
別置

901
生き残る作家、生き残れない
作家　冲方塾・創作講座

冲方丁 早川書房 3-0500873391

901
創作講座料理を作るように小
説を書こう

山本弘 東京創元社 3-0500868853

902
ＳＦが読みたい！２０２１年
版

ＳＦマガジン編集
部／編

早川書房 3-0500852882

902
オルフェウス変幻　ヨーロッ
パ文学にみる変容と変遷

沓掛良彦 京都大学学術出版会 3-0500849038

904
日々翻訳ざんげ　エンタメ翻
訳この四十年

田口俊樹 本の雑誌社 3-0500858032

910 オ 恩田陸　白の劇場 河出書房新社 3-0500855456

ティー
ンズ

911.3
１７音の青春　２０２１　五
七五で綴る高校生のメッセー
ジ

神奈川大学広報委
員会／編

角川文化振興財団 3-0500872800

911.3 究極の俳句 髙柳克弘 中央公論新社 3-0500875168

911.5
風のことば空のことば　語り
かける辞典

長田弘／詩 講談社 3-0500780207

913.6 ア レッドネック 相場英雄 角川春樹事務所 3-0500877193

文庫本 913.6 ア
朝日堂オーダーメイド製本工
房

相原罫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500856641

文庫本 913.6 ア これは経費で落ちません！８ 青木祐子 集英社 3-0500871497

文庫本 913.6 ア 藪の中・将軍　改版 芥川龍之介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500831475

913.6 ア 六人の嘘つきな大学生 朝倉秋成 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500857569

913.6 ア にぎやかな落日 朝倉かすみ 光文社 3-0500871869

913.6 ア 救急患者Ｘ 麻生幾 幻冬舎 3-0500861930

913.6 ア 烏百花　白百合の章 阿部智里 文藝春秋 3-0500872050

913.6 ア
わたし、定時で帰ります。ラ
イジング

朱野帰子 新潮社 3-0500871631

913.6 イ スモールワールズ 一穂ミチ 講談社 3-0500871995

913.6 ウ 寂しい写楽 宇江佐真理 小学館 3-0209049047

文庫本 913.6 ウ 継争　禁裏付雅帳　１２ 上田秀人 徳間書店 3-0500868764

文庫本 913.6 オ 地獄への近道 逢坂剛 集英社 3-0500878129

913.6 オ めぐりんと私。 大崎梢 東京創元社 3-0500871595

文庫本 913.6 オ 密やかな結晶　新装版 小川洋子 講談社 3-0500838129

913.6 オ 偶然の家族 落合恵子 東京新聞 3-0500862214

913.6 オ 薔薇のなかの蛇 恩田陸 講談社 3-0500879458
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913.6 カ 天使たちの課外活動　７ 茅田砂胡 中央公論新社 3-0500863650

913.6 カ 天使たちの課外活動　８ 茅田砂胡 中央公論新社 3-0500871320

913.6 ク 無刑人　芦東山 熊谷達也 潮出版社 3-0500858409

文庫本 913.6 コ 向島・箱屋の新吉　［３］ 小杉健治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500871521

文庫本 913.6 コ カットバック 今野敏 講談社 3-0500869586

文庫本 913.6 サ 己丑の大火　照降町　四季２ 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500874620

913.6 サ 義士切腹　忠臣蔵の姫阿久利 佐々木裕一 小学館 3-0500872046

913.6 サ テスカトリポカ 佐藤究 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500854732

913.6 サ 星落ちて、なお 澤田瞳子 文藝春秋 3-0500875631

913.6 シ
グッバイ・イエロー・ブリッ
ク・ロード　東京バンドワゴ
ン

小路幸也 集英社 3-0500872484

913.6 シ
われらの世紀　真藤順丈作品
集

真藤順丈 光文社 3-0500871870

文庫本 913.6 ス 一輪の花　長編時代小説 鈴木英治 光文社 3-0500811732

文庫本 913.6 ス 春風そよぐ　長編時代小説 鈴木英治 光文社 3-0500804428

文庫本 913.6 ス 蒼い月　長編時代小説 鈴木英治 光文社 3-0500819974

文庫本 913.6 ス お陀仏坂　長編時代小説 鈴木英治 光文社 3-0500860682

文庫本 913.6 ス 夜鳴き蝉　父子十手捕物日記 鈴木英治 光文社 3-0500876001

913.6 セ その扉をたたく音 瀬尾まいこ 集英社 3-0500856701

文庫本 913.6 タ
上流階級　３　富久丸百貨店
外商部

高殿円 小学館 3-0500857596

913.6 タ 飛ぶ立つ君の背を見上げる 武田綾乃 宝島社 3-0500853211

文庫本 913.6 チ 出世商人（あきんど）　３ 千野隆司 文藝春秋 3-0500874625

913.6 ツ 非弁護人 月村了衛 徳間書店 3-0500874707

913.6 ツ ジャックポット 筒井康隆 新潮社 3-0500853977

913.6 ト 緑陰深きところ 遠田潤子 小学館 3-0500872047

文庫本 913.6 ト ピットフォール 堂場瞬一 講談社 3-0500876670

913.6 ト 赤の呪縛 堂場瞬一 文藝春秋 3-0500878524

913.6 ナ 風巻　伊豆春嵐譜 鳴神響一 早川書房 3-0500862253

913.6 ナ カード師 中村文則 朝日新聞出版 3-0500874763

913.6 ナ ヒポクラテスの悔恨 中山七里 祥伝社 3-0500876027

913.6 ナ 臨床の砦 夏川草介 小学館 3-0500872048

913.6 ヌ 悪の芽 貫井徳郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500856048

文庫本 913.6 ハ サンドの女 原田ひ香 実業之日本社 3-0500851327

文庫本 913.6 ヒ 回廊亭殺人事件　新装版 東野圭吾 光文社 3-0500819487
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文庫本 913.6 ヒ
美しき凶器　長編推理小説
新装版

東野圭吾 光文社 3-0500828356

文庫本 913.6 フ 金の角持つ子どもたち 藤岡陽子 集英社 3-0500878443

913.6 フ
最高のアフタヌーンティーの
作り方

古内一絵 中央公論新社 3-0500871221

913.6 マ うつくしが丘の不幸の家 町田そのこ 東京創元社 3-0500739446

913.6 マ
男の子になりたかった女の子
になりたかった女の子

松田青子 中央公論新社 3-0500871222

文庫本 913.6 ミ 櫂　１６刷改版 宮尾登美子 新潮社 3-0206000537

文庫本 913.6 モ
二宮ナズナの花嵐な事件簿
京の都で秘密探偵始めました

望月麻衣 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500856628

913.6 モ 人魚姫の椅子 森晶麿 早川書房 3-0500442709

文庫本 913.6 ヤ 菜種晴れ 山本一力 小学館 3-0500866708

文庫本 913.6 ヤ さぶ　改版 山本周五郎 新潮社 3-0500635219

913.6 ヤ 風よ僕らの前髪を 弥生小夜子 東京創元社 3-0500875616

913.6 ユ 月下のサクラ 柚月裕子 徳間書店 3-0500877175

914 イ 大人の流儀　１０ 伊集院静 講談社 3-0500858998

914 イ こころの散歩 五木寛之 新潮社 3-0500864983

914 カ たべるたのしみ 甲斐みのり
ｍｉｌｌｅ　ｂｏｏｋ
ｓ

3-0500816966

914 シ
三人三昧　無礼講で気ままな
おしゃべり

清水ミチコ 中央公論新社 3-0500868186

914 セ
寂聴先生、コロナ時代の「私
たちの生き方」教えてくださ
い！

瀬戸内寂聴 光文社 3-0500801108

914 ソ
終の暮らし　跡形もなく消え
ていくための心得

曽野綾子 興陽館 3-0500844391

914 ハ 人間であることをやめるな 半島一利 講談社 3-0500873792

914 ハ 硝子戸のうちとそと 半島未利子 講談社 3-0500873791

914 ヒ 嘘かまことか 平岩弓枝 文藝春秋 3-0500859826

文庫本 931
キャッツ　ポッサムおじさん
の猫とつき合う法

Ｔ．Ｓ．エリオッ
ト

筑摩書房 3-0195068434

931 無垢の歌
ウィリアム・ブレ
イク

毎日新聞出版 3-0500857978

933 疫病短編小説集
Ｒ.キプリング／
ほか著

平凡社 3-0500860916

933 オ 仮面の陰に　あるいは女の力
ルイザ・メイ・オ
ルコット

幻戯書房 3-0500857080

文庫本 933 ク スタイルズ荘の怪事件
アガサ・クリス
ティ

東京創元社 3-0500870960

文庫本 933 シ ブラック・フライデー
マイクル・シアー
ズ

早川書房 3-0500127239

文庫本 933 チ あなたの人生の物語 テッド・チャン 早川書房 3-0203066777

933 テ 煽動者
ジェフリー・
ディーヴァー

文藝春秋 3-0500425821

文庫本 933 ハ ルクセンブルクの迷路
クリス・パヴォー
ネ

早川書房 3-0500024584

933 ヘ 不滅の子どもたち
クロエ・ベンジャ
ミン

集英社 3-0500872859

文庫本 933 ロ
新訳ドリトル先生と月からの
使い

ヒュー・ロフティ
ング

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500871524
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933 ロ グッバイ、コロンバス フィリップ・ロス 朝日出版社 3-0500857631

933 ワ 小さな家のローラ
ローラ・インガル
ス・ワイルダー／
作

朝日出版社 3-0500843972

934 ぼく自身のノオト
ヒュー・プレイ
サー

創元社 3-0500845369

936 ゴースト・ボーイ
マーティン・ピス
トリウス

ＰＨＰ研究所 3-0500323708

文庫本 943 ス アルプスの少女ハイジ
ヨハンナ・シュピ
リ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500848028

943 ヘ レストラン「ドイツ亭」 アネッテ・ヘス 河出書房新社 3-0500846657

文庫本 949
説教師　エリカ＆パトリック
事件簿

カミラ・レックバ
リ

集英社 3-0210052684

953 マ チボー家の人々　８
ロジェ・マルタ
ン・デュ・ガール

白水社 3-0190481254

956
武漢脱出日記　中国とフラン
ス、二つのロックダウン

ビンタオ・チェン 中央公論新社 3-0500840809

963 祖国　上 フェルナンド・アラムブル 河出書房新社 3-0500872886

963 祖国　下 フェルナンド・アラムブル 河出書房新社 3-0500872887

文庫本 983 戦争と平和　５ トルストイ 光文社 3-0500875991

別置

002 おとなの教養　３ 池上彰 ＮＨＫ出版 3-0500868561

007.1 ＡＩの雑談力 東中竜一郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500852064

情報科
学

007.3 インターネットというリアル 岡嶋裕史 ミネルヴァ書房 3-0500871600

情報科
学

007.5
スキルアップ！情報検索　基
本と実践　新訂第２版

中島玲子 日外アソシエーツ 3-0500848547

情報科
学

007.6

すぐそこにあるサイバーセ
キュリティーの罠　テレワー
ク、スマホ、メールを狙う最
新トラブルとその裏側

勝村幸博 日経ＢＰ 3-0500870783

情報科
学

007.6
はじめてのＡｎｄｏｒｏｉｄ
プログラミング　しっかり丁
寧だから安心　第５版

金田浩明 ＳＢクリエイティブ 3-0500840961

情報科
学

007.6
１週間でＣ＋＋の基礎が学べ
る本

亀田健司 インプレス 3-0500860808

情報科
学

007.6
図解！Ｐｙｔｈｏｎのツボと
コツがゼッタイにわかる本
プログラミング実践編

立山秀利 秀和システム 3-0500865418

情報科
学

007.6

ゼロからはじめるＯｎｅＮｏ
ｔｅ　＆　Ｇｏｏｇｌｅ　Ｋ
ｅｅｐ　＆　Ａｐｐｌｅ標準
メモデジタルメモ基本＆便利
技

田中拓也 技術評論社 3-0500853939

情報科
学

007.6
たのしいＬｉｖｅ２Ｄの入門
教室

乃樹坂くしお ビー・エヌ・エヌ 3-0500869393

情報科
学

007.6 Ｊａｖａ　入門編　第３版 三谷純 翔泳社 3-0500849122

情報科
学

007.6 Ｊａｖａ　実践編　第３版 三谷純 翔泳社 3-0500849125

情報科
学

007.6
Ｅｘｃｅｌ関数<最強>時短仕
事術　誰も教えてくれない！
仕事がラクになるテクニック

守屋恵一 技術評論社 3-0500871573

情報・思想・歴史・地理
（NDC000-299）
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情報科
学

007.6

エクセル方眼紙で文書を作る
のはやめなさい　「他人の後
始末」で、もうだれも苦しま
ない資料作成の新常識

四禮静子 技術評論社 3-0500869622

010
まちづくりと図書館　人々が
集い、活動し創造する図書館
へ

大串夏身 青弓社 3-0500873928

011
図書館と法　図書館の諸問題
への法的アプローチ　改訂版
増補

鑓水三千男 日本図書館協会 3-0500872682

015
障害者サービスと著作権法
第２版

日本図書館協会障
害者サービス委員
会／編

日本図書館協会 3-0500854712

019
この１冊、ここまで読むか！
超深堀り読書のススメ

鹿島茂 祥伝社 3-0500850272

019
司書が書く図書館員のおすす
めの本

日本図書館協会図
書紹介事業委員会
／編

日本図書館協会 3-0500872414

019
図書館の外は嵐　穂村弘の読
書日記

穂村弘 文藝春秋 3-0500848736

文庫本 019 仏教の源流 松岡正剛 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500871532

児童書
研究

019
この本読んで！第７９号（２
０２１夏）

出版文化産業振興財団 3-0500882944

019
あの人の読書案内。＆Ｐｒｅ
ｍｉｕｍ特別編集合本「読書
案内」ＢＯＯＫ

マガジンハウス 3-0500874583

021
思言敬事　ある人文書編集者
の回想

加藤敬事 岩波書店 3-0500876610

022

魅せる！同人誌のデザイン講
座　Ｂｅｆｏｒｅ-Ａｆｔｅｒ
でわかる試したくなるアイデ
ア

齋藤渉 技術評論社 3-0500869412

061
学問の自由が危ない　日本学
術会議問題の深層

佐藤学／編 晶文社 3-0500849519

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和３年３
月号

毎日新聞社 3-0500875079

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令和３
年３月号

日本経済新聞社 3-0500875081

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令和３
年４月号

日本経済新聞社 3-0500881643

文庫本 134 フィヒテ入門講義
ヴィルヘルム・
Ｇ・ヤコプス

筑摩書房 3-0500868899

139 パンデミック　２
スラヴォイ・ジ
ジェク

Ｐヴァイン 3-0500870714

141
悩む力　天才にすら勝てる考
え方「クリティカル・シンキ
ング」

ＤａｉＧｏ きずな出版 3-0500861894

141

情報を正しく選択するための
認知バイアス事典　世界と自
分の見え方を変える「６０の
心のクセ」のトリセツ

情報文化研究所 フォレスト出版 3-0500868886

141
東大教授の考え続ける力がつ
く思考習慣

西成活裕 あさ出版 3-0500867522

5



143
対人援助職のための発達心理
学

渡辺弥生／監修 北樹出版 3-0500865049

146.8
「ほんのひと言」に傷つかな
くなる本　チクチク・いや
み・理不尽と感じる

大嶋信頼 大和書房 3-0500870068

159 数えないで生きる 岸見一郎 扶桑社 3-0500850342

文庫本 159 出口治明の人生問答集 出口治明 三笠書房 3-0500861971

159 仕事と人生 西川善文 講談社 3-0500862180

159 人間の器 丹羽宇一郎 幻冬舎 3-0500864446

159 幸せ上手さん習慣 星ひとみ 小学館 3-0500855650

160
「負の感情」とのつき合い方
ケアの時代

鎌田東二 淡交社 3-0500849924

162
宗教と日本人　葬式仏教から
スピリチュアル文化まで

岡本亮輔 中央公論新社 3-0500871318

162 日本人と神 佐藤弘夫 講談社 3-0500869898

164
インド神話物語百科　ヴィ
ジュアル版

マーティン・J・
ドハティ

原書房 3-0500871276

186
御朱印でめぐる東急線沿線の
寺社　週末開運さんぽ

地球の歩き方編集
室／編集

地球の歩き方 3-0500868222

209
世界史から読み解く「コロナ
後」の現代

佐藤けんいち
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

3-0500839923

文庫本 209 銃・病原菌・鉄　下巻
ジャレド・ダイヤ
モンド

草思社 3-0212007208

209
１６世紀「世界史」のはじま
り

玉木俊明 文藝春秋 3-0500871228

外国語 210.1
Ｔｈｅ　ｓｔｏｒｙ　ｏｆ
Ｊａｐａｎ　ｖｏｌ．２

Ｋｉｙｏｓｈｉ
Ｈｉｒａｉｚｕｍ
ｉ

Ｓｅｉｓｅｉ　Ｋｉｋ
ａｋｕ

3-0500858179

外国語 210.1
Ｔｈｅ　ｓｔｏｒｙ　ｏｆ
Ｊａｐａｎ　ｖｏｌ．３

Ｋｉｙｏｓｈｉ
Ｈｉｒａｉｚｕｍ
ｉ

Ｓｅｉｓｅｉ　Ｋｉｋ
ａｋｕ

3-0500858181

ティー
ンズ

210.1
時代別いちばんエライ人でわ
かる日本史　イラスト図解で
サクッとわかる

山岸良二／監修 朝日新聞出版 3-0500839991

210.3
古代日本の官僚　天皇に仕え
た怠惰な面々

虎尾達哉 中央公論新社 3-0500863653

210.3
院政　もうひとつの天皇制
増補版

美川圭 中央公論新社 3-0500871315

210.7 戦争というもの 半藤一利 ＰＨＰ研究所 3-0500876423

213
都市計画家（アーバンプラン
ナー）徳川家康

谷口榮
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500867508

222
太平天国　皇帝なき中国の挫
折

菊池秀明 岩波書店 3-0500841169

222 戦争の中国古代史 佐藤信弥 講談社 3-0500862182

222
シルクロード　流沙に消えた
西域三十六か国

中村清次 新潮社 3-0500877459
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222
八九六四　「天安門事件」か
ら香港デモへ　完全版

安田峰俊 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500875619

文庫本 222 中国の歴史　７
礪波護／〔ほか〕
編集委員

講談社 3-0500844893

文庫本 225 インド文化入門 辛島昇 筑摩書房 3-0500837821

230 地中海の水中文化遺産 中西裕見子 同成社 3-0500837742

253
南北戦争　アメリカを二つに
裂いた内線

小川寛大 中央公論新社 3-0500840810

256
古代マヤ文明　栄華と衰亡の
３０００年

鈴木真太郎 中央公論新社 3-0500840817

281
教科書では絶対教えない偉人
たちの日本史　日本をつく
り、救った２８人の日本人

倉山満 ビジネス社 3-0500870804

281
偉人たちの人生図鑑　教養と
しての日本史

山﨑圭一／監修 宝島社 3-0500867902

288
氏名の誕生　江戸時代の名前
はなぜ消えたのか

尾脇秀和 筑摩書房 3-0500867947

288
歴代天皇総覧　皇位はどう継
承されたか　増補版

笠原英彦 中央公論新社 3-0500863655

289 ア あるヤクザの生涯　安藤昇伝 石原慎太郎 幻冬舎 3-0500876309

289 シ
幣原喜重郎　国際協調の外政
家から占領期の首相へ

熊本史雄 中央公論新社 3-0500871319

289 シ
渋沢栄一　よく集め、よく施
された

武田晴人 ミネルヴァ書房 3-0500867476

ティー
ンズ

290
なるほど知図帳世界　２０２
１

昭文社 3-0500835883

ティー
ンズ

291
なるほど知図帳日本　２０２
１

昭文社 3-0500835884

291
シニアバス旅のすすめ　定番
コースからワンランク上の大
人旅

加藤佳一 平凡社 3-0500870528

291.3
歩く地図鎌倉・横浜散歩　２
０２２

成美堂出版 3-0500868115

291.4 金沢・北陸　第１０版 実業之日本社 3-0500860755

291.9 屋久島・奄美　第８版 実業之日本社 3-0500878006

297 北極飛行 ヴォドピヤーノフ 岩波書店 3-0500841170

別置

304
大前研一世界の潮流２０２１
～２０２２

大前研一 プレジデント社 3-0500878225

304 主権者のいない国 白井聡 講談社 3-0500865349

304
日本の構造　５０の統計デー
タで読む国のかたち

橘木俊詔 講談社 3-0500862183

文庫本 309 リベラリズムとは何か
マイケル・フリー
デン

筑摩書房 3-0500860795

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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310 ジョークで読む世界ウラ事情 名越健郎
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500875581

311 模倣の罠　自由主義の没落
イワン・クラステ
フ

中央公論新社 3-0500871224

311 よくわかる政治思想 野口雅弘／編著 ミネルヴァ書房 3-0500867471

312.1 ロッキード 真山仁 文藝春秋 3-0500844556

312.1
ロッキード疑獄　角栄ヲ葬リ
巨悪ヲ逃ス

春名幹男 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500826101

312.3

ポスト社会主義の政治　ポー
ランド、リトアニア、アルメ
ニア、ウクライナ、モルド
ヴァの準大統領制

松里公孝 筑摩書房 3-0500859311

312.5
アメリカの悲劇！　「黒い疑
惑」にまみれたバイデン政権
の奈落

古森義久 ビジネス社 3-0500866804

文庫本 316
ブルースだってただの唄　黒
人女性の仕事と生活

藤本和子 筑摩書房 3-0500828812

316 尊厳　その歴史と意味
マイケル・ローゼ
ン

岩波書店 3-0500863507

316
在日ウイグル人が明かすウイ
グル・ジェノサイド　東トル
キスタンの真実

ムカイダイス ハート出版 3-0500862863

319.1
歴史認識日韓の溝　分かり合
えないのはなぜか

渡辺延志 筑摩書房 3-0500867944

319.5
米中百年戦争の地政学　国家
大計としての日本防衛論

湯浅博 ビジネス社 3-0500866806

323 行政法概説　２　第７版 宇賀克也 有斐閣 3-0500865107

323 ９条の戦後史 加藤典洋 筑摩書房 3-0500875265

324
遺産分割実務マニュアル　第
４版

東京弁護士会法友
全期会相続実務研
究会／編集

ぎょうせい 3-0500852964

325
最新商業登記の基本と実務
図解で早わかり

松岡慶子／監修 三修社 3-0500863189

326
永山則夫入門　死刑台から社
会を問うた“連続射殺魔”

永山則夫入門制作
プロジェクト／編
集

いのちのギャラリー 3-0500859637

327
法律書式の作成全集　すぐに
役立つ　第５版

神田将／監修 自由国民社 3-0500858364

332.1
財政爆発　アベノミクスバブ
ルの破局

明石順平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500868244

332.1
ビジネスの未来　エコノミー
にヒューマニティを取り戻す

山口周 プレジデント社 3-0500839932

335.1
心理的安全性のつくりかた
「心理的柔軟性」が困難を乗
り越えるチームに変える

石井遼介
日本能率協会マネジメ
ントセンター

3-0500810117

335.1 まんが超訳『論語と算盤』 渋沢栄一／原作 光文社 3-0500755233

335.3

小さな会社のＳＤＧｓ実践の
教科書　１冊で基礎からアク
ション、マネジメントまでわ
かる

青柳仁士 翔泳社 3-0500850690
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336
ＢＣＧカーボンニュートラル
経営戦略

ボストンコンサル
ティンググループ
／監修

日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500874586

336.1
未来を実装する　テクノロ
ジーで社会を変革する４つの
原則

馬田隆明 英治出版 3-0500848532

336.1
ＤＸ（デジタルトランス
フォーメンション）経営図鑑

金澤一央 アルク 3-0500862222

336.2
やめる時間術　２４時間を自
由につかえないすべての人へ

尾石晴 実業之日本社 3-0500846266

336.4
一生折れない自信がつく話し
方

青木仁志 アチーブメント出版 3-0500843728

336.4 １分で話せ　２ 伊藤羊一 ＳＢクリエイティブ 3-0500863805

336.4 雑談の一流、二流、三流 桐生稔 明日香出版社 3-0500767024

336.4
フィッシュ！　鮮度１００％
ぴちぴちオフィスのつくり方
アップデート版

スティーヴン・
Ｃ・ランディン

早川書房 3-0500862273

336.5

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｔｅａ
ｍｓ仕事術　ニューノーマル
時代に心地よく働くための実
践知

椎野磨美 技術評論社 3-0500862882

336.9
経理の教科書１年生　イラス
ト解説だから、はじめてでも
わかる　改訂版

宇田川敏正／監修 新星出版社 3-0500862254

338

株・投資信託・ｉＤｅＣｏ・
ＮＩＳＡがわかる今さら聞け
ない投資の超基本　ビジュア
ル版

泉美智子 朝日新聞出版 3-0500863303

338
猫組長と西原理恵子のネコノ
ミクス宣言　コロナ後の幸福
論

猫組長 扶桑社 3-0500868541

参考書 349 地方財政白書　令和３年版 総務省／編 日経印刷 3-0500875317

361.4
伝え方の魔術　集める・見抜
く・表現する

及川幸久 かんき出版 3-0500853686

361.4 不機嫌のトリセツ 黒川伊保子 河出書房新社 3-0500869600

361.8
実力も運のうち　能力主義は
正義か？

マイケル・サンデ
ル

早川書房 3-0500869961

361.8 新型格差社会 山田昌弘 朝日新聞出版 3-0500869321

364
すぐにもらえるお金と使える
サービス　困ったときに役立
つ！

溝口知実／著・監
修

自由国民社 3-0500858982

365
マンションの「音のトラブ
ル」を解決する本　イラスト
でわかる

井上勝夫 あさ出版 3-0500848787

365
不動産大異変　「在宅時代」
の住まいと生き方

太田垣章子 ポプラ社 3-0500869634

366.2
東京を捨てる　コロナ移住の
リアル

澤田晃宏 中央公論新社 3-0500868184

366.2
ノマド　漂流する高齢労働者
たち

ジェシカ・ブルー
ダー

春秋社 3-0500633099

366.3
ワーママはるライフシフト習
慣術

尾石晴 フォレスト出版 3-0500868889
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366.3

ドイツ人はなぜ、毎日出社し
なくても世界一成果を出せる
のか　７割テレワークでも生
産性が日本の１．５倍の秘密

熊谷徹 ＳＢクリエイティブ 3-0500867504

367.3 なんで家族を続けるの？ 内田也哉子 文藝春秋 3-0500862233

ティー
ンズ

367.3 親の期待に応えなくていい 鴻上尚史 小学館 3-0500865951

367.3
ＤＶ・性暴力被害者を支える
ためのはじめてのＳＮＳ相談

社会的包摂サポー
トセンター／編

明石書店 3-0500858991

367.7
老後レス社会　死ぬまで働か
ないと生活できない時代

朝日新聞特別取材
班

祥伝社 3-0500850269

368 令和元年のテロリズム 磯部涼 新潮社 3-0500864987

368
麻薬と人間１００年の物語
薬物への認識を変える衝撃の
真実

ヨハン・ハリ 作品社 3-0500850359

369.1
非正規介護職員ヨボヨボ日記
当年６０歳、排泄も入浴もお
世話させていただきます

真山剛 三五館シンシャ 3-0500871581

369.2
精神障害のある人の権利Ｑ＆
Ａ

ＤＰＩ日本会議／
編

解放出版社 3-0500849035

375
問う方法・考える方法　「探
求型の学習」のために

河野哲也 筑摩書房 3-0500867949

375

できるＭｉｃｒｏｓｏｆｔ
Ｔｅａｍｓ　ｆｏｒ　Ｅｄｕ
ｃａｔｉｏｎすぐに始めるオ
ンライン授業

清水理史 インプレス 3-0500859333

375
自宅学習の強化書　塾へ行か
なくても成績が超アップ！

葉一 フォレスト出版 3-0500838983

376.1
子どもと作るかわいい！行事
の製作あそび　２　３　４
５歳児年齢の目安つき！

世界文化ワンダークリ
エイト

3-0500849987

379

ＴＲＩＣＫ　スティーブ・
ジョブズを教えＹｏｕＴｕｂ
ｅ　ＣＥＯを育てたシリコン
バレーのゴッドマザーによる
世界一の教育法

エスター・ウォジ
スキー

文藝春秋 3-0500867849

379
究極の子育て　自己肯定感×
非認知能力

おおたとしまさ／
監修

プレジデント社 3-0500829978

379
自分で学べる子の親がやって
いる「見守る」子育て

小川大介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500845827

379
東大理三に３男１女を合格さ
せた母親が教える東大に入る
お金と時間の使い方

佐藤亮子 ダイヤモンド社 3-0500821579

379
ＬＩＭＩＴＬＥＳＳ超加速学
習　人生を変える「学び方」
の授業

ジム・クウイック 東洋経済新報社 3-0500849983

子育て 379
科学的イライラ怒りを手放す
神子育て

星渉 朝日新聞出版 3-0500867879

380 熊楠と幽霊 志村真幸
集英社インターナショ
ナル

3-0500851314

387 図説魔女の文化史
セリヌ・デュ・
シェネ

原書房 3-0500863282
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388
病と妖怪　予言獣アマビエの
正体

東郷隆
集英社インターナショ
ナル

3-0500867786

別置

404
探求する精神　職業としての
基礎科学

大栗博司 幻冬舎 3-0500864440

404
「科学的」は武器になる　世
界を生き抜くための思考法

早野龍五 新潮社 3-0500856021

410 文科系のための応用数学入門 小林みどり 共立出版 3-0500868964

410
大学入試数学不朽の名問１０
０　大人のための“数学腕試
し”

鈴木貫太郎 講談社 3-0500869896

文庫本 410
世にも美しき数学者たちの日
常

二宮敦人 幻冬舎 3-0500867794

410
億万長者だけが知っている教
養としての数学　世界一役に
立つ数学的思考力の磨き方

ヒュー・バーカー ダイヤモンド社 3-0500869914

414
ピタゴラスの定理１００の証
明法　幾何の散歩道　新装版

森下四郎 プレアデス出版 3-0500868807

417
世界の猫はざっくり何匹？頭
がいい計算力が身につく
「フェルミ推定」超入門

ロブ・イースタ
ウェイ

ダイヤモンド社 3-0500871950

430 人物でよみとく化学 藤嶋昭 朝日学生新聞社 3-0500865033

431
よくわかる最新高分子化学の
基本と仕組み　現代社会に不
可欠な高分子を知る

齋藤勝裕 秀和システム 3-0500866027

465
京大おどろきのウィルス学講
義

宮沢孝幸 ＰＨＰ研究所 3-0500870825

文庫本 467
理不尽な進化　遺伝子と運の
あいだ　増補新版

吉川浩満 筑摩書房 3-0500868897

491
免疫力　正しく知って、正し
く整える

藤田紘一郎 ワニ・プラス 3-0500788796

493.1
糖尿病が怖いので、最新情報
を取材してみた

堀江貴文 祥伝社 3-0500874640

493.7
発達障害はなぜ誤診されるの
か

岩波明 新潮社 3-0500856025

493.7
躁鬱大学　気分の波で悩んで
いるのは、あなただけではあ
りません

坂口恭平 新潮社 3-0500873798

別置指
定資料

493.7

お父さんが発達障害とわかっ
たら読む本　子どもの面倒を
見ない。お母さんとの会話が
少ない。

宮尾益知／監修 河出書房新社 3-0500855647

493.8
史上最悪のインフルエンザ
忘れられたパンデミック　新
装版

アルフレッド・
Ｗ．クロスビー

みすず書房 3-0209001047

493.8
こわいほどよくわかる新型コ
ロナとワクチンのひみつ

近藤誠 ビジネス社 3-0500863359

493.9

ゲーム・ネットの世界から離
れられない子どもたち　子ど
もが社会から孤立しないため
に

吉川徹 合同出版 3-0500848398

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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494
痛くて歩けない外反母趾の治
し方　「共鳴穴」を探り当て
るエトレ方式の施術

原珠枝 現代書林 3-0500815058

494
腎と泌尿器のしくみ　オール
カラー

東間紘／監修 マイナビ出版 3-0500856759

496
ＡＰＤ<聴覚情報処理障害>が
わかる本　聞きとる力の高め
方

小渕千絵／監修 講談社 3-0500866308

498.1 医療と介護３つのベクトル 池上直己
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500871251

498.3
１０歳体が若返る！奇跡の寝
たまま１分ストレッチ

川村明 宝島社 3-0500845203

498.3
新しい免疫力の教科書　負け
ないからだをつくる

根来秀行 朝日新聞出版 3-0500873753

498.6 コロナと生きる 内田樹 朝日新聞出版 3-0500812244

498.6
専門医が教える新型コロナ・
感染症の本当の話

忽那賢志 幻冬舎 3-0500857914

498.8
繊細な人の心が折れない働き
方　ネガティブ沼から抜けだ
し、自分らしく働くために

井上智介 ナツメ社 3-0500870488

498.9 病理医が明かす死因のホント 榎木英介
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500875583

501

よくわかるデザイン心理学
人間の行動・心理を考慮した
一歩進んだデザインへのヒン
ト

日比野治雄／監修 日刊工業新聞社 3-0500841806

ティー
ンズ

507 弁理士になるには　改訂版 藤井久子 ぺりかん社 3-0500865401

510
トコトンやさしい土木技術の
本

溝渕利明 日刊工業新聞社 3-0500865686

518.8
ぼくらのリノベーションまち
づくり　ほしい暮らしは自分
でつくる

嶋田洋平 日経ＢＰ社 3-0500274324

519.5
フクシマ土壌汚染の１０年
放射性セシウムはどこへ行っ
たのか

中西友子 ＮＨＫ出版 3-0500872942

521
平安貴族の住まい　寝殿造か
ら読み直す日本住宅史

藤田勝也 吉川弘文館 3-0500862939

523
国立代々木競技場と丹下健三
成長の時代の象徴から、成熟
の時代の象徴へ

豊川斎赫 ＴＯＴＯ出版 3-0500857952

523
図説キリスト教会建築の歴史
増補新装版

中島智章 河出書房新社 3-0500865029

523
日本近現代建築の歴史　明治
維新から現代まで

日埜直彦 講談社 3-0500860309

526
モダン建築駅舎　秀逸なデザ
インの大正・昭和・平成の駅

杉﨑行恭 天夢人 3-0500863682

529
名画を見上げる　美しき天井
画・天井装飾の世界

Ｃａｔｈｅｒｉｎ
ｅ　ＭｃＣｏｒｍ
ａｃｋ

誠文堂新光社 3-0500850650

529
世界で一番やさしいインテリ
ア　１１７のキーワードで学
ぶ　改訂版

和田浩一 エクスナレッジ 3-0500864117
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530
機械・電気の資格と仕事　取
りたい資格がわかる本

梅方久仁子 技術評論社 3-0500848181

536
きちんと知りたい！スポーツ
バイクメカニズムの基礎知識

菊池武洋 日刊工業新聞社 3-0500841802

537 日本車は生き残れるか 桑島浩彰 講談社 3-0500878463

540
完全図解電気の基礎と実務
一番やさしい・一番くわしい

大浜庄司 日本実業出版社 3-0500874325

543
廃炉　「敗北の現場」で働く
誇り

稲泉連 新潮社 3-0500853978

547.4
ネットフリックスｖｓ．ディ
ズニー　ストリーミングで変
わるメディア勢力図

大原通郎
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500863178

情報科
学

547.4
チャットボットの教科書　自
動応答システムで導入企業が
続々！

中村雅之 日経ＢＰ社 3-0500854318

情報科
学

547.4
ゼロから始めるｉＣｌｏｕｄ
基本＆便利技

リンクアップ 技術評論社 3-0500875286

548
富岳　世界４冠スパコンが日
本を救う

日経クロステック
／編集

日経ＢＰ 3-0500860779

588 マスタードの歴史
デメット・ギュゼ
イ

原書房 3-0500846575

別置

590
５０歳からの私らしい暮らし
方　小さく、身軽に、快適に

柿崎こうこ エクスナレッジ 3-0500865344

590
ひとり暮らしで知りたいこと
が全部のってる本

主婦の友社／編 主婦の友社 3-0500850435

590
６５歳から心からゆたかに暮
らすために大切なこと

ショコラ マガジンハウス 3-0500849029

590
工夫のある家で、すっきり暮
らす。

マガジンハウス 3-0500868132

593.8 おしゃれ上手に年を重ねて 西村玲子 海竜社 3-0212034769

596 分子調理の日本食 石川伸一 オライリー・ジャパン 3-0500873347

596
志麻さんのベストおかず　プ
レミアムなほぼ１００円おか
ず編

タサン志麻 扶桑社 3-0500858218

596
６０代からの暮らしはコンパ
クトがいい

本多京子 三笠書房 3-0500610164

596.2
ウー・ウェンの１００ｇで作
る北京小麦粉料理

ウーウェン 髙橋書店 3-0500873720

596.2 体と向き合う家ごはん ウーウェン 扶桑社 3-0500863597

596.3 梅干しを漬けてわかること 有元葉子 文化学園文化出版局 3-0500863228

596.6
アーモンドだから、おいしい
しっとり、カリっと、サクッ
と。

下園昌江 文化学園文化出版局 3-0500872945

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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596.6
かりふわマフィンとしっとり
パウンド　エイミーズ・ベイ
クショップ

吉野陽美 学研プラス 3-0500746048

597
無印良品でつくる快適ホーム
オフィス　狭い部屋が仕事場
に大変身！

ｍｕｊｉｋｋｏ／
ほか著

宝島社 3-0500852137

599
米国最強経済学者にして２児
の母が読み解く子どもの育て
方ベスト

エミリー・オス
ター

サンマーク出版 3-0500855251

610 最新日本の農業図鑑 八木宏典／監修 ナツメ社 3-0500852452

611
ビジネスパーソンの新・兼業
農家論

井本喜久
クロスメディア・パブ
リッシング

3-0500808950

616 豆 前田和美 法政大学出版局 3-0500325706

617 のらぼう菜　太茎多収のコツ 髙橋孝次 農山漁村文化協会 3-0500817611

626 ごぼう 冨岡典子 法政大学出版局 3-0500278775

626 食べられる庭図鑑 良原リエ アノニマ・スタジオ 3-0500867309

627 すてきな花言葉と花の図鑑 川崎景介／監修 西東社 3-0500870435

627 多肉植物エケベリア 松岡修一 ＮＨＫ出版 3-0500861738

629
蝶が来る庭　バタフライガー
デンのすすめ

海野和男／写真と
文

草思社 3-0500870441

629
大人の東京自然探検　森林・
水辺・山・草原ｅｔｃ．

吉田友和
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500876362

645
モルモット飼育バイブル　長
く元気に暮らす５０のポイン
ト

田向健一／監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500834294

646 ダチョウはアホだが役に立つ 塚本康浩 幻冬舎 3-0500861932

657 びっくり！！縄文植物誌 鈴木三男 同成社 3-0500838190

673
こんなにおもしろい探偵業の
仕事　改訂改題

金澤秀則 中央経済社 3-0500860835

673
ルワンダでタイ料理屋をひら
く

唐渡千紗 左右社 3-0500865918

678
貿易の世界史　大航海時代か
ら「一帯一路」まで

福田邦夫 筑摩書房 3-0500836470

685
国道１６号線　「日本」を
創った道

柳瀬博一 新潮社 3-0500830386

686
駅スタンプの世界　押せば押
すほど“どつぼ”にはまる

坪内政美 天夢人 3-0500863684

689
地域は物語で１０倍人が集ま
る　コンテンツツーリズム再
発見

増淵敏之／編著 生産性出版 3-0500859957

689
るるぶ　ユニバーサル・スタ
ジオ・ジャパン公式ガイド
ブック　２０２１

ＪＴＢパブリッシング 3-0500864341

694
はじめてのスマホ「やりた
い！」がすぐできるスマホ用
語１００

岡嶋裕史／監修 ＮＨＫ出版 3-0500856988

別置指
定資料

699
手話の学校と難聴のディレク
ター　ＥＴＶ特集「静かで、
にぎやかな世界」制作日誌

長嶋愛 筑摩書房 3-0500844418
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別置

703
西洋美術解読事典　絵画・彫
刻における主題と象徴　新装
版

ジェイムス・ホー
ル

河出書房新社 3-0500868521

704
コミュニティと芸術　パンデ
ミック時代に考える創造力

横山千晶
慶應義塾大学教養研究
センター

3-0500869689

721 謎解き鳥獣戯画
芸術新潮編集部／
編

新潮社 3-0500864989

721 鳥獣戯画　決定版 増記隆介／監修 平凡社 3-0500870365

723
もっと知りたいモディリアー
ニ　生涯と作品

島本英明 東京美術 3-0500857703

723
異形のものたち　絵画のなか
の「怪」を読む

中野京子 ＮＨＫ出版 3-0500868562

ティー
ンズ

726
描きたい！！を信じる　少年
ジャンプがどうしても伝えた
いマンガの描き方

週刊少年ジャンプ
編集部／作

集英社 3-0500867224

文庫本 726 神保町「ガロ編集室」界隈 高野慎三 筑摩書房 3-0500853126

726 妻が口をきいてくれません 野原広子 集英社 3-0500832774

726 一度きりの大泉の話 萩尾望都 河出書房新社 3-0500871913

727
誰でもできるコンパスと定規
で描く「紋」ＵＷＡＥＭＯＮ

波戸場承龍／著
者・デザイン

彩図社 3-0500873350

727 勝てるデザイン 前田高志 幻冬舎 3-0500861934

728
１日１０分で身につく！“き
れいな字”を書くペン字術

髙宮睴峰 成美堂出版 3-0500867333

754.9
折紙の文化史　祈り、願い、
遊ぶ

小林一夫 里文出版 3-0500871323

756 名槍図鑑 ホビージャパン 3-0500867357

757
センスがないと思っている人
のための読むデザイン

鎌田隆史 旬報社 3-0500873300

759 ロシアの可愛い指人形 井岡美保 産業編集センター 3-0500853162

762.3 バッハ 久保田慶一 音楽之友社 3-0500869289

762.3
やがて鐘（カンパネラ）は鳴
る　奇蹟のピアニスト人生哲
学

フジコ・ヘミング 双葉社 3-0500839376

764
孤独のアンサンブル　コロナ
禍に「音楽の力」を信じる

村松秀 中央公論新社 3-0500868188

775
こう見えて元タカラジェンヌ
です

天真みちる 左右社 3-0500868510

778 映画のメリーゴーラウンド 川本三郎 文藝春秋 3-0500869618

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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778
映画は変わった　主役はス
ターからアニメの時代へ

西川昭幸 ごま書房新社 3-0500873740

文庫本 778
少しぐらいの嘘は大目に　向
田邦子の言葉

向田邦子 新潮社 3-0500865320

778 キ
岸惠子自伝　卵を割らなけれ
ば、オムレツは食べられない

岸惠子 岩波書店 3-0500874608

文庫本 778 ナ オーストリア滞在記 中谷美紀 幻冬舎 3-0500851576

文庫本 779
阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふた
り暮らし

阿佐ヶ谷姉妹 幻冬舎 3-0500759630

文庫本 779 東京百景 又吉直樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500776768

780
運動・スポーツ栄養学　第４
版

中村亜紀／編 講談社 3-0500865330

781

いつでもどこでも不調をリ
セット！自律神経が整うゆる
筋７秒ストレッチ　元ＭＬＢ
アスレティックトレーナーが
教える

栗田聡／監修 宝島社 3-0500875670

783.7 沢村栄治　裏切られたエース 太田俊明 文藝春秋 3-0500854875

783.7 弱い男 野村克也 星海社 3-0500848838

798
ブロックチェーンゲームの始
め方・遊び方・稼ぎ方

廃猫 技術評論社 3-0500853249

801
動画で学ぶやさしい手話　動
画と写真、イラストでだれで
もできる！

豊田直子 日本文芸社 3-0500852331

809
オンラインでもアイスブレイ
ク！ベスト５０　不慣れな人
もほっと安心

青木将幸 ほんの森出版 3-0500865895

816 暮らしを変える書く力 一田憲子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500866371

816
「文章術のベストセラー１０
０冊」のポイントを１冊にま
とめてみた。

藤吉豊 日経ＢＰ社 3-0500844403

829.1
韓国語の語源図鑑　一度見た
ら忘れない！

阪堂千津子 かんき出版 3-0500867536

829.5
ことばは国家を超える　日本
語、ウラル・アルタイ語、ツ
ラン主義

田中克彦 筑摩書房 3-0500867948

文庫本 832
ことばのロマンス　英語の語
源

ウィークリー 岩波書店 3-0190255679

参考書 833 最新日米口語辞典　決定版
エドワード・Ｇ・
サイデンステッ
カー／共著

朝日出版社 3-0500849026

835
英語の歴史から考える英文法
の「なぜ」２

朝尾幸次郎 大修館書店 3-0500867563

837
英語の読み方　ニュース、Ｓ
ＮＳから小説まで

北村一真 中央公論新社 3-0500863654

参考書 843 アクセス独和辞典　第４版 在間進／編集責任 三修社 3-0500857765
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別置

郷土資
料

318
調査季報　１８７　横浜の政
策力

横浜市政策局政策
課／編

横浜市政策局政策課 3-0500866991

郷土資
料

331
横浜市の市民経済計算　平成
３０年度

横浜市政策局総務
部統計情報課／編

横浜市政策局総務部統
計情報課

3-0500866124

郷土資
料

351
県勢要覧　令和２年度版　統
計でみる神奈川のすがた

神奈川県統計セン
ター統計管理課／
編

神奈川県統計センター 3-0500866122

郷土資
料

498.1
横浜市こころの健康相談セン
ター所報　第１８号（令和元
年度）

横浜市こころの健
康相談センター／
編

横浜市こころの健康相
談センター

3-0500855383

郷土資
料

517
第４２回「全日本中学生水の
作文コンクール」神奈川県優
秀作文集

神奈川県政策局政策部
土地水源対策課水政室

3-0500864290

郷土資
料

518.1
横浜市の水道事業の現状と今
後の方向性

横浜市水道局経営
企画課／編

横浜市水道局経営企画
課

3-0500854114

郷土資
料

519
横浜市環境科学研究所報　第
４４号

横浜市環境科学研
究所／編

横浜市環境科学研究所 3-0500862099

郷土資
料

599
みどり子育て応援ガイドブッ
ク[２０１９]

横浜市緑福祉保健
センターこども家
庭支援課／編

横浜市緑福祉保健セン
ターこども家庭支援課

3-0500705806

郷土資
料

683
横浜港の七不思議　象の鼻・
大桟橋・新港埠頭

田中祥夫 有隣堂 3-0207065779

「あたらしく入った本」7月号は、令和3年5月から同年6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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