
別置 記号

901
書きたい人のためのミス
テリ入門

新井久幸 新潮社 3-0500839356

902
このミステリーがすご
い！
2021年版

『このミステ
リーがすごい！
編集部』

宝島社 3-0500835534

ティーン
ズ 908 かのひと 菅原敏 東京新聞 3-0500506444

文庫 908 ゴシック文学神髄 東雅夫 筑摩書房 3-0500820440

910 タ 超訳人間失格 齋藤孝 アスコム 3-0500832495

文庫 910 ミ
三島由紀夫を巡る旅　悼
友紀行

ドナルド・キー
ン

新潮社 3-0500764787

ティーン
ズ 911.1 親子で読み継ぐ万葉集 小柳左門 致知出版社 3-0500833737

913.6 Ｓｅｖｅｎ　Ｓｔｏｒies 糸井重里 文藝春秋 3-0500832565

913.6 北条五代　上 火坂雅志 朝日新聞出版 3-0500836030

913.6 北条五代　下 火坂雅志 朝日新聞出版 3-0500836031

文庫 913.6 ア 神様の御用人　9 浅葉なつ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500842900

913.6 ア ピグマリオンの涙 阿木慎太郎 祥伝社 3-0500829121

913.6 ア 鶴屋南北の殺人 芦辺拓 原書房 3-0500790797

913.6 ア 眠れる美女 秋吉理香子 小学館 3-0500821686

913.6 ア 乱都 天野純希 文藝春秋 3-0500824129

大活字本 913.6 ア 密柑 芥川龍之介 三和書籍 3-0500802533

913.6 ア みがわり 青山七恵 幻冬舎 3-0500825252

913.6 イ いとまの雪　上 伊集院静 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500839875

913.6 イ いとまの雪　下 伊集院静 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500839876

913.6 イ 犬がいた季節 伊吹有喜 双葉社 3-0500821684

913.6 イ 本能寺前夜　上 岩室忍 祥伝社 3-0500837712

913.6 イ 本能寺前夜　下 岩室忍 祥伝社 3-0500837715

913.6 ウ 今度生まれたら 内館牧子 講談社 3-0500835068

文庫 913.6 ウ 惣目付臨検仕る　抵抗 上田秀人 光文社 3-0500845081

（NDC900-999）
ラベルの記号

文　学

あたらしく入った本
2021年3月

電話045(901)1225

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号
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913.6 オ 俺はエージェント 大沢在昌 小学館 3-0500761859

913.6 オ モテ薬 旺季志ずか 小学館 3-0500814610

913.6 オ コロナと潜水服 奥田英朗 光文社 3-0500841294

913.6 カ お龍のいない夜 風野真知雄 小学館 3-0500832552

913.6 カ ニッポンチ！ 河治和香 小学館 3-0500826182

文庫 913.6 カ 希望病棟 垣谷美雨 小学館 3-0500827663

913.6 キ 浅草迄 北野武 河出書房新社 3-0500824848

文庫 913.6 キ マスク 菊池寛 文藝春秋 3-0500835911

文庫 913.6 キ 旅路の果てに 喜安幸夫 光文社 3-0500845093

文庫 913.6 ク ドアの向こうに 黒川博行 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500823505

文庫 913.6 コ 向島・箱屋の新吉　2 小杉健治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500841251

913.6 コ 死の扉 小杉健治 双葉社 3-0500823224

913.6 サ 相剋 笹本稜平 双葉社 3-0500823227

文庫 913.6 サ 殿中 坂岡真 光文社 3-0500837091

文庫 913.6 シ 一億円のさようなら 白石一文 徳間書店 3-0500810835

913.6 シ 誘拐ファミリー 新堂冬樹 双葉社 3-0500830437

913.6 シ 質草女房 渋谷雅一 角川春樹事務所 3-000821239

913.6 シ 元彼の遺言状 新川帆立 宝島社 3-0500844466

913.6 セ 夜明けのすべて 瀬尾まいこ 水鈴社 3-0500823301

文庫 913.6 チ 松葉の想い出 知野みさき 角川春樹事務所 3-0500845387

文庫 913.6 ツ 忘れじのK 辻村七子 集英社 3-0500840741

文庫 913.6 ツ クローバーナイト 辻村深月 光文社 3-0500737617

文庫 913.6 ト 時効の果て 堂場瞬一 角川春樹事務所 3-0500845386

ティーン
ズ 913.6 ナ 鋲 菜津川久

幻冬舎メディアコン
サルティング

3-0500809861

913.6 ナ 無駄花 中真大 講談社 3-0500813833

913.6 ハ 焼餃子 蜂須賀敬明 双葉社 3-0500823225

913.6 ハ
一橋桐子＜76＞の犯罪日
記

原田ひ香 徳間書店 3-0500828918

913.6 ハ やがて訪れる春のために はらだみずき 新潮社 3-0500813726

913.6 ヒ エターナル 日野草 実業之日本社 3-0500822368

913.6 ヒ 野良犬の値段 百田尚樹 幻冬舎 3-0500841696
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文庫 913.6 ヒ
私の友達7人の中に、
殺人鬼がいます。

日向奈くらら ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500841258

文庫 913.6 フ
江戸川西口あやかしクリ
ニック

藤山素心 光文社 3-0500629041

文庫 913.6 フ
江戸川西口あやかしクリ
ニック　2

藤山素心 光文社 3-0500689224

文庫 913.6 フ
江戸川西口あやかしクリ
ニック　3

藤山素心 光文社 3-0500721402

913.6 フ 屋根の上のおばあちゃん 藤田芳康 河出書房新社 3-0500825535

913.6 フ きのうのオレンジ 藤岡陽子 集英社 3-0500824361

913.6 ホ だまされ屋さん 星野智幸 中央公論新社 3-0500822831

913.6 マ 当確師十二歳の革命 真山仁 中央公論新社 3-0500840805

913.6 マ ふたりでちょうど200％ 町屋良平 河出書房新社 3-0500827207

913.6 マ 空洞のなかみ 松重豊 毎日新聞社出版 3-0500824105

913.6 ム おたがいさま 群ようこ 角川春樹事務所 3-0500844942

文庫 913.6 ム
ねじまき鳥クロニクル
第1部

村上春樹 新潮社 3-0210029866

文庫 913.6 モ
死者と言葉を交わすなか
れ

森川智喜 講談社 3-0500822029

913.6 ヤ 山田錦の身代金 山本モロミ
幻冬舎メディアコン
サルティング

3-0500820142

913.6 ヤ 神様には負けられない 山本幸久 新潮社 3-0500838986

文庫 913.6 ヤ 妻は忘れない 矢樹純 新潮社 3-0500825153

ティーン
ズ 913.6 ヤ

劇場版鬼滅の刃無限列車
編

吾峠呼世晴 集英社 3-0500822015

913.6 ユ JR上野駅公園口 柳美里 河出書房新社 3-0500144777

913.6 ワ われ清盛にあらず 岩木未生 祥伝社 3-0500821498

914 ア
いい女、ふだんブッ散ら
かしており

阿川佐和子 中央公論新社 3-0500654312

914 オ 日曜日は青い蜥蜴 恩田陸 筑摩書房 3-0500833730

914 サ 何がおかしい 佐藤愛子 中央公論新社 3-0500832014

914 サ おばんでございます 桜木紫乃 北海道新聞社 3-0500829942

914 シ 日々是混乱 地曳いく子 ホーム社 3-0500832771

914 ハ 蝶の粉 浜島直子 ｍille books 3-0500817251

916 カ 感謝離 河崎啓一 双葉社 3-0500770663

文庫 918 ナ 幻想と怪奇の夏目漱石 夏目漱石 双葉社 3-0500828724

ティーン
ズ 923 青銅とひまわり 曹文軒 樹立社 3-0500804556

929.1 ぼくは幽霊作家です キムヨンス 新泉社 3-0500819603
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933 医療短編小説集
W.C.ウィリアム
ズ

平凡社 3-0500813055

933 きみと息をするたびに
ニコラス・ス
パークス

アチーブメント出版 3-0500830544

文庫 933 ア 侍女の物語
マーガレット・
アトウッド

早川書房 3-0201065367

933 ウ アウグストゥス
ジョン・ウィリ
アムズ

作品社 3-0500810957

文庫 933 キ マイル81
スティーヴン・
キング

文藝春秋 3-0500819508

文庫 933 ス 怒りの葡萄　上巻 スタインベック 新潮社 3-0500308842

文庫 933 ス 怒りの葡萄　下巻 スタインベック 新潮社 3-0500308843

933 テ ペストの記憶
ダニエル・デ
フォー

研究社 3-0500522904

933 フ ラスト・タイクーン
F・スコット・
フィッツジェラ
ルド

作品社 3-0500824095

文庫 933 ロ
新訳ドリトル先生の動物
園

ヒュー・ロフ
ティング

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500841253

文庫 933 ロ
新訳ドリトル先生のキャ
ラバン

ヒュー・ロフ
ティング

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500841254

934 新編獄中記
オスカー・ワイ
ルド

中央公論新社 3-0500822834

935 追憶の東京
アンナ・シャー
マン

早川書房 3-0500822059

文庫 936 戦地の図書館
モリー・グプ
ティル・マニン
グ

東京創元社 3-0500833771

936
アウシュヴィッツの地獄
に生きて

ジュディス・S・
ニューマン

朝日新聞出版 3-0500836022

文庫 949 平凡すぎる犠牲者
レイフ・GW・
ぺーション

東京創元社 3-0500844443

ティーン
ズ 949 海の島 アニカ・トール 新宿書房 3-0206039435

ティーン
ズ 949 タイムボックス

アンドリ・S.マ
グナソン

ＮＨＫ出版 3-0500427964

955 日本秋景 ピエール・ロチ 中央公論新社 3-0500815196

ティーン
ズ 963

カモメに飛ぶことを教え
た猫

ルイス・セプル
ベダ

白水社 3-0500676409

ティーン
ズ 973 木のぼり男爵 イタロ・カルヴィーノ 白水社 3-0500557858

983 マリーナの三十番目の恋
ウラジーミル・
ソローキン

河出書房新社 3-0500824388

989 イェレナ、いない女
イボ・アンド
リッチ

幻戯書房 3-0500824490

別置 記号

情報科学 007.1
「機械学習」と「AI」の
はなし

和田尚之 工学社 3-0500815605

情報科学 007.3 やばいデジタル
NHKスペシャル取
材班

講談社 3-0500830962

情報科学 007.3
最新データ流通ビジネス
がよ～くわかる本

データ流通推進
協議会

秀和システム 3-0500814713

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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ティーン
ズ 007.6

12歳からはじめるゼロか
らのC言語ゲームプログ
ラミング教室

リブロワークス ラトルズ 3-0500800134

情報科学 007.6
今すぐ使えるかんたん
Premiere Elements 2021

山本浩司 技術評論社 3-0500841455

情報科学 007.6
デジタルでフィルムを再
現したい

嵐田大志 玄光社 3-0500779442

情報科学 007.6
できるOutlookパーフェ
クトブック　困った！＆
便利ワザ大全

三沢友治 インプレス 3-0500800788

情報科学 007.6

大学生のためのレポー
ト・卒論で困らないワー
ド/パワポ/エクセルのコ
ツ

加藤瑞貴 秀和システム 3-0500829299

情報科学 007.6
留学生のためのExcel
2019ワークブック

相澤裕介 カットシステム 3-0500822899

002 実践自分で調べる技術 宮内泰介 岩波書店 3-0500824026

子育て 019
年齢別！子育てママ＆パ
パの頼れる絵本193

遠藤裕美 ユーキャン学び出版 3-0500785822

019 ほんのよもやま話 瀧井朝世 文藝春秋 3-0500817303

021 鬼才 森功 幻冬舎 3-0500845403

021
駆け出しクリエーターの
ための著作権Q＆A

川上大雅 玄光社 3-0500808968

031
なんでも「はじめて」大
全

スチュワート・
ロス

東洋経済新報社 3-0500838293

049 ギネス世界記録　2021
クレイグ・グレ
ンディ

角川アスキー総合研
究所

3-0500831508

069 東京のミュージアム100 芸術新潮編集部 新潮社 3-0500816314

参考書 071 禁
毎日新聞縮刷版　令和2
年11月号

毎日新聞社 3-0500843604

参考書 071 禁
毎日新聞縮刷版　令和2
年12月号

毎日新聞社 3-0500850229

参考書 071 禁
日本経済新聞縮刷版　令
和2年12月号

日本経済新聞社 3-0500850231

参考書 071 禁
日本経済新聞縮刷版　令
和2年11月号

日本経済新聞社 3-0500843606

文庫 123 春秋左氏伝　上 小倉芳彦 岩波書店 3-0190290421

134 哲学探究
ルートウィッ
ヒ・ウィトゲン
シュタイン

講談社 3-0500829711

ティーン
ズ 141

繊細すぎてしんどいあな
たへ

串崎真志 岩波書店 3-0500786659

ティーン
ズ 141

一生使える！13歳からの
論理ノート

小野田博一 PHP研究所 3-0500803583

141
悲しみとともにどう生き
るか

入江杏 集英社 3-0500830353

141
エマニュエル・トッドの
思考地図

エマニュエル・
トッド

筑摩書房 3-0500841316

141 手の倫理 伊藤亜紗 講談社 3-0500820047
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141 認知バイアス 鈴木宏昭 講談社 3-0500823578

141 「嫌いっ！」の運用 中野信子 小学館 3-0500832751

148
日本人にとって干支とは
何か

武光誠 河出書房新社 3-0500830988

151 ＜責任＞の生成 國分功一郎 新曜社 3-0500831742

159 女のお悩み動物園 ジェーン・スー 小学館 3-0500827119

181 ブッダの獅子吼 北川達也 COBOL 3-0500838653

188.3
日本仏教はじまりの寺元
興寺

元興寺 吉川弘文館 3-0500826838

188.7 難異抄救いのことば 釈徹宗 文藝春秋 3-0500822940

198
なぜ秀吉はバテレンを追
放したのか

三浦小太郎 ハート出版 3-0500665007

202 考古学ガイドブック 小野昭 新泉社 3-0500824384

204 歴史を活かす力 出口治明 文藝春秋 3-0500839496

209 人類前史　上
グラハム・ハン
コック

双葉社 3-0500830965

209 人類前史　下
グラハム・ハン
コック

双葉社 3-0500830966

209
図解眠れなくなるほど面
白い世界史

鈴木旭 日本文芸社 3-0500826421

210
超ワイド＆パノラマ鳥瞰
イラストでよみがえる歴
史の舞台

歴史群像編集部
ワン・パブリッシン
ク

3-0500810369

210
ねずさんの知っておきた
い日本のすごい秘密

小名木善行 青林堂 3-0500815593

参考書 210.2
前方後円墳集成　東北・
関東編

近藤義郎 山川出版社 3-0194020010

参考書 210.2 新日本考古学辞典 江坂輝彌 ニューサイエンス社 3-0500823642

210.2 ものがたる近世琉球 石井龍太 吉川弘文館 3-0500831005

210.3
考古学から見た邪馬台国
大和説

関川尚功 梓書院 3-0500813416

文庫 210.4
僧侶と海商たちの東シナ
海

榎本渉 講談社 3-0500820044

文庫 210.4 武家文化と同朋衆 村井康彦 筑摩書房 3-0500820446

210.5 一冊でわかる幕末 大石学 河出書房新社 3-0500832796

210.5 大名格差 安藤優一郎 彩図社 3-0500833472

210.6
関口宏・保阪正康のもう
一度！近現代史

関口宏 講談社 3-0500822357

210.7
実録昭和の大事件「中継
現場」

久能靖 河出書房新社 3-0500832004

文庫 210.7 十五年戦争小史 江口圭一 筑摩書房 3-0500820443

222
図説一冊で学び直せる三
国志の本

渡邉義浩
ワン・パブリッシン
ク

3-0500839466

文庫 222 中国の歴史　1 礪波護 講談社 3-0500820042
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文庫 222 中国の歴史　2 礪波護 講談社 3-0500820043

文庫 226 中東全史
バーナード・ル
イス

筑摩書房 3-0500820448

232 ローマ人の物語　1 塩野七生 新潮社 3-0193008830

232 ローマ人の物語　8 塩野七生 新潮社 3-0199051825

232 ローマ人の物語　10 塩野七生 新潮社 3-0201080070

232 ローマ人の物語　12 塩野七生 新潮社 3-0203099539

232 ローマ人の物語　13 塩野七生 新潮社 3-0204095116

232 ローマ人の物語　14 塩野七生 新潮社 3-0205095879

232 ローマ人の物語　15 塩野七生 新潮社 3-0206089567

234
はじめて学ぶドイツの歴
史と文化

南直人 ミネルヴァ書房 3-0500828077

237 一冊でわかるイタリア史 北原敦 河出書房新社 3-0500785951

289 ア アレクサンドロス大王 澤田典子 筑摩書房 3-0500827751

289 シ
ロッテを創った男　重光
武雄論

松崎隆司 ダイヤモンド社 3-0500832887

文庫 289 フ
ご冗談でしょう、ファイ
ンマンさん　上

R.P.ファインマ
ン

岩波書店 3-0200006151

291.6 神戸　21 昭文社 3-0500820735

291.8 愛媛　21 昭文社 3-0500820737

292.9 シベリア最深紀行 中村逸郎 文藝春秋 3-0500819510

293.6
スペインサンティアゴ巡
礼の道

髙森玲子 実業之日本社 3-0500826129

295 山の旅人 栗秋正寿 閑人堂 3-0500828342

297 地球の歩き方　C　07
地球の歩き方編
集室

ダイヤモンド・ビッ
グ社

3-0500804237

別置 記号

302.3 デンマーク文化読本 長島要一 丸善出版 3-0500825563

304
この国の「公共」はどこ
へゆく

寺脇研 花伝社 3-0500836005

304 不安を煽りたい人たち 上念司 ワック 3-0500831754

304 国民はこうして騙される 高橋洋一 徳間書店 3-0500838565

312.2 インドネシア大虐殺 倉沢愛子 中央公論新社 3-0500792276

317 危険物取扱が一番わかる 飯島晃良 技術評論社 3-0500800799

319
フューチャー・ネーショ
ン

ハッサン・ダム
ルジ

ニューズピックス 3-0500792178

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 新注釈民法　5 大村敦志 有斐閣 3-0500836090

330
経済学・経営学のための
英語論文の書き方

中谷安男 中央経済社 3-0500792521

331 人新世の「資本論」 斎藤幸平 集英社 3-0500813999

336.4
パワハラとメンタルヘル
ス対策の法律知識

三省堂 3-0500792506

336.4
在宅勤務や賃金・雇用調
整と助成金活用Q＆A

布施直春
産労総合研究所出版
部経営書院

3-0500792161

336.4
いますぐ始めるテレワー
クの強化書

大串肇 秀和システム 3-0500792288

336.5
UiPathワークフロー開発
実践入門

津田義史 秀和システム 3-0500826463

336.8 三位一体の経営 中神康議 ダイヤモンド社 3-0500832886

338
基礎からわかる！つみた
てNISA＆iDeCo

メディアックス 3-0500786921

参考書 342
図説　日本の財政　令和
2年度版

廣光俊昭 財経詳報社 3-0500843296

参考書 351
日本統計年鑑　第70回
（2021）

総務省統計局 日本統計協会 3-0500835687

361.8 スーパーリッチ 太田康夫 筑摩書房 3-0500820174

365
レジャー・レクリエー
ション用語集

前橋明 大学教育出版 3-0500789042

368 寿町のひとびと 山田清機 朝日新聞出版 3-0500822389

文庫 368 相模原障害者殺傷事件 朝日新聞取材班 朝日新聞出版 3-0500795933

369.2
パンドラの箱は閉じられ
たのか

月刊『創』編集部創出版 3-0500792193

369.4 子どもの心の声を聴く 堀正嗣 岩波書店 3-0500811435

370 FUTURE　EDUCATION！ 教育新聞 岩波書店 3-0500830948

371
いつもいいことさがし
3

細谷亮太 暮らしの手帖社 3-0500815526

383.1 世界服飾大図鑑 DK社 河出書房新社 3-0500821186

383.3
アクセサリーの歴史事典
下

K.M.レスター 八坂書房 3-0500828831

388 世界現代怪異事典 朝里樹 笠間書院 3-0500792298

別置 記号

参考書 403
理科年表　第94冊（令和
3年）

国立天文台 丸善出版 3-0500833910

ティーン
ズ 407 科学者になりたい君へ 佐藤勝彦 河出書房新社 3-0500824084

410 文系もハマる数学 横山明日希 青春出版社 3-0500813501

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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417
Rによる時系列モデリン
グ入門

北川源四郎 岩波書店 3-0500838563

文庫 421 相対性理論
アインシュタイ
ン

岩波書店 3-0190292626

454
古地図で読み解く江戸東
京地形の謎

芳賀ひらく 二見書房 3-0500824457

460 「生命多元性原理」入門 太田邦史 講談社 3-0500622068

469
スマホを捨てたい子ども
たち

山極寿一 ポプラ社 3-0500789087

484
世界一わかりやすいイカ
とタコの図鑑

ロジャー・ハン
ロン

化学同人 3-0500831731

486
アリハンドブック　増補
改訂版

寺山守 文一総合出版 3-0500622514

487 メダカ品種図鑑　2 ピーシーズ 3-0500783029

490 医療倫理超入門 マイケル・ダン 岩波書店 3-0500826000

ティーン
ズ 493 こころと身体の心理学 山口真美 岩波書店 3-0500815410

493.6
「腰が痛い」と思ったら
とにかく読む本

福谷直人 日経BP 3-0500800845

493.7
顔面神経麻痺が起きたら
すぐに読む本

栢森良二
PHPエディターズ・
グループ

3-0500819245

493.7 アートリップ入門 林容子 誠文堂新光社 3-0500803138

493.8 疫病と人類 山本太郎 朝日新聞出版 3-0500829767

494 ウルトラ図解尿路結石症 松崎純一 法研 3-0500812765

494 腎臓病のごちそう術 山縣邦弘 主婦と生活社 3-0500814749

496
視力を失わないために今
すぐできること

深作秀春 主婦の友社 3-0500841413

498.5
食品別糖質量ハンドブッ
ク

江部康二 宝島社 3-0500812208

517 世界と日本の水事情 吉村和就 水道産業新聞社 3-0500835467

520
いまはまだない仕事にや
がてつく君たちへ

三浦丈典 彰国社 3-0500834762

521 首里城 平凡社 3-0500831948

537 トヨタの描く未来 桑原晃弥 リベラル社 3-0500844361

537 トヨタの危機管理 野地秩嘉 プレジデント社 3-0500839934

538
ドキュメント「はやぶさ
2」の大冒険

NHK小惑星リュウ
グウ着陸取材班

講談社 3-0500839883

539 原子力の哲学 戸谷洋志 集英社 3-0500839335

情報科学 547.4
IoT開発がこれ1冊でしっ
かりわかる教科書

坂東大輔 技術評論社 3-0500831080

情報科学 547.5
まるわかり！5Gビジネス
2021

日本経済新聞出
版

日経BP日本経済新聞
出版本部

3-0500824790

578
富士フィルム変革「敗
戦」記

神谷隆史 ファーストプレス 3-0500846612

生活科学・産業
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別置 記号

590
毎日のこと、こう考えれ
ばだいじょうぶ。

後藤由紀子
PHPエディターズ・
グループ

3-0500834188

590
自分らしく、ひとりで暮
らすということ

主婦の友社 主婦の友社 3-0500826091

595
やせウォーク4週間プロ
グラム

森拓郎 扶桑社 3-0500780665

593.3
リメイクしたらオンリー
ワンができました。

津田蘭子 JTBパブリック 3-0500833722

596.2
ルイーザ・メイ・オール
コットの「若草物語」
クックブック

ウィ二・モラン
ヴィル

原書房 3-0500816847

596.2 ヨヨナムのベトナム料理 植松良枝 文化学園文化出版局 3-0500820457

596.3
はじめてでもおいしく作
れるリゾット・ピラフ・
パエリア

上田淳子 家の光協会 3-0500830446

596.3 アボカド丼 緑川鮎香 大泉書店 3-0500818292

596.4 ソロキャンごはん natsucamp 学研プラス 3-0500825460

596.6
白崎茶会植物生まれのや
さしいお菓子

白崎裕子 扶桑社 3-0500834603

596.6
とろけるしあわせ冷たい
おやつ

主婦の友社 3-0500796125

596.7 酒と酒場の博物誌 南條竹則 春陽堂書店 3-0500842906

597
無印良品でつくるワーク
スペース

主婦の友社 主婦の友社 3-0500833806

597
あした死んでもいい片づ
け

ごんおばちゃま 興陽館 3-0500719969

614
図解でよくわかるスマー
ト農業のきほん

野口伸 誠文堂新光社 3-0500824054

616 豆の歴史
ナタリー・レイ
チェル・モリス

原書房 3-0500823626

625 カキ 三輪正幸 ＮＨＫ出版 3-0500822181

627 部屋で楽しむテラリウム 佐々木浩之 緑書房 3-0500801965

645 犬と猫 小林照幸 毎日新聞出版 3-0500816090

657 わさびの日本史 山根京子 文一総合出版 3-0500801974

657 世界のどんぐり図鑑 徳永桂子 平凡社 3-0500831712

673 リモート営業入門 水嶋玲以仁
日経BP日本経済新聞
出版本部

3-0500814146

673
最新　派遣業界の動向と
カラクリがよ～くわかる
本

土岐優美 秀和システム 3-0500801999

参考書 678 通商白書　2020 経済産業省 昭和情報プロセス 3-0500845937

(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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683
海から読み解く日本古代
史

近江俊秀 朝日新聞出版 3-0500820069

686 「線」の思考 原武史 新潮社 3-0500822081

686 旅は途中下車から 土屋武之 交通新聞社 3-0500821610

別置 記号

702
問いかけるアイヌ・アー
ト

池田忍 岩波書店 3-0500814578

参考書 703 美術名典2021 美術名典編集部 美術新聞社 3-0500840458

708
めでたしめでたし瑞獣珍
獣

内山淳一
パイインターナショ
ナル

3-0500831059

726
iPadとSNSとクラウドの
活用でイラストレーター
の制作と仕事が変わる！

井筒啓之 玄光社 3-0500809221

727 伝わるデザインの授業 武田英志 翔泳社 3-0500828042

751 もっと知りたいやきもの 柏木麻里 東京美術 3-0500820396

762.1
近代日本の音楽百年　第
1巻

細川周平 岩波書店 3-0500816254

762.1
近代日本の音楽百年　第
4巻

細川周平 岩波書店 3-0500840217

762.1 ベートーヴェンと日本人 浦久俊彦 新潮社 3-0500830691

762.8 ベートーヴェン 中野雄 文藝春秋 3-0500831521

763 楽器の歴史 佐伯茂樹 河出書房新社 3-0500824391

767 黄金の60代 郷ひろみ 幻冬舎 3-0500792900

767
乳幼児おはなし会とわら
べうた

落合美知子 児童図書館研究会 3-0500492809

769
基礎からていねいにおさ
らい大人のバレエ

厚木彩
メイツユニバーサル
コンテンツ

3-0500798264

781
テレワーカーズ「1分」
ストレッチ

田中千哉 秀和システム 3-0500833356

785 サーファーになる本 エイ出版社 3-0500802273

788 競輪という世界 轡田隆史 文藝春秋 3-0500831520

788 さらば愛しき競馬 角居勝彦 小学館 3-0500832755

796
中飛車のポイントすぐ覚
えてすぐ勝てる11の戦型

石川泰 マイナビ出版 3-0500841388

809
コンピューターは人のよ
うに話せるか？

トレヴァー・
コックス

白揚社 3-0500819199

809
心のこもった葬儀・法要
のあいさつと手紙マナー
＆文例集

杉本祐子 主婦の友社 3-0500800870

外国語 810
「やさしい日本語」表現
事典

庵功雄 丸善出版 3-0500796966

811 語感力事典 山口謠司 笠間書院 3-0500815625

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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816 はじめての論理学 篠澤和久 有斐閣 3-0500824980

ティーン
ズ 817 ちくま評論文の論点21 五味渕典嗣 筑摩書房 3-0500820181

824
中国語四字成語・慣用表

現800
林怡州 三修社 3-0500817141

830 英語独習法 今井むつみ 岩波書店 3-0500841167

830
ニューエクスプレス+イ
ギリス英語

古家聡 白水社 3-0500828037

831 理想のリスニング 阿部公彦 東京大学出版会 3-0500820210

835
日本人に共通する英語の
ミス151

ジェイムズ・H・
M・ウェブ

ジャパンタイムズ出
版

3-0500822927

837 災害時の英語
デイビット・A・
セイン

アスク出版 3-0500826369

857 フランス語で日本案内 井上美穂 白水社 3-0500824081

870
＜例文と覚える＞イタリ
ア語必須イディオム・連
語1493

本多孝昭 ベレ出版 3-0500832152

別置 記号

郷土資料 210.2
港北ニュータウン誌域内
埋蔵文化財調査報告　28

横浜市ふるさと
文化財団埋蔵文
化財センター

横浜市教育委員会 3-0203011445

郷土資料 210.2
港北ニュータウン誌域内
埋蔵文化財調査報告　28

横浜市ふるさと
文化財団埋蔵文
化財センター

横浜市教育委員会 3-0203011448

郷土資料 210.2
畳屋の上遺跡・西谷戸の
上遺跡・北川貝塚南遺跡

横浜市ふるさと
文化財団埋蔵文
化財センター

日本道路公団 3-0197018222

郷土資料 317
横浜の大火と消防の近代
史

横浜開港資料館
横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500791935

郷土資料 369.1
磯子区の福祉と保健衛生
平成31年度・令和元年度
実績のまとめ

横浜市磯子福祉
保健センター

横浜市磯子福祉保健
センター

3-0500816160

郷土資料 369.1
磯子区の福祉と保健衛生
平成30年度実績まとめ

横浜市磯子区福
祉保健センター

横浜市磯子区福祉保
健センター

3-0500815304

郷土資料
書庫 462

横浜の川と海の生物　第
11報（海域編）

横浜市環境創造
局環境科学研究
所

横浜市環境創造局環
境科学研究所

3-0500821764

郷土資料 518.8
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ
ＣITY　ＹＯＫＯＨＡＭ
Ａ

横浜市経済局企
業誘致・立地課

横浜市経済局企業誘
致・立地課

3-0500838012

郷土資料 689
「横浜IRを考えるシンポ
ジウム」について

横浜市都市整備
局IR推進課

横浜市都市整備局IR
推進課

3-0500849745

郷土資料 911.5 船方一の世界
『船方一の世
界』編集実行委
員会

詩人会議出版 3-0500838834

「あたらしく入った本」3月号は、令和3年1月から令和3年2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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