さしくわかる防災と避難

小林元郎／監修 ナツメ社 3-0500790137
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369.4
どうする！外国人の子ど
も　園での受け入れ

松本叔子／編著 チャイルド社 3-0500791774

370
ドリーム・ハラスメント
「夢」で若者を追い詰め
る大人たち

高部大問 イースト・プレス 3-0500789030

371
教育格差の経済学　何が
子どもの将来を決めるの
か

橘木俊詔 ＮＨＫ出版 3-0500804594

371
空気を読みすぎる子ども
たち　子どもの本音をイ
ラスト図解！

古荘純一／監修 講談社 3-0500789325

374 教師という接客業 齋藤浩 草思社 3-0500794105

ティーン
ズ 376.4

輝けきみの明日　行きた
い・知りたい公立高校
〔２０２１〕
令和３年度年度入学生に
むけて

神奈川県教育委
員会教育局指導
部高校教育課／
編

神奈川県厚生福利振
興会

3-0500809593

377
ここにしかない大学　Ａ
ＰＵ学長日記

出口治明 日経ＢＰ 3-0500785276

379

小学生の子の成績に最短
で直結する勉強法　「記
憶」を科学的に分析して
わかった

菊池洋匡 実務教育出版 3-0500778368

379
思春期の子どもとどう接
するか　大切な親子コ
ミュニケーション

高賢一 北國新聞社出版局 3-0500788720

379
この子はこの子のままで
いいと思える本

佐々木正美 主婦の友社 3-0500794451

379
佐々木正美の子育て百科
２

佐々木正美 大和書房 3-0500784721

379

子どもが片づけしたくな
る１０４のアイディア
おうち子育てのヒント
いっぱい！

小堀愛生 文化学園文化出版局 3-0500787041

文庫本 379
お母さんの工夫　モン
テッソーリ教育を手がか
りとして

相良敦子 文藝春秋 3-0500788712

383.1
旅と刺繍と民族衣装　か
わいい衣装を探す買いつ
けの記録とコーディネー

東欧民芸クリコ 誠文堂新光社 3-0500790105

383.8
肉とすっぽん　日本ソウ
ルミート紀行

平松洋子 文藝春秋 3-0500798260

文庫本 384 マタギ奇談 工藤隆雄 山と溪谷社 3-0500795993

文庫本 387 日本俗信辞典　植物編 鈴木棠三 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500790059

児童書研
究 388 日本昔話百選 稲田浩二／編著 三省堂 3-0203046714

388 奄美島唄入門 梁川英俊 北斗書房 3-0500783428

別置 記号

410 美しい数学入門 伊藤由佳理 岩波書店 3-0500807320

411
プログラミングのための
線形代数

平岡和幸 オーム社 3-0204078313

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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413
今日から使える微積分
基礎から大学数学の入り
口まで

大村平 講談社 3-0500806602

417
文系のための統計学の教
室

涌井良幸 ＳＢクリエイティブ 3-0500807496

451 雷 小林文明 成山堂書店 3-0500792843

452 地下水・湧水の疑問５０
日本地下水学会
／編

成山堂書店 3-0500794041

452
温暖化で日本の海に何が
起こるのか　水面下で変
わりゆく海の生態系

山本智之 講談社 3-0500806603

465 カビの取扱説明書 浜田信夫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500789836

467
ダーウィン　種の起源
未来へつづく進化論

長谷川眞理子 ＮＨＫ出版 3-0500807424

469
最新ＤＮＡ研究が解き明
かす。日本人の誕生

斎藤成也／編著 秀和システム 3-0500802902

469
魚食の人類史　出アフリ
カから日本列島へ

島泰三 ＮＨＫ出版 3-0500800081

481

カラスはずる賢い、ハト
は頭が悪い、サメは狂
暴、イルカは温厚って本
当か？

松原始 山と溪谷社 3-0500789897

489
ハダカデバネズミのひみ
つ

岡ノ谷一夫／監
修

エクスナレッジ 3-0500804870

493.6 関節リウマチ 松野博明／監修 主婦の友社 3-0500808179

493.7
狂気の歴史　古典主義時
代における

ミシェル・フー
コー

新潮社 3-0500801426

493.7
認知症のある方も食べら
れるようになるスプーン
テクニック

佐藤良枝 日総研出版 3-0500808154

493.7

１日誰とも話さなくても
大丈夫　精神科医がやっ
ている猫みたいに楽に生
きる５つのステップ

鹿目将至 双葉社 3-0500800356

493.7

認知症の人が「さっきも
言ったでしょ」と言われ
て怒る理由　５０００人
を診てわかったほんとう
の話

木之下徹 講談社 3-0500806059

別置指定 493.7
大人の発達障害グレー
ゾーンの人たち

林寧哲／監修 講談社 3-0500806273

493.8

史上最悪の感染症　結
核、マラリアからエイ
ズ、エボラ、薬剤耐性
菌、ＣＯＶＩＤ－１９ま
で

マイケル・オス
ターホルム

青土社 3-0500808085

493.8 パンデミックの文明論 ヤマザキマリ 文藝春秋 3-0500805752

493.8 どうする！？新型コロナ 岡田晴恵 岩波書店 3-0500783167

493.8
新型コロナウイルスを制
圧する　ウイルス学教授
が説く、その「正体」

河岡義裕 文藝春秋 3-0500802076

494
がんを生きる緩和ケア医
が答える命の質問５８

大橋洋平 双葉社 3-0500814163
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497

大切なのは咬み合わせ矯
正歯科がわかる本　きれ
いな歯並びにするだけで
イイんですか？

牛久保順一 現代書林 3-0500805722

498
ドキュメント感染症利権
医療を蝕む闇の構造

山岡淳一郎 筑摩書房 3-0500804097

498.5
家族と自分を守る「安心
な食品」の選び方

安部司 祥伝社 3-0500802838

参考書 498.5

国民健康・栄養の現状
平成３０年厚生労働省国
民健康・栄養調査報告よ
り　〔平成３０年〕

医薬基盤・健
康・栄養研究所
／監修

第一出版 3-0500811788

498.6
イラスト図解感染症と世
界史　人類はパンデミッ
クとどう戦ってきたか

神野正史／監修 宝島社 3-0500791512

498.6

感染を恐れない暮らし方
新型コロナからあなたと
家族を守る医食住５０の
工夫

本間真二郎 講談社ビーシー 3-0500789324

499
そうだったのか！「臨床
試験」のしくみと実務

安藤克利 南山堂 3-0500801995

501
バリアフリー体験ワーク
ブック

八藤後猛 彰国社 3-0500806123

502

ビジュアルスタディ世界
を変えた発明発見　写真
で振り返るテクノロジー
の歴史１９世紀から現在
まで

ジャンニ・モ
レッリ／編

すばる舎 3-0500803612

509

元レスキュー隊員がみた
事故災害から考える職長
の安全な職場づくり
えっこんなことが…こん
な事故に！

藤田英男 労働新聞社 3-0500783776

510
地下世界をめぐる冒険
闇に隠された人類史

ウィル・ハント 亜紀書房 3-0500808607

516
新幹線を運行する技術
超過密ダイヤを実現する
高速鉄道の秘密

梅原淳 ＳＢクリエイティブ 3-0500811546

519.1 環境法 大塚直 有斐閣 3-0500798383

520
世界の宮殿廃墟　華麗な
る一族の末路

マイケル・ケリ
ガン

日経ナショナルジオ
グラフィック社

3-0500805690

523 日本展望タワー大全 かねだひろ 辰巳出版 3-0500802800

527

雨漏り修理のプロが教え
る屋根・外壁のメンテナ
ンス　我が家の補修で失
敗しない方法

雨漏り修理のプ
ロが教える屋
根・外壁のメン
テナンス　我が
家の補修で失敗

学芸出版社 3-0500801250

536 すごいエスカレーター 田村美葉 エクスナレッジ 3-0500810869

文庫本 538 宇宙からの帰還 立花隆 中央公論新社 3-0500806031

543
原子力市民年鑑　２０１
８－２０

原子力資料情報
室／編

緑風出版 3-0500767133

546
電車を運転する技術　安
全、定時、快適な運転の
秘訣

西上いつき ＳＢクリエイティブ 3-0500805708
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情報科学 547.4
ゼロからはじめるＺｏｏ
ｍ基本＆便利技

マイカ 技術評論社 3-0500800036

情報科学 547.4
ＹｏｕＴｕｂｅ完全マ
ニュアル　ビジネスにも
役立つ！

桑名由美 秀和システム 3-0500793265

情報科学 547.4
今すぐ使えるかんたんＷ
ｏｒｄＰｒｅｓｓ

桑名由美 技術評論社 3-0500799220

情報科学 547.4
テレワークから飲み会ま
で一週間でマスターでき
るＺｏｏｍ超入門

メディアックス 3-0500801909

情報科学 547.5
５Ｇ　大容量・低遅延・
多接続のしくみ

岡嶋裕史 講談社 3-0500798252

548
身体運動の制御と適応
リハビリ・介護、ロボッ
トへの応用

伊藤宏司 オーム社 3-0500767936

588
いつも、日本酒のことば
かり。

山内聖子 イースト・プレス 3-0500784352

589 モード後の世界 栗野宏文 扶桑社 3-0500804469

589
シャツとダンス　「アパ
レルの革命児」が起こし
た奇跡

玉置美智子 文藝春秋 3-0500803466

別置 記号

590

さらに、やめてみた。
自分のままで生きられる
ようになる、暮らし方・
考え方

わたなべぽん 幻冬舎 3-0500787424

文庫本 590
やめてみた。　本当に必
要なものが見えてくる、
暮らし方・考え方

わたなべぽん 幻冬舎 3-0500662071

590

ミニマリストな暮らしの
つくり方　人気ブロガー
＆インスタグラマー１９
人
何から減らす？どうやめ
る？

主婦の友社／編 主婦の友社 3-0500712503

590
暮らし彩る「大人のまま
ごと」

松本孝美 光文社 3-0500807773

590
心のままに、愉しいひと
り時間。

宝島社 3-0500799048

592
イラストだからわかりや
すく簡単！なんでも自分
で修理する本

片桐雅量 宝島社 3-0500796994

594
はじめてでもカンタン！
手づくり布マスク

手づくり布マス
ク編集室／編

理論社 3-0500791047

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ
１１（ｎｏ．１５３）

主婦と生活社 3-0500819310

595

おうちでできるヘアカッ
ト　キッズ・大人・シニ
ア家族全員ホームヘア
カット

主婦の友社／編 主婦の友社 3-0500808188

596
バーの主人がひっそり味
わってきた酒呑み放浪記

間口一就 秀和システム 3-0500808207

596
もっとおいしく！攻めの
フリージング術　アン
コール放送

西川剛史／講師 ＮＨＫ出版 3-0500792761

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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596
辰巳芳子ご飯と汁物　後
世に伝えたい食べ物

辰巳芳子 ＮＨＫ出版 3-0500797920

596.2
旧フランス領インドシナ
料理アンドシノワーズ

園健 柴田書店 3-0500798797

596.4
ひとりぶんのキャンプご
はん

緑川真吾 大泉書店 3-0500809483

601 人が集まる街、逃げる街 牧野知弘 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500797039

611
マッキンゼーが読み解く
食と農の未来

アンドレ・アン
ドニアン

日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部

3-0500807855

611 農業経済学 荏開津典生 岩波書店 3-0500769175

613
地球温暖化と日本の農業
気温上昇によって私たち
の食べ物が変わる！？

農業・食品産業
技術総合研究機
構／編著

成山堂書店 3-0500794045

617

ぼくは６歳、紅茶プラン
テーションで生まれて。
スリランカ・農園労働者
の現実から見えてくる不
平等

栗原俊輔 合同出版 3-0500805693

619
幻のアフリカ納豆を追
え！　そして現れた〈サ
ピエンス納豆〉

高野秀行 新潮社 3-0500808480

文庫本 620 園芸家１２カ月
カレル・チャ
ペック

中央公論新社 3-0500806042

626

おいしい野菜１００種の
じょうずな育て方　自分
でつくるから無農薬で安
心、安全！

武川政江／指導 主婦の友社 3-0500795261

627
私の小さなアクアリウム
～手作り超ミニ水族館ボ
トリウム

田畑哲生 ブティック社 3-0500795334

660

最新　漁業の動向とカラ
クリがよ～くわかる本
業界人、就職、転職に役
立つ情報満載

勝川俊雄 秀和システム 3-0500800438

670
電子契約導入ガイドブッ
ク　国内契約編

高林淳／編 商事法務 3-0500805170

670
頭がいい人のモノの言い
方　デキる！と思われる
４５のフレーズ

齋藤孝 きずな出版 3-0500794044

673

高齢者・障害者へのマ
ナーがわかる本　令和時
代のユニバーサルコミュ
ニケーション

亀井亜希子 セルバ出版 3-0500790071

673
あらましとＱ＆Ａでわか
るカスハラ

中央総合法律事
務所／編

金融財政事情研究会 3-0500798384

673

テレワークでも売れる新
しい営業様式　直接会わ
ずに成果を出すテクニッ
クとマネジメントとは

藤本篤志 技術評論社 3-0500801442

参考書 681
交通安全白書　令和２年
版

内閣府／編集 勝美印刷（印刷） 3-0500813562

参考書 682 国土交通白書　２０２０ 国土交通省／編 日経印刷 3-0500810969

687
日航１２３便墜落圧力隔
壁説をくつがえす

青山透子 河出書房新社 3-0500800104

参考書 689 観光白書　令和２年版
国土交通省観光
庁／編

日経印刷 3-0500813130
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689
「旅館ホテル」のおもて
なし　サービスを超える
極意

大谷晃／監修 キクロス出版 3-0500787710

情報科学 694

ひとりでできる！はじめ
てのスマホ１００の困っ
た！解決ブック　１００
の困った！＆わからな
い！にお答えします！

ＮＨＫ出版 3-0500793959

別置 記号

721
鳥獣戯画の国　たのしい
日本美術

金子信久 講談社 3-0500801414

721
ようこそ北斎の世界へ
英訳付

日野原健司 東京美術 3-0500809262

文庫本 723 ゴッホの手紙 小林秀雄 新潮社 3-0500808907

726
だれも知らないレオ・レ
オーニ

森泉文美 玄光社 3-0500808970

児童書研
究 726

連続講座〈絵本の愉し
み〉　４

吉田新一 朝倉書店 3-0500771988

740
白嶺の金剛夜叉　山岳写
真家白旗史朗

井ノ部康之 山と溪谷社 3-0500783292

748
万葉大和路　入江泰吉の
詩情世界

入江泰吉／写真 光村推古書院 3-0500812984

748
新型コロナ見えない恐怖
が世界を変えた　写真リ
ポート

クレヴィス 3-0500809942

754.9
世界一たのしい！切り紙
ブック　すぐに切りたく
なる図案がいっぱい！

いしかわまりこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500808580

757
なるほどデザイン　目で
見て楽しむデザインの
本。

筒井美希
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500292893

762.1
それでも音楽はまちを救
う

八木良太 イースト・プレス 3-0500804646

762.3 モーツァルト 岡田暁生 筑摩書房 3-0500811818

769
名作バレエ７０鑑賞入門
「物語」と「みどころ」
がよくわかる

渡辺真弓／文・
監修

世界文化社 3-0500800120

778 日本の戦争映画 春日太一 文藝春秋 3-0500799126

778 ミ 日本製 三浦春馬 ワニブックス 3-0500776052

780
心を壊さない生き方　超
ストレス社会を生き抜く
メンタルの教科書

Ｔｅｓｔｏｓｔ
ｅｒｏｎｅ

文響社 3-0500790805

ティーン
ズ 783.1

小さい選手が大きい選手
に勝つためのバスケット
ボール・スキル

富樫英樹／監修 マイナビ出版 3-0500794470

783.4
フットボールクラブ哲学
図鑑

西部謙司 カンゼン 3-0500797707

783.5
バドミントンうまく動け
る体になるトレーニング
競技力が上がる体づくり

神田潤一
ベースボール・マガ
ジン社

3-0500804633

783.7 サラリーマン球団社長 清武英利 文藝春秋 3-0500808175

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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783.7
世紀の落球　「戦犯」と
呼ばれた男たちのその後

澤宮優 中央公論新社 3-0500804047

786 焚き火の本 猪野正哉 山と渓谷社 3-0500813533

786
剱岳－線の記　平安時代
の初登頂ミステリーに挑
む

髙橋大輔 朝日新聞出版 3-0500804022

788 一八〇秒の熱量 山本草介 双葉社 3-0500800358

795
囲碁・石の強弱判断法
序中盤をうまく乗り切る
技術

河野光樹 マイナビ出版 3-0500797296

796
強くなる！シャンチー入
門

所司和晴 双峰社 3-0500805031

796
悔しがる力　弟子・藤井
聡太の思考法

杉本昌隆 ＰＨＰ研究所 3-0500755589

809
あいまいな会話はなぜせ
いりつするのか

時本真吾 岩波書店 3-0500790428

809 パワースピーチ入門 橋爪大三郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500797040

参考書 814 世界ことわざ比較辞典
日本ことわざ文
化学会／編

岩波書店 3-0500773335

815
「文」とは何か　愉しい
日本語文法のはなし

橋本陽介 光文社 3-0500806050

828
ニューエクスプレス＋上
海語

榎本英雄 白水社 3-0500805240

829.3

ベトナム語が１週間でい
とも簡単に話せるように
なる本　あなたもこれで
話せる！

欧米・アジア語
学センター

明日香出版社 3-0500796997

830
世界一わかりやすい英語
の勉強法

関正生 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500791480

別置 記号

郷土青葉 369.4 あおばこそだてＢｏｏｋ
〔横浜市〕青葉
区こども家庭支
援課／〔編〕

〔横浜市〕青葉区こ
ども家庭支援課

3-0500799028

郷土青葉 369.4

子ども・家庭支援相談
乳幼児期から学童期・思
春期までの子育てに関す
る相談窓口

青葉区福祉保健
センターこども
家庭支援課／
〔編〕

青葉区福祉保健セン
ターこども家庭支援
課

3-0500799816

郷土資料 188.8
武蔵国小机臥龍山雲松院
史　文書編　第１巻

臥龍山雲松院／
編

雲松院 3-0500801873

郷土資料 334
令和２年地価調査　資料
１

神奈川県政策局
／〔編〕

神奈川県政策局 3-0500816505

郷土資料 334
令和２年地価調査　資料
２

神奈川県政策局
／〔編〕

神奈川県政策局 3-0500816504

郷土資料 370
横浜市立学校名簿　令和
２年度

横浜市教育委員
会／〔編〕

横浜市教育委員会 3-0500789997

郷土資料 373
横浜市立学校分布図　令
和２年５月１日現在

横浜市教育委員
会事務局学校計
画課／〔編〕

横浜市教育委員会事
務局学校計画課

3-0500815296

郷土資料 376.1
びーのびーの幼稚園・認
定こども園・保育園ガイ
ド　２０２１年度入園版

びーのびーの 3-0500813347

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 498.3

よこはまウォーキングポ
イントを活用した１７の
取組　事業所・団体内で
の健康づくりの取組のヒ
ントに！

横浜市健康福祉
局保健事業課／
〔編〕

横浜市健康福祉局保
健事業課

3-0500789539

郷土資料 509

Ｍａｄｅ　ｉｎ　Ｔｓｕ
ｚｕｋｉ　Ｙｏｋｏｈａ
ｍａ　横浜市都筑区が誇
る　ものづくり企業の技
術・製品　２０２０

Ｍａｄｅ　ｉｎ
Ｔｓｕｚｕｋｉ
Ｙｏｋｏｈａｍ
ａ　横浜市都筑
区が誇る　もの
づくり企業の技
術・製品　２０

Ｍａｄｅ　ｉｎ　Ｔ
ｓｕｚｕｋｉ　Ｙｏ
ｋｏｈａｍａ　横浜
市都筑区が誇る　も
のづくり企業の技
術・製品　２０２０

3-0500770877

郷土資料 518.8
横浜市新市庁舎整備
〔パンフレット〕

横浜市総務局総
務部管理課新市
庁舎整備担当／
〔編〕

横浜市総務局総務部
管理課新市庁舎整備
担当

3-0500805269

郷土資料 518.8
絵で見る港北ニュータウ
ンものがたり　解説編

山手総合計画研
究所／編

港北ニュータウン記
念協会

3-0500798965

郷土資料 520
都市の記憶　横浜の主要
歴史的建造物

横浜市都市整備
局都市デザイン
室／企画編集

横浜歴史資産調査会 3-0500791165

郷土資料 521 飯田家住宅の屋根葺き 伊藤幸晴／撮影
港北ふるさとテレビ
局

3-0500813634

郷土資料 602 磯子の逸品
横浜市磯子区役
所区政推進課／
〔編〕

横浜市磯子区役所区
政推進課

3-0500775400

郷土資料 629
新治の森に魅せられて
新治市民の森愛護会２０
年の活動記録

２０周年記念誌
編集委員会／編

新治市民の森愛護会 3-0500795810

郷土資料 706

Ｙａｎａｇｉｈａｒａ
Ｒｙｏｈｅｉ　ａｒｔ
ｍｕｓｅｕｍ　柳原良平
が語る創作活動と船の絵

横浜みなと博物
館／〔編〕

横浜みなと博物館 3-0500777770

「あたらしく入った本」11月号は、令和2年9月から同年10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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