
別置 記号

908
地球にステイ！　多国籍
アンソロジー詩集

四元康祐／編 クオン 3-0500816755

児童書研
究 909

世界の児童文学をめぐる
旅

池田正孝 エクスナレッジ 3-0500822819

911.5 夜景座生まれ 最果タヒ 新潮社 3-0500832804

913.6 ア
赤ずきん、旅の途中で死
体と出会う。

青柳碧人 双葉社 3-0500806107

913.6 ア アンダークラス 相場英雄 小学館 3-0500828841

913.6 ア お探し物は図書室まで 青山美智子 ポプラ社 3-0500828829

文庫本 913.6 ア 非色 有吉佐和子 河出書房新社 3-0500827800

文庫本 913.6 ア 夜の終りに 赤川次郎 中央公論新社 3-0500815879

913.6 イ サンクチュアリ 岩城けい 筑摩書房 3-0500833731

913.6 イ
もっこすの城　熊本築城
始末

伊東潤 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500817193

913.6 ウ 夢幻 上田秀人 中央公論新社 3-0500836710

913.6 オ 朝焼けにファンファーレ 織守きょうや 新潮社 3-0500832802

913.6 オ 遺品博物館 太田忠司 東京創元社 3-0500789831

913.6 オ 白野真澄はしょうがない 奥田亜希子 東京創元社 3-0500823189

913.6 オ
首イラズ　華族捜査局
長・周防院円香

岡田秀文 光文社 3-0500823154

913.6 カ 探偵は友人ではない 川澄浩平 東京創元社 3-0500828788

913.6 キ チンギス紀　９ 北方謙三 集英社 3-0500832549

913.6 ク 騙る 黒川博行 文藝春秋 3-0500837906

913.6 ク
天涯の海　酢屋三代の物
語

車浮代 潮出版社 3-0500818643

文庫本 913.6 コ アンカー 今野敏 集英社 3-0500762495

913.6 コ イノセンス 小林由香 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500817515

913.6 コ 天を測る 今野敏 講談社 3-0500840960

文庫本 913.6 コ 向島・箱屋の新吉 小杉健治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500807373

文庫本 913.6 サ
青田波　新・酔いどれ小
籐次　１９

佐伯泰英 文藝春秋 3-0500827930

文庫本 913.6 サ
幼なじみ　新・居眠り磐
音

佐伯泰英 文藝春秋 3-0500842915

（NDC900-999）
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913.6 サ
いつの空にも星が出てい
た

佐藤多佳子 講談社 3-0500825520

913.6 サ 伊達女 佐藤巖太郎 ＰＨＰ研究所 3-0500828083

913.6 サ 雪に撃つ 佐々木譲 角川春樹事務所 3-0500838265

文庫本 913.6 サ
千両かざり　女細工師お
凜

西條奈加 新潮社 3-0500816820

913.6 シ 動物警察２４時 新堂冬樹 光文社 3-0500823156

文庫本 913.6 シ
あんの青春若葉の季（と
き）　お勝手のあん　３

柴田よしき 角川春樹事務所 3-0500838258

文庫本 913.6 シ 暗夜行路 志賀直哉 新潮社 3-0212021734

文庫本 913.6 シ 九重家献立暦 白川紺子 講談社 3-0500822030

文庫本 913.6 シ
小説イタリア・ルネサン
ス　２

塩野七生 新潮社 3-0500825154

文庫本 913.6 シ
小説イタリア・ルネサン
ス　３

塩野七生 新潮社 3-0500833740

文庫本 913.6 ス 猿兄弟の絆 鈴木英治 双葉社 3-0500837121

913.6 タ 完全犯罪の恋 田中慎弥 講談社 3-0500825173

文庫本 913.6 チ
出世商人（あきんど）
１

千野隆司 文藝春秋 3-0500819504

文庫本 913.6 ツ
記憶喪失になったぼくが
見た世界

坪倉優介 朝日新聞出版 3-0500710839

文庫本 913.6 ト 苦界の娘 鳥羽亮 双葉社 3-0500836717

913.6 ナ テロリストの家 中山七里 双葉社 3-0500806094

ティーン
ズ 913.6 ニ 扇物語 西尾維新 講談社 3-0500825126

文庫本 913.6 二 セカンドライフ 新津きよみ 徳間書店 3-0500820369

913.6 ハ そして、海の泡になる 葉真中顕 朝日新聞出版 3-0500827769

913.6 ヒ 青春とは、 姫野カオルコ 文藝春秋 3-0500831076

913.6 ホ 孤島の来訪者 方丈貴恵 東京創元社 3-0500833482

913.6 ミ
ＣＡ（キャビンアテンダ
ント）ボーイ

宮木あや子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500809022

913.6 ミ
地霊都市　東京第２４特
別区

嶺里俊介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500808142

913.6 ム 雪のなまえ 村山由佳 徳間書店 3-0500836828

913.6 しのぶ恋　浮世七景 諸田玲子 文藝春秋 3-0500837244

文庫本 913.6
ドクターＭ（ミステ
リー）　医療ミステリー
アンソロジー

海堂尊 朝日新聞出版 3-0500795936

914 ソ
「群れない」生き方　ひ
とり暮らし、私のルール

曾野綾子 河出書房新社 3-0500760394

914 ハ 猫だましい ハルノ宵子 幻冬舎 3-0500825253
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923 文学少女対数学少女 陸秋槎 早川書房 3-0500835556

925
武漢日記　封鎖下６０日
の魂の記録

方方 河出書房新社 3-0500811834

外国語本 929.1 손원평 장편소설 손원평／지은이 창비 3-0500735452

文庫本 933 ア
レンブラントをとり返せ
ロンドン警視庁美術骨董
捜査班

ジェフリー・
アーチャー

新潮社 3-0500833748

文庫本 933 コ 素晴らしき世界　上
マイクル・コナ
リー

講談社 3-0500830343

文庫本 933 コ 素晴らしき世界　下
マイクル・コナ
リー

講談社 3-0500830345

933 シ
レイラの最後の１０分３
８秒

エリフ・シャ
ファク

早川書房 3-0500810445

933 ト ベレンとルーシエン
Ｊ．Ｒ．Ｒ．
トールキン

評論社 3-0500820096

ティーン
ズ 933 ニ ぼくだけのぶちまけ日記

スーザン・ニー
ルセン

岩波書店 3-0500799057

ティーン
ズ 933 ハ 夏への扉

ロバート・Ａ・
ハインライン

早川書房 3-0500835550

933 眠れる美女たち　上
スティーヴン・
キング

文藝春秋 3-0500825573

933 眠れる美女たち　下
スティーヴン・
キング

文藝春秋 3-0500825575

936
ボブが遺してくれた最高
のギフト

ジェームズ・
ボーエン

辰巳出版 3-0500834214

文庫本 953 ス 赤と黒　上巻 スタンダール 新潮社 3-0500021235

文庫本 953 ス 赤と黒　下巻 スタンダール 新潮社 3-0500063576

953 ネ フランス組曲
イレーヌ・ネミ
ロフスキー

白水社 3-0500824893

954 キングコング・セオリー
ヴィルジニー・
デパント

柏書房 3-0500832757

別置 記号

007.1
スッキリわかるＰｙｔｈ
ｏｎによる機械学習入門

須藤秋良 インプレス 3-0500822179

情報科学 007.3
オードリー・タン　デジ
タルとＡＩの未来を語る

オードリー・タ
ン

プレジデント社 3-0500834180

情報科学 007.6
仮想化＆コンテナがこれ
１冊でしっかりわかる教
科書

五十嵐貴之 技術評論社 3-0500831079

情報科学 007.6

Ｗｏｒｄ　＆　Ｅｘｃｅ
ｌ完全ガイド　基本操作
＋疑問・困った解決＋便
利ワザ

国本温子 ＳＢクリエイティブ 3-0500826211

情報科学 007.6

できるＡｃｃｅｓｓクエ
リ＆レポート　データの
抽出・集計・加工に役立
つ本

国本温子 インプレス 3-0500824068

情報科学 007.6

できるＥｘｃｅｌデータ
ベース　入力・整形・分
析の効率アップに役立つ
本

早坂清志 インプレス 3-0500827703

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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013
図書館の新型コロナ対策
ガイド

吉井潤 青弓社 3-0500825537

019 絶景本棚　２
本の雑誌編集部
／編

本の雑誌社 3-0500808099

児童書研
究 019

この本読んで！　第７７
号（２０２０冬）

出版文化産業振興財
団

3-0500836297

024
日本の小さな本屋さん
続

和氣正幸 エクスナレッジ 3-0500825200

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令
和２年１０月号

日本経済新聞社 3-0500834523

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和２
年１０月号

毎日新聞社 3-0500834521

別置指定
資料 159

世界は思考で変えられる
自閉症の僕が見つけた
「いつもの景色」が輝く
４３の視点

東田直樹 河出書房新社 3-0500830385

159
六十代と七十代心と体の
整え方

和田秀樹 バジリコ 3-0500795596

209
日本人のための第一次世
界大戦史

板谷敏彦 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500831487

209
漫画サピエンス全史　人
類の誕生編

ユヴァル・ノ
ア・ハラリ／原
案・脚本

河出書房新社 3-0500828063

209

世界史　３００点の写真
とイラストで大図解
人類１０００万年の歴史
がこの１冊でわかる

ジェレミー・ブ
ラック

ニュートンプレス 3-0500831583

ティーン
ズ 209

一度読んだら絶対に忘れ
ない世界史の教科書　公
立高校教師ＹｏｕＴｕｂ
ｅｒが書いた　経済編

山﨑圭一 ＳＢクリエイティブ 3-0500822937

210.1
こう読み直せ！日本の歴
史　サクっと分かる

宮崎正弘 ワック 3-0500836097

210.4 信長の誤算　本能寺の変 井上慶雪 祥伝社 3-0500826773

ティーン
ズ 210.4

１３歳のきみと、戦国時
代の「戦」の話をしよ
う。

房野史典 幻冬舎 3-0500823612

210.4 歴史のＩＦ（もしも） 本郷和人 扶桑社 3-0500826904

210.5
図解スッと頭に入る江戸
時代

大石学／監修 昭文社 3-0500831505

210.6
日本はどこで間違えたの
か　コロナ禍で噴出した
「一極集中」の積弊

藤山浩 河出書房新社 3-0500823588

文庫本 210.7

世紀の愚行　太平洋戦
争・日米開戦前夜
日本外交失敗の本質
リットン報告書からハ
ル・ノートへ

太田尚樹 講談社 3-0500829957

文庫本 222 中国の歴史　３
礪波護／〔ほ
か〕編集委員

講談社 3-0500829155

文庫本 222 中国の歴史　４
礪波護／〔ほ
か〕編集委員

講談社 3-0500829156

280
教養としての「軍事戦略
家」大全　歴史に学ぶ勝
利の絶対法則

黒井文太郎／監
修

宝島社 3-0500828498
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289 イ
板垣退助　自由民権指導
者の実像

中元崇智 中央公論新社 3-0500832009

289 オ
Ａｕオードリー・タン
天才ＩＴ相７つの顔

アイリス・チュ
ウ／共著

文藝春秋 3-0500817287

289 シ
渋沢栄一伝　道理に欠け
ず、正義に外れず

井上潤 ミネルヴァ書房 3-0500826495

290
ベーシックアトラス世界
地図帳

平凡社／編 平凡社 3-0500820140

文庫本 290
美しいものを見に行くツ
アーひとり参加

益田ミリ 幻冬舎 3-0500803963

291
ベーシックアトラス日本
地図帳

平凡社／編 平凡社 3-0500820139

別置 記号

302
それでも君はどこにでも
行ける

堀江貴文 光文社 3-0500830679

302.2
香港と日本　記憶・表
象・アイデンティティ

銭俊華 筑摩書房 3-0500789105

304
叩かれるなら今まで黙っ
ておいた「世の中の真
実」

ひろゆき 三笠書房 3-0500833394

309 中国は社会主義か 芦田文夫 かもがわ出版 3-0500789066

312.1 戦後日本政治の総括 田原総一朗 岩波書店 3-0500788707

314
こんなときどうする？選
挙運動１５０問１５０答

関口慶太／編著 ミネルヴァ書房 3-0500818945

文庫本 319.1
岡本行夫現場主義を貫い
た外交官

岡本行夫 朝日新聞出版 3-0500836015

319.2
崖っ淵に立つ日本の決断
米中“文明の衝突”

古森義久 ＰＨＰ研究所 3-0500833783

327
Ｗｉｎｎｙ　天才プログ
ラマー金子勇との７年半

壇俊光 インプレスＲ＆Ｄ 3-0500792476

329
ルポ入管　絶望の外国人
収容施設

平野雄吾 筑摩書房 3-0500820171

332.1
ドキュメント強権の経済
政策　官僚たちのアベノ
ミクス　２

軽部謙介 岩波書店 3-0500792103

332.1 日本経済再起動 高橋洋一 かや書房 3-0500834241

参考書 335.4
会社四季報　２０２１年
１集（新春号）

東洋経済新報社 3-0500838841

336.1
働く人のための法律ガイ
ドブック　働き方改革対
応版

労働問題研究会 労働教育センター 3-0500810525

336
アフターデジタル　ＵＸ
と自由　２

藤井保文 日経ＢＰ 3-0500800839

336.4
こう動く！就職活動オー
ルガイド　’２２年版

高嶌悠人／監修 成美堂出版 3-0500788702

338
アジア経済はどう変わっ
たか　アジア開発銀行総
裁日記

中尾武彦 中央公論新社 3-0500792131

338
アフター・ビットコイン
２

中島真志 新潮社 3-0500792146

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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338 金融商品取引法 黒沼悦郎 有斐閣 3-0500834796

338
こんなにおもしろいファ
イナンシャルプランナー
の仕事

青野雅夫 中央経済社 3-0500789047

344
人類の未来年表　人口、
資源など未来の問題を
データで解き明かす

ニュートンプレス 3-0500792076

345

「税金」のしくみとルー
ル　これだけは知ってお
きたい
複雑な税金が、これ一冊
でわかる！

梅田泰宏 フォレスト出版 3-0500792219

. 361.4

トーキング・トゥ・スト
レンジャーズ　「よく知
らない人」について私た
ちが知っておくべきこと

マルコム・グ
ラッドウェル

光文社 3-0500790689

365

マンション管理の知識
マンション管理にかかわ
るすべての人に　令和２
年度版

マンション管理
センター／編著

マンション管理セン
ター

3-0500789067

367.2
存在しない女たち　男性
優位の世界にひそむ見せ
かけのファクトを暴く

キャロライン・
クリアド＝ペレ
ス

河出書房新社 3-0500833888

369.4
里親家庭で生活するあな
たへ　里子と実子のため
のＱ＆Ａ

山本真知子 岩崎学術出版社 3-0500796466

ティーン
ズ 375

部活魂！この文化部がす
ごい

読売中高生新聞
編集室

筑摩書房 3-0500789108

379
まち活パートナーズガイ
ド

青葉区区民活動
支援センター／
〔編〕

青葉区区民活動支援
センター

3-0500822308

379

子育てベスト１００　最
先端の新常識×子どもに
一番大事なことが１冊で
全部丸わかり

加藤紀子 ダイヤモンド社 3-0500789938

382
日本人と動物の歴史　日
本人にとって動物とは何
か

實吉達郎 カンゼン 3-0500791092

384 江戸のスポーツ歴史事典 谷釜尋徳 柏書房 3-0500824115

393
ヒトラーの脱走兵　裏切
りか抵抗か、ドイツ最後
のタブー

對馬達雄 中央公論新社 3-0500815068

別置 記号

410
数学、それは宇宙の言葉
数学者が語る５０のヴィ
ジョン

サム・パーク／
編

岩波書店 3-0500808439

410
数学ガールの秘密ノート
複素数の広がり

結城浩 ＳＢクリエイティブ 3-0500796614

417
楽しみながら学ぶベイズ
統計

ウィル・カート ＳＢクリエイティブ 3-0500796609

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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421

現代物理学における決定
論と非決定論　因果問題
についての歴史的・体系
的研究

エルンスト・
カッシーラー

みすず書房 3-0500656482

426 熱力学の基礎 森成隆夫 大学教育出版 3-0500778288

参考書 440 天文年鑑　２０２１年版
天文年鑑編集委
員会／編

誠文堂新光社 3-0500832073

463
細胞とはなんだろう
「生命が宿る最小単位」
のからくり

武村政春 講談社 3-0500823577

参考書 464 生化学辞典
大島泰郎／〔ほ
か〕編

東京化学同人 3-0207091874

ティーン
ズ 474 すごいぜ！菌類 星野保 筑摩書房 3-0500796235

493.7
メンタルヘルス時代の精
神医学入門　こころの病
の理解と支援

松本卓也／編著 ミネルヴァ書房 3-0500824354

493.7
私の夫は発達障害？　カ
サンドラな妻たちが本当
の幸せをつかむ方法

真行結子 すばる舎 3-0500822478

ティーン
ズ 493.8

みんなに話したくなる感
染症のはなし　１４歳か
らのウイルス・細菌・免
疫入門

仲野徹 河出書房新社 3-0500808597

493.8
新型コロナ超入門　次波
を乗り切る正しい知識

水谷哲也 東京化学同人 3-0500819677

493.9
子どものトラウマがよく
わかる本

白川美也子／監
修

講談社 3-0500815916

496
「色のふしぎ」と不思議
な社会　２０２０年代の
「色覚」原論

川端裕人 筑摩書房 3-0500824444

498.2
ルポ「命の選別」　誰が
弱者を切り捨てるのか？

千葉紀和 文藝春秋
3-0500833466

498.3
健康常識はウソだらけ
コロナにも負けない免疫
力アップ

奥村康 ワック 3-0500787892

498.3 スマホ脳
アンデシュ・ハ
ンセン

新潮社 3-0500830689

518.8
水都東京　地形と歴史で
読みとく下町・山の手・
郊外

陣内秀信 筑摩書房 3-0500820170

ティーン
ズ 519

お笑い芸人と学ぶ１３歳
からのＳＤＧｓ

たかまつなな くもん出版 3-0500816933

523 にっぽん建築散歩　続 小林泰彦 山と溪谷社 3-0500830026

527
愛せるキッチン、愛する
暮らし　５０代からの私
らしい住まいと暮らし方

田原由紀子 光文社 3-0500823553

527
日本でもできる！英国の
間取り

山田佳世子 エクスナレッジ 3-0500818979

536
キハ４０大百科　今なお
ローカル線を支える「国
鉄型気動車」の代名詞

「旅と鉄道」編
集部／編

天夢人 3-0500830417

539
「犠牲区域」のアメリカ
核開発と先住民族

石山徳子 岩波書店 3-0500816253
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情報科学 547.4
初心者でもしっかりわか
る図解ネットワーク技術
オールカラー

網野衛二 日経ＢＰ 3-0500828029

情報科学 547.4
孫の顔が見たい！はじめ
てのスマホでビデオ通話

扶桑社スマホ向
上委員会／編

扶桑社 3-0500802285

569
砂戦争　知られざる資源
争奪戦

石弘之 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500828442

573
ガラス　楽しむ工夫×基
礎知識×注目の作家・ブ
ランド５０

みつまともこ 翔泳社 3-0500799248

別置 記号

590
７４歳、ないのはお金だ
け。あとは全部そろって
る

ミツコ すばる舎 3-0500828108

590
ひとりを楽しむ、がんば
らない家事

岸本葉子 海竜社 3-0500832582

591

このままじゃ老後の資金
が足りない！！と不安に
なったら読む「お金」徹
底見直し術

井戸美枝 ＰＨＰ研究所 3-0500823246

593 衣服の百科事典
日本家政学会／
〔ほか〕編

丸善出版 3-0500266781

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ
１（ｎｏ．１５４）

主婦と生活社 3-0500836385

594

決定版・手作り布マスク
超初心者でも作れる親切
解
おしゃれでつけ心地がよ
い

主婦の友社 3-0500820745

594.3
棒針編みの基本ＢＯＯＫ
はじめてでもこれ１冊で
きちんとわかる

鎌田恵美子 マイナビ出版 3-0500825550

596
志麻さん式定番家族ごは
ん

タサン志麻 日経ＢＰ 3-0500826121

596
藤井恵繰り返し作りたい
定番料理　味つけの秘訣
をお伝えします

藤井恵 主婦の友社 3-0500780352

596.2
行ったつもりのバスク料
理

黒澤麻子 ブックマン社 3-0500818287

596.3

やせる！キレイになる！
ベジたんスープ５０　野
菜＋たんぱく質、食べる
美容液レシピ

Ａｔｓｕｓｈｉ 小学館 3-0500785487

613
人に話したくなる土壌微
生物の世界　食と健康か
ら洞窟、温泉、宇宙まで

染谷孝 築地書館 3-0500815619

613

農家が教える天気を読む
知恵とワザ　雲と風を見
る・指標植物・寒だめし
と暦・気象データ活用

農文協／編 農山漁村文化協会 3-0500795619

615
けものが街にやってくる
人口減少社会と野生動物
がもたらす災害リスク

羽澄俊裕 地人書館 3-0500817157

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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参考書 629
４７都道府県・公園／庭
園百科

西田正憲／編著 丸善出版 3-0500512423

629
日本庭園のひみつ　見か
た・楽しみかたがわかる
本

宮元健次
メイツユニバーサル
コンテンツ

3-0500817198

642
飼いならす　世界を変え
た１０種の動植物

アリス・ロバー
ツ

明石書店 3-0500820953

645
正しく知っておきたいハ
ムスターの食事と栄養
長生きサポートＢＯＯＫ

山口俊介／監修
メイツユニバーサル
コンテンツ

3-0500817196

672
チョンキンマンションの
ボスは知っている　アン
グラ経済の人類学

小川さやか 春秋社 3-0500708677

673
ＥＣ担当者の実務と知識
がこれ１冊でしっかりわ
かる教科書

これから 技術評論社 3-0500800043

673
こんなにおもしろい不動
産鑑定士の仕事

大島大容 中央経済社 3-0500817189

675 サブスクリプション 小宮紳一 創元社 3-0500824409

675

世界のエリートが学んで
いるＭＢＡマーケティン
グ必読書５０冊を１冊に
まとめてみた

永井孝尚 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500829780

678
自由貿易はなぜ必要なの
か

椋寛 有斐閣 3-0500796197

686
地図で読み解く小田急沿
線

岡田直／監修 三才ブックス 3-0500795317

別置 記号

709
新型コロナはアートをど
う変えるか

宮津大輔 光文社 3-0500821546

724 やさしい顔と手の描き方 Ａ．ルーミス マール社 3-0190005863

751
図説英国美しい陶磁器の
世界　イギリス王室の御
用達

Ｃｈａ　Ｔｅａ
紅茶教室

河出書房新社 3-0500824857

762.1
近代日本の音楽百年　黒
船から終戦まで　第３巻

細川周平 岩波書店 3-0500831953

764 ビートルズは終わらない 行方均
シンコーミュージッ
ク・エンタテイメン
ト

3-0500786783

768 ものがたり日本音楽史 徳丸吉彦 岩波書店 3-0500749297

779 棚からつぶ貝 イモトアヤコ 文藝春秋 3-0500828081

786

はじめてのソロキャン完
全ガイド　自然の中で自
由気ままに－極上のひと
り時間が待っている！

ＢＥ－ＰＡＬ編
集部／責任編集

小学館 3-0500820338

796 藤井聡太強さの本質 書籍編集部／編 日本将棋連盟 3-0500784938

810 言霊と日本語 今野真二 筑摩書房 3-0500827747

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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810
日本語の奥深さを日々痛
感しています

朝日新聞校閲セ
ンター

さくら舎 3-0500820078

ティーン
ズ 816

文章を読む、書くのが楽
しくなっちゃう本

ＱｕｉｚＫｎｏ
ｃｋ

朝日新聞出版 3-0500822388

829.4
たったの７２パターンで
こんなに話せるインドネ
シア語会話

欧米・アジア語
学センター

明日香出版社 3-0500821309

829.4
ニューエクスプレス＋イ
ンドネシア語

降幡正志 白水社 3-0500828035

830
スコアに直結！ＩＥＬＴ
Ｓ徹底対策単語集３９０
０

ケビン・ダン ナツメ社 3-0500819458

837
気持ちが伝わる！好かれ
る英会話

長谷川滋利 日経ＢＰ 3-0500829811

別置 記号

郷土資料 210.2
大口台遺跡発掘調査報告
市立盲学校校庭整備に伴
う埋蔵文化財調査報告書

横浜市埋蔵文化
財センター

横浜市埋蔵文化財セ
ンター

3-0190602691

郷土資料 291.3

Ｄａｙ　ｔｒｉｐ　ｆｒ
ｏｍ　Ｙｏｋｏｈａｍａ
ｍａｐ　＆　ｇｕｉｄｅ
Ｓｏｕｔｈ　ｏｆ　Ｔｏ
ｋｙｏ

〔Ｃｉｔｙ　ｏ
ｆ　Ｙｏｋｏｈ
ａｍａ　：　Ｔ
ｏｕｒｉｓｍ
ｐｒｏｍｏｔｉ
ｏｎ　ｄｉｖｉ
ｓｉｏｎ，　Ｃ
ｕｌｔｕｒｅ
ａｎｄ　ｔｏｕ
ｒｉｓｍ　ｂｕ
ｒｅａｕ〕

Ｃｉｔｙ　ｏｆ　Ｙ
ｏｋｏｈａｍａ

3-0500811917

郷土資料 317
横浜の大火と消防の近代
史

横浜開港資料館
／編

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500791935

郷土資料 366.2

横浜しごとお助けナビ＆
マップ　就職応援施設を
ご案内します　〔２０１
９年度版〕

横浜市経済局雇
用労働課／編

横浜市経済局雇用労
働課

3-0500733655

郷土資料 369.3

地域防災拠点の開設・運
営のポイント　新型コロ
ナウイルス感染症を踏ま
えた

横浜市総務局危
機管理室／
〔編〕

横浜市総務局危機管
理室

3-0500821374

郷土資料 383.1
装いの横浜チャイナタウ
ン　開港百六十周年記念
華僑女性の服飾史

横浜ユーラシア
文化館／編

横浜市ふるさと歴史
財団横浜ユーラシア
文化館

3-0500775831

郷土資料 632
白き糸の調べ　かながわ
の製糸・撚糸
開館６０周年記念

シルク博物館／
編

シルク博物館 3-0500778047

郷土資料 753

シルクのシンフォニー
染と刺繍のかがやき
開館６０周年記念所蔵名
品展

シルク博物館／
編

シルク博物館 3-0500778072

郷土資料 911.5 あの日、水の森で 草間小鳥子 土曜美術社出版販売 3-0500826855

「あたらしく入った本」2月号は、令和2年12月から令和3年1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。

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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