
別置

904 文学について
ウンベルト・エー
コ

岩波書店 3-0500816730

908 くちずさみたくなる名詩 下重暁子／選・著 海竜社 3-0500828086

911.1
中西進の万葉みらい塾　はじ
めての『万葉集』

中西進 朝日新聞出版 3-0500684957

文庫本 913.6 銀河英雄伝説列伝　１ 田中芳樹／監修 東京創元社 3-0500826059

大活字 913.6 ア 羅生門 芥川龍之介 三和書籍 3-0500811156

文庫本 913.6 ア 犬の張り子をもつ怪物 藍沢今日 宝島社 3-0500795240

913.6 ア 汚れた手をそこで拭かない 芦沢央 文藝春秋 3-0500816112

913.6 ア 僕の神さま 芦沢央 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500805726

913.6 ア
三世代探偵団　生命の旗がは
ためくとき

赤川次郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500801166

913.6 ア 凪に溺れる 青羽悠 ＰＨＰ研究所 3-0500797292

913.6 イ 死者との対話 石原慎太郎 文藝春秋 3-0500782711

913.6 イ 命の砦 五十嵐貴久 祥伝社 3-0500821495

913.6 イ 八月の銀の雪 伊与原新 新潮社 3-0500822362

913.6 イ ホテル・アルカディア 石川宗生 集英社 3-0500772434

文庫本 913.6 ウ ミッドナイトスワン 内田英治 文藝春秋 3-0500795537

文庫本 913.6 ウ 密使 上田秀人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500815025

文庫本 913.6 ウ 跡継　高家表裏譚　１ 上田秀人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500771464

913.6 ウ ボニン浄土 宇佐美まこと 小学館 3-0500790459

文庫本 913.6 オ 幻夏 太田愛 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500515635

913.6 オ 猫弁と星の王子 大山淳子 講談社 3-0500813711

913.6 オ とわの庭 小川糸 新潮社 3-0500825316

913.6 オ 食っちゃ寝て書いて 小野寺史宜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500786804

913.6 オ もしかしてひょっとして 大崎梢 光文社 3-0500823155

913.6 オ 冬の狩人 大沢在昌 幻冬舎 3-0500830755

913.6 カ
二重拘束のアリア　賞金稼ぎ
スリーサム！

川瀬七緒 小学館 3-0500801527

913.6 カ コロナ黙示録 海堂尊 宝島社 3-0500796999

913.6 カ 銀の夜 角田光代 光文社 3-0500830980

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 キ 三国志　６の巻 北方謙三 角川春樹事務所 3-0201070314

913.6 キ 今昔百鬼拾遺　月　稀譚小説 京極夏彦 講談社 3-0500803594

913.6 キ 対極 鬼田隆治 小学館 3-0500801138

913.6 ク 組曲わすれこうじ 黒田夏子 新潮社 3-0500786156

913.6 ク 善医の罪 久坂部羊 文藝春秋 3-0500824069

913.6 ク カラ売り屋、日本上陸 黒木亮 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500825209

913.6 コ 私たちの望むものは 小手鞠るい 河出書房新社 3-0500769302

913.6 サ わたしが消える 佐野広美 講談社 3-0500817260

913.6 サ インビジブル 坂上泉 文藝春秋 3-0500808116

913.6 サ アンと愛情 坂木司 光文社 3-0500823534

文庫本 913.6 シ
小説イタリア・ルネサンス
１

塩野七生 新潮社 3-0500816814

913.6 シ 百年と一日 柴崎友香 筑摩書房 3-0500797951

913.6 シ 同姓同名 下村敦史 幻冬舎 3-0500814170

913.6 シ スノードロップ 島田雅彦 新潮社 3-0500780379

913.6 シ ２０２０年の恋人たち 島本理生 中央公論新社 3-0500832012

913.6 ス この気持ちもいつか忘れる 住野よる 新潮社 3-0500822082

913.6 ス 私を月に連れてって 鈴木るりか 小学館 3-0500830391

913.6 セ ポロック生命体 瀬名秀明 新潮社 3-0500764268

ティー
ンズ

913.6 タ どうぞ愛をお叫びください 武田綾乃 新潮社 3-0500793708

文庫本 913.6 タ バクテリア・ハザード 高嶋哲夫 集英社 3-0500807325

913.6 タ あなたのご希望の条件は 瀧羽麻子 祥伝社 3-0500812706

913.6 タ 竹林の七探偵 田中啓文 光文社 3-0500806022

913.6 タ 約束の果て　黒と紫の国 高丘哲次 新潮社 3-0500772087

913.6 タ 暗闇にレンズ 高山羽根子 東京創元社 3-0500817168

913.6 チ 震雷の人 千葉ともこ 文藝春秋 3-0500814179

ティー
ンズ

913.6 ツ 世界から守ってくれる世界 塚本はつ歌 産業編集センター 3-0500820903

913.6 テ 彼女が天使でなくなる日 寺地はるな 角川春樹事務所 3-0500810128

913.6 テ やわらかい砂のうえ 寺地はるな 祥伝社 3-0500797888

文庫本 913.6 ト 遠い面影 鳥羽亮 双葉社 3-0500804085

913.6 ト コーチ 堂場瞬一 東京創元社 3-0500826056

文庫本 913.6 ナ 神さまのビオトープ 凪良ゆう 講談社 3-0500481741

文庫本 913.6 ナ 浅田家！ 中野量太 徳間書店 3-0500803982

913.6 ナ 始まりの木 夏川草介 小学館 3-0500816093
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913.6 ナ アンダードッグス 長浦京 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500805716

913.6 ナ
復讐の協奏曲（コンチェル
ト）

中山七里 講談社 3-0500828494

913.6 ニ デリバリールーム 西尾維新 講談社 3-0500816830

文庫本 913.6 ハ 愛の宿 花房観音 文藝春秋 3-0500776201

文庫本 913.6 ハ 私はスカーレット　３ 林真理子 小学館 3-0500818494

文庫本 913.6 ハ 本所おけら長屋　１５ 畠山健二 ＰＨＰ研究所 3-0500816332

913.6 ハ 四神の旗 馳星周 中央公論新社 3-0500779634

ティー
ンズ

913.6 ヒ 火狩りの王　４ 日向理恵子 ほるぷ出版 3-0500811169

文庫本 913.6 ヒ
ブルータスの心臓　長編推理
小説

東野圭吾 光文社 3-0500811728

913.6 ヒ
君に読ませたいミステリがあ
るんだ

東川篤哉 実業之日本社 3-0500797047

913.6 ヒ 階段にパレット 東直子 ポプラ社 3-0500828830

913.6 ヒ
ぼくもだよ。神楽坂の奇跡の
木曜日

平岡陽明 角川春樹事務所 3-0500829734

913.6 ヒ
谷根千ミステリ散歩　中途半
端な逆さま問題

東川篤哉 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500822443

913.6 ヒ
ブラック・ショーマンと名も
なき町の殺人

東野圭吾 光文社 3-0500833750

ティー
ンズ

913.6 フ
今日の空が一番好き、とまだ
言えない僕は

福徳秀介 小学館 3-0500828840

913.6 フ ほたる茶屋　千成屋お吟 藤原緋沙子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500786985

913.6 フ 乳房のくにで 深沢潮 双葉社 3-0500814155

913.6 フ 詩人の恋 深水黎一郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500817188

913.6 マ ちえもん 松尾清貴 小学館 3-0500813721

文庫本 913.6 ミ
心とろかすような　マサの事
件簿

宮部みゆき 東京創元社 3-0500737403

913.6 ミ 天離り果つる国　上 宮本昌孝 ＰＨＰ研究所 3-0500820478

913.6 ミ 天離り果つる国　下 宮本昌孝 ＰＨＰ研究所 3-0500820479

913.6 ミ 逢魔（あま）宿り 三津田信三 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500817195

913.6 モ
ちよぼ　加賀百万石を照らす
月

諸田玲子 新潮社 3-0500813728

913.6 モ 馬鹿と嘘の弓 森博嗣 講談社 3-0500819238

913.6 ヤ 魂の痕（きずあと） 梁石日 河出書房新社 3-0500756803

913.6 ヤ
殿、それでは戦国武将のお話
をいたいしましょう　貝原益
軒の歴史夜話

山崎光夫 中央公論新社 3-0500784632

913.6 ヨ 湖の女たち 吉田修一 新潮社 3-0500825317

913.6 ワ 悪霊じいちゃん風雲録 輪渡颯介 早川書房 3-0500798792

914
世間とズレちゃうのはしょう
がない

養老孟司 ＰＨＰ研究所 3-0500821603

914 見果てぬ花 浅田次郎 小学館 3-0500824592

914 ア 私捨悟入 安野光雄 朝日新聞出版 3-0500806299
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914 カ
それでも、幸せになれる
「価値大転換時代」の乗りこ
え方

鎌田實 清流出版 3-0500813150

914 キ
家族だから愛したんじゃなく
て、愛したのが家族だった

岸田奈美 小学館 3-0500815206

914 セ 寂聴残された日々 瀬戸内寂聴 朝日新聞出版 3-0500827745

大活字 914 タ ちいさな言葉　上 俵万智 埼玉福祉会 3-0500790588

大活字 914 タ ちいさな言葉　下 俵万智 埼玉福祉会 3-0500790589

914 ナ 炉辺の風おと 梨木香歩 毎日新聞出版 3-0500814722

914 マ ニッポンの違和感 松尾貴史 毎日新聞出版 3-0500808631

914 ヤ たちどまって考える ヤマザキマリ 中央公論新社 3-0500811827

914 ヨ
ひきこもれ　ひとりの時間を
もつということ

吉本隆明 ＳＢクリエイティブ 3-0500811544

916
がんが消えていく生き方　外
科医ががん発症から１３年
たって初めて書ける克服法

船戸崇史 ユサブル 3-0500817536

916 オ
きつおんガール　うまく話せ
ないけど、仕事してます。

小乃おの 合同出版 3-0500809847

929.8
地獄で温かい　バングラデ
シュ短編選集

丹羽京子／編訳 大同生命国際文化基金 3-0500763428

929.9
復活祭前日　ゾヤ・ピール
ザード選集

ゾヤ・ピールザー
ド

大同生命国際文化基金 3-0500754392

933 エ ワシントン・ブラック
エシ・エデュジア
ン

小学館 3-0500815966

文庫本 933 カ 死者はよみがえる
ジョン・ディクス
ン・カー

東京創元社 3-0500820412

文庫本 933 ク 葬儀を終えて
アガサ・クリス
ティー

早川書房 3-0500822057

933 チ アニーはどこにいった
Ｃ・Ｊ・チュー
ダー

文藝春秋 3-0500821710

933 テ 新訳ペスト
ダニエル・デ
フォー

興陽館 3-0500814078

文庫本 933 ハ 猿の罰 Ｊ・Ｄ・バーカー
ハーパーコリンズ・
ジャパン

3-0500822124

文庫本 933 マ ガン・ストリート・ガール
エイドリアン・
マッキンティ

早川書房 3-0500822058

933 ル ラウィーニア
アーシュラ・Ｋ・
ル＝グウィン

河出書房新社 3-0500811491

936
モダンラブ　いくつもの出会
い、とっておきの恋

ダニエル・ジョー
ンズ／編

河出書房新社 3-0500823587

文庫本 943 ノ 森の中に埋めた ネレ・ノイハウス 東京創元社 3-0500826057

973 海と山のオムレツ
カルミネ・アバー
テ

新潮社 3-0500825530

983 イワンの馬鹿 レフ・トルストイ ＫＴＣ中央出版 3-0500817584

別置

002
プレゼンテーション入門　学
生のためのプレゼン上達術

大出敦／編著 慶應義塾大学出版会 3-0500804896

情報科
学

007.1
ＳｃｒａｔｃｈでＡＩを学ぼ
う　ゲームプログラミングで
強化学習を体験

伊藤真 日経ＢＰ 3-0500804131

情報科
学

007.1
プログラミングなしではじめ
る人工知能

天野直紀 オーム社 3-0500816878

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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007.1
ＡＩは人類を駆逐するのか？
自律世界の到来

太田裕朗
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500794800

情報科
学

007.6 新・明解Ｊａｖａ入門 柴田望洋 ＳＢクリエイティブ 3-0500812039

情報科
学

007.6
クラウドでデータ活用！デー
タ基盤の設計パターン

川上明久 日経ＢＰ 3-0500802948

情報科
学

007.6
Ｕｎｉｔｙの教科書　２Ｄ＆
３Ｄスマートフォンゲーム入
門講座

北村愛実 ＳＢクリエイティブ 3-0500809926

情報科
学

007.6
留学生のためのＷｏｒｄ　２
０１９ワークブック　ステッ
プ３０

相澤裕介 カットシステム 3-0500808169

情報科
学

007.6

ピポットテーブルも関数もぜ
んぶ使う！Ｅｘｃｅｌででき
るデータの集計・分析を極め
るための本

森田貢士 ソシム 3-0500811547

情報科
学

007.6
ブラウザだけで学べるシゴト
で役立つやさしいＰｙｔｈｏ
ｎ入門

掌田津耶乃 マイナビ出版 3-0500815599

情報科
学

007.6
はじめてのｉＰａｄ　パソコ
ンとは違うアイパッドの基本

マイナビ出版 3-0500809171

007.6
働き方５．０　これからの世
界をつくる仲間たちへ

落合陽一 小学館 3-0500787586

参考書 010 図書館情報学用語辞典
日本図書館情報学
会用語辞典編集委
員会／編

丸善出版 3-0500807469

児童書
研究

015
乳幼児おはなし会ハンドブッ
ク

東京都立多摩図書
館／編集

東京都立多摩図書館 3-0500812929

児童書
研究

017
主体的な学びを支える学校図
書館　小学校・中学校の授業
サポート事例から

和田幸子 少年写真新聞社 3-0500805559

019 「読む」って、どんなこと？ 高橋源一郎 ＮＨＫ出版 3-0500793961

019 物語の海を泳いで 角田光代 小学館 3-0500801526

021 著作権法　第３版 中山信弘 有斐閣 3-0500810907

参考書 031
現代用語の基礎知識　２０２
１

自由国民社 3-0500828329

049 番号は謎 佐藤健太郎 新潮社 3-0500806019

061
日本財団は、いったい何をし
ているのか　第６巻

鳥海美朗 木楽舎 3-0500792555

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令和２
年９月号

日本経済新聞社 3-0500825993

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和２年９
月号

毎日新聞社 3-0500825991

102 世界哲学史　８
伊藤邦武／責任編
集

筑摩書房 3-0500804091

140
自分を操り、不安をなくす究
極のマインドフルネス

ＤａｉＧｏ ＰＨＰ研究所 3-0500807460

ティー
ンズ

159
１４歳の君へ　どう考えどう
生きるか

池田晶子 毎日新聞社 3-0206092224
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159
飽きる勇気　好きな２割に
フォーカスする生き方

大草直子 講談社 3-0500829678

161
さらば、神よ　科学こそが道
を作る

リチャード・ドー
キンス

早川書房 3-0500798791

164
「国護り神話」の真実　神話
は歴史を記憶する

田中英道 勉誠出版 3-0500823208

182
科学化する仏教　瞑想と心身
の近現代

碧海寿広 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500800885

204 言葉と物　人文科学の考古学
ミシェル・フー
コー

新潮社 3-0500764269

参考書 209
ビジュアルマップ大図鑑世界
史

ＤＫ社／編著 東京書籍 3-0500785525

209
これならわかる戦争の歴史Ｑ
＆Ａ

石出法太 大月書店 3-0500813674

210
日本史サイエンス　蒙古襲
来、秀吉の大返し、戦艦大和
の謎に迫る

播田安広 講談社 3-0500814051

210
元号戦記　近代日本、改元の
深層

野口武則 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500820460

210.1 日本大衆文化史
日文研大衆文化研
究プロジェクト／
編著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500814723

210.2
検証奈良の古代仏教遺跡　飛
鳥・白鳳寺院の造営と氏族

小笠原好彦 吉川弘文館 3-0500822888

文庫本 210.3
日本書記が抹殺した古代史謎
の真相

関裕二 河出書房新社 3-0500818991

210.3
古代の日本と東アジア　人と
モノの交流史

鈴木靖民 勉誠出版 3-0500800826

210.3 古代風土記の事典 瀧音能之／編 東京堂出版 3-0500625165

210.3 読み替えられた日本書記 斎藤英喜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500826099

210.4 仏都鎌倉の一五〇年 今井雅晴 吉川弘文館 3-0500822891

210.4 織田政権の登場と戦国社会 平井上総 吉川弘文館 3-0500826068

210.6 明治維新の意味 北岡伸一 新潮社 3-0500814668

210.7
東条英機　「独裁者」を演じ
た男

一ノ瀬俊也 文藝春秋 3-0500799127

212 古文書が語る東北の江戸時代 荒武賢一朗／編 吉川弘文館 3-0500822889

220 シルクロードの世界史 森安孝夫 講談社 3-0500812736

221
韓国は日本人がつくった　朝
鮮総督府の隠された真実

黄文雄 徳間書店 3-0500824863

228
古代メソポタミア全史　シュ
メル、バビロニアからサー
サーン朝ペルシアまで

小林登志子 中央公論新社 3-0500822846

234
ドイツ人はなぜヒトラーを選
んだのか　民主主義が死ぬ日

ベンジャミン・
カーター・ヘット

亜紀書房 3-0500817661
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234
物語東ドイツの歴史　分断国
家の挑戦と挫折

河合信晴 中央公論新社 3-0500822848

234 月下の犯罪
サーシャ・バッ
チャーニ

講談社 3-0500713520

238
一冊でわかるロシア史　世界
と日本がわかる国ぐにの歴史

関眞興 河出書房新社 3-0500824858

253
太平洋戦争の大嘘　４７年隠
され続けた元米大統領の告発

藤井厳喜 ダイレクト出版 3-0500629387

参考書 280
教科書に載った世界史人物８
００人　知っておきたい伝
記・評伝

日外アソシエーツ
株式会社／編集

日外アソシエーツ 3-0500660912

参考書 280 現代外国人名録　２０２０
日外アソシエーツ
株式会社／編集

日外アソシエーツ 3-0500759107

280
人物で読み解く世界史３６５
人　ビジネス教養

佐藤優／監修 新星出版社 3-0500828436

280
戦時リーダーシップ論　歴史
をつくった九人の教訓

アンドルー・ロ
バーツ

白水社 3-0500824891

281
東大出てもバカはバカ　勘違
いを止められない人々

豊田有恒 飛鳥新社 3-0500814125

288
フェリペ２世　スペイン帝国
のカトリック王

立石博高 山川出版社 3-0500817638

288
百年前のパンデミックと皇室
梨本宮伊都子妃の見たスペイ
ン風邪

小田部雄次 敬文舎 3-0500824162

289 ウ
宇喜田秀家　秀吉が認めた可
能性

大西泰正 平凡社 3-0500814772

289 シ
<現代語訳>ベスト・オブ・渋
沢栄一

渋沢栄一 ＮＨＫ出版 3-0500816328

289 シ
ビジュアル図解日本資本主義
の父渋沢栄一の生涯

渋沢栄一研究会 宝島社 3-0500823643

289 ナ ペルソナ　脳に潜む闇 中野信子 講談社 3-0500823560

290
そこにある山　結婚と冒険に
ついて

角幡唯介 中央公論新社 3-0500822832

290 地名の世界地図　カラー新版
２１世紀研究会／
編

文藝春秋 3-0500814632

290
たまには世界のどこかでふた
りっぷ

ひとりっＰ 集英社 3-0500801885

290
地球の歩き方　Ｊ０１（２０
２１～２０２２年版）

地球の歩き方編集
室／編集

ダイヤモンド・ビッグ
社

3-0500810171

290
歴史は景観から読み解ける
はじめての歴史地理学

上杉和央 ベレ出版 3-0500821205

290 世界の絶景超完全版 ＪＴＢパブリッシング 3-0500831529

291
ひとり酒、ひとり温泉、ひと
り山

月山もも ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500825507
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291.3 これでいいのか神奈川県 昼間たかし／編 マイクロマガジン社 3-0500813792

291.3
神奈川の山登り＆ハイキング
ビギナーＯＫ！日帰り４４
コース

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500815393

293.3
英国ロックダウン１００日日
記

入江敦彦 本の雑誌社 3-0500816057

別置

302.3
ワイルドサイドをほっつき歩
け　ハマータウンのおっさん
たち

ブレイディみかこ 筑摩書房 3-0500787683

302.4 ザンビアを知るための５５章 島田周平／編著 明石書店 3-0500809385

304 恥ずかしい人たち 中川淳一郎 新潮社 3-0500806017

304
緊急提言パンデミック　寄稿
とインタビュー

ユヴァル・ノア・
ハラリ

河出書房新社 3-0500819634

312.2
イスラエル諜報機関暗殺作戦
全史　上

ロネン・バーグマ
ン

早川書房 3-0500788253

312.2
イスラエル諜報機関暗殺作戦
全史　下

ロネン・バーグマ
ン

早川書房 3-0500788254

312.5
ジョン・ボルトン回顧録　ト
ランプ大統領との４５３日

ジョン・ボルトン 朝日新聞出版 3-0500819196

314 アメリカ大統領選 久保文明 岩波書店 3-0500824023

317
日本を壊した霞が関の弱い人
たち　新・官僚の責任

古賀茂明 集英社 3-0500824819

参考書 318
全国市町村要覧　令和０２年
度

市町村要覧編集委
員会／編

第一法規 3-0500826126

318.8

令和・アフターコロナの自治
会・町内会運営ガイドブック
こうして地域のリスクに備え
る！

水津陽子 実業之日本社 3-0500810872

319
知らないと恥をかく世界の大
問題　１１

池上彰 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500789122

319.1
私たちはどんな世界を生きて
いるか

西谷修 講談社 3-0500823561

319.1 祈り　忘れるな拉致 新潟日報社 3-0500801091

319.2
中国解体２０２１　日本人の
ための脱チャイナ入門

宮崎正弘 徳間書店 3-0500824861

参考書 320 模範六法　２０２１
判例六法編集委員
会／編

三省堂 3-0500824574

323 日本国憲法論　第２版 佐藤幸治 成文堂 3-0500815207

331
アセモグル／レイブソン／リ
スト入門経済学

ダロン・アセモグ
ル

東洋経済新報社 3-0500811207

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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336
すぐに使える実践ビジネス中
国語

関道雄／編著 アスク出版 3-0500794699

336
パン屋ではおにぎりを売れ
想像以上の答えが見つかる思
考法

柿内尚文 かんき出版 3-0500792245

336
ＧＩＶＥ＆ＴＡＫＥ　「与え
る人」こそ成功する時代

アダム・グラント 三笠書房 3-0500122747

336.4
小さな会社の給与計算と社会
保険の事務がわかる本　‘２
０～‘２１年版

池本修／監修 成美堂出版 3-0500809908

336.5
成功と失敗で学ぶＲＰＡ　大
手９０社を徹底調査、自動化
による時短止まらず

日経ｘＴＥＣＨ／
編

日経ＢＰ 3-0500788689

337 ＭＭＴが日本を救う 森永康平 宝島社 3-0500789094

345

マンガでわかるこんなに危な
い！？消費税　女子高生あさ
みちゃんが増税を凍結させ
る！？

消費増税反対ｂｏ
ｔちゃん

ビジネス社 3-0500702509

361.4
人は話し方が９割　１分で人
を動かし、１００％好かれる
話し方のコツ

永松茂久 すばる舎 3-0500718523

361.7
ルポ新大久保　移民最前線都
市を歩く

室橋裕和 辰巳出版 3-0500812770

361.8
１００語でわかるＢＯＢＯ
（ブルジョワ・ボヘミアン）

トマ・ルグラン 白水社 3-0500820505

364
うつ病・発達障害等からの社
会復帰に活用！「障害年金」
の本当の使い方

土橋和真 セルバ出版 3-0500796991

365 こんな相談ありました！
全国消費生活相談
員協会／編

全国消費生活相談員協
会

3-0500809159

365
マンション管理員オロオロ日
記

南野苑生 三五館シンシャ 3-0500815448

366.3
職場のいじめとパワハラ防止
のヒント　改訂３版

涌井美和子
産労総合研究所出版部
経営書院

3-0500806081

366.3
男性の育休　家族・企業・経
済はこう変わる

小室淑恵 ＰＨＰ研究所 3-0500814144

367.6
コンビニは通える引きこもり
たち

久世芽亜里 新潮社 3-0500814027

367.9
職場のハラスメント　適正な
対応と実務　第３版

中井智子 労務行政 3-0500810477

368 苦しい時は電話して 坂口恭平 講談社 3-0500806598

別置指
定資料

369.2 性・ｓａｙ・生
全日本手をつなぐ育成
会

3-0211009763

別置指
定資料

369.2 ひとりだち
全日本手をつなぐ育成
会連合会

3-0500732927

別置指
定資料

369.2 からだ！！げんき！？ 明石洋子／文
全日本手をつなぐ育成
会

3-0212023875
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369.2
いちばんわかりやすい最新介
護保険[２０２０]　サービス
手続き　使い方

伊藤亜記／監修 成美堂出版 3-0500809439

375
人生に必要な教養は中学校教
科書ですべて身につく　１２
社５４冊読み比べ

池上彰 中央公論新社 3-0500792126

参考書 376.8 音楽大学・学校案内２０２１ 音楽之友社 3-0500825312

参考書 376.8
帰国子女のための学校便覧
２０２１　小学校から大学ま
での入学・編入学ガイド

海外子女教育振興
財団／編著

海外子女教育振興財団 3-0500831599

参考書 376.8
全国大学受験年鑑　２０２１
年入試対策用

旺文社 3-0500829094

378 点字のレッスン 阿佐博
視覚障害者支援総合セ
ンター

3-0500804001

379
去られるためにそこにいる
子育てに悩む親との心理臨床

田中茂樹 日本評論社 3-0500792166

383.8
フィッシュ・アンド・チップ
スの歴史　英国の食と移民

パニコス・パナ
イー

創元社 3-0500813802

385
身近な人が亡くなった後の手
続きのすべて

児島明日美 自由国民社 3-0500818512

別置

417
データ分析のための数理モデ
ル入門　本質をとらえた分析
のために

江崎貴裕 ソシム 3-0500783852

420
世界の仕組みを物理学で知る
文系でもよくわかる

松原隆彦 山と渓谷社 3-0500664382

424
言語聴覚士の音響学入門　２
訂版

吉田友敬 海文堂出版 3-0500761286

427 電磁気学　１ 長岡洋介 岩波書店 3-0500545490

427 電磁気学　２ 長岡洋介 岩波書店 3-0500545491

440
極・宇宙を解く　現代天文学
演習

福江純／編 恒星社厚生閣 3-0500760080

457
第６の大絶滅は起こるのか
生物大絶滅の科学と人類の未
来

ピーター・ブラネ
ン

築地書館 3-0500665089

465
図解眠れなくなるほど面白い
微生物の話

山形洋平 日本文芸社 3-0500809035

465
マンガと図鑑でおもしろい！
わかる元素の本

うえたに夫婦 大和書房 3-0500793381

470 牧野日本植物図鑑　新学生版 牧野富太郎／原著 北隆館 3-0500800331

471
くらべてわかる木の葉っぱ
スキャン画像で見分ける

林将之／写真・文 山と渓谷社 3-0500466027

481
生き物の死にざま　はかない
命の物語

稲垣栄洋 草思社 3-0500796321

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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490
学生のための医療概論　第４
版

小橋元／編集 医学書院 3-0500758598

491 シンプル薬理学　改訂第６版 野村隆英／編集 南江堂 3-0500752623

491 シンプル病理学　改訂第８版 笹野公伸／編集 南江堂 3-0500797222

492

図解入門よくわかる最新抗菌
薬の基本と仕組み　「はじめ
て」でもよくわかる抗菌薬入
門

深井良祐 秀和システム 3-0500812053

493.4
バセドウ病・橋本病　その他
の甲状腺の病気

伊藤公一／監修 高橋書店 3-0500808890

別置指
定資料

493.7
統合失調症は治りますか？
当事者、家族、支援者の疑問
に答える

池淵恵美 日本評論社 3-0500803184

別置指
定資料

493.7
発達障害チェックシート　自
分が発達障害かもしれないと
思っている人へ

福西勇夫 法研 3-0500812766

493.7

ボクはやっと認知症のことが
わかった　自らも認知症に
なった専門医が、日本人に伝
えたい遺言

長谷川和夫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500750915

493.7
みんなで学ぶパーキンソン病
患者さんとともに歩む診療を
めざして

柏原健一 南江堂 3-0500797221

参考書 493.8
予防接種の手びき　２０２１
－２１年度版

岡部信彦／編著 近代出版 3-0500768156

496

よくわかる補聴器選び　２０
２１年版　聞こえにくい？と
思ったらまず手にとってほし
い本

関谷芳正／監修・
著

八重洲出版 3-0500815392

498.3 かんたんヨガ＆整体。 マガジンハウス 3-0500818417

498.5
体と心から毒を消す技術　医
師がすすめる一生健康でいる
ための秘策

堀田忠弘 マキノ出版 3-0500022026

参考書 498.6 衛生動物の事典 津田良夫／編 朝倉書店 3-0500783280

498.6
私たちはどう生きるか　コロ
ナと向き合う

婦人之友社編集部
／編

婦人之友社 3-0500816433

参考書 499
ジェネリック医薬品リスト
令和２年８月版　商品名・一
般名からさがす

医薬情報研究所／
制作

じほう 3-0500805243

507
ライセンス契約書作成のポイ
ント

小坂準記／編著 中央経済社 3-0500792525

517
洪水と水害をとらえなおす
自然観の転換と川との共生

大熊孝 農文協プロダクション 3-0500787404

519 グレタ・トゥーンベリ
グレタ・トゥーン
ベリ／述

あすなろ書房 3-0500791836

519.3 大気環境の事典
大気環境学会／編
集

朝倉書店 3-0500722686

519.8
「池の水」を抜くのは誰のた
め？　暴走する生き物愛

小坪遊 新潮社 3-0500822342

520
日本人建築家が建てた、海外
の美しい建築

パイインターナ
ショナル／編著

パイインターナショナ
ル

3-0500822952

524
世界で一番やさしい建築構造
１１０のキーワードで学ぶ

江尻憲泰 エクスナレッジ 3-0500825201
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527 女ひとり、家を建てる ツレヅレハナコ 河出書房新社 3-0500824389

527 世界の美しい住宅 廣部剛司 エクスナレッジ 3-0500817635

537
富士重工業技術人間史　スバ
ルを生んだ技術者たち

富士重工業株式会
社編集委員会／編

三樹書房 3-0205077679

537 世界と日本のＦＦ車の歴史 武田隆 グランプリ出版 3-0209038001

537 モノづくりを究めた男たち 広田民郎 グランプリ出版 3-0204003376

538
はやぶさ２最強ミッションの
真実

津田雄一 ＮＨＫ出版 3-0500828056

情報科
学

547.4

Ｚｏｏｍ　1歩先のツボ７７
ウェビナー＆オンラインイベ
ントもミーティングもオンラ
イン授業も！

木村博史 ソシム 3-0500814764

情報科
学

547.4
６０分でわかる！ＩＯＴビジ
ネス最前線　改訂２版

ＩＯＴビジネス研
究会

技術評論社 3-0500821202

547.4
ＮＯ　ＲＵＬＥＳ　世界一
「自由」な会社　ＮＥＴＦＬ
ＩＸ

リード・ヘイス
ティングス

日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500823669

547.4
今すぐ使えるかんたんぜった
いデキます！Ｆａｃｅｂｏｏ
ｋ超入門

リンクアップ 技術評論社 3-0500825178

情報科
学

547.5
やさしい５Ｇ　第５世代移動
通信システム

Ｉ　Ｏ編集部／編
集

工学社 3-0500799655

572
最新二次電池が一番わかる
充電・放電の化学からポス
ト・リチウムイオン電池まで

白石拓 技術評論社 3-0500817175

576
シャンプーで肌は変わる　化
粧品研究者が教える髪と肌の
トラブル解決法

亀田宗一 時事通信出版局 3-0500709977

別置

590 心が整う、わたしの習慣 宝島社 3-0500720333

590
私のカントリー　ＮＯ．１３
３　ナチュラルな暮らしを楽
しむ

主婦と生活社 3-0500826693

590
あな吉さんの家事をやめても
愛されるズボラ主婦革命

浅倉ユキ １万年堂出版 3-0500810906

591

知らないと大損する！定年前
後のお金の正解　会社も役所
も教えてくれない手取りを増
やす４５のコツ

板倉京 ダイヤモンド社 3-0500823196

594.3
おかしなあみもの　ちょっと
ヘンで、なぜか愛おしいあみ
ぐるみ

フィグインク／編 西東社 3-0500827830

594.3
東海えりかの編み込みニット
心はずむ、かわいいモチーフ

東海えりか 日本ヴォーグ社 3-0500828126

594.6
つまみ細工のアクセサリー
はじめてでも美しく作れる

かくたまさこ ブティック社 3-0500811243

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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594.7
まっすぐ縫いのバッグとこも
の　ソーイングビギナーでも
作れるデザインがいっぱい

ブティック社 3-0500818021

別置指
定資料

596 食
全日本手をつなぐ育成
会

3-0212049604

別置指
定資料

596 ら．クック 神みよ子／料理 Ｓプランニング 3-0500739186

別置指
定資料

596
Ｂｏｎ　ａｐｐｅ`ｔｉｔ（ぼ
なぺてぃ）　どうぞめしあが
れ

全日本手をつなぐ育成
会

3-0197055498

596
料理家村上祥子式７８歳のひ
とり暮らし　ちゃんと食べ
る！すきなことをする！

村上祥子 集英社 3-0500815897

596
本当はごはんを作るのが好き
なのに、しんどくなった人た
ちへ

コウケンテツ ぴあ 3-0500813793

596
パリのしあわせスープ私のフ
ランス物語

上野万梨子 世界文化社 3-0500824202

596

ハーブと薬味のごちそうレシ
ピ　スープからおつまみまで
簡単で美味しい健康になれる
メニュー

若井めぐみ 三空出版 3-0500823657

596 たべる生活 群ようこ 朝日新聞出版 3-0500827767

596.2
アジアの台所に立つとすべて
がゆるされる気がした

コウケンテツ 新泉社 3-0500825543

596.2
料理大好き小学生がフランス
の台所で教わったこと

ケイタ 自然食通信社 3-0500827818

596.3
いとしのカレー横浜・湘南
スパイスから王道まで！カ
レー愛が止まらない。

ぴあ 3-0500812002

596.4
朝１０分で作れる薬膳スープ
ジャー弁当

植木もも子 家の光協会 3-0500821597

597

モノと心を軽くする、私の断
捨離　あなたもだけど・・・
その大事なモノ、泣いていま
せんか？

やましたひでこ／
監修

宝島社 3-0500814561

子育て 598
ママ＆パパにつたえたい子ど
もの病気ホームケアガイド
第５版

日本外来小児科学
会／編著

医歯薬出版 3-0500816735

参考書 609 数える・はかる・単位の事典 武藤徹／編著 東京堂出版 3-0500542385

611
就農案内読本　２０２０　農
業を仕事にしたい人の完全攻
略マニュアル

全国新規就農相談
センター／監修

全国農業会議所 3-0500814413

613

図解でよくわかる土壌診断の
きほん　土の成り立ちから、
診断の進め方、診断に基づく
施肥事例

日本土壌協会／監
修

誠文堂新光社 3-0500810099

645
家ねこ大全２８５　現役獣医
師が猫のホンネから不調の原
因までを解説！

藤井康一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500809945

13



645
動物愛護法入門　人と動物の
共生する社会の実現へ

東京弁護士会公
害・環境特別委員
会／編

民事法研究会 3-0500811213

参考書 650 森林大百科事典
森林総合研究所／
編

朝倉書店 3-0209062795

参考書 653 樹木の名前 高橋勝雄 山と渓谷社 3-0500564239

参考書 660 水産大百科事典　普及版
水産総合研究セン
ター／編

朝倉書店 3-0212041716

673
不動産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

畑中学 技術評論社 3-0500807912

675
物流を学ぶ　基礎から実務ま
で

山本裕／編著 中央経済社 3-0500779654

参考書 685
全国路線バス停留所総覧　関
東

ＣＨＩＮＴＡＩ 3-0500809319

686
６０歳からの青春１８きっぷ
入門

松本典久 天夢人 3-0500794029

686 日本鉄道風景地図鑑 地理情報開発／編 平凡社 3-0500821104

686
世界鉄道全史　ビジュアル図
鑑

スタジオタッククリエ
イティブ

3-0500723259

参考書 687 世界の空港事典 岩見宣治／編著 成山堂書店 3-0500626789

別置

721
横山大観の全貌　足立美術館
コレクション選

足立美術館／監修 平凡社 3-0500812792

724
絵を描くための花の写真集
トレース・模写が自由！

丹羽聡子 マール社 3-0500485231

726 えんとつ町のプペル にしのあきひろ 幻冬舎 3-0500427816

726

コミック＆イラストのための
スペース・ドローイング入門
空間演出に活かすパースの基
本

キムドンホ マール社 3-0500814841

740
旅する心のつくりかた　楽し
きかな、わが冒険人生

石川文洋 サンポスト 3-0500485409

740 そんなふう 川内倫子 ナナロク社 3-0500827649

759 ドイツ＝おもちゃの国の物語 川西芙沙／文 東京書籍 3-0196053110

761
よくわかる最新音楽の仕組み
と科学　音楽の存在を正面か
ら体系的に解き明かす

岩宮眞一郎 秀和システム 3-0500817604

763
親子でウクレレ　家族一緒に
奏でよう

シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

3-0500811421

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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777 文楽ナビ 渡辺保 マガジンハウス 3-0500812032

778 日本アニメ誕生 豊田有恒 勉誠出版 3-0500808146

779
やっぱり、このゴミは収集で
きません　ゴミ清掃員がやば
い現場で考えたこと

滝沢秀一 白夜書房 3-0500812182

780
アスリートの科学　能力を極
限まで引き出す秘密

久木留毅 講談社 3-0500798250

783.1
バスケットボールの新しい教
科書　実践力が高まる「オ
フェンスルール」

磯ヶ谷光明 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500816370

783.4
早稲田ラグビー最強のプロセ
ス

相良南海天 講談社 3-0500809074

783.7
阪神ＶＳ巨人　「大阪」ＶＳ
「東京」の代理戦争

橘木俊詔 潮出版社 3-0500810500

786
パフォーマンスロッククライ
ミング

デイル・ゴダード 山と渓谷社 3-0500811590

787
海のルアー釣り完全ＢＯＯＫ
基礎と上達がまるわかり！

村越正海
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500822435

791 水指　鑑賞と取り合わせ 淡交社 3-0500810811

799
ＤＶＤでもっと上達！社交ダ
ンス魅せるスタンダード

藤本明彦／監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500813709

801
言語　フンボルト／チョムス
キー／レネバーグ

福井直樹／監修 岩波書店 3-0500822786

809
そのまま使える短いスピー
チ・あいさつ実例集

成美堂出版編集部
／編著

成美堂出版 3-0500804643

参考書 813 コンサイス　カタカナ語辞典 三省堂編修所／編 三省堂 3-0500808586

817 すばやく鍛える読解力 樋口裕一 幻冬舎 3-0500817132

829.1
初心者でもすぐに話せる韓国
語入門

小倉紀蔵／監修 主婦の友社 3-0500808176

834
英単語使い分け図鑑　微妙な
違いがスーッとわかる

田畑あや子 ナツメ社 3-0500820525

835
ヘミングウェイで学ぶ英文法
２

倉林英男 アスク出版 3-0500780888

835 英文法には「意味」がある
デイヴィッド・ク
リスタル

大修館書店 3-0500802864

857
フランス語話すための基本パ
ターン８６

吉田泉 ベレ出版 3-0500805246

別置

青葉郷
土

318.7
田園都市線駅周辺のまちづく
りプラン

青葉区区政推進課
／編

青葉区区政推進課 3-0500804763

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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青葉郷
土

365
ライフ１００ＢＯＯＫ　わた
しらしく生きるため、毎日の
中でできること

青葉区高齢・障害
支援課／編

青葉区高齢・障害支援
課

3-0500808001

青葉郷
土

369.1
お悩みあれこれガイド　保存
版

青葉福祉保健セン
ター生活支援課／
編

青葉福祉保健センター
生活支援課

3-0500811005

郷土 015
第二次横浜市民読書活動推進
計画　概要版

横浜市教育委員会
事務局　生涯学習
文化財課／編

横浜市教育委員会 3-0500772837

郷土 016
神奈川県立図書館紀要第１４
号

神奈川県立図書館
／編

神奈川県立図書館 3-0500781471

郷土 019

かながわ読書のススメ「取組
事例ガイドブック」子ども読
書の推進に携わるすべての方
へ

神奈川県教育委員
会教育局生涯学習
部生涯学習課／編

神奈川県教育委員会教
育局生涯学習部生涯学
習課

3-0500814411

郷土 213 郷土神奈川　第５８号
神奈川県立図書館
企画サービス部地
域情報課／編

神奈川県立図書館 3-0500781470

郷土 291.3
横濱ガイドＭＡＰ　Ｖｏｌ.１
６　Ａｕｔｕｍｎ

ルーツ 3-0500817395

郷土 320
法律相談のご案内　２０２０
年度　保存版　色々な相談が
できます

神奈川県弁護士会
総合法律相談セン
ター　／編

神奈川県弁護士会総合
法律相談センター

3-0500790857

郷土 376.1
ヨコハマ・バーン　先生にな
ろう！第1回

横浜幼保プロジェ
クト実行委員会／
編

横浜幼保プロジェクト
実行委員会

3-0500796763

郷土 611
緑区直売所マップ　とれたて
みどり

横浜市緑区役所区
政推進課企画調整
係／企画

横浜市緑区役所区政推
進課企画調整係

3-0500809133

郷土 686
徹底解剖！横浜市営地下鉄
第５巻

青線 横浜交通研究所 3-0500835150

郷土 706
ヨコハマ・ギャラリー・マッ
プ２０２０－２０２１

横浜市民ギャラ
リー／編

横浜市ギャラリー 3-0500810233

「あたらしく入った本」1月号は、令和2年11月から同年12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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