
別置 記号 書　名 著者・編者 出版社 書誌番号
児童書研
究 909 本へのとびら 宮崎駿 岩波書店 3-0211074821

児童書研
究 909

絵本からヤングアダルト
文学まで

国立国会図書館
国際子ども図書
館

国立国会図書館 3-0500816467

911.1 ざんねんな万葉集 岡本梨奈 飛鳥新社 3-0500748913

911.3 俳句難読用語辞典 西山惠二 文學の森 3-0500783255

児童書研
究 911.5

童謡・わらべうたの言葉
とこころ

若井勲夫 勉誠出版 3-0500801453

911.5 ベージュ 谷川俊太郎 新潮社 3-0500801424

ティーン
ズ 912

舞台文豪とアルケミスト
異端者ノ円舞戯曲ノ書

舞台「文豪とア
ルケミスト」製
作委員会

小学館 3-0500812035

ティーン
ズ 912

舞台文豪とアルケミスト
余計者ノ挽歌戯曲ノ書

舞台「文豪とア
ルケミスト」製
作委員会

小学館 3-0500812034

914 ヤ
高学歴エリート女はダメ
ですか

山口真由 幻冬舎 3-0500808156

914 ヨ 欲が出ました
ヨシタケシンス
ケ

新潮社 3-0500798838

文庫 913.6 不連続な四つの謎 海堂尊 宝島社 3-0500787638

913.6 ア ヴァルキリー 安生正 徳間書店 3-0500799135

913.6 ア スター 朝井リョウ 朝日新聞出版 3-0500819198

913.6 ア 向日葵を手折る 彩坂美月 実業之日本社 3-0500814769

913.6 ア 盤上に君はもういない 綾崎隼 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500817190

913.6 ア Ａｎｏｔｈｅｒ2001 綾辻行人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500817238

文庫 913.6 ア 焦茶色のナイトガウン 赤川次郎 光文社 3-0500811719

913.6 イ 揺籠のアディポクル 市川憂人 講談社 3-0500821270

913.6 イ 赤い砂を蹴る 石原燃 文藝春秋 3-0500797302

913.6 イ 道行きや 伊藤比呂美 新潮社 3-0500780380

913.6 イ 海神の島 池上永一 中央公論新社 3-0500811850

913.6 イ 日本蒙昧前史 磯﨑憲一郎 文藝春秋 3-0500793361

（NDC900-999）
ラベルの記号

文　学

あたらしく入った本
2020年12月

電話045(901)1225
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913.6 イ 木になった亜沙 今村夏子 文藝春秋 3-0500775656

文庫 913.6 イ
池袋ウエストゲートパー
クザレジェンド

石田衣良 文藝春秋 3-0500819166

文庫 913.6 イ 襲大鳳　下 今村翔吾 祥伝社 3-0500821504

文庫 913.6 ウ 偽計 上田秀人 徳間書店 3-0500820365

913.6 ウ 推し、燃ゆ 宇佐見りん 河出書房新社 3-0500812823

913.6 オ 死神の棋譜 奥泉光 新潮社 3-0500808483

913.6 オ 恐ろしくきれいな爆弾 越智月子 小学館 3-0500809031

913.6 オ ワトソン力 大山誠一郎 光文社 3-0500814009

文庫 913.6 オ 金色夜叉 尾崎紅葉 新潮社 3-0208075510

文庫 913.6 カ 眠れない凶四郎　4 風野真知雄 文藝春秋 3-0500819502

913.6 カ 明け方の若者たち カツセマサヒコ 幻冬舎 3-0500789489

913.6 カ 三度目の恋 川上弘美 中央公論新社 3-0500815197

913.6 カ 昨日壊れはじめた世界で 香月夕花 新潮社 3-0500784646

913.6 カ fishy 金原ひとみ 朝日新聞出版 3-0500811184

913.6 カ つなぐ時計 金田信一郎 新潮社 3-0500798839

913.6 ク 暗い林を抜けて 黒川創 新潮社 3-0500764267

913.6 ク 私は女になりたい 窪美澄 講談社 3-0500813834

文庫 913.6 コ マカロンはマカロン 近藤史恵 東京創元社 3-0500801219

913.6 コ 食いしん坊発明家 小泉武夫 新潮社 3-0500778923

文庫 913.6 サ 乱癒えず 佐伯泰英 光文社 3-0500819462

913.6 シ 楽園とは探偵の不在なり 斜線堂有紀 早川書房 3-0500806334

913.6 シ 家族のあしあと　続 椎名誠 集英社 3-0500818487

913.6 シ スーベニア しまおまほ 文藝春秋 3-0500785190

913.6 シ デルタの羊 塩田武士 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500819026

913.6 セ 五色の殺人者 千田理緒 東京創元社 3-0500820227

文庫 913.6 セ
そして、バトンは渡され
た

瀬尾まいこ 文藝春秋 3-0500809762

文庫 913.6 タ
あきない世傳金と銀　９
淵泉篇

髙田郁 角川春樹事務所 3-0500813075

文庫 913.6 タ 異聞浪人記 滝口康彦 河出書房新社 3-0500811495

913.6 タ 私が愛したトマト 髙樹のぶ子 潮出出版 3-0500795289

913.6 タ 業平 髙樹のぶ子
日経BP日本経済新聞
出版本部

3-0500783297
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文庫 913.6 ツ きのうの影踏み 辻村深月 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500615949

文庫 913.6 ト 雪旅籠 戸田義長 東京創元社 3-0500800049

913.6 ナ 滅びの前のシャングリラ 凪良ゆう 中央公論新社 3-0500819623

913.6 ナ 銀齢探偵社 中山七里 文藝春秋 3-0500820233

ティーン
ズ 913.6 ナ

Re:ゼロから始める異世
界生活　24

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500815913

913.6 ナ 今も未来も変わらない 長嶋有 中央公論新社 3-0500815198

913.6 二 夢魔の牢獄 西澤保彦 講談社 3-0500806065

913.6 ノ 鈴木家の嘘 野尻克己 ポプラ社 3-0500790742

文庫 913.6 ハ 素晴らしき家族旅行　上 林真理子 毎日新聞出版 3-0500786768

文庫 913.6 ハ ハグとナガラ 原田マハ 文藝春秋 3-0500819167

文庫 913.6 ヒ 殺人現場は雲の上 東野圭吾 光文社 3-0500804425

913.6 フ 縁結びカツサンド 冬森灯 ポプラ社 3-0500796200

913.6 フ 煉獄の獅子たち 深町秋生 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500817248

913.6 フ この本を盗む者は 深緑野分 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500819584

文庫 913.6 ホ
ある晴れた日に、墓じま
い

堀川アサコ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500807366

913.6 マ 52ヘルツのクジラたち 町田そのこ 中央公論新社 3-0500779636

913.6 マ 愛しのシャロン 前川裕 新潮社 3-0500806047

913.6 ミ そこに無い家に呼ばれる 三津田信三 中央公論新社 3-0500799775

913.6 ミ 孔丘 宮城谷昌光 文藝春秋 3-0500819264

913.6 ム せきれいの詩 村木嵐 幻冬舎 3-0500792899

913.6 モ 哄う北斎 望月諒子 光文社 3-0500799092

913.6 ヤ 俺の残機を投下します 山田悠介 河出書房新社 3-0500797616

913.6 ヤ 自転しながら公転する 山本文緒 新潮社 3-0500816310

913.6 ヤ ファーストクラッシュ 山田詠美 文藝春秋 3-0500733591

913.6 ユ
プロジェクト・インソム
ニア

結城真一郎 新潮社 3-0500798837

913.6 ヨ 贖罪 吉田喜重 文藝春秋 3-0500777567

913.6 ヨ 憂き夜に花を 吉川永青 中央公論新社 3-0500788806

913.6 ヨ 吹上奇譚　第3話 吉本ばなな 幻冬舎 3-0500823609

914 ア
おべんとうの時間がきら
いだった

阿部直美 岩波書店 3-0500790040

914 イ
井上ひさし発掘エッセ
イ・セレクション　1

井上ひさし 岩波書店 3-0500777866
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914 イ
井上ひさし発掘エッセ
イ・セレクション　3

井上ひさし 徳間書店 3-0500797596

914 イ 回想のすすめ 五木寛之 中央公論新社 3-0500811826

914 ソ 新しい生活 曽野綾子 ポプラ社 3-0500813776

文庫 914 ノ 新編「終戦日記」を読む 野坂昭如 中央公論新社 3-0500800313

文庫 914 ハ 美女は飽きない 林真理子 マガジンハウス 3-0500792784

914 ム 村井さんちの生活 村井理子 新潮社 3-0500808482

文庫 916 オ 思い立ったら隠居 大原扁理 筑摩書房 3-0500804542

916 コ 人間の土地へ 小松由佳
集英社インターナ
ショナル

3-0500815900

916 タ 現代日本を読む 武田徹 中央公論新社 3-0500815067

916 ト 僕は、死なない。 刀根健 SBクリエイティブ 3-0500748068

923 網内人 陳浩基 文藝春秋 3-0500816125

929.1 彼女の名前は チョナムジュ 筑摩書房 3-0500815532

929.7 千一夜物語　6 ガラン 岩波書店 3-0500784310

933 ク
「グレート・ギャッツ
ビー」を追え

ジョン・グリ
シャム

中央公論新社 3-0500819624

933 フ サブリナとコリーナ
カリ・ファハル
ド=アンスタイン

新潮社 3-0500808486

933 テ ネヴァー・ゲーム
ジェフリー・
ディーヴァー

文藝春秋 3-0500815640

文庫 933 ホ その裁きは死
アンソニー・ホ
ロヴィッツ

東京創元社 3-0500812059

文庫 933 ラ 真夜中の子供たち　上
サルマン・ラ
シュディ

岩波書店 3-0500784295

文庫 933 ラ 真夜中の子供たち　下
サルマン・ラ
シュディ

岩波書店 3-0500790971

文庫 951 ランボー詩集 ランボー 岩波書店 3-0500798165

外国語 953 C
Ｌｅｓ　ｖｉｃｔｏｒｉ
ｅｕｓｅｓ　ｒｏｍａｎ

Ｌａｅｔｉｔｉ
ａ　Ｃｏｌｏｍ
ｂａｎｉ.

Ｌｅ　Ｌｉｖｒｅ
ｄｅ　ｐｏｃｈｅ
ｃ２０１９

3-0500818833

953 ク ブラック・ハンター
ジャン=クリスト
フ・グランジェ

早川書房 3-0500810444

953 ヒ その日の予定
エリック・ヴュ
イヤール

岩波書店 3-0500792769

文庫 953 ミ 作家の秘められた人生
ギヨーム・
ミュッソ

集英社 3-0500814608

文庫 983 戦争と平和　3 トルストイ 光文社 3-0500811721

別置 記号 書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

情報科学 007.1 AIと社会と法 宍戸常寿 有斐閣 3-0500803569

情報・思想・歴史・地理
（NDC000-299）

ラベルの記号
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情報科学 007.6
今すぐ使えるかんたん
ぜったいデキます！ワー
ド＆エクセル超入門

門脇香奈子 技術評論社 3-0500804451

情報科学 007.6
データ分析のための
Pythonデータビジュアラ
イゼーション入門

小久保奈都弥 翔泳社 3-0500803593

情報科学 007.6 脱マウス最速仕事術 森新 ダイヤモンド社 3-0500802089

情報科学 007.6
図解まるわかりプログラ
ミングのしくみ

増井敏克 翔泳社 3-0500796254

情報科学 007.6 3分ハッキング 足立照嘉 かんき出版 3-0500799728

情報科学 007.6
作って覚えるvisual　ｂ
ａｓｉｃ　2019デスク
トップアプリ入門

荻原裕之 秀和システム 3-0500799713

情報科学 007.6
いちばんやさしい60代か
らのWindows　10

塚原久美 日経BP 3-0500795274

情報科学 007.6
Linuxスタートブック
2020

日経Linux 日経BP 3-0500794306

情報科学 007.6

Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ
＆　Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ
＆　ＩｎＤｅｓｉｇｎこ
れ１冊で基本が身につく
デザイン教科書

阿部信行 技術評論社 3-0500805747

情報科学 007.6
Scratchで学ぶビジュア
ルプログラミング

黒川利明 朝倉書店 3-0500807832

ティーン
ズ 007.6 AIエンジニアになるには 丸山恵 ぺりかん社 3-0500794403

児童書研
究 014 図書の修理とらの巻　続

書物の歴史と保
存修復に関する
研究会

澪標 3-0500712086

児童書研
究 014

図書館のための簡単な本
の修理

高岡容子 少年写真新聞社 3-0500700285

015 レファレンスブックス 長澤雅男 日本図書館協会 3-0500797106

児童書研
究 019 絵本で世界を学ぼう！ 吉井潤 青弓社 3-0500801420

019 中古典のすすめ 斎藤美奈子 紀伊國屋書店 3-0500808891

019 ユーカリの木の陰で 北村薫 本の雑誌社 3-0500785188

028
一生モノの教養が身につ
く世界の古典必読の名
作・傑作200冊

佐藤優 宝島社 3-0500813875

ティーン
ズ 069 ミュージアムを知ろう 横山佐紀 ぺりかん社 3-0500806389

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和2
年8月号

毎日新聞社 3-0500817441

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令
和2年8月号

日本経済新聞社 3-0500817443

102 図鑑世界の哲学者
サイモン・ブ
ラックバーン

東京書籍 3-0500803575

111 ポストトゥルース
リー・マッキン
タイア

人文書院 3-0500817206

114 死の教科書 五木寛之 宝島社 3-0500808094

141
あなたのまわりの怒って
いる人図鑑

安藤俊介 飛鳥新社 3-0500800095
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141
今日も明日も「いいこ
と」がみつかる「繊細さ
ん」の幸せリスト

武田友紀 ダイヤモンド社 3-0500777338

145 はじめての催眠術 漆原正貴 講談社 3-0500814016

ティーン
ズ 158 友だちってなんだろう 齋藤孝 誠文堂新光社 3-0500804500

159 女と男はすれ違う！ 黒川伊保子 ポプラ社 3-0500811602

159
コロナの時代の暮らしの
ヒント

 井庭崇 晶文社 3-0500816319

159
13歳から分かる！7つの
習慣

スティーブン・
R・コヴィー

日本図書センター 3-0500792543

159 「自分」を生きる 坂東眞理子 あさ出版 3-0500759743

文庫 167 コーラン　上 井筒俊彦 岩波書店 3-0190327951

202 宇宙考古学の冒険
サラ・パーカッ
ク

光文社 3-0500813702

209 21世紀の啓蒙　上
スティーブン・
ピンカー

草思社 3-0500747248

209 21世紀の啓蒙　下
スティーブン・
ピンカー

草思社 3-0500747249

210.1 天皇の国史 竹田恒泰 PHP研究所 3-0500805166

210.2 海からみた日本の古代 門田誠一 吉川弘文館 3-0500813169

210.4
イエズス会がみた「日本
国王」

松本和也 吉川弘文館 3-0500814813

210.4 一冊でわかる戦国時代 大石学 河出書房新社 3-0500816410

210.7 世界史のなかの昭和史 半藤一利 平凡社 3-0500797644

文庫 210.7 満州事変 臼井勝美 講談社 3-0500812742

212 大学で学ぶ東北の歴史
東北学院大学文
学部歴史学科

吉川弘文館 3-0500816885

222
教養としての「中国史」
の読み方

岡本隆司
PHPエディターズ・
グループ

3-0500815142

280
世界を変えた100のス
ピーチ　上

コリン・ソル
ター

原書房 3-0500815520

280
世界を変えた100のス
ピーチ　下

コリン・ソル
ター

原書房 3-0500815521

文庫 289 ス
したたか総理大臣・菅義
偉の野望と人生

松田賢弥 講談社 3-0500817466

外国語 289 K

Ｍａｒｔｉｎ　Ｌｕｔｈ
ｅｒ　Ｋｉｎｇ　Ｊ
ｒ．’ｓ　“Ｉ　ｈａｖ
ｅ　ａ　ｄｒｅａｍ”

Ｔａｍｒａ　Ｏ
ｒｒ．

Ｃｈｅｒｒｙ　Ｌａ
ｋｅ　Ｐｕｂｌｉｓ
ｈｉｎｇ　ｃ２０２
１

3-0500818822

289 英国の闇チャーチル 渡辺惣樹 ビジネス社 3-0500815221

289 シ 渋沢栄一 木村昌人 筑摩書房 3-0500811814

289 ト 世界で最も危険な男
メアリー・トラ
ンプ

小学館 3-0500813360

289 ト 一九四四年の東條英機 岩井秀一郎 祥伝社 3-0500817482

291 地形と日本人 金田章裕
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部

3-0500812193
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カウン
ター 291.3 禁

ゼンリン住宅地図　横浜
市青葉区　2020　9

ゼンリン 3-0500816533

291.3 ニュー東京ホリデイ 杉浦さやか 祥伝社 3-0500817479

292.2  重慶大厦百景 河畑悠 彩図社 3-0500816996

292.3 地球の歩き方　D　23
地球の歩き方編
集室

ダイヤモンド・ビッ
ク社

3-0500806385

292.3 地球の歩き方　D　21
地球の歩き方編
集室

ダイヤモンド・ビッ
ク社

3-0500804239

293.6 オラ！スペイン旅ごはん ハラユキ イースト・プレス 3-0500805694

295
地図でスッと頭に入るア
メリカ50州

デイビット・セ
イン

昭文社 3-0500811179

別置 記号 書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

外国語 304
２１　ｌｅｓｓｏｎｓ
ｆｏｒ　ｔｈｅ　２１ｓ
ｔ　ｃｅｎｔｕｒｙ

Ｙｕｖａｌ　Ｎ
ｏａｈ　Ｈａｒ
ａｒｉ．

Ｓｐｉｅｇｅｌ　＆
Ｇｒａｕ　２０１８

3-0500721376

304
健康的で清潔で、道徳的
な秩序ある社会の不自由
さについて

熊代亨 イースト・プレス 3-0500790696

304 「時代」を見抜く力 渡部昇一 育鵬社 3-0500810146

309 3・11後の社会運動 樋口直人 筑摩書房 3-0500790749

文庫 311
近代人の自由と古代人の
自由・征服の精神と簒奪

コンスタン 岩波書店 3-0500784293

312.2 中東政治入門 末近浩太 筑摩書房 3-0500811812

ティーン
ズ 314 有権者って誰 藪野祐三 岩波書店 3-0500779483

314 国対委員長 辻元清美 集英社 3-0500814000

317 公文書危機 毎日新聞取材班 毎日新聞出版 3-0500786956

318.2 大阪から日本は変わる 吉村洋文 朝日新聞出版 3-0500812246

318.5
自治体職員のための入門
デジタル技術活用法

狩野英司 ぎょうせい 3-0500791425

319.1 避けられた戦争 油井大三郎 筑摩書房 3-0500789106

319.2 親中派の崩壊 黄文雄 徳間書店 3-0500810078

319.2 朝鮮戦争70年 和田春樹 かもがわ出版 3-0500787042

319.2 反日種族主義との闘争 李栄薫 文藝春秋 3-0500814177

320 おとめ六法 上谷さくら ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500786460

324
高齢期を安心して過ごす
ための「生前契約書+遺
言書」作成のすすめ

後東博 日本法令 3-0500790481

325
株主総会のしくみと手続
き

森公任 三修社 3-0500790762

327
示談・調停・和解のやり
方がわかる

神田将 自由国民社 3-0500789447

社会科学
（NDC300-399）

ラベルの記号

7



327
民事執行法・民事保全法
のしくみと手続き

松岡慶子 三修社 3-0500790761

参考書 330 禁 地域経済総覧　2021 東洋経済新報社 3-0500820753

331
ExcelとRではじめるやさ
しい経済データ分析入門

隅田和人 オーム社 3-0500791040

332.1 日本経済予言の書 鈴木貴博 PHP研究所 3-0500791851

参考書 334 禁 土地白書　令和2年版 国土交通省 勝美印刷 3-0500822511

335
シリコンバレーのVC=ベ
ンチャーキャピタリスト
は何を見ているのか

山本康正 東洋経済新報社 3-0500791891

335.3
中小企業が本当に使える
補助金ベスト100

小泉昇 自由国民社 3-0500790808

カウン
ター 335.4 禁 会社四季報　2021年 東洋経済新報社 3-0500823088

336.1
これからのDXデジタルト
ランスフォーメーション

内山悟志
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500790555

336.4
入門図解テレワーク・副
業兼業の法律と導入手続
き実践マニュアル

森島大吾 三修社 3-0500790760

336.4 在宅HACKS！ 小山龍介 東洋経済新報社 3-0500793746

336.4
英文履歴書の書き方・英
語面接の受け方

鈴木美加子 日本実業出版社 3-0500787912

336.4
人事・総務担当者のため
のハラスメント研修設
計・実践ハンドブック

加藤貴之 日本法令 3-0500791543

336.4 留学生の就活入門 南雲智
留学生就職サポート
協会

3-0500787913

336.4 中国駐在ハック 小島庄司 日経BP 3-0500788220

336.4
イラストで解説パワハラ
防止法・指針

森井博子 労働新聞社 3-0500786120

336.9
はじめてでもわかる簿記
と経理の仕事　20～21年
版

堀江國明 成美堂出版 3-0500798261

338 教養としての投資入門 ミアン・サミ 朝日新聞出版 3-0500804481

ティーン
ズ 345 高校生のための税金入門 小塚真啓 三省堂 3-0500788761

361.2 社会学史入門 仲川秀樹 ミネルヴァ書房 3-0500782896

364
失業保険150％トコトン
活用術　2020第9版補訂
版

日向咲嗣 同文舘出版 3-0500807417

366 ブルシット・ジョブ
デイヴィッド・
グレーバー

岩波書店 3-0500801915

366.3 20歳のキャリア術 澤田裕美 樹村房 3-0500789935

367.2 読書する女たち
ステファニー・
スタール

イースト・プレス 3-0500790522

367.2 「男女格差後進国」の衝撃 治部れんげ 小学館 3-0500817468

文庫 367.2 女と文明 梅棹忠夫 中央公論新社 3-0500792462

8



367.9 親子で話そう！性教育 浅井春夫 朝日新聞出版 3-0500788197

368
それはデートでもトキメ
キでもセックスでもない

ロビン・ワー
ショウ

イースト・プレス 3-0500790523

369.2
イラスト図解いちばんわ
かりやすい介護術

三好春樹 永岡書店 3-0500791762

369.2
イラストで学ぶ認知症の
人の生活支援

日本訪問看護財
団

ワールドプランニン
グ

3-0500787970

児童書研
究 369.2

お年寄りにもおはなし
を！

山根玲子 やまね舎 3-0500740876

369.3 防災福祉先進国・スイス 川村匡由 旬報社 3-0500791449

369.3 明子のピアノ 中村真人 岩波書店 3-0500795888

369.3
犬連れ災害対策マニュア
ル

エイ出版 3-0500802269

369.3 家族写真 笠井千晶 小学館 3-0500813834

370 教育現場は困っている 榎本博明 平凡社 3-0500790723

371 学校が子どもを殺すとき 渋井哲也 論創社 3-0500785207

児童書研
究 376.1

わらべうたと子どもの育
ち

木村はるみ エイデル研究所 3-0500686969

児童書研
究 376.1

0～5歳子どもを育てる
「読み聞かせ」実践ガイ
ド

児玉ひろ美 小学館 3-0500366313

367.7
図解わかる定年前後の手
続きのすべて
2020/2021年版

中尾幸村 新星出版社 3-0500788518

368 加害者家族を支援する 阿部恭子 岩波書店 3-0500788708

369.4 赤ちゃんポストの真実 森本修代 小学館 3-0500793599

376.8
中学受験生に伝えたい勉
強よりも大切な100の言
葉

おおたとしまさ 小学館 3-0500793597

ティーン
ズ 376.8 環境学部 大岳美帆 ぺりかん社 3-0500779290

ティーン
ズ 376.8 教養学部 木村由香里 ぺりかん社 3-0500786816

ティーン
ズ 376.8 薬学部 橋口佐紀子 ぺりかん社 3-0500792141

377
東大なんか入らなきゃよ
かった

池田渓 飛鳥新社 3-0500814122

383.8 おいしい昆虫記 佐伯真二郎 ナツメ社 3-0500813102

384 遊廓 渡辺豪 新潮社 3-0500793709

385
小さな葬儀とお墓選び・
墓じまい

大野屋テレホン
センター

自由国民社 3-0500787922

388 美、その不滅の物語 ユガンハ クオン 3-0500789788

388 奇想の国の麗人たち 中村圭子 河出書房新社 3-0500793222

391 KGBの男
ベン・マッキン
タイアー

中央公論新社 3-0500788805

9



392 帝国軍人 戸髙一成 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500797034

別置 記号 書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

410
公式より大切な「数学」
の話をしよう

ステファン・ボ
イスマン

ＮＨＫ出版 3-0500808536

410
東大の先生！文系の私に
超わかりやすく高校の数
学を教えてください！

西成活裕 かんき出版 3-0500792241

410
東大の先生！文系の私に
超わかりやすく数学を教
えてください！

西成活裕 かんき出版 3-0500657657

417
その問題、やっぱり数理
モデルが解決します

浜田宏 ベレ出版 3-0500813089

421 時間は逆戻りするのか 高水裕一 講談社 3-0500798251

425 紫外線の社会史 金凡性 岩波書店 3-0500785120

450 地球46億年 ニュートンプレス 3-0500791867

451 地球に住めなくなる日
デイビット・
ウォレス・ウェ
ルズ

ＮＨＫ出版 3-0500768884

487
日本の爬虫類・両生類野
外観察図鑑

川添宣広 誠文堂新光社 3-0500806626

文庫 490 ほの暗い永久から出でて 上橋菜穂子 文藝春秋 3-0500809773

490 先端医療と向き合う 橳島次郎 平凡社 3-0500790722

492
恐ろしい感染症からたく
さんの命を救った現代ワ
クチンの父の物語

Paul A. Offit 南山堂 3-0500809000

492 身体構造力 伊東義晃
幻冬舎メディアコン
サルティング

3-0500804945

493.4
図解よくわかる過敏性腸
症候群で悩まない本

鳥居明 日東書院本社 3-0500794095

493.6
こむら返りは自分で治せ
る！

川嶋朗 宝島社 3-0500756093

493.7
心を病んだらいけない
の？

斎藤環 新潮社 3-0500786162

493.7
ウルトラ図解パーキンソ
ン病

服部信孝 法研 3-0500789476

493.7
発達障害サバイバルガイ
ド

借金玉 ダイヤモンド社 3-0500802085

493.7
精神科医Tomyが教える1
秒で不安が吹き飛ぶ言葉

Tomy ダイヤモンド社 3-0500759752

493.8 感染症の日本史 磯田道史 文藝春秋 3-0500814630

494 虫と皮膚炎 夏秋優
学研メディカル秀潤
社

3-0500058974

494
医者にがんと言われたら
最初に読む本

中川恵一 エクスナレッジ 3-0500808592

ティーン
ズ 495

女の子が知っておきたい
卵子のハナシ。

浅田義正 主婦の友社 3-0500767130

自然科学・技術・工学
（NDC400-589）

ラベルの記号
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りんごの
棚 496 色弱の子どもがわかる本

カラーユニバー
サルデザイン機
構

かもがわ出版 3-0500793674

496
誰にも訪れる耳の不調・
難聴を乗り越える本

杉浦彩子 さくら舎 3-0500810420

498
よくわかる公衆衛生学の
基本としくみ

上地賢 秀和システム 3-0500791073

498 未病図鑑 渡辺賢治
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

3-0500799581

498 禁
国民衛生の動向
2020/2021

厚生労働統計協
会

厚生労働統計協会 3-0500820751

498.2 強制不妊と優生保護法 藤野豊 岩波書店 3-0500782916

498.3 歩く力 松村卓 文藝春秋 3-0500783491

498.6 新型コロナ 上久保靖彦 ワック 3-0500816299

498.8
企業のための新型コロナ
ウイルス対策マニュアル

和田耕治 東洋経済新報社 3-0500787082

501
最新水素エネルギーの仕
組みと動向がよ～くわか
る本

今村雅人 秀和システム 3-0500817601

501
メガ・リスク時代の「日
本再生」戦略

飯田哲也 筑摩書房 3-0500814127

509
統計基礎からはじめる品
質工学入門

小野元久 日本規格協会 3-0500797347

509
トヨタに学ぶカイゼンの
ヒント71

野地秩嘉 新潮社 3-0500798701

518.1 江戸・東京水道史 堀越正雄 講談社 3-0500812741

519
地図とデータで見るSDG
ｓの世界ハンドブック

イヴェット・
ヴェレ

原書房 3-0500795248

519.6 低周波音のはなし
日本騒音制御工
学会

技報堂出版 3-0500820850

520 建築用語図鑑　西洋篇 杉本龍彦 オーム社 3-0500813878

521
親子でめぐる！御城印さ
んぽ

今泉慎一 青春出版社 3-0500815458

521
地図で旅する！日本の名
城

千田嘉博 JTBパブリッシング 3-0500816807

530
仏具とノーベル賞京都・
島津製作所創業伝

鵜飼秀徳 朝日新聞出版 3-0500811182

538
宇宙に行くことは地球を
知ること

野口聡一 光文社 3-0500814007

540
メーター検針員テゲテゲ
日記

川島徹 三五館シンシャ 3-0500792220

544 電柱マニア 須賀亮行 オーム社 3-0500815089

情報科学 547.4
1冊ですべてわかるネッ
トワーク運用・保守の基
本

岡野新 SBクリエイティブ 3-0500800464

情報科学 547.4
初心者からちゃんとした
プロになるHTML+CSS実践
講座

相原典佳
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500808953

情報科学 547.4
はじめてのホームペー
ジ・ビルダー22

桑名由美 秀和システム 3-0500809840

493.6
こむら返りは自分で治せ
る

川嶋朗 宝島社 3-0500756093

11



578
いかなる時代環境でも利
益を出す仕組み

大山健太郎 日経ＢＰ 3-0500814704

589
72歳、今日が人生最高の
日

メイ・マスク 集英社 3-0500797896

589
ミナペルホネン/皆川明
つづく

ミナペルホネン 青幻舎 3-0500757832

別置 記号 書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

590
自分の機嫌は「家事」で
とる

主婦の友社 主婦の友社 3-0500773537

592 はじめてのセルフリノベ 長野恵理 エクスナレッジ 3-0500809224

594.2 お繕いの本 野口光 日本ヴォーグ社 3-0500810865

ティーン
ズ 594.3

いちばんやさしいかぎ針
編みのモチーフ

Sachiyo*Fukao エクスナレッジ 3-0500807857

594.3
手編みのトラディショナ
ルニット

リトルバード 成美堂出版 3-0500817663

594.9
デザイナーズハーバリウ
ムコレクション

小河原晴美 誠文堂新光社 3-0500806414

595 見た目を、整える 主婦と生活社 3-0500787556

595
下半身からみるみるやせ
るおうちダイエットＢＯ
ＯＫ

久優子 講談社 3-0500800341

596
ちょっとの丸暗記で外食
レベルのごはんになる

小竹貴子 日経BP 3-0500786737

596.2 ギリシャのごはん
アナグノストゥ
直子

イカロス出版 3-0500807549

596.2
食べ歩くインド　北・東
編

小林真樹 旅行人 3-0500800944

596.2
食べ歩くインド　南・西
編

小林真樹 旅行人 3-0500800943

596.2
フライパンひとつで極み
のフレンチ

髙良康之 世界文化社 3-0500814164

596.4 藤井弁当 藤井恵 学研プラス 3-0500757376

596.6 魔法のてぬきおやつ てぬキッチン ワニブックス 3-0500758248

596.6
季節をとじ込める果物と
お菓子のレッスン

森岡麻以
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500813505

599 パパいや、めろん 海猫沢めろん 講談社 3-0500792589

615
今さら聞けないタネと品
種の話きほんのき

農文協 農山漁村文化協会 3-0500811803

670
「重要英単語と例文」で
英文契約書の読み書きが
できる

本郷貴裕 中央経済社 3-0500814193

673 不動産激変 牧野知弘 祥伝社 3-0500810067

674
印刷＆WEBコンテンツ制
作の基礎知識

生田信一 玄光社 3-0500784144

674 あたらしい、あしらい。 ingectar-e ソシム 3-0500809357

678 絵でみる　貿易のしくみ 片山立志
日本能率協会マネジ
メントセンター

3-0500791418

芸術・スポーツ・趣味・言語

生活科学・産業
(NDC590-699）

ラベルの記号

12



別置 記号 書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

702
アートにみる身ぶりとし
ぐさの文化史

デズモンド・モ
リス

三省堂 3-0500806387

707 美意識を磨く 山口桂 平凡社 3-0500805208

723 もっと知りたいピカソ 大髙保二郎 東京美術 3-0500800831

723
最後のダ・ヴィンチの真
実

ベン・ルイス 集英社 3-0500818484

724
絵を描くための鳥の写真
集

宮本桂 マール社 3-0500814840

724
12のヒントで学ぶ初心者
のための俳画教室

伊藤青翔 日貿出版社 3-0500797233

724 クロマトピア
デヴィッド・

コールズ
グラフィック社 3-0500811488

726
離婚してもいいですか？
翔子の場合

野原広子 KADOKAWA 3-0500581448

727 デザイン偉人伝 松田行正 左右社 3-0500819173

748
ＭＩＮＩＡＴＵＲＥ　Ｔ
ＲＩＰ　IN　ＪＡＰＡＮ

田中達也 小学館 3-0500739596

751 金城次郎壺屋時代作品集 金城次郎 国書刊行会 3-0500801614

755
ダイヤモンド欲望の世界
史

玉木俊明
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部

3-0500812194

755
ヌメ革をアレンジして作
る革小物

スタジオタッククリ
エイティブ

3-0500812148

760
MITマサチューセッツ工
科大学音楽の授業

菅野恵理子 あさ出版 3-0500813126

760 音楽の危機 岡田暁生 中央公論新社 3-0500815064

762
旅ごころはリュートに
乗って

星野博美 平凡社 3-0500817009

ティーン
ズ 762.3

面白いほどわかる！クラ
シック入門

松本大輔 青弓社 3-0500807184

763
1週間で完全習得！ジャ
ズ・ギター・コード超入
門

野村大輔
リットーミュージッ
ク

3-0500808060

763
DVDで今日から叩ける！
かんたんドラム

リットーミュージッ
ク

3-0500808061

775 Rosa 五大路子 有隣堂 3-0500820415

779 評伝一龍齋貞水 塩崎淳一郎 岩波書店 3-0500788704

780
スポーツを変えたテクノ
ロジー

スティーヴ・ヘ
イク

白揚社 3-0500813177

780
裁判例からわかるスポー
ツ事故の法務実務

静岡県弁護士会 ぎょうせい 3-0500809257

783.4
少年サッカー「審判」マ
ニュアル正しい判断と動
き方がわかる

岡田正義
メイツユニバーサル
コンテンツ

3-0500799681

783.4 女の答えはピッチにある キムホンビ 白水社 3-0500802003

参考書 783.8 禁
首都圏ゴルフ場ガイド
2020年版

一季出版 3-0500745620

784
スキーオフトレ実践バイ
ブル

久慈修
メイツユニバーサル
コンテンツ

3-0500808969

(NDC700-899）
ラベルの記号
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786
テーピングで快適！登山
＆スポーツクライミング

高橋仁 山と溪谷社 3-0500797622

787
色と形で見わけ海・川・
湖沼で楽しむ釣魚図鑑

豊田直之 ナツメ社 3-0500813101

788 詳しくなる大相撲 根間弘海 専修大学出版局 3-0500804465

793 生花師岡本典子の花仕事 岡本典子 誠文堂新光社 3-0500812190

795
指導のプロ直伝！初段の
力がつく囲碁・基本問題
集

足立泰彦 マイナビ出版 3-0500789383

796 受け師の道 樋口薫 東京新聞 3-0500792136

809
はじめてのグラフィック
レコーディング

久保田麻美 翔泳社 3-0500808118

参考書 813 禁 日本俗語大辞典 米川明彦 東京堂出版 3-0500786490

816
マスコミ用語担当者がつ
くった使える！用字用語
辞典

前田安正 三省堂 3-0500802535

817 読解力を身につける 村上慎一 岩波書店 3-0500771427

837
英語を話したいなら、ま
ずは日本語の話し方を変
えなさい

西澤ロイ SBクリエイティブ 3-0500807933

別置 記号 書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

郷土資料 069
横浜ユーラシア文化館紀
要　第8号（2020年）

横浜ユーラシア
文化館

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500798432

郷土資料 069
横浜ユーラシア文化館紀
要　第7号（2019年）

横浜ユーラシア
文化館

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500775426

郷土資料 160
神奈川県宗教法人名簿
令和2年3月

神奈川県総務局
組織人材部文書
課

神奈川県総務局組織
人材部文書課

3-0500790268

郷土資料 210.2
港北ニュータウン地域内
埋蔵文化財調査報告　52

横浜市ふるさと
歴史財団埋蔵文
化財センター

横浜市教育委員会 3-0500793457

郷土資料 213
横浜開港資料館紀要　第
36号

横浜開港資料館
横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500791942

郷土資料 317 韓国・朝鮮語の本200001 3-0500787723

郷土資料 317 中国の本200001 3-0500787722

郷土資料 318.2

8市の現状及び8市間にお
ける広域連携の課題に関
する基礎調査等報告書
令和元年度

横浜市政策局大都市
制度広域行政室大都
市制度推進課

3-0500793832

郷土資料 318.2 港南区制50周年記録誌
港南区制50周年記念
事業実行委員会

3-0500793797

郷土資料 318.4 市会のしおり　2020 横浜市会議会局 横浜市会議会局 3-0500803056

郷土資料 318.4 横浜市会 横浜市会議会局 3-0500802139

郷土資料 318.7
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 3-0500809126

郷土に関する本

（青葉区、横浜市、神奈川県）
ラベルの記号
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郷土資料 318.7
横浜市中期4か年計画
2018～2021

横浜市政策局政
策課

横浜市政策局政策課 3-0500809121

郷土資料 326 横浜市再犯防止推進計画
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

3-0500809140

郷土資料 331
コンコルディア・フィナ
ンシャルグループ×SDG
ｓ

コンコルディア・
フィナンシャルグ
ループ

3-0500801810

郷土資料 365 空家のはなし
横浜市建築局住
宅政策課

横浜市建築局住宅政
策課

3-0500793798

郷土資料 369.2
横浜市高齢者実態調査
令和2年3月

横浜市健康福祉
局高齢健康福祉
部高齢健康福祉
課

横浜市健康福祉局高
齢健康福祉部高齢健
康福祉課

3-0500800212

郷土青葉 369.4
子育てワクワクＭＡＰ
2020年度

青葉区福祉保健セン
ターこども家庭支援
課子育

3-0500799029

郷土資料 375
横浜市学力・学習状況調
査報告書　令和元年度

横浜市教育委員会事
務局教育課程推進室

3-0500802745

郷土資料 518.1 横浜市水道事業概要
横浜市水道局経
営企画課

横浜市水道局経営企
画課

3-0500821016

郷土資料 518.5 事業概要　令和2年度
横浜市資源循環
局政策調整部政
策調整課

横浜市資源循環局政
策調整部政策調整課

3-0500819321

郷土資料 518.8
横浜都市発展記念館紀要
第16号

横浜都市発展記
念館

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500780457

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

港北ニュータウン記
念協会

3-0500798965

郷土資料 518.8
絵で見る港北ニュータウ
ンものがたり

山手総合計画研
究所

港北ニュータウン記
念協会

3-0500798963

郷土資料 518.8
横浜市星川駅・天王町
駅・保土ヶ谷駅周辺地区
道路特定事業計画

横浜市保土ヶ谷
区保土ヶ谷土木
事務所

横浜市保土ヶ谷区保
土ヶ谷土木事務所

3-0500791947

郷土資料 590
KagiShare 家事シェア
シート

横浜市政策局男
女共同参画推進
課

横浜市政策局男女共
同参画推進課

3-0500806536

郷土資料 590 禁
KagiShare 家事シェア
シート

横浜市政策局男
女共同参画推進
課

横浜市政策局男女共
同参画推進課

3-0500806536

郷土資料 689
外国人旅行者実態調査結
果令和元年度

横浜市文化観光
局観光振興課

横浜市文化観光局観
光振興課

3-0500807280

郷土資料 749 横浜活字文化史研究会
横浜市活字文化
史研究会

横浜市活字文化史研
究会

3-0500795704

郷土資料 783.4
ラグビー神奈川　№.51
2020　ＳＰＲＩＮＧ

神奈川県ラグ
ビーフットボー
ル協会広報委員
会

神奈川県ラグビー
フットボール協会

3-0500802132

「あたらしく入った本」12月号は、令和2年10月から同年11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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