
別置

901
「感想文」から「文学批評」
へ

小林真大 小鳥遊書房 3-0500867194

902 そして、ニューヨーク 鈴木ふさ子 鳥影社 3-0500853164

文庫 908 伝染る恐怖 千街晶之 宝島社 3-0500851584

児童書
研究

909 岩波少年文庫のあゆみ 若菜晃子 岩波書店 3-0500861486

909 物語のものがたり 梨木香歩 岩波書店 3-0500862141

文庫 913 モ 君たちは絶滅危惧種なのか？ 森博嗣 講談社 3-0500869584

913 まくらが来りて笛を吹く 春風亭一之輔 朝日新聞出版 3-0500846943

913.6 あなたも名探偵 市川憂人 東京創元社 3-0500855515

913.6 story　for　you 講談社 講談社 3-0500864536

913.6 Ｄａｙ　to　Ｄａｙ 講談社 講談社 3-0500864535

913.6 ア
Ｇｈｏｓｔぼくの初恋がきえ
るまで

天祢涼 海星社 3-0500853982

文庫 913.6 ア 蒼海館の殺人 阿津川辰海 講談社 3-0500853849

文庫 913.6 ア 神様の御用人　10 浅葉なつ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500863931

913.6 ア 馬疫 茜灯里 光文社 3-0500856000

913.6 ア 利生の人 天津佳之
日経BP日本経済新聞出
版本部

3-0500855137

913.6 ア イグジット 相場英雄 日経BP 3-0500847691

913.6 ア 書店員と二つの罪 碧野圭 PHP研究所 3-0500851613

913.6 ア 花下に舞う あさのあつこ 光文社 3-0500864390

913.6 ア
居酒屋ぼったくり　おかわ
り！2

秋川滝美 アルファポリス 3-0500856746

913.6 イ 百合中毒 井上荒野 集英社 3-0500872483

文庫 913.6 イ 立つ鳥の舞 今村翔吾 角川春樹事務所 3-0500850993

文庫 913.6 イ 赤い砂 伊岡瞬 文藝春秋 3-0500827931

文庫 913.6 イ 猫まくら 泉ゆたか 実業之日本社 3-0500851329

913.6 イ 9月9日9時9分 一木けい 小学館 3-0500860761

913.6 イ 不可逆少年 五十嵐律人 講談社 3-0500848850

913.6 ウ 小さな神たちの祭り 内館牧子 潮出版社 3-0500858407

913.6 ウ ヘーゼルの密書 上田早夕里 光文社 3-0500846889

文　学

あたらしく入った本
2021年6月

電話045(901)1225
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文庫 913.6 ウ 勘定侍柳生真剣勝負　3 上田秀人 小学館 3-0500850325

913.6 エ 再建の神様 江上剛 PHP研究所 3-0500858333

913.6 オ 天使と悪魔のシネマ 小野寺史宜 ポプラ社 3-0500852423

913.6 オ 今夜 小野寺史宜 新潮社 3-0500832800

913.6 オ 道連れ彦輔居直り道中 逢坂剛 毎日新聞出版 3-0500862946

913.6 オ 悪魔には悪魔を 大沢在昌 毎日新聞出版 3-0500870458

ティー
ンズ

913.6 カ ソードアート・オンライン25 川原礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500835926

ティー
ンズ

913.6 カ
ソードアート・オンラインプ
ログレッシブル　7

川原礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500858935

913.6 カ 代理母、はじめました 垣谷美雨 中央公論新社 3-0500855541

913.6 カ 本日も晴天なり 梶よう子 集英社 3-0500864928

文庫 913.6 カ 潜入味見方同心　3 風野真知雄 講談社 3-0500853838

913.6 カ ヴィンテージガール 川瀬七緒 講談社 3-0500854808

913.6 キ ヘルメースの審判 楡周平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500849123

文庫 913.6 キ 路上のⅩ 桐野夏生 朝日新聞出版 3-0500851378

913.6 ク ＭＲ 久坂部羊 幻冬舎 3-0500869568

913.6 コ おれたちの歌をうたえ 呉勝浩 文藝春秋 3-0500852019

913.6 サ 曲亭の家 西條奈加 角川春樹事務所 3-0500869950

文庫 913.6 サ 初詣で 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500867198

913.6 サ 帝国の弔砲 佐々木譲 文藝春秋 3-0500855689

913.6 サ 天下一のへりくつ者 佐々木功 光文社 3-0500846890

913.6 サ 日蓮 佐藤賢一 新潮社 3-0500853643

913.6 サ 花は散っても 坂井希久子 中央公論新社 3-0500846649

913.6 シ 田舎のポルシェ 篠田節子 文藝春秋 3-0500869752

913.6 シ ヴィクトリアン・ホテル 下村敦史 実業之日本社 3-0500856670

913.6 シ 168時間の奇跡 新堂冬樹 中央公論新社 3-0500855544

913.6 ス 炭酸水と犬 砂村かいり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500862250

913.6 ス 高瀬庄左衛門御留書 砂原浩太朗 講談社 3-0500846992

913.6 ツ
つまらない住宅地のすべての
家

津村記久子 双葉社 3-0500862198

913.6 テ 鳴かずのカッコウ 手嶋龍一 小学館 3-0500856657

文庫 913.6 ト 鬼神の叫び 鳥羽亮 双葉社 3-0500869698

913.6 ト 紅蓮の雪 遠田潤子 集英社 3-0500851318

913.6 ト 沈黙の終わり　上 堂場瞬一 角川春樹事務所 3-0500869951

913.6 ト 沈黙の終わり　下 堂場瞬一 角川春樹事務所 3-0500869952
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ティー
ンズ

913.6 ナ
Re：ゼロから始める異世界生
活25

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500841694

ティー
ンズ

913.6 ナ
Re：ゼロから始める異世界生
活26

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500863962

913.6 ナ ラスプーチンの庭 中山七里 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500849120

913.6 ナ 幕間のモノローグ 長岡弘樹 PHP研究所 3-0500857113

913.6 ニ 掟上今日子の鑑札票 西尾維新 講談社 3-0500871705

913.6 ノ 旅する練習 乗代雄介 講談社 3-0500845431

文庫 913.6 ハ 本所おけら長屋　16 畠山健二 PHP研究所 3-0500864004

文庫 913.6 ハ 鳶 長谷川卓 祥伝社 3-0500869560

913.6 ハ 小説8050 林真理子 新潮社 3-0500873800

913.6 ハ 沙林 帚木 蓬生 新潮社 3-0500864984

文庫 913.6 ヒ 甘美なる誘拐 平居紀一 宝島社 3-0500867282

913.6 ヒ 新謎解きはディナーのあとで 東川篤哉 小学館 3-0500865692

913.6 ヒ 白鳥とコウモリ 東野圭吾 幻冬舎 3-0500867833

913.6 フ じい散歩 藤野千夜 双葉社 3-0500839375

文庫 913.6 フ 裏切り 藤井邦夫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500848026

913.6 ホ 終わりの歌が聴こえる 本城雅人 幻冬舎 3-0500852388

913.6 マ 泡 松家仁之 集英社 3-0500867221

913.6 マ 累々 松井玲奈 集英社 3-0500847853

文庫 913.6 ミ ブロードキャスト 湊かなえ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500847142

文庫 913.6 ミ ステップファザー・ステップ 宮部みゆき 講談社 3-0500853530

913.6 ミ ドキュメント 湊かなえ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500864120

913.6 ミ エレジーは流れない 三浦しをん 双葉社 3-0500871899

文庫 913.6 ム 余命3000文字 村崎羯諦 小学館 3-0500836397

913.6 ヤ アンブレイカブル 柳広司 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500849119

文庫 913.6 ユ JR上野駅公園口 柳美里 河出書房新社 3-0500458507

913.6 ユ 私のカレーを食べてください 幸村しゅう 小学館 3-0500847734

914 オ そこに工場があるかぎり 小川洋子 集英社 3-0500848096

914 ハ Go　To　マリコ 林真理子 文藝春秋 3-0500859798

914 ハ 歴史探偵忘れ残りの記 半藤一利 文藝春秋 3-0500854873

914 ヒ コロナとバカ ビートたけし 小学館 3-0500849486

文庫 914 ナ そして、すべては迷宮へ 中野京子 文藝春秋 3-0500860244

914 マ わたしが行ったさびしい町 松浦寿輝 新潮社 3-0500856023
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914 ミ 予測不能 三谷幸喜 朝日新聞出版 3-0500867877

文庫 914 ム ほどほど快適生活百科 群ようこ 集英社 3-0500846525

914 ム 小福ときどき災難 群ようこ 集英社 3-0500866704

914 ム これで暮らす 群ようこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500854336

914 モ 老いる意味 森村誠一 中央公論新社 3-0500852036

916 コ 堕ちたバンカー 児玉博 小学館 3-0500848692

933 イ クララとお日さま カズオ・イシグロ 早川書房 3-0500857553

933 キ アウトサイダー　上
スティーヴン・キ
ング

文藝春秋 3-0500864448

933 キ アウトサイダー　下
スティーヴン・キ
ング

文藝春秋 3-0500864449

文庫 933 シ 最終人類　上
ザック・ジョーダ
ン

早川書房 3-0500862267

文庫 933 シ 最終人類　下
ザック・ジョーダ
ン

早川書房 3-0500862269

933 テ 父を撃った12の銃弾
ハンナ・ティン
ティ

文藝春秋 3-0500856119

文庫 933 ト 憐れみをなす者　上
ピーター・トレメ
イン

東京創元社 3-0500855511

文庫 933 ト 憐れみをなす者　下
ピーター・トレメ
イン

東京創元社 3-0500855512

文庫 933 ハ 第八の探偵
アレックス・パ
ヴェージ

早川書房 3-0500869747

文庫 933 フ もう耳は貸さない
ダニエル・フリー
ドマン

東京創元社 3-0500855510

936 アンダーランド
ロバート・マク
ファーレン

早川書房 3-0500831572

953 ロ グレゴワールと老書店主 マルク・ロジェ 東京創元社 3-0500855513

963 恥さらし
パウリーナ・フ
ローレス

白水社 3-0500843685

文庫 983 罪と罰　2 ドストエフスキー 光文社 3-0209008814

別置

002
考える、書く、伝える生きぬ
くための科学的思考法

仲野徹 講談社 3-0500863161

002
はじめてのニュース・リテラ
シー

白戸圭一 筑摩書房 3-0500859315

情報科
学

007.1
トコトンやさしい量子コン
ピュータの本

山﨑耕造 日刊工業新聞社 3-0500848427

情報科
学

007.6 Pythonチュートリアル Guido van Rossum オライリー・ジャパン 3-0500849653

情報科
学

007.6
PowerPointでかんたん！動画
作成

澤崎敏文 技術評論社 3-0500851412

情報科
学

007.6
基礎から時短ワザで覚える
illustratorの教科書

広田正康 玄光社 3-0500868260

017
コピーして使える小・中学校
の授業を高める学校図書館活
用法

渡辺暢恵 黎明書房 3-0500846975

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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019 読書大全 堀内勉 日経BP 3-0500866395

019 わたしの、本のある日々 小林聡美 毎日新聞出版 3-0500854722

児童書
研究

019
子どもの心を動かす読み聞か
せの本とは

岡崎一実 日外アソシエーツ 3-0500730966

児童書
研究

019 赤ちゃんの本棚
ドロシー・バト
ラー

のら書店 3-0202079141

児童書
研究

019 新・絵本はこころの処方箋 岡田達信 瑞雲舎 3-0500865234

051 文春の流儀 木俣正剛 中央公論新社 3-0500859693

070 伝える技術はこうみがけ！ 新庄秀規 中央公論新社 3-0500859692

193
ここが変わった！「聖書協会
共同訳」新約編

浅野淳博 日本キリスト教団出版 3-0500868847

150 プレップ倫理学 柘植尚則 弘文堂 3-0500857783

159 生き方は、選べる。 クリス・モンセン フォレスト出版 3-0500831665

188.7 マンガ歎異抄をひらく
「歎異抄をひら
く」映画製作委員
会

１万年堂出版 3-0500829700

198 アーミッシュの老いと終焉 堤純子 未知谷 3-0500844544

209 戦争の地図
パトリシア・ダニ
エルズ

日経ナショナルジオグ
ラフィック

3-0500867038

文庫 210 考古学はどんな学問か 鈴木公雄 筑摩書房 3-0500853129

文庫 210.5 江戸のコレラ騒動 高橋敏 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500841264

210.5 変革の目撃者　上
アーネストM.サト
ウ

晃洋書房 3-0500860838

210.5 変革の目撃者　下
アーネストM.サト
ウ

晃洋書房 3-0500860839

210.6 明治十四年の政変 久保田哲
集英社インターナショ
ナル

3-0500851313

216.7 朝鮮戦争を戦った日本人 藤原和樹 ＮＨＫ出版 3-0500841791

文庫 221 朝鮮半島史 姜在彦 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500863146

文庫 222 中国の歴史　8 礪波護 講談社 3-0500852861
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文庫 222 中国の歴史　9 礪波護 講談社 3-0500860303

222
『三国志』に学ぶリーダー哲
学

竹内良雄 東洋経済新報社 3-0500849980

222 三国志入門 宮城谷昌光 文藝春秋 3-0500862232

235 フランス史　上 福井憲彦 山川出版社 3-0500866807

235 フランス史　下 福井憲彦 山川出版社 3-0500866808

236 一冊でわかるスペイン史 永田智成 河出書房新社 3-0500865363

242 古代エジプト人の24時間
ドナルド・P・ラ
イアン

河出書房新社 3-0500838283

289 タ 田中角栄上司の心得 小林吉弥 幻冬舎 3-0500848708

289 タ オードリー・タンの思考 近藤弥生子 ブックマン社 3-0500853914

289 ホ 戦国大名・北条氏直 黒田基樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500839879

文庫 289 モ 孟嘗君と戦国時代 宮城谷昌光 中央公論新社 3-0500857068

文庫 290
ももこの世界あっちこっちめ
ぐり

さくらももこ 集英社 3-0500862161

290
地球の歩き方　世界２４６の
首都と主要都市

地球の歩き方 3-0500862346

290
地球の歩き方　世界の指導者
図鑑　２０２１～２０２２年
版

地球の歩き方編集
室

地球の歩き方 3-0500862343

291
図説　日本古地図コレクショ
ン

三好唯義 河出書房新社 3-0500848516

291 市町村名のつくり方 今尾恵介 日本加除出版 3-0500841225

291.1 北海道 実業之日本社 3-0500860754

291.2 東北 実業之日本社 3-0500860757

291.3 東京完全版（2021） JTBパブリッシング 3-0500858767

291.3 東京のトリセツ 昭文社 3-0500853647

291.5 地形がわかる東海道五十三次 大石学 朝日新聞出版 3-0500863290
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292 東方見聞録 マルコ・ポーロ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500841265

別置

302.3 ロシアを決して信じるな 中村逸郎 新潮社 3-0500853893

304
2030年：すべてが「加速」す
る世界に備えよ

ピーター・ディア
マンディス

ニューズピックス 3-0500841723

304 新しい世界
クーリエ・ジャポ
ン

講談社 3-0500847189

304 パンデミック以後
エマニュエル・
トッド

朝日新聞出版 3-0500852900

312 コロナ対策 栗田路子 光文社 3-0500846892

312.1 石橋湛山の65日 保阪正康 東洋経済新報社 3-0500865456

312.1 戦後政治史 石川真澄 岩波書店 3-0500863508

参考書 314 国会便覧　令和3年2月新版
シュハリ・イニシア
ティブ

3-0500858466

314 衆議院事務局 平野貞夫 白秋社 3-0500840849

315
習近平　父を破滅させた鄧小
平への復讐

遠藤誉 ビジネス社 3-0500863358

317 アメリカの警察 冷泉彰彦 ワニブックス 3-0500852382

317 完落ち 赤石晋一郎 文藝春秋 3-0500869280

317 文部科学省 青木栄一 中央公論新社 3-0500863652

318.1 地方自治法概説 宇賀克也 有斐閣 3-0500860115

319.2 中国の電撃侵略 門田隆将 産経新聞出版 3-0500851430

文庫 319.2
中国　キッシンジャー回想録
上

ヘンリー・A.キッ
シンジャー

岩波書店 3-0500846515

文庫 319.2
中国　キッシンジャー回想録
下

ヘンリー・A.キッ
シンジャー

岩波書店 3-0500846516

320 重要判例解説　令和2年度 有斐閣 3-0500869831

325 会社法 伊藤靖史 有斐閣 3-0500864112

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

7



326 回想イトマン事件 大塚将司 岩波書店 3-0500841616

327 檻の中の裁判官 瀬木比呂志 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500859961

331 ゲーム理論 岡田章 有斐閣 3-0500860114

331 値段がわかれば社会がわかる 徳田賢二 筑摩書房 3-0500851630

332.1 新L型経済 冨山和彦 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500868540

332.1 安いニッポン 中藤玲
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500859970

333 いま救国 青山繁晴 扶桑社 3-0500850348

カウン
ター

335.4
会社四季報　2021年　2集（春
号）

東洋経済新報社 3-0500866932

336 カベを壊す思考法 出口治明 扶桑社 3-0500857546

336.1 DXの思考法 西山圭太 文藝春秋 3-0500869281

338
真のバリュー投資のための企
業価値分析

柳下祐紀 金融財政事情研究会 3-0500857663

338 金融バブル崩壊 澤上篤人 日経ＢＰ 3-0500851324

338
法学から考えるESGによる投資
と経営

大塚章男 同文舘出版 3-0500860345

361.4
世界の日本人ジョーク集　令
和編

早坂隆 中央公論新社 3-0500859686

361.4
よけいなひと言を好かれるセ
リフに変える言いかえ図鑑

大野萌子 サンマーク出版 3-0500805495

361.4 江戸問答 田中優子 岩波書店 3-0500847628

361.6 現代中国の秘密結社 安田峰俊 中央公論新社 3-0500852033

361.9 Numbers Don't Lie
バーツラフ・ミ
シェル

ＮＨＫ出版 3-0500865008

364
障害年金の手続きから社会復
帰まで

漆原香奈恵 秀和システム 3-0500857999

ティー
ンズ

367.1 女の子はどう生きるか 上野千鶴子 岩波書店 3-0500847632

367.2
なぜ外国人女性は前髪を作ら
ないのか

サンドラ・ヘフェ
リン

中央公論新社 3-0500852001
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367.3 家族と国家は共謀する 信田さよ子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500859960

367.9 処女の道程 酒井順子 新潮社 3-0500853980

368 西成で生きる 花田庚彦 彩図社 3-0500865394

368 キツネ目 岩瀬達哉 講談社 3-0500860301

369 マイノリティデザイン 澤田智洋 ライツ社 3-0500857977

369
最新福祉ビジネスの動向とカ
ラクリがよくわかる本

大坪信喜 秀和システム 3-0500849966

369.3 おしゃれ防災アイデア帖 Misa 山と渓谷社 3-0500859342

369.3
キャンプ×防災のプロが教え
る新時代の防災術

寒川一 学研プラス 3-0500858348

370
スタンフォードが中高生に教
えていること

星友啓 SBクリエイティブ 3-0500836506

参考書 376.8 首都圏中学受験案内2022
晶文社学校案内編
集部

晶文社 3-0500866485

参考書 376.8 小学入試情報　2022 教育図書21編集部 教育図書21 3-0500866099

参考書 376.8
全国大学学部・学科案内号
2022年入試大策用

旺文社 3-0500866934

376.8
偏差値50からの中学受験スー
パーメソッド

佐藤亮子 中央公論新社 3-0500846648

379
21世紀の「女の子」の親たち
へ

おおたとしまさ 祥伝社 3-0500781982

379 学び方の学び方
バーバラ・オーク
レー

アチーブメント出版 3-0500849963

文庫 382 「日本の伝統」の正体 藤井青銅 新潮社 3-0500841329

383.8 日本外食全史 阿古真理 亜紀書房 3-0500860278

388 図説　人魚の文化史
ヴォーン・スクリ
ブナー

原書房 3-0500855217

別置

410 数学の世界　現代編 ニュートンプレス 3-0500862760

417
文系のためのめっちゃやさし
い統計

倉田博史 ニュートンプレス 3-0500866784

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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421
相対性理論のすべてがわかる
本

科学雑学研究倶楽
部

ワン・パブリック 3-0500864491

421 フラクタル
オリヴァー・リン
トン

創元社 3-0500866766

430 世界史は化学でできている 左巻健男 ダイヤモンド社 3-0500854314

460 LIFE　SCIENCE 吉森保 日経BP 3-0500839981

470
大事なことは植物が教えてく
れる

稲垣栄洋 マガジンハウス 3-0500860252

492
新型コロナウイルスナースた
ちの現場レポート

日本看護協会出版
会編集部

日本看護協会出版会 3-0500864882

493.1 生活習慣病克服プログラム 横山啓太郎 学研プラス 3-0500864477

493.4 腸がすべて
フランク・ラポル
ト=アダムスキー

東洋経済新報社 3-0500833913

493.8
新型コロナとワクチン知らな
いと不都合な真実

峰宗太郎
日経BPの日本経済新聞
出版本部

3-0500837268

493.8
感染症とワクチンについて専
門家の父に聞いてみた

さーたり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500829777

494 実践！介護フットケア 西田　壽代 講談社 3-0500864368

文庫 495 選べなかった命 河合香織 文藝春秋 3-0500867218

496
視力アップ近視・老眼を撃退
する自力ケア

マキノ出版 3-0500866202

496 眼圧リセット 清水ろっかん 飛鳥新社 3-0500849567

498 養老先生、病院へ行く 養老孟司 エクスナレッジ 3-0500863358

498.3
何歳からでも丸まった背中が
２ヵ月で伸びる！

安保雅博 すばる舎 3-0500731609

498.5
小豆の力　日本人の心と体を
支えるもの

加藤淳 キクロス出版 3-0500304327

498.6
元WHO専門委員の感染症予防
BOOK

左門新 三笠書房 3-0500867256

502 人類とイノベーション マット・リドレー ニューズピックス 3-0500858926

523 ル・コルビュジェ ジャン・プティ 中央公論新社 3-0500863679

526
よくわかる！公共建物の長寿
命化　ｖｏｌ.1

天神良久 クレヴィス 3-0500765734
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527
最高の二世帯住宅をデザイン
する方法

area045 エクスナレッジ 3-0500852009

538 はやぶさ2の宇宙大航海記 津田雄一 宝島社 3-0500862292

別置

590 私のカントリー№114 主婦と生活社 3-0500871477

590 しあわせのつくり方 引田かおり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500693877

593.3 服のはなし 行司千絵 岩波書店 3-0500840210

594
ＣＯＴＴＯＮ　TIME　5
（no.156)

主婦と生活社 3-0500871111

594.3
刺しゅう糸で編む日本の妖怪
図鑑

アップルミンツ（E＆G
クリエイツ）

3-0500862712

596.9 毎日立ちたいわたしの台所 宝島社 3-0500847987

597 1日5分からの断捨離 やましたひでこ 大和書房 3-0500841395

596 しつこくわるい食べもの 千早茜 ホーム社 3-0500856689

596 家庭料理100のきほん おいしい健康 マガジンハウス 3-0500757278

596 いつか出会った郷土の味 夢獏良 三栄 3-0500856804

596.2 阿闍梨さまの料理番 鳥居本幸代 春秋社 3-0500841012

611 地獄の田舎暮らし 柴田剛 ポプラ社 3-0500860027

611
知らなきゃ損する新農家の相
続税

藤崎幸子 農山漁村文化協会 3-0500822074

611 東大卒、農家の右腕になる。 佐川友彦 ダイヤモンド社 3-0500810417

613 土と施肥の新知識 後藤逸男 全国肥料商連合会 3-0500859754

614 希望の一滴 中村哲 西日本新聞社 3-0500839404

615
農家が教える草刈り・草取り
コツと裏ワザ

農文協 農山漁村文化協会 3-0500853546

625 柿 今井敬潤 法政大学出版局 3-0500848771

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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625
基礎からわかるおいしいブド
ウ栽培

小林和司 農山漁村文化協会 3-0500721089

625
基礎からわかるおいしいカキ
栽培

倉橋孝夫 農山漁村文化協会 3-0500722306

627 庭にほしい木と草の本 草木屋 農山漁村文化協会 3-0500861923

627 デンドロビウム 江尻宗一 ＮＨＫ出版 3-0500830534

629
庭づくりを楽しみつくガーデ
ンクラフトＬｅｓｓｏｎ

原嶋早苗 成美堂出版 3-0500856738

651 山を買う 福﨑剛 山と渓谷社 3-0500854858

658 手作りを楽しむ密ろう入門 安藤竜二 農山漁村文化協会 3-0500842454

674
最新　広告業界の動向とカラ
クリがよくわかる本

蔵本賢 秀和システム 3-0500859086

673 HAVE　A　GOOD　SAUNA！ 岩田リョウコ いろは出版 3-0500848875

673
最新コンビニ業界の動向とカ
ラクリがよ～くわかる

平木恭一 秀和システム 3-0500836818

673 ワークマン式「しない経営」 土屋哲雄 ダイヤモンド社 3-0500822970

675 トコトンやさしい包装の本 石谷孝佑 日刊工業新聞社 3-0500841807

675 マーケティング用語図鑑 野上眞一 新星出版社 3-0500853113

675
最新D2Cの基本と仕組みがよ～
くわかる本

長橋賢吾 秀和システム 3-0500857998

681 あおり運転 菰田潔 彩流社 3-0500833471

686 地図で読み解く東急沿線 岡田直 三才ブックス 3-0500866772

699 弘中綾香の純度100％ 弘中綾香 マガジンハウス 3-0500852789

699
最新　放送業界の動向とカラ
クリがよくわかる本

中野明 秀和システム 3-0500834633

別置

709
絵本のようにめくる世界遺産
の物語　色彩の魔術編

村山秀太郎 昭文社 3-0500865336

書誌番号
記号

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
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751 やきもの文様事典 陶工房編集部 誠文堂新光社 3-0500855237

767 気がつけばビートルズ 藤本国彦 産業編集センター 3-0500869621

778
ドラマスタイリストという仕
事

西ゆり子 光文社 3-0500864376

778
韓国映画・ドラマ　わたしの
おしゃべりの記録2014～2020

西森路代
駒草出版株式会社ダン
ク出版事業部

3-0500857574

778 ナ THEやんごとなき雑談 中村倫也 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500862242

783.7 詰むや、詰まざるや 長谷川晶一 インプレス 3-0500831557

779.14 ナナメの夕暮れ 若林正恭 文藝春秋 3-0500618586

801 ふだん使いの言語学 川添愛 新潮社 3-0500848862

文庫 810
どんな場でも「感じのいい
人」と思われる大人の言葉づ
かい

齋藤孝 大和書房 3-0500853199

830 ヒット曲で楽しく学ぶ英語 高橋基治 学研プラス 3-0500841747

835 英文法再入門 澤井康佑 中央公論新社 3-0500846641
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別置

郷土 015
第二次横浜市民読書活動推進
計画

横浜市教育委員会
事務局総務部生涯
学習文化財課

横浜市教育委員会 3-0500817397

郷土 213 横浜市史資料室紀要　第11号

横浜市ふるさと歴
史財団近現代歴史
資料課市史資料室
担当

横浜市史資料室 3-0500867678

郷土 291 横浜市1/2500地形図 横浜市建築局 横浜市建築局 3-0500839195

郷土 314
参議院議員通常選挙の記録第
25回（令和元年7月21日執行）

神奈川県選挙管理
委員会

神奈川県選挙管理委員
会

3-0500843190

郷土 318
港北区ガイドマップ
〔2021.3〕

横浜市港北区区政
推進課

横浜市港北区区政推進
課

3-0500858117

郷土 318 調査季報　186
横浜市政策局政策
課

横浜市政策局政策課 3-0500842015

郷土 318
旭区区民生活防災マップ
2021・2022年版

横浜市旭区総務課
庶務係

横浜市旭区総務課庶務
係

3-0500848299

郷土 318.2 禁
市政記録　2020年版（第1分
冊）

横浜市市民局市民
情報室市民情報課

横浜市市民局市民情報
室市民情報課

3-0500866986

郷土 318.2 禁
市政記録　2020年版（第2分
冊）

横浜市市民局市民
情報室市民情報課

横浜市市民局市民情報
室市民情報課

3-0500866987

郷土 318.4 統一地方選挙の記録　第19回
神奈川県選挙管理
委員会

神奈川県選挙管理委員
会

3-0500843184

郷土 318.4
横浜市会会議録　令和3年　第
1回　臨時会

横浜市会 横浜市会議会局 3-0500866989

郷土 318.4 禁
横浜市会会議録　令和2年　第
3回　定例会

横浜市会 横浜市会議会局 3-0500870598

郷土 318.4 禁
横浜市会会議録　令和2年　第
4回　定例会

横浜市会 横浜市会議会局 3-0500870599

郷土 318.5 監査報告書　令和2年度 横浜市監査委員 横浜市監査委員 3-0500864223

郷土 318.5 監査報告書　令和2年度 横浜市監査委員 横浜市監査委員 3-0500867695

郷土 319.1 横浜　4姉妹都市提携55周年
横浜市国際局国際
連携課

横浜市国際局国際連携
課

3-0500837549

郷土 332.1 データで見る横浜経済　2020
横浜市経済局企画
調整課

横浜市経済局企画調整
課

3-0500836160

郷土 334 地価公示のあらまし　令和3年
横浜市都市整備局
企画課

横浜市都市整備局企画
課

3-0500869463

郷土 335.3
横浜市中小企業振興基本条例
に基づく取組状況報告書　令
和元年度

横浜市 3-0500833580

郷土 349
決算第一特別委員会記録　令
和元年度

横浜市会議会局議
事課

横浜市会議会局議事課 3-0500868065

郷土 349
決算第二特別委員会記録　令
和元年度

横浜市会議会局議
事課

横浜市会議会局議事課 3-0500867704

郷土 349
決算第一特別委員会記録　令
和2年度

横浜市会議会局議
事課

横浜市会議会局議事課 3-0500868061

郷土 349
予算第一・予算第二特別委員
会連合審査会（総合審査）記
録　令和2年度

横浜市会議会局議
事課

横浜市会議会局議事課 3-0500867703

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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郷土 349
決算第一・決算第二特別委員
会連合審査会（総合審査）記
録　令和元年度

横浜市会議会局議
事課

横浜市会議会局議事課 3-0500867702

郷土 351 統計で知るほどがや　2021年
横浜市保土ヶ谷区
役所総務課

横浜市保土ヶ谷区役所
総務課

3-0500867693

郷土 351 禁
横浜市統計書　第99回　（令
和元年度）

横浜市政策局総務
部統計情報課

横浜市 3-0500866123

郷土 351 発見つるみ！令和2年度版
鶴見区役所総務課
統計選挙係

鶴見区役所総務課統計
選挙係

3-0500861794

郷土 351 データブック港南　令和2年度
港南区総務部総務
課統計選挙係

港南区総務部総務課統
計選挙係

3-0500866131

郷土 351 区勢便覧　IZUMI　2021
横浜市泉区総務部
総務課統計選挙係

横浜市泉区総務部総務
課統計選挙係

3-0500867689

郷土 351
西区っていいね！令和3年
（2021年）版

横浜市西区役所総
務課

横浜市西区役所総務課 3-0500866990

郷土 358 禁 横浜市の人口
横浜市政策局総務
部統計情報課

横浜市政策局総務部統
計情報課

3-0500866127

郷土 361.4 横浜市民意識調査　令和2年度
横浜市政策局政策
部政策課

横浜市政策局政策部政
策課

3-0500866985

郷土 364
国民健康保険ガイドブック
令和3年度

横浜市健康福祉局
生活福祉部保険年
金課

横浜市健康福祉局生活
福祉部保険年金課

3-0500866129

郷土 367.3
横浜市パートナーシップ宣誓
制度手続きガイドブック

横浜市市民局人権
課

横浜市 3-0500836202

郷土 369.3
横浜市防災計画　都市災害対
策編　2020

横浜市総務局危機
管理室

横浜市防災会議 3-0500806520

郷土 369.3 横浜市強靭化地域計画
横浜市政策局政策
課

横浜市政策局政策課 3-0500793799

青葉区
郷土

369.3 禁 青葉区洪水ハザードマップ 横浜市 横浜市 3-0500844226

郷土 369.3 磯子区洪水ハザードマップ 横浜市 横浜市 3-0500809615

郷土 369.3 西区洪水ハザードマップ 横浜市 横浜市 3-0500685388

郷土 369.3 緑区洪水ハザードマップ 横浜市 横浜市 3-0500844230

郷土 369.3 瀬谷区洪水ハザードマップ 横浜市 横浜市 3-0500844140

郷土 369.3 港北区洪水ハザードマップ 横浜市 横浜市 3-0500844237

郷土 369.3 南区洪水ハザードマップ 横浜市 横浜市 3-0500844211

郷土 369.3 港南区洪水ハザードマップ 横浜市 横浜市 3-0500844219

郷土 369.3 泉区洪水ハザードマップ 横浜市 横浜市 3-0500844209

郷土 369.3 中区洪水ハザードマップ 横浜市 横浜市 3-0500844215

郷土 369.3 都筑区洪水ハザードマップ 横浜市 横浜市 3-0500844224

郷土 369.4
ひとり親家庭のしおり　（令
和2年度版）

横浜市こども青少
年局こども福祉保
健部こども家庭課

横浜市こども青少年局
こども福祉保健部こど
も家庭課

3-0500819337

郷土 369.4
横浜市子ども・子育て支援事
業計画　第2期

横浜市こども青少
年局企画調整課

横浜市こども青少年局
企画調整課

3-0500807281

郷土 372 横浜の教育　令和3年度版
横浜市教育委員会
事務局教育政策推
進課

横浜市教育委員会事務
局教育政策推進課

3-0500866988
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郷土 373
横浜市におけるGIGAスクール
構想

横浜市教育委員会
事務局小中学校企
画課

横浜市教育委員会事務
局小中学校企画課

3-0500833500

郷土 514
圏央道横浜湘南道路高速横浜
環状南線

国土交通省関東地
方整備局横浜国道
事務所計画課

国土交通省関東地方整
備局横浜国道事務所計
画課

3-0500851503

郷土 514 よこかんみなみ
東日本高速道路（株）
関東支社横浜工事事務
所

3-0500850827

郷土 518.5 環境学習プログラム
横浜市資源循環局
3R推進課

横浜市資源循環局3R推
進課

3-0500855742

郷土 518.8
横浜国際港都建設計画図（地
域・地区）　令和2年4月現在

横浜市建築局 横浜市建築局 3-0500863073

郷土 518.8
横浜国際港都建設計画図（都
市建設）　令和2年4月現在

横浜市建築局 横浜市建築局 3-0500863071

郷土 519.1
横浜みどりアップ計画の評
価・提案

横浜みどりアップ
計画市民推進会議

横浜市環境創造局政策
課

3-0500842621

郷土 527 パッシブデザイン　2020 ザメディアジョン 3-0500800138

郷土 689
横浜特定複合観光施設設置運
営事業　実施方針・横浜IR景
観デザインノート等

横浜市都市整備局
IR推進課

横浜市都市整備局IR推
進課

3-0500850819

郷土 709
横浜市文化財調査報告書第14
輯の5

横浜市文化財総合
調査会

横浜市教育委員会 3-0190424592

郷土 709
横浜市文化財調査報告書第20
輯の1

横浜市文化財総合
調査会

横浜市教育委員会 3-0190363530

郷土 709
横浜市文化財調査報告書第20
輯の2

横浜市文化財総合
調査会

横浜市教育委員会 3-0190424589

郷土 709
横浜市文化財調査報告書第22
輯の1

横浜市文化財総合
調査会

横浜市教育委員会 3-0194006097

郷土 709
横浜市文化財調査報告書第22
輯の2

横浜市文化財総合
調査会

横浜市教育委員会 3-0196058662

郷土 709
横浜市文化財調査報告書第22
輯の3

横浜市文化財総合
調査会

横浜市教育委員会 3-0196058663

郷土 709
横浜市文化財調査報告書第23
輯

横浜市教育委員会 3-0193020656

郷土 709
横浜市文化財調査報告書第24
輯の3

横浜市教育委員会 横浜市教育委員会 3-0209034102

郷土 709 横浜の文化財　8
横浜市文化財総合
調査会

横浜市教育委員会社会
教育部文化財課

3-0190363556

郷土 709 横浜の文化財　9
横浜市文化財総合
調査会

横浜市教育委員会社会
教育部文化財課

3-0190403280

郷土 783.4 TRICOLORE　2020 横浜マリノス 3-0500853773

「あたらしく入った本」6月号は、令和3年4月から同年5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。

16


