
別置 記号

908 アルゼンチン短篇集 コルタサル／他 国書刊行会 3-0190330492

児童書研
究 909 語りの世界　６３

語り手たちの会
／〔編〕

語り手たちの会 3-0500821056

913.6 ア 泳ぐ者 青山文平 新潮社 3-0500861976

913.6 ア 正欲 朝井リョウ 新潮社 3-0500864985

913.6 キ チンギス紀　１０ 北方謙三 集英社 3-0500864439

913.6 ク ははのれんあい 窪美澄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500849066

913.6 コ
大義　横浜みなとみらい
署暴対係

今野敏 徳間書店 3-0500860276

文庫本 913.6 サ
祇園会　新・吉原裏同心
抄　４

佐伯泰英 光文社 3-0500859917

913.6 サ 料理なんで愛なんて 佐々木愛 文藝春秋 3-0500848847

文庫本 913.6 シ 関ケ原　上巻 司馬遼太郎 新潮社 3-0209069753

文庫本 913.6 シ 関ケ原　下巻 司馬遼太郎 新潮社 3-0204009754

文庫本 913.6 シ 次郎物語　１ 下村湖人 岩波書店 3-0500779180

文庫本 913.6 シ 次郎物語　３ 下村湖人 岩波書店 3-0500795164

913.6 シ あしたの官僚 周木律 新潮社 3-0500861978

文庫本 913.6 ス 革命前夜 須賀しのぶ 文藝春秋 3-0500569985

913.6 ス
麦本三歩の好きなもの
第２集

住野よる 幻冬舎 3-0500856006

文庫本 913.6 タ
あきない世傳金と銀　１
０　合流篇

髙田郁 角川春樹事務所 3-0500852919

913.6 タ
快男児！　日本エンタメ
の黎明期を支えた男

髙橋銀次郎 日経ＢＰ 3-0500840270

文庫本 913.6 ト 骨を追え 堂場瞬一 文藝春秋 3-0500859919

913.6 ハ いわいごと 畠中恵 文藝春秋 3-0500855669

913.6 ヒ どの口が愛を語るんだ 東山彰良 講談社 3-0500861724

文庫本 913.6 フ
江戸川西口あやかしクリ
ニック　５

藤山素心 光文社 3-0500811729

文庫本 913.6 マ ゼロの焦点 松本清張 新潮社 3-0209028153

913.6 ミ
魂手形　三島屋変調百物
語七之続

宮部みゆき ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500864486

913.6 ヤ
湯どうふ牡丹雪　長兵衛
天眼帳

山本一力 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500856046

（NDC900-999）
ラベルの記号

文　学
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914 ウ 海をあげる 上間陽子 筑摩書房 3-0500825486

914 ハ 猫だましい ハルノ宵子 幻冬舎 3-0500825253

914 ホ
ないようである、かもし
れない　発酵ラブな精神
科医の妄言

星野概念 ミシマ社 3-0500859615

929.3
幼い頃に戻る切符をくだ
さい

グエン・ニャッ
ト・アイン

大同生命国際文化基
金

3-0500814848

929.5
オメル・セイフェッティ
ン短編選集

オメル・セイ
フェッティン

大同生命国際文化基
金

3-0500846051

931
死ぬことを考えた黒い女
たちのために

ヌトザケ・シャ
ンゲ

朝日新聞社 3-0190053562

933 ウ メリディアン
アリス・ウォー
カー

朝日新聞社 3-0190059506

933 ウ
フラッシュ　ある犬の伝
記

ヴァージニア・
ウルフ

幻戯書房 3-0500857079

文庫本 933 キ キム キプリング 光文社 3-0500837075

文庫本 933 コ 邪悪　上
パトリシア・
コーンウェル

講談社 3-0500444644

文庫本 933 コ 邪悪　下
パトリシア・
コーンウェル

講談社 3-0500444656

文庫本 933 テ オクトーバー・リスト
ジェフリー・
ディーヴァー

文藝春秋 3-0500859926

933 ハ 語りつぐ
ゾラ・ニール・
ハーストン／
〔ほか〕

朝日新聞社 3-0190098260

文庫本 933 ロ 荒野の呼び声
ジャック・ロン
ドン

岩波書店 3-0197082421

933 ワ 真夜中の鳥たち
メアリ・ヘレ
ン・ワシントン
／編

朝日新聞社 3-0190065760

937 ぼくモグラキツネ馬
チャーリー・
マッケジー

飛鳥新社 3-0500863005

938 黒人文学全集　第１巻 早川書房 3-0190180650

938 黒人文学全集　第２巻 早川書房 3-0190180733

938 黒人文学全集　第３巻 早川書房 3-0190180977

938 黒人文学全集　第４巻 早川書房 3-0190180505

938 黒人文学全集　第５巻 早川書房 3-0190180752

938 黒人文学全集　第６巻 早川書房 3-0190180886

938 黒人文学全集　第７巻 早川書房 3-0190180945

938 黒人文学全集　第９巻 早川書房 3-0190180857

938 黒人文学全集　第１０巻 早川書房 3-0190181210

938 黒人文学全集　第１２巻 早川書房 3-0190181333

983
猫のユーユー　クプリー
ン短編選

アレクサンド
ル・クプリーン

群像社 3-0500835633

文庫本 983 戦争と平和　４ トルストイ 光文社 3-0500845079
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991 ギリシア悲劇全集　１
松平千秋／〔ほ
か〕編

岩波書店 3-0190356257

991 ギリシア悲劇全集　２
松平千秋／〔ほ
か〕編

岩波書店 3-0190377341

991 ギリシア悲劇全集　３
松平千秋／〔ほ
か〕編

岩波書店 3-0190348569

991 ギリシア悲劇全集　４
松平千秋／〔ほ
か〕編

岩波書店 3-0190339412

991 ギリシア悲劇全集　５
松平千秋／〔ほ
か〕編

岩波書店 3-0190332086

991 ギリシア悲劇全集　６
松平千秋／〔ほ
か〕編

岩波書店 3-0190393131

991 ギリシア悲劇全集　７
松平千秋／〔ほ
か〕編

岩波書店 3-0190377344

991 ギリシア悲劇全集　８
松平千秋／〔ほ
か〕編

岩波書店 3-0190339415

991 ギリシア悲劇全集　９
松平千秋／〔ほ
か〕編

岩波書店 3-0190420603

991 ギリシア悲劇全集　１０
松平千秋／〔ほ
か〕編

岩波書店 3-0190395583

991 ギリシア悲劇全集　１１
松平千秋／〔ほ
か〕編

岩波書店 3-0190411635

991 ギリシア悲劇全集　１２
松平千秋／〔ほ
か〕編

岩波書店 3-0193035643

991 ギリシア悲劇全集　１３
逸身喜一郎／
〔ほか〕訳

岩波書店 3-0193024259

991 ギリシア悲劇全集　別巻
松平千秋／〔ほ
か〕編

岩波書店 3-0190427258

別置 記号
児童書研
究 019

この本読んで！　第７８
号（２０２１春）

出版文化産業振興財
団

3-0500859580

文庫本 041
渋沢栄一「青淵論叢」
道徳経済合一説

渋沢栄一／
〔述〕

講談社 3-0500837754

参考書 059 世界年鑑　２０２１
共同通信社／編
著

共同通信社 3-0500861142

参考書 059 読売年鑑　２０２１年版 読売新聞東京本社 3-0500858989

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令
和３年１月号

日本経済新聞社 3-0500857493

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令
和３年２月号

日本経済新聞社 3-0500866304

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和３
年１月号

毎日新聞社 3-0500857491

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和３
年２月号

毎日新聞社 3-0500866302

102 世界哲学史　別巻
伊藤邦武／責任
編集

筑摩書房 3-0500836464

141 感情の歴史　２
Ａ・コルバン／
監修

藤原書店 3-0500832455

151 「利他」とは何か 伊藤亜紗／編 集英社 3-0500861890

159
リーダーの「挫折力」
「不連続な変化の時代」
を生き抜く

冨山和彦 ＰＨＰ研究所 3-0500856777

166 道教思想１０講 神塚淑子 岩波書店 3-0500815408

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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180 仏教の誕生 佐々木閑 河出書房新社 3-0500840003

文庫本 193
図説　地図とあらすじで
わかる！聖書

船本弘毅／監修 青春出版社 3-0500837760

210 「違和感」の日本史 本郷和人 産業新聞出版 3-0500857656

210.6
危機の日本史　近代日本
１５０年を読み解く

佐藤優 講談社 3-0500864032

210.7

「暮し」のファシズム
戦争は「新しい生活様
式」の顔をしてやってき
た

大塚英志 筑摩書房 3-0500861882

文庫本 222 中国の歴史　６
礪波護／〔ほ
か〕編集委員

講談社 3-0500837756

227 イラン史 羽田正／編 山川出版社 3-0500840293

230 中世教皇史 Ｇ．バラクロウ 八坂書房 3-0500855116

232
アウグストゥス　虚像と
実像

バーバラ・レ
ヴィック

法政大学出版局 3-0500804528

234
一冊でわかるドイツ史
世界と日本がわかる国ぐ
にの歴史

関眞興 河出書房新社 3-0500740050

288
皇室ＴＨＥ　ＩＭＰＥＲ
ＩＡＬ　ＦＡＭＩＬＹ
８８号（令和２年秋）

扶桑社 3-0500832319

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

別置 記号

304 ２０４０年の未来予測 成毛眞 日経ＢＰ 3-0500844405

304 時代の異端者たち 青木理 河出書房新社 3-0500857195

304 日本習合論 内田樹 ミシマ社 3-0500817478

304 佐藤優というタブー 佐高信 旬報社 3-0500857077

312.5 約束の地　上 バラク・オバマ 集英社 3-0500852930

312.5 約束の地　下 バラク・オバマ 集英社 3-0500852932

参考書 314
国会便覧　令和２年２月
新版

シュハリ・イニシア
ティブ

3-0500767206

参考書 314
国会便覧　令和２年８月
新版

シュハリ・イニシア
ティブ

3-0500813133

316
イスラームからヨーロッ
パをみる　社会の深層で
何が起きているのか

内藤正典 岩波書店 3-0500799533

参考書 317 消防白書　令和２年版 消防庁／編 勝美印刷 3-0500852149

318.6 公民共創の教科書 河村昌美
先端教育機構事業構
想大学院大学出版部

3-0500792198

カウン
ター 320

六法全書　令和３年版１
（公法　刑事法　条約）

佐伯仁志／編集
代表

有斐閣 3-0500863869

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

4



カウン
ター 320

六法全書　令和３年版２
（民事法　社会法　産業
法）

佐伯仁志／編集
代表

有斐閣 3-0500863870

324 基礎からわかる供託 磯部慎吾 金融財政事情研究会 3-0500836500

329
国際人権入門　現場から
考える

申惠【ボン】 岩波書店 3-0500807323

334
人口の中国史　先史時代
から１９世紀まで

上田信 岩波書店 3-0500807321

336.4
負けない交渉術　どんな
ときも優位な状況をつく
れる

大橋弘昌 朝日新聞出版 3-0500851396

361.2
マクルーハン・プレイ
アイデアはこうして生ま
れる

中澤豊 実業之日本社 3-0500856671

365
今日からはじめるライフ
プラン　より良い未来の
ために　令和２年度版

地域社会ライフプラ
ン協会

3-0500800165

367.2 強き性、お前の名は
ミシェル・ウォ
レス

朝日新聞社 3-0190054672

367.7 在宅ひとり死のススメ 上野千鶴子 文藝春秋 3-0500846982

367.7
買い物難民対策で田舎を
残す

村上稔 岩波書店 3-0500819460

368 冷酷　座間９人殺害事件 小野一光 幻冬舎 3-0500856009

369.2
先に亡くなる親といい関
係を築くためのアドラー
心理学

岸見一郎 文響社 3-0500727717

参考書 376.8

首都圏高校受験案内　東
京・神奈川・千葉・埼玉
の国公私立全校　茨城・
栃木・群馬・山梨の主な
私立高校　２０２２年度
用

晶文社学校案内
編集部／編集

晶文社 3-0500866484

ティーン
ズ 376.8 大学図鑑！　２０２１

オバタカズユキ
／監

ダイヤモンド社 3-0500771000

参考書 376.8
幼稚園入園情報　有名幼
稚園ガイドブック　２０
２２

教育図書２１ 3-0500858008

379

１０歳から始める！起業
家になるための「７つの
レッスン」　こどもが将
来「会社」「組織」に頼
らず、自分で生きていく
ために！！

船ケ山哲 辰巳出版 3-0500799619

別置 記号

403
科学道１００冊　「知り
たい！」が未来をつくる
２０２０

編集工学研究所
／編集・制作

科学道１００冊委員
会

3-0500826223

450 美しすぎる地学事典 渡邉克晃 秀和システム 3-0500840338

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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471

「暮らしとからだに効く
植物の名前」３００がよ
くわかる図鑑　愛でる、
食べる、楽しめる！

主婦と生活社 3-0500835603

491
“歩く力”を落とさな
い！新しい「足」のトリ
セツ

下北沢病院医師
団

日経ＢＰ 3-0500835606

493.1
家でも外でも転ばない体
を２カ月でつくる！

安保雅博 すばる舎 3-0500855577

493.6 痛風・高尿酸血症 日高雄二／監修 高橋書店 3-0500835608

493.7
「うちの家族、認知
症？」と思ったら読む本

長田乾 学研プラス 3-0500837221

493.7
しゃべらなくても楽し
い！シニアの１，２分間
認知症予防体操５０

斎藤道雄 黎明書房 3-0500836551

493.7
ひといちばい敏感な親た
ち　子育てとＨＳＰ気質

エレイン・Ｎ・
アーロン

パンローリング 3-0500841178

493.9
子どものアレルギーのす
べてがわかる本　イラス
ト版

海老澤元宏／監
修

講談社 3-0500837122

494
シニアの頻尿・尿もれ・
便失禁　その悩み、治療
で改善できます！

髙橋悟／監修 ＮＨＫ出版 3-0500802774

497

歯身一体噛み合わせが痛
みや病気の原因だった
匠の入れ歯が人生を変え
る！

宮野たかよし 現代書林 3-0500815059

498
自身を守り家族を守る医
療リテラシー読本

松村むつみ 翔泳社 3-0500839440

509
ものづくり白書　２０２
０年版

経済産業省／編 日経印刷 3-0500800442

509 標準　特許法 高林龍 有斐閣 3-0500840345

525 図説やさしい建築施工 松本進 学芸出版社 3-0500832829

526
よくわかる！公共建物の
長寿命化　ｖｏｌ．２

天神良久／企
画・執筆

クレヴィス 3-0500862368

537
ホンダにみる挑戦する会
社の経営戦略

西村晃 たちばな出版 3-0200061699

537
みんなの遊べる軽トラ
軽トラを遊び倒すすべて
を紹介！

扶桑社 3-0500833251

情報科学 547.4
迷惑メール白書　２０２
０

迷惑メール対策
推進協議会／編

迷惑メール対策推進
協議会

3-0500825089

548 ヒューマノイドロボット 梶田秀司／編著 オーム社 3-0500824079

574
危険物取扱者のための危
険物まるわかり辞典

危険物法令実務
研究会／編

第一法規 3-0500839920

別置 記号

593.1

きものの不安をスッキリ
解決！　きものの「しき
たり」がわかれば、「日
常」でも自由に楽しめる

髙橋和江 河出書房新社 3-0500853177

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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594.3

ルナヘヴンリィの大人の
かぎ針編みアクセサリー
はじめてでも作りやすい
モチーフ２０

中里華奈 翔泳社 3-0500860095

594.7
まいにちのエコバッグ
シンプルで使いやすい３
０デザイン

青木恵理子 朝日新聞出版 3-0500859009

673
「形の無いモノ」の売り
方

石川隆 青山ライフ出版 3-0500578813

675
リノベーション・オブ・
バリュー　負からのマー
ケティング

田村高志 総合法令出版 3-0500823721

686 東武鉄道大追跡 岸田法眼
アルファベータブッ
クス

3-0500851355

別置 記号

724

水墨画用語ハンドブック
現代の画家が選んだ用
具・技法・鑑賞のキー
ワード

日貿出版社／編 日貿出版社 3-0500843696

748
伊東昭義海・色彩と造形
のきらめき

伊東昭義 求龍堂 3-0500804941

750
モダンデザインが結ぶ暮
らしの夢

住田常生／編著 Ｏｐａ　Ｐｒｅｓｓ 3-0500659490

750
工芸の国、ニッポン。
一〇〇年残るもの、一〇
〇年受け継ぐもの。

平凡社 3-0500833640

757
マイクロモザイク図鑑
１ｍｍのガラスで描く
ジュエリー

なかの雅章 亥辰舎 3-0500837098

760
ミュージシャンのための
お金のセミナー

武田信幸
リットーミュージッ
ク

3-0500837191

763
ようこそ！トイピアノの
世界へ　世界のトイピア
ノ入門ガイドブック

飯田有抄 カワイ出版 3-0500831592

783.7 あの夏の正解 早見和真 新潮社 3-0500861977

786
マタギに学ぶ登山技術
山のプロが教える古くて
新しい知恵

工藤隆雄 山と溪谷社 3-0500830501

787
ゼロから始める海釣り入
門　イラストと写真で基
礎から解説

コスミック出版 3-0500855219

829
ニューエクスプレス＋カ
ンボジア語

上田広美 白水社 3-0500837253

830
最強のＴＯＥＦＬ　ｉＢ
Ｔ入門　この１冊で、は
じめての受験も安心！

上原雅子 コスモピア 3-0500838903

837
世界の歴史　日英対訳
悠久の時を超えて今を語
る

山久瀬洋二
ＩＢＣパブリッシン
グ

3-0500840253

850
仏検対応フランス語単語
Ｒeｖｏｌｕｔｉｏｎ

久松健一 研究社 3-0500838910

郷土に関する本

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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別置 記号

郷土青葉 377
横浜美術大学　ヨコハマ
美大でツクル　２０２１

横浜美術大学／
〔編〕

横浜美術大学 3-0500798447

郷土青葉 911.5 さざなみ集
夢路はる／文・
絵

三省堂書店／創英社 3-0500845374

郷土青葉 914 フ
夢と希望の路　令和世代
にこそ日本の春を期して

古川貫太郎 文芸社 3-0500755095

郷土資料 010
星崎記念館・小田原市立
図書館閉館記念誌

小田原市立図書
館サービス係／
編

小田原市文化部図書
館

3-0500790024

郷土資料 016
幻の図書館～横浜市立図
書館開業１００周年～

ＹＯＵテレビ株
式会社／制作・
著作

ＹＯＵテレビ 3-0500859201

郷土資料 213
コスモポリタンたちの足
跡　写真アルバムから

横浜開港資料館
／編

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500827018

郷土資料 213 わたしたちのまち浦島
横浜市立浦島小
学校／編

横浜市立浦島小学校 3-0500787136

郷土資料 291.3
横濱ガイドＭＡＰ　Ｖｏ
ｌ．１７　Ｗｉｎｔｅｒ

ルーツ 3-0500850820

郷土資料 319.1
条約改正と英国人ジャー
ナリスト　Ｈ．Ｓ．パー
マーの東京発通信

樋口次郎，大山
瑞代／編著

思文閣出版 3-0190260187

郷土資料 377

「もっと横浜」プロジェ
クト成果報告書　もう一
度、横浜から考える　都
市の文化と社会の未来
２０１９－２０２０

川添裕＋川添ゼ
ミ＋江原由美
子・川添裕合同
スタジオ／編

横浜国立大学「もっ
と横浜」プロジェク
ト

3-0500865820

郷土資料 472
横浜の植物　横浜の植物
（２００３）補遺　２０
２０

横浜植物会／編 横浜植物会 3-0500848604

郷土資料 498.1
頼れるドクター田園都市
ｖｏｌ．１３（２０２０
－２０２１）

ギミックドクター
ズ・ファイル編集部

3-0500832326

郷土資料 518.1 横浜水道ガイド
横浜市水道局総
務課／〔編〕

横浜市水道局総務課 3-0500846346

郷土資料 518.1
阪神・淡路大震災支援活
動の記録　現地からの報
告

横浜市水道局／
〔編〕

横浜市水道局 3-0500847962

郷土資料 526
施設整備マニュアル　福
祉のまちづくり条例　公
共交通機関の施設編

横浜市健康福祉
局地域福祉保健
部福祉保健課／
企画・編集

〔横浜市健康福祉局
地域福祉保健部福祉
保健課〕

3-0500850825

郷土資料 611

みどりとれたてレシピ集
よこはま地産地消サポー
ト店考案！地元産農産物
を使った地産地消レシピ

横浜市緑区役所
区政推進課／企
画

横浜市緑区役所区政
推進課

3-0500838009

郷土資料 689
横浜ＩＲ（統合型リゾー
ト）の方向性

横浜市都市整備
局ＩＲ推進課／
〔編〕

横浜市都市整備局Ｉ
Ｒ推進課

3-0500849747

（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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郷土資料 689

令和２年度横浜ＩＲ（統
合型リゾート）事業説明
会　事業説明資料　令和
２年度横浜ＩＲ（統合型
リゾート）事業説明会
説明動画

横浜市都市整備
局ＩＲ推進課／
制作

横浜市都市整備局Ｉ
Ｒ推進課

3-0500861027

郷土資料 709
横浜の仏像　しられざる
みほとけたち

横浜市歴史博物
館／編

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500855744

郷土資料 778 オ
戦後大衆文化史の軌跡
緒形拳とその時代

東海大学文明研
究所／編

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500844671

「あたらしく入った本」5月号は、令和3年3月から令和3年4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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