
別置

902 若い読者のための文学史
ジョン・サザーラ
ンド

すばる舎 3-0500838292

909
ファンタジー文学の世界へ
主観の哲学のために 新版

工藤佐千夫 成文社 3-0203083000

大活字 910 サ
それでもこの世は悪くなかっ
た

佐藤愛子 埼玉福祉会 3-0500837134

910 タ 『細雪』とその時代 川本三郎 中央公論新社 3-0500836713

文庫本 913.6
猫まみれの日々　猫小説アン
ソロジー

前田珠子 集英社 3-0500650297

913.6 芥川賞候補傑作選　平成編１ 鵜飼哲夫／編 春陽堂書店 3-0500826861

913.6 ア ばあさんは１５歳 阿川佐和子 中央公論新社 3-0500846647

913.6 ア 教室に並んだ背表紙 相沢沙呼 集英社 3-0500835524

大活字 913.6 ア 杜子春 芥川龍之介 三和書籍 3-0500826954

大活字 913.6 ア 鼻 芥川龍之介 三和書籍 3-0500818543

大活字 913.6 ア 河童 芥川龍之介 三和書籍 3-0500835513

913.6 イ 田中家の三十二万石 岩井三四二 光文社 3-0500856002

913.6 イ バイター 五十嵐貴久 光文社 3-0500841292

ティー
ンズ

913.6 イ
拝啓パンクスノットデッドさ
ま

石川宏千花 くもん出版 3-0500820405

文庫本 913.6 イ 浪人奉行　１０ノ巻 稲葉稔 双葉社 3-0500836719

文庫本 913.6 イ 雨あがり　お江戸縁切り帖 泉ゆたか 集英社 3-0500839836

913.6 ウ アクティベイター 冲方丁 集英社 3-0500848368

913.6 エ 二人がいた食卓 遠藤彩見 講談社 3-0500836721

913.6 オ 傍聴者 折原一 文藝春秋 3-0500832933

913.6 オ 司書のお仕事　２ 大橋崇行 勉誠出版 3-0500830443

913.6 オ
彼らは世界にはなればなれに
立っている

太田愛 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500826139

913.6 オ ヒゲとナプキン／原案 杉山文野 小学館 3-0500825166

913.6 オ 灰の劇場 恩田陸 河出書房新社 3-0500853976

文庫本 913.6 オ
京都一乗寺美しい書店のある
街で

大石直紀 光文社 3-0500837085

913.6 カ 京都四条月岡サヨの小鍋茶屋 柏井壽 講談社 3-0500830749

ティー
ンズ

913.6 カ オルタネート 加藤シゲアキ 新潮社 3-0500830990

913.6 キ 小麦の法廷 木内一裕 講談社 3-0500827211

文　学

あたらしく入った本
2021年4月

電話045(901)1225

（NDC900-999）
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913.6 ク ウィーン近郊 黒川創 新潮社 3-0500856022

913.6 サ
俺と師匠とブルーボーイとス
トリッパー

桜木紫乃 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500856125

913.6 サ あと十五秒で死ぬ 榊林銘 東京創元社 3-0500849052

文庫本 913.6 サ
三つ巴　新・酔いどれ小籐次
２０

佐伯泰英 文藝春秋 3-0500851970

913.6 シ
国道食堂　２ｎｄ　ｓｅａｓ
ｏｎ

小路幸也 徳間書店 3-0500849070

文庫本 913.6 シ 次郎物語　４ 下村湖人／作 岩波書店 3-0500814581

文庫本 913.6 シ 小説イタリア・ルネサンス４ 塩野七生 新潮社 3-0500841331

913.6 セ 化け物心中 蝉谷めぐ実 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500826138

913.6 タ 阿修羅草紙 武内涼 新潮社 3-0500838989

文庫本 913.6 チ 出世商人（あきんど）２ 千野隆司 文藝春秋 3-0500827933

913.6 ツ 十の輪をくぐる 辻堂ゆめ 小学館 3-0500832825

文庫本 913.6 ツ 乱れ雲 辻堂魁 祥伝社 3-0500844380

文庫本 913.6 ト 共謀捜査 堂場瞬一 集英社 3-0500839318

913.6 ナ 境界線 中山七里 ＮＨＫ出版 3-0500838667

913.6 ナ ムーンライト・イン 中島京子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500857226

文庫本 913.6 ノ いっちみち 乃南アサ 新潮社 3-0500856649

913.6 ハ
火喰鳥を、喰う　ＫＩＬＬ
ＯＲ　ＢＥ　ＫＩＬＬＥＤ

原浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500837735

ティー
ンズ

913.6 ハ
それをＡＩと呼ぶのは無理が
ある

支倉凍砂 中央公論新社 3-0500832016

文庫本 913.6 ハ
サイレント・トーキョー　Ａ
ｎｄ　ｓｏ　ｔｈｉｓ　ｉｓ
Ｘｍａｓ

秦建日子 河出書房新社 3-0500743498

913.6 フ メイド・イン京都 藤岡陽子 朝日新聞出版 3-0500844105

913.6 ホ オムニバス 誉田哲也 光文社 3-0500855998

913.6 マ その果てを知らず 眉村卓 講談社 3-0500823616

913.6 マ 羅城門に啼く 松下隆一 新潮社 3-0500832803

913.6 マ フシギ 真梨幸子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500847703

913.6 ミ 公孫龍　巻１ 宮城谷昌光 新潮社 3-0500846309

913.6 ヤ ライト・スタッフ 山口恵以子 潮出版社 3-0500835682

913.6 ヤ 血も涙もある 山田詠美 新潮社 3-0500855659

913.6 ヤ 肉体のジェンダーを笑うな 山崎ナオコーラ 集英社 3-0500827123

914 何とかならない時代の幸福論 ブレイディみかこ 朝日新聞出版 3-0500846940

914
世界史に学ぶコロナ時代を生
きる知恵

出口治明 文藝春秋 3-0500824976

914 イ 男の業の物語 石原慎太郎 幻冬舎 3-0500839533

914 キ
ふつうでない時をふつうに生
きる

岸本葉子 中央公論新社 3-0500836711
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914 キ 死ぬまでに行きたい海 岸本佐知子
スイッチ・パブリッシ
ング

3-0500834342

914 シ 遺言未満、 椎名誠 集英社 3-0500838954

923 雨に呼ぶ声 余華 アストラハウス 3-0500822865

923
最強の男　三国志を知るため
に

竹内真彦 春風社 3-0500819984

933 オ ゼアゼア トミー・オレンジ 五月書房新社 3-0500842526

933 ス
オリーヴ・キタリッジ、ふた
たび

エリザベス・スト
ラウト

早川書房 3-0500840000

ティー
ンズ

933 タ 路地裏の子供たち
スチュアート・ダ
イベック

白水社 3-0500685213

933 ハ ミルクマン アンナ・バーンズ 河出書房新社 3-0500834190

933 ホ ニッケル・ボーイズ
コルソン・ホワイ
トヘッド

早川書房 3-0500831571

933 マ 炎と血　２
ジョージ・Ｒ・
Ｒ・マーティン

早川書房 3-0500848849

933 マ 恋するアダム
イアン・マキュー
アン

新潮社 3-0500848859

933 マ 炎と血　１
ジョージ・Ｒ・
Ｒ・マーティン

早川書房 3-0500840001

文庫本 936 レベル４／致死性ウイルス
ジョーゼフ・Ｂ・
マコーミック

早川書房 3-0500810443

936
エデュケーション　大学は私
の人生を変えた

タラ・ウェストー
バー

早川書房 3-0500830698

953 ク 神さまの貨物
ジャン＝クロー
ド・グランベール

ポプラ社 3-0500819207

ティー
ンズ

953 セ 瓶に入れた手紙
ヴァレリー・ゼ
ナッティ／作

文研出版 3-0500683124

文庫本 953 モ オルラ／オリーブ園 モーパッサン 光文社 3-0500811720

953 ロ 赤いモレスキンの女
アントワーヌ・
ローラン

新潮社 3-0500840443

956 同意
ヴァネッサ・スプ
リンゴラ

中央公論新社 3-0500832013

969 九夜
ベルナルド・カル
ヴァーリョ

水声社 3-0500843344

別置

情報科
学

007.1
ディープラーニング実装入門
ＰｙＴｏｒｃｈによる画像・
自然言語処理

吉崎亮介 インプレス 3-0500840440

情報科
学

007.3
チャイナテック　中国デジタ
ル革命の衝撃

趙瑋琳 東洋経済新報社 3-0500848179

情報科
学

007.6
パソコンで困ったときに開く
本　２０２１

朝日新聞出版 3-0500826730

情報科
学

007.6
イラストでわかるＤｏｃｋｅ
ｒとＫｕｂｅｒｎｅｔｅｓ

徳永航平 技術評論社 3-0500835639

情報科
学

007.6

４時間のエクセル仕事は２０
秒で終わる　ノンプログラ
マーのＧＡＦＡ部長が教える
Ｅｘｃｅｌマクロ入門

寺澤伸洋 ダイヤモンド社 3-0500834987

情報科
学

007.6

ｍａｃＯＳ　Ｂｉｇ　Ｓｕｒ
パーフェクトマニュアル　Ｍ
ａｃ最新ＯＳの使い方をわか
りやすく解説！

井村克也 ソーテック社 3-0500840777

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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情報科
学

007.6
Ｐｙｔｈｏｎプログラミング
逆引き大全４００の極意　現
場ですぐに使える！

金城俊哉 秀和システム 3-0500846618

情報科
学

007.6
小学６年生までのプログラミ
ング授業が１冊でしっかりわ
かる本

岡田哲郎 ソシム 3-0500846582

情報科
学

007.6
Ｅｘｃｅｌ　ＶＢＡコードレ
シピ集　スグに使えるテク
ニック６５０

大村あつし 技術評論社 3-0500844448

情報科
学

007.6
ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ　２０
１９やさしい教科書　わかり
やすさに自信があります！

リブロワークス／
著

ＳＢクリエイティブ 3-0500832138

007.6
達人プログラマー　熟達に向
けたあなたの旅　第2版

Ｄａｖｉｄ　Ｔｈ
ｏｍａｓ／共著

オーム社 3-0500831741

019 文庫本千秋楽 坪内祐三 本の雑誌社 3-0500831679

021
ＬＡＴＥＸ２ε美文書作成入門

改訂第８版
奥村晴彦 技術評論社 3-0500830003

023
出版翻訳家なんてなるんじゃ
なかった日記　こうして私は
職業的な「死」を迎えた

宮崎伸治 三五館シンシャ 3-0500831666

026
古典籍の世界を旅する　お宝
発掘の目利きの力

八木正自 平凡社 3-0500846668

069
ただいま収蔵品整理中！学芸
員さんの細かすぎる日常

鷹取ゆう 河出書房新社 3-0500847768

070 産経新聞と朝日新聞 吉田信行 産経新聞出版 3-0500839408

102
生まれてこないほうが良かっ
たのか？　生命の哲学へ！

森岡正博 筑摩書房 3-0500821677

104
むかしむかしあるところに、
哲学者がやってきた。

小川仁志 髙橋書店 3-0500848814

112
百田尚樹の新・相対性理論
人生を変える時間論

百田尚樹 新潮社 3-0500848561

131
ストイック・チャレンジ　逆
境を「最高の喜び」に変える
心の技法

ウィリアム・Ｂ・
アーヴァイン

ＮＨＫ出版 3-0500832907

文庫本 134 存在の時間　８ ハイデガー 光文社 3-0500828684

140
はじめて出会う心理学　第３
版

長谷川寿一 有斐閣 3-0500824981

141 感情の歴史　１
Ａ・コルバン／監
修

藤原書店 3-0500780428

141
ひとはなぜ「認められたい」
のか　承認不安を生きる知恵

山竹伸二 筑摩書房 3-0500844424

143
あの人はなぜ定年後も会社に
来るのか

中島美鈴 ＮＨＫ出版 3-0500844969

ティー
ンズ

159 未来の自分に出会える古書店 齋藤孝 文藝春秋 3-0500803246
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ティー
ンズ

159 １０代から考える生き方選び 竹信三恵子 岩波書店 3-0500792107

159
明日死んでもいいための４４
のレッスン

下重暁子 幻冬舎 3-0500848709

159 定年後の作法 林望 筑摩書房 3-0500836468

162
仏像破壊の日本史　神仏分離
と廃仏毀釈の闇

古川順弘 宝島社 3-0500823645

169
新宗教を問う　近代日本人と
救いの信仰

島薗進 筑摩書房 3-0500827742

172 旅する神々 神崎宣武 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500833363

175 狛犬さんぽ ミノシマタカコ グラフィック社 3-0500837110

183
法華経とは何か　その思想と
背景

植木雅俊 中央公論新社 3-0500832007

ティー
ンズ

209
池上彰のまんがでわかる現代
史　欧米

池上彰 小学館 3-0500816412

ティー
ンズ

209
池上彰のまんがでわかる現代
史　東アジア

池上彰 小学館 3-0500793712

210
有職の色彩図鑑　由来からま
なぶ日本の伝統色

八條忠基 淡交社 3-0500822954

210 事典日本の年号 小倉慈司 吉川弘文館 3-0500701952

210.3 古代史の基礎知識　新版 吉村武彦／編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500833362

220
シルクロード全史　上　文明
と欲望の十字路

ピーター・フラン
コパン

河出書房新社 3-0500831559

220
シルクロード全史　下　文明
と欲望の十字路

ピーター・フラン
コパン

河出書房新社 3-0500831560

文庫本 222 中国の歴史　５
礪波護／〔ほか〕
編集委員

講談社 3-0500837755

228
古代オリエント史講義　シュ
メールの王権のあり方と社会
の形成

前田徹 山川出版社 3-0500824990

234 ドイツ統一
アンドレアス・レ
ダー

岩波書店 3-0500815407

289 ウ
上杉鷹山　「富国安民」の政
治

小関悠一郎 岩波書店 3-0500847630

地図 291.3
ゼンリン住宅地図　横浜市緑
区　２０２０１０

ゼンリン 3-0500825068

地図 291.3
ゼンリン住宅地図　横浜市鶴
見区　２０２００４

ゼンリン 3-0500782537
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地図 291.3
ゼンリン住宅地図　横浜市港
北区　２０２０１０

ゼンリン 3-0500825064

地図 291.3
ゼンリン住宅地図　横浜市瀬
谷区　２０２００８

ゼンリン 3-0500808256

293.8
考えごとしたい旅　フィンラ
ンドとシナモンロール

益田ミリ 幻冬舎 3-0500836849

293.8
デザインあふれる森の国フィ
ンランドへ

ラサネン優子 イカロス出版 3-0500831523

別置

302.2
地図でみる東南アジアハンド
ブック　新版

ユーグ・テルトレ 原書房 3-0500841342

312.5
アメリカの政党政治　建国２
５０年の軌跡

岡山裕 中央公論新社 3-0500822844

316
ルワンダの今　ジェノサイド
を語る被害者と加害者

片山夏紀 風響社 3-0500833677

317
はじめての人でもよく解る！
やさしく学べる危険物関係の
法律

石原鉄郎 第一法規 3-0500841405

320
有斐閣　法律用語辞典　第５
版

法令用語研究会／
編

有斐閣 3-0500841004

324
これで解決！困った老朽貸
家・貸地問題　相続法・債券
法改正対応版　第４版

坪多晶子 清文社 3-0500819230

327 民事訴訟法　第７版 伊藤眞 有斐閣 3-0500841003

ティー
ンズ

329 国際公務員になるには 横山和子 ぺりかん社 3-0500826026

331
経済学のためのゲーム理論入
門

ロバート・ギボン
ズ

岩波書店 3-0500819459

参考書 332
世界経済の潮流　２０２０年
１

内閣府政策統括官
室（経済財政分析
担当）／編集

日経印刷 3-0500851689

332.1
武器になる経済ニュースの読
み方

髙橋洋一 マガジンハウス 3-0500849030

332.5
新自由主義の暴走　格差社会
をつくった経済学者たち

ビンヤミン・アッ
ペルバウム

早川書房 3-0500839949

334
年表移住１５０年史　邦人・
日系人・メディアの足跡

岡野護／編著 風響社 3-0500826755

334
わかりやすい土地読本　[令和
２年]

土地情報センター
／編

土地情報センター 3-0500817067

338
Ｎｏ.１ストラテジストが教え
る米国株投資の儲け方と発想
法

菊池正俊 日本実業出版社 3-0500848723

361.4
あなたはなぜ誤解されるのか
「私」を演出する技術

竹内一郎 新潮社 3-0500846125

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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361.5
ディスタンクシオン　１　社
会的判断力批判　普及版

ピエール・ブルデ
デュー

藤原書店 3-0500832939

361.5
ディスタンクシオン　２　社
会的判断力批判　普及版

ピエール・ブルデ
デュー

藤原書店 3-0500832940

366
クレーマー対応の実務必携Ｑ
＆Ａ　知っておくべき基礎知
識から賢い解決法まで

岡本健志 民事法研究会 3-0500841358

374
教員という仕事　なぜ「ブ
ラック化」したのか

朝比奈なを 朝日新聞出版 3-0500829763

383.8
中国人の食文化ガイド　愛蔵
版

熊四智 日本僑報社 3-0500818961

384
性からよむ江戸時代　生活の
現場から

沢山美果子 岩波書店 3-0500807322

387
東京周辺七福神めぐり　ご利
益さんぽコース　改訂版

七福神散歩会
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500834598

391 戦争論　縮訳版
カール・フォン・
クラウゼヴィッツ

日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500832048

別置

403
科学の名著５０冊が１冊で
ざっと学べる

西村能一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500816365

404
ヘンな化学“イグノーベル
賞”研究４０講

五十嵐杏南 総合法令出版 3-0500837768

404
科学とはなにか　新しい科学
論、いま必要な三つの視点

佐倉統 講談社 3-0500839639

410
ＡＩ時代に生きる数学力の鍛
え方　思考力を高める学びと
は

芳沢光雄 東洋経済新報社 3-0500840447

410

絵でわかるパラドックス大百
科　“深読み力”が楽しく身
につく５０のパラドックス
増補第２版

ニュートンプレス 3-0500840704

410
数学ガールの秘密ノート　確
率の冒険

結城浩 ＳＢクリエイティブ 3-0500832442

417
分析者のためのデータ解釈学
入門　データの本質をとらえ
る技術

江崎貴裕 ソシム 3-0500838654

417 統計学を哲学する 大塚淳 名古屋大学出版会 3-0500824562

417
いちばんやさしいベイズ統計
入門　「結果」から「原因」
を探し出す

佐々木淳 ＳＢクリエイティブ 3-0500846980

420
この世界の謎を解き明かす高
校物理再入門

吉田伸夫 技術評論社 3-0500822185

428
化学の目で見る気体　身近な
物質のヒミツ

齋藤勝裕 技術評論社 3-0500815518

文庫本 429 すごい実験 多田将 中央公論新社 3-0500841668

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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参考書 430 化学便覧　基礎編　改訂６版 日本化学会／編 丸善出版 3-0500845866

435
空気と人類　いかに〈気体〉
を発見し、手なずけてきたか

サム・キーン 白揚社 3-0500838981

443
見えない宇宙の正体　ダーク
マターの謎に迫る

鈴木洋一郎 講談社 3-0500831094

450
旅がもっと面白くなる地理の
教科書

松本穂高 ベレ出版 3-0500838237

451
山の観天望気　雲が教えてく
れる山の天気

猪熊隆之 山と渓谷社 3-0500838651

451
南極と北極　地球温暖化の視
点から

山内恭 丸善出版 3-0500838663

452
水の科学　水の自然誌と生
命、環境、未来　第2版

清田佳美 オーム社 3-0500828898

457
図説化石の文化史　神話、装
身具、護符、そして薬まで

ケン・マクナマラ 原書房 3-0500844447

460
基礎から学ぶ生物学・細胞生
物学　第４版

和田勝 羊土社 3-0500822472

461
死とは何か　そのとき私たち
の体で何がおきるのか

ニュートンプレス 3-0500838061

ティー
ンズ

465 世界を変えた微生物と感染症 左巻健男／編著 祥伝社 3-0500802839

468
生物多様性を問いなおす　世
界・自然・未来との共生とＳ
ＤＧｓ

髙橋進 筑摩書房 3-0500844419

471 世界のふしぎな木の実図鑑 小林智洋 創元社 3-0500830459

477
一日一花を愉しむ花の歳時記
３６６

金田初代／監修 西東社 3-0500827990

481
空飛ぶヘビとアメンボロボッ
ト　動物たちのスゴ技から生
まれたテクノロジー

デイヴィッド・
フー

化学同人 3-0500842369

482 南極ダイアリー 水口博也 講談社 3-0500829164

490 いつか来る死 糸井重里 マガジンハウス 3-0500829150

490
犬が殺される　動物実験の闇
を探る　増補改訂版

森映子 同時代社 3-0500820037

490 ０番目の患者　逆説の医学史 リュック・ペリノ 柏書房 3-0500838154

491
人は、なぜ他人を許せないの
か？

中野信子 アスコム 3-0500756779

491
イラストで知る発声ビジュア
ルガイド

セオドア・ダイモ
ン

音楽之友社 3-0500832030
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参考書 492
今日の治療指針　２０２１
私はこう治療している　ポ
ケット判

福井次矢／総編集 医学書院 3-0500845076

492 病気がみえる　ｖｏｌ．１３
医療情報科学研究
所／編集

メディックメディア 3-0500841623

492 病気がみえる　ｖｏｌ．１４
医療情報科学研究
所／編集

メディックメディア 3-0500842882

493.1
化学物質過敏症対策　専門
医・スタッフからのアドバイ
ス

水城まさみ 緑風出版 3-0500816796

493.2
心不全　知って防いでいた
わって元気に１００歳まで生
きる本

小室一成 主婦の友社 3-0500846970

493.2
血管をよみがえらせる食事
最新医学が証明した心臓病・
脳疾患の予防と回復

コールドウェル・
Ｂ・エセルスティ
ン・ジュニア

ユサブル 3-0500834764

493.4
図解ですぐわかる自力でみる
みる改善！脂肪肝

栗原毅 河出書房新社 3-0500840283

493.4
大腸がん　最新の治療と治療
後の暮らし方がよくわかる

福長洋介 主婦の友社 3-0500846971

493.7
良心をもたない人たちへの対
処法

マーサ・スタウト 草思社 3-0500838684

493.7
父と娘の認知症日記　認知症
専門医の父・長谷川和夫が教
えてくれたこと

長谷川和夫 中央法規出版 3-0500842977

493.7
金閣を焼かなければならぬ
林養賢と三島由紀夫

内海健 河出書房新社 3-0500792267

別置指
定資料

493.7
大人の発達障害<ＡＳＤ・ＡＤ
ＨＤ>シーン別解決ブック　最
新版

司馬理英子 主婦の友社 3-0500828012

別置指
定資料

493.7
私の夫は高次脳機能障害です
本人・家族がおだやかに暮ら
すための妻たちの知恵

奥宮暁子／監修 医歯薬出版 3-0500811436

493.9
子どもが天才になる食事　２
週間で脳が生まれ変わり成績
アップ！

菊地洋匡 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500814138

文庫本 493.9
自閉症は津軽弁を話さない
自閉スぺクトラム症のことば
の謎を読み解く

松本敏治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500815037

494
お肌の教科書　シンプルケア
で健康肌を手に入れる

橋本加代子 ライフサイエンス出版 3-0500835943

494
医師が死を語るとき　脳外科
医マーシュの自省

ヘンリー・マー
シュ

みすず書房 3-0500838169

494
図解でよくわかる坐骨神経痛
自分で治す！ラクになる！

酒井慎太郎 河出書房新社 3-0500827209

496
子どもの目の病気事典　子ど
もの目が「おかしいな」と感
じたら読む

星合繁
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500846192

496
患者が絶えないカリスマ眼科
医がやっている失明しない習
慣

平松類 小学館 3-0500794740

496
口・のどのがん　舌がん、咽
頭がん、喉頭がんの治し方

三谷浩樹／監修 講談社 3-0500825446
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496
知られざる色覚異常の真実
改訂版

市川一夫
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500842423

498.3
眠る投資　ハーバードが教え
る世界最高の睡眠法

田中奏多 アチーブメント出版 3-0500817637

498.3
「一生サビない脳」をつくる
生活習慣３５　齋藤孝６０歳
が毎日やってる！

齋藤孝 ビジネス社 3-0500779354

498.3
代謝がすべて　やせる・老い
ない・免疫力を上げる

池谷敏郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500812132

498.3
痛くない！疲れない！歩き方
の教科書　腰痛、ひざ痛、足
首痛、外反母趾・・・

木寺英史 朝日新聞出版 3-0500836025

498.3
人気ヨガインストラクターに
なる本　教え方からスタジオ
運営まで成功のポイント４０

ＹＭＣメディカル
トレーナーズス
クール／監修

メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500841803

498.5
体をおいしくととのえる！食
べる漢方

櫻井大典／監修 マガジンハウス 3-0500701247

498.5
小食を愉しむ　シンプルにや
せる、太らない習慣

ドミニック・ロー
ホー

幻冬舎 3-0500832924

498.6 新型コロナ-専門家を問い質す 小林よしのり 光文社 3-0500830983

498.7
子どもを愛せないとき　ボン
ディング障害を知っています
か？

北村俊則 日本評論社 3-0500840774

参考書 499
ＪＡＰＩＣ医療用医薬品集２
０２１ー１巻

日本医薬情報セン
ター／編集

日本医薬情報センター 3-0500811429

参考書 499
ＪＡＰＩＣ医療用医薬品集
２０２１ー２巻

日本医薬情報セン
ター／編集

日本医薬情報センター 3-0500811430

参考書 499

ＪＡＰＩＣ医療用医薬品集
２０２１　アルファベット索
引・薬効分類索引・付録・薬
剤識別コード一覧

日本医薬情報セン
ター／編集

日本医薬情報センター 3-0500832301

501
地図とデータで見るエネル
ギーの世界ハンドブック

ベルトラン・バレ 原書房 3-0500838212

501 計測技術の基礎　改訂版 山﨑弘郎／共著 コロナ社 3-0500833894

504
よくわかる最新量子技術の基
本と仕組み　量子科学技術の
現状と未来を展望する！

若狭直道 秀和システム 3-0500830474

507 意匠法　第２版 茶園茂樹／編 有斐閣 3-0500841451

507 世界を変える知財力 佐藤辰彦 新潮社図書編集室 3-0500825533

519
ドローダウン　地球温暖化を
逆転させる１００の方法

ポール・ホーケン
／編著

山と渓谷社 3-0500840302

523
絵本のようにめくる城と宮殿
の物語

石井三樹子／監修 昭文社 3-0500836408

10



527
世界で一番やさしい木造詳細
図　１０８のキーワードで学
ぶ　改訂版

猪野忍 エクスナレッジ 3-0500830479

537
平成～令和新時代パトカー３
０年史　百花繚乱！時代を駆
け抜けた警察車両のすべて

講談社 3-0500836322

情報科
学

547.4
世界一わかりやすいＺｏｏｍ
マスター養成講座　改訂版

タナカミカ つた書房 3-0500842948

情報科
学

547.4

１億人のＷｅｂ会議・動画配
信　「導入後の次の一手」が
わかる実践＆運用最強メソッ
ド

家子史穂
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500824957

情報科
学

547.5

絶対に損しないはじめてのＷ
ｉ－Ｆｉ　自宅や外出先での
Ｗｉ－Ｆｉの便利な使い方や
導入・接続方法をわかりやす
く解決！！

メディアックス 3-0500849766

548 ＡＲの実践教科書
Ｓｔｅｖｅ　Ａｕ
ｋｓｔａｋａｌｎ
ｉｓ

マイナビ出版 3-0500833442

549

最新エレクトロニクス業界の
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

高橋潤一郎 秀和システム 3-0500848145

557
初心者のための海図教室
３訂増補版

吉野秀男 成山堂書店 3-0500832599

572
電池の覇者　ＥＶの命運を決
する戦い

佐藤登
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500816034

573 セラミックス驚異の世界 齋藤勝裕
シーアンドアール研究
所

3-0500846966

別置

590
これが登美さんの“福吹く”
暮らし　天然素材と遊び心、
３６５日が心地いい

松場登美 婦人之友社 3-0500834669

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ３
（ｎｏ.１５５）

主婦と生活社 3-0500851173

594.2
鉄道クロスステッチＢＯＯＫ
レトロでかわいい図案がいっ
ぱい！

スハネフ ＪＴＢパブリッシング 3-0500854726

594.3
ベルンド・ケストラーの表編
みと裏編みだけの模様編み１
２０

ベルンド・ケスト
ラー

日本文芸社 3-0500831993

595
１日４分でやせる！ゆるＨＩ
ＩＴ　運動嫌いでもらくらく
続けられる

今井一彰 マキノ出版 3-0500811225

596 パンダの丸かじり 東海林さだお 朝日新聞出版 3-0500831612

596
とにかくかんたんゆる～っと
はじめる１０分自炊　増補改
訂版

島本美由紀 東京書店 3-0500848491

596
Ｄｅｍｉ命のスープ　いのち
を育むスープを作ろう

島津英美
Ｌｅｔ’ｓ　Ｇｒｏｏ
ｖｅ

3-0500850860

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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596.2

めんどうな日でも作りたくな
る極上パスタ　フライパンだ
けで完成！　ほぼ１５分でプ
ロの味！

小林諭史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500825220

596.2
ミシュランガイド東京　２０
２１

日本ミシュランタイヤ 3-0500837699

596.2 和食の教科書　新装版 川上文代 新星出版社 3-0500835057

596.3
魚屋だから考えた。クリトモ
のかんたん魚レシピ

栗原友 文藝春秋 3-0500839507

596.3
おうちヴィーガン　１４日間
で旅する世界一周の味

Ｎａｔｓｕｋｉ 幻冬舎 3-0500856013

597
暮らしも仕事も快適にテレ
ワークのインテリア

パイインターナ
ショナル／編著

パイインターナショナ
ル

3-0500837863

597
新型コロナウィルス対策のプ
ロが教える科学的に正しい除
菌・掃除術

神野敏幸／監修 扶桑社 3-0500830933

597
やることの「見える化」で掃
除を劇的にラクにする方法
これなら家族で分担できる

本橋ひろえ 主婦の友社 3-0500836808

598

目で見てわかる応急手当マ
ニュアル　教育・保健・福祉
領域で健康支援に関わる専門
職のために　全面改稿新版

郷木義子／監修・
著

ふくろう出版 3-0500824838

子育て 599
また、怒っちゃったがなくな
る本　お母さんのためのアン
ガーマネジメント

安藤俊介 リベラル社 3-0500834563

601 地方を生きる 小松理虔 筑摩書房 3-0500844426

ティー
ンズ

609
ニッポンのサイズ図鑑　イラ
ストでわかる

石川英輔／原作 淡交社 3-0500758664

612
地図とデータで見る農業の世
界ハンドブック

ジャン＝ポール・
シャルヴェ

原書房 3-0500824454

参考書 627 多肉植物全書
パワポン・スパナ
ンタナーノン

グラフィック社 3-0500681189

675
今さら聞けないサブスク入門
２０２１最新版

マイウェイ出版 3-0500820739

686
関西人はなぜ阪急を別格だと
思うのか　ブランド力を徹底
検証！

伊原薫 交通新聞社 3-0500805206

686
東急電鉄沿線アルバム　昭和
～平成

山田亮／解説
アルファベータブック
ス

3-0500844012

686
渋沢栄一と鉄道　「資本主義
の父」が鉄道に託した可能性

小川裕夫 天夢人 3-0500846181

ティー
ンズ

694
しくじりから学ぶ１３歳から
のスマホルール

島袋コウ 旬報社 3-0500758657

別置

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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702 西洋美術とレイシズム 岡田温司 筑摩書房 3-0500836475

723
もっと知りたいゴーガン　生
涯と作品　第２版

六人部昭典 東京美術 3-0500829980

743
写真からドラマを生み出すに
はどう撮るのか？　写真家の
視線

髙橋伸哉 インプレス 3-0500840005

ティー
ンズ

743

今日から「ときめきカメラ生
活」雑貨・ペット・植物・友
だち撮りたいものをもっと可
愛く

橋本哲／指導 主婦の友社 3-0500802066

748 読売報道写真集　２０２１ 読売新聞東京本社 3-0500849875

750 困ったときのおへやあそび 近藤理恵 かもがわ出版 3-0500826396

753
アンティークレース　１６世
紀から２０世紀の美しく繊細
な手仕事

市川圭子 河出書房新社 3-0500832448

759
ドールのためのミニチュア家
具ＤＩＹ

キムギョンリョン グラフィック社 3-0500837701

761
指揮を磨こう！　吹奏楽レベ
ルアップのために

武田晃
ヤマハミュージックエ
ンタテインメントホー
ルディングス

3-0500837275

761 バッハと対位法の美学 松原薫 春秋社 3-0500756487

762.1
近代日本の音楽百年　第２巻
黒船から終戦まで

細川周平 岩波書店 3-0500824807

ティー
ンズ

762.8 音楽の肖像 堀内誠一 小学館 3-0500826183

763 入門世界の民族楽器 若林忠宏 東京堂出版 3-0500843397

763

初心者のクラシック・ギター
基礎教本　２０２０　ギター
の奏法を学んで、様々なクラ
シックの名曲を奏でる

たしまみちを／編
著

3-0500829309

763
フルート上達レッスン　技術
と表現力を磨く５０のポイン
ト

渡辺泰／監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500830731

769
魅せる日本舞踊　美しい所作
と表現を磨く

二代目花柳壽應／
監修

メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500842949

778
見るレッスン　映画史特別講
義

蓮實重彦 光文社 3-0500838943

778 ヨ 吉永小百合私の生き方 築山卓観 講談社 3-0500833710

780

逆境をはねかえす広島型ス
ポーツマネジメント学　地域
とプロスポーツをともに元気
にするマネジメント戦略

藤本倫史 晃洋書房 3-0500766152

786
ソロ登山の知恵　実践者たち
の思考と技術

山と渓谷編集部／
編

山と渓谷社 3-0500829181
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786
デス・ゾーン　栗城史多のエ
ベレスト劇場

河野啓 集英社 3-0500832773

786
ドキュメント山小屋とコロナ
禍　山小屋の<未来>を展望す
る

山と渓谷社／編 山と渓谷社 3-0500843723

788 昭和プロレスを語ろう！ 小佐野景浩 廣済堂出版 3-0500833351

796
イメージと読みの将棋観　ス
ター棋士は盤上に何を思う

藤井聡太 日本将棋連盟 3-0500823627

809 声が通らない！ 新保信長 文藝春秋 3-0500828771

811
文字とことば　文字文化の始
まり

岩波書店 3-0500833662

参考書 813 新明解　国語辞典　第８版 山田忠雄／編 三省堂 3-0500830631

参考書 813 明鏡国語辞典　第３版 北原保雄／編 大修館書店 3-0500834680

813
辞典語辞典　辞書にまつわる
言葉をイラストと豆知識で
ずっしりと読み解く

見坊行徳／文 誠文堂新光社 3-0500844411

814
言葉が思いつかない人のため
の「語彙トレ５５」

近藤勝重 大和出版 3-0500829283

815 日本語文法史キーワード事典 青木博史／編 ひつじ書房 3-0500845368

815 現代語文法概説 井島正博／編著 朝倉書店 3-0500820129

816
文章の問題地図　「で、どこ
から変える？」伝わらない、
時間ばかりかかる書き方

上阪徹 技術評論社 3-0500836067

816
三行で撃つ　〈善く、生き
る〉ための文章塾

近藤康太郎 ＣＣＣメディアハウス 3-0500838614

817
なぜ、読解力が必要なのか？
社会に出るあなたに伝えたい

池上彰 講談社 3-0500831509

830

中学校３年間の英語が１冊で
しっかりわかる本　大事なこ
どだけギュッと凝縮！　改訂
版

濱﨑潤之輔 かんき出版 3-0500836501

830
中学英語から始める洋書の世
界

林剛司 青春出版社 3-0500828922

831
イギリス英語で音読したい！
ＵＫ音読パーフェクトガイド

小川直樹 研究社 3-0500823161

833 難訳・和英オノマトペ辞典 松本道弘 さくら舎 3-0500827740

889
ゼロから話せるブルガリア語
会話中心

菅井健太 三修社 3-0500817202
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別置

郷土資
料青葉

351
なるほどあおば　２０２０
データで見る青葉区

横浜市青葉区役所
総務課／編

横浜市青葉区役所総務
課

3-0500850821

郷土資
料

019
第二次港北区読書活動推進目
標

港北区役所地域振
興課／編

港北区役所地域振興課 3-0500828548

郷土資
料

291.3 わがまち港北　３ 平井誠二
「わがまち港北」出版
グループ

3-0500833586

郷土資
料

291.3
触る地図　横浜バリアフリー
マップ

横濱ジェントルタ
ウン倶楽部／編

横濱ジェントルタウン
倶楽部

3-0500836914

郷土資
料

351
金沢区統計要覧　２０１９―
２０２０

横浜市金沢区役所
総務課／編

横浜市金沢区役所総務
課

3-0500798122

郷土資
料

366.3
ワーキングガイド　２０２０-
２０２１（アルバイト編）

横浜市経済局雇用
労働課／編

横浜市経済局雇用労働
課

3-0500844584

郷土資
料

366.3
ワーキングガイド　２０２０-
２０２１知っておきたい！働
く人の基礎知識

横浜市経済局雇用
労働課／編

横浜市経済局雇用労働
課

3-0500844579

郷土資
料

462

横浜の川と海の生物　第１２
法（海域編）　平成２１年度
海域生物相調査業務委託報告
書

横浜市環境創造局
環境科学研究所／
編

横浜市環境創造局環境
科学研究所

3-0500821786

郷土資
料

4662
横浜の川と海の生物　第１２
報（河川編）

横浜市環境科学研
究所／編

横浜市環境科学研究所 3-0500821772

郷土資
料

462
横浜の川と海の生物　第１３
報（河川編）

横浜市環境科学研
究所／編

横浜市環境科学研究所 3-0500821806

郷土資
料

486 よこはまの蝶
上村文次／編者・
著者

江ノ電沿線新聞社 3-0500834940

郷土資
料

498.5
知っておきたい「安全に食べ
る」ってどういうこと？

横浜市健康福祉局
健康安全部食品衛
生課／編

横浜市健康福祉局健康
安全部食品衛生課

3-0500825322

郷土資
料

518.1 横浜水道百年の歩み 横浜市水道局／編 横浜市水道局 3-0190519886

郷土資
料

518.1 横浜市水道百年の歩み　別冊 横浜市水道局／編 横浜市水道局 3-0190519896

郷土資
料

518.8
ＹＯＫＯＨＡＭＡ　ｔｈｅ
ｍａｋｉｎｇ　ｏｆ　ａ　ｃ
ｉｔｙ

Ａｋｉｒａ　Ｔａ
ｍｕｒａ

Ａｋｉｒａ　Ｔａｍｕ
ｒａ　Ｍｅｍｏｒｉａ
ｌ

3-0500820637

郷土資
料

519.1

高速横浜環状北西線事後調査
結果報告書　その３　横浜市
青葉区下谷本町～都筑区川向
町

横浜市／編 横浜市 3-0500858118

郷土資
料

596
みどりグルメガイドマップ
地産地消　令和２年１０月改
訂(第２版）

横浜市緑区役所区
政推進課／編

横浜市緑区役所区政推
進課

3-0500838007

郷土資
料

706
ＣＲＥＡＴＩＶＥ　ＲＡＩＬ
ＷＡＹ　みなとみらい線でつ
ながる駅アート

横浜市 3-0500832670

「あたらしく入った本」4月号は、令和3年2月から同年3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
記号
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